
2017年 2月 11日 主日メッセージ「 契約の証人として最高の答えを受ける者」(使徒 19:1-12) 
今世の中では、多くの方々が霊的事実と答えをしらず、生きる希望がなく、夫婦問題や、経済問題などで難しい現実を生きることで必死です。 

多くの教会も博愛主義や、律法主義などに陥り、キリストの命と力を信じることができない状況である。聖書が言う悔い改めとは、不信仰を悔い改め、“ただ“キリストに立ち返ることです。弱い者で

あっても主が用いて下さるのである。真の力とはただキリストの命と力で満たされることである。御言葉にとどまるときキリストを体験し、答えを味わうことになります。キリストを信じ刻印し、神の

国に根を降ろし、聖霊のバプテスマを受ける時、聖霊の充満を受け証人となるのです。 

１．契約の完成 ２．真の味わい(味わう＝エンジョイ) ３．真の契約の確認 賛美の力(使徒 16:25～33) 

1)カルバリー契約（使徒１：１）- ただキリスト 

過去の未信者の状態から、ただイエスキリストが

カルバリーの丘で完了し、解放されました。 

『あなたがたはイエス・キリストを見たことはな

いけれども愛しており、いま見てはいないけれど

も信じており、ことばに尽くすことのできない、

栄えに満ちた喜びにおどっています。 これは、

信仰の結果である、たましいの救いを得ているか

らです。 （Ⅰペテロ 1:8－9）』 

―このキリストを喜ぶのである。キリストは、王、

祭司、預言者として完全に完了したのです。 

 

2)オリーブの契約（使徒 1:3）-ただ神の国 

復活したキリストと共に私が生かされ、ただ神の

国のために働く者となりました。わたしは、もは

や十字架につけられてただキリストを信じる信

仰によって生きるのです。（ガラテヤ 2:20） 

 

3)マルコの部屋の契約（使徒 1:8）-ただ聖霊充満 

祈りと礼拝に成功する時に聖霊の力を受けてた

だサミットに立つようになるのです。（使徒 1:8） 

未来は、福音宣教の中に入っていく未来なので

す。 

 

1) 真の感謝 ⇔ 傷（Ⅰテサロニケ 5:16-18） 

傷に留まるのではなく、感謝を回復することです。 

救いの感謝から回復することです。 

感謝が回復するときに傷から解放されるのです。 

2) 真の御言葉 ⇔ 快楽 

御言葉を味わうことです。反対の快楽を楽しむのでは

なく、御言葉を楽しむのです。 

3) 真の集中 ⇔ 執着、中毒 

集中の中に入ることです。反対は、執着であり中毒で

す。 

御言葉と祈りと礼拝に集中するためです。キリスト、

神の国、聖霊充満を味わうことです。 

4) 真の癒し 

集中が回復できてこそ、癒しの働くが起きる。反対は、

破壊であり、混乱です。主イエスにあって、真の安息

と癒しを体験できるのです。（マタイ 11:28） 

5) 真の未来 

癒されていくと、未来が見えてくるのです。世界宣教

の未来が見えてくるのである。 

『何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って

捧げる祈りと願いによってあなたがたの願い事を知

っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに

まさる神の平安があなたがたの心と思いをキリスト・

イエスにあって守ってくれます。（ピリピ 4:6－8）』 

 

真の契約を確認することです。 

１）私 

私がまず真の契約である７つの祝福を味

わいながら、確認するのです。 

① 神様の子ども(ヨハネ 1:12,3:16) 

② 聖霊の導き（ヨハネ 14:26-27） 

③ 祈りの答え(ヨハネ 16:24) 

④ 天使の守り(へブル 1:14) 

⑤ サタンを縛る権威(ルカ 10:19) 

⑥ 天国の市民権（ピリピ 3:20） 

⑦ 福音と魂を生かす主役（世界福音化） 

(マタイ 28:18-20) 

７つの祝福を味わい確認するのです。 

２）私のこと(Ⅰペテロ 2:9) 

そして、主が与えてくださった私のこと 

王、祭司、預言者を味わうものとなりま

す。 

３）私の現場 

霊的サミットとなり、技能サミット、文化

サミットとなるのです。モーセも、ヨセフ

もそうでしたが、福音を味わい霊的サミ

ットを味わいながら、方向性が神様が方

向に向いているならば、主が答えられる

３サミットの答えである。 

 

神様の子どもが、なぜ問題や試練が来るでし

ょうか？そこに主の絶対主権があるのです。 

 

1.試練（テスト） 
1)子として扱っている(へブル 12:11-12) 

神様は私たちを子として扱い愛しているの

で、あえて主は、私たちを試練に通すのです。 

2)幸いも受け、試練を受けることが神の子ど

もには必要な通過点です。(ヨブ 2:10) 

  

2. 賛美（感謝）する理由 

1)信仰告白(使徒 16:25)―試練、問題の中で

の賛美は信仰告白なのです。 

2)キリストが勝利したから(ヨハ 16:33) 

3)掴んでる事を手放すためー離すために 

4)すべて益になるから(ロマ 8:28) 

5)主を喜ぶことが力になるから(ネヘ 8:10) 

― 深い霊的世界を体験する 

6) 敵である悪魔に勝つ力になる 

－ ヨシャパテが敵に賛美隊で勝利 

-私でなく主が戦う(Ⅱ歴 20:21-22) 

7) 完全な者とする通過点だから-試練をこ

の上ものなく喜び賛美する(ヤコブ 1:3) 

 

3.主が開かれる門 
１）伝道宣教,家族の救い（使徒 16:31） 

すべての試練や問題は、伝道宣教の門が開か

れることにつながります。方向を変えて祈っ

て下さい。神様が願われる伝道宣教のために

道を開いて下さいと。 

２）主を呼ぶ時に主が門を開く（エレ 33：3） 

 － 理解を越えた道を主が備えて下さる 

結論：すべてに主の絶対主権はあると信じ

て、朝と夜、感謝と賛美で始めてください。 

主イエスキリストに戦ってくださり、主が 

伝道と宣教のために門を開かれます。 

4．真の契約の成就 ５．契約の証人 結論 
私たちは、真の契約の成就を味わうものとなるの

です。つまり、キリストの広さ、高さ、深さを味

わう者となるのです。  

「どうか父が、その栄光の豊かさに従い、御霊に

より、力をもって、あなたがたの内なる人を強く

してくださいますように。 こうしてキリストが、

あなたがたの信仰によって、あなたがたの心のう

ちに住んでいてくださいますように。また、愛に

根ざし、愛に基礎を置いているあなたがたが、 す

べての聖徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深

さがどれほどであるかを理解する力を持つよう

になり、(エペ 3:16-18)」 

そして私たちは、契約の証人となるのです。 

福音と宣教に結論を降ろす契約の証人として私たちは呼

ばれたのです。  

 

「私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち、

世々にわたって長い間隠されていたが、今や現わされて、

永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって、信仰の

従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の

啓示によって、あなたがたを堅く立たせることができる

方、 知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって、

御栄えがとこしえまでありますように。アーメン。（ロー

マ 16:25－27）」 

不信仰からキリストへの信仰に立ち返

り、キリストの命と力を刻印し、 

御言葉に留まるとき大きな奇跡と癒しを

体験するのです。神様が下さった契約を

完成し（ただキリスト）、契約を味わい、

感謝、集中、癒し、未来を確認し、私の現

場で、伝道宣教に結論を出す証人となり

ましょう。ただキリストに完全に答えを

出す者になりましょう。 



区域地教会（2017 年 2月 11 日～2月 17日） 
  

【賛美】 「イエスわが王よ」 

１）イエスわが王を賛美で迎えん 栄光の主の御座を もうけたまえ主よ  

私は神のもの ゆえに神にささげん  御心のままにおさめよ 主イエスよ 

２）イエスわが王よ ここに来られ われが主にささぐ 賛美受けたまえ 

われは主のしもべ 主はわれらのきみ 主なるイエス来られ 賛美を受けたまえ 

  

【使徒信条】 

 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその独り子、我らの主、イエス・キリストを信

ず。主は聖霊によりてやどり、おとめマリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字

架につけられ、死にて葬られ、よみにくだり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天にのぼり、全能

の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを審きたまわん。我は

聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだのよみがえり、とこしえの命を

信ず。アーメン 

  

【メッセージ】 「契約の証人として最高の答えを受ける者」(使徒 19:1-12) 

【讃美】          

【祈り】  

①教会の祈りの課題 

 ・「第二の RUTC 運動」（本部 元旦メッセージ）のメッセージの成就のために。 

 ・「第二の宗教改革」（福音宣教教会 元旦メッセージ）。全聖徒が万民王、万民祭司、 

  万民預言者の使命を成し遂げ、2017 年に 1％福音化が成されるように。 

 ・3 つの運動（区域地教会，レムナント，8000 教会）の成就のため。 

 ・御国イザヤ牧師に聖霊充満と 5 つの力が与えられるように。 

②区域地教会の聖徒の中で欠席された方、問題、病にある方、新しい家族のために。 

③区域地教会参加者の祈りの課題（集まった聖徒の祈り課題を付箋に記入）のため。 

 

【フォーラム】 

 

【祈り】 

  

【主の祈り】 

 天にましますわれらの父よ。ねがわくは、御名をあがめさせたまえ。御国をきた

らせたまえ。みこころの天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日用の糧

を、今日も与えたまえ。我らに罪をおかす者を、我らがゆるすごとく、我らの罪を

もゆるしたまえ。我らをこころみにあわせず、悪より救いだしたまえ。国とちから

と栄とは、限りなくなんじのものなればなり。 アーメン 

 

講壇メッセージを通した御言葉・祈り・伝道 

御言葉黙想 『何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによ

ってあなたがたの願い事を知っていただきなさい。そうすれば人のすべての

考えにまさる神の平安があなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって

守ってくれます。（ピリピ 4:6－8）』 

 

 

   

  祈り 

主よ！まず私があなたを感謝することから始まるようにしてくださ

い。傷にとどまるのではなく、救われた恵みと感謝から始めさせてく

ださい。御言葉を味わい、御言葉に集中する恵みを与えてください。そ

の中にある癒しを体験し、私の未来の方向が主が願われる伝道宣教の

方向に合わせていくことができますように。問題が問題ではなく、た

だキリスト、神の国、聖霊充満を体験する機会となりますように。いつ

も感謝し、賛美の力を体験する者として下さい。契約の証人として最

高の答えを受ける者となるように導いて下さい。 

この祈りを主イエスキリストの名前で祈ります。アーメン 

伝道    

今週の 

ミッション 

・御言葉の黙想・暗唱・書き起こし 

・霊的な呼吸の祈り 

 呼吸の祈り 

 息を吐き出す時 息を吸い込む時 

福音 私の悩みと心配を主に委ねます  イエス・キリストは全ての問題の解決者です 

信仰 私の不信仰を取り去って下さい  私に御言葉を信じる信仰を下さい   

御言葉   私の罪を許して下さい 私に御言葉に従う信仰を与えてください 

霊 
 私 を 邪 魔 す る サ タ ン の 力 は    

イエス・キリストの名で打ち砕かれよ    
  私に聖霊充満を与えて下さい  

感謝   私の過去の傷を全て捨てます 全ての事を感謝させて下さい 

 


