
    年  月  日   週目 主日礼拝  福音 持 者 勝 者 無  使徒         
使徒 働  福音 伝  者 働     神様 私   守 伝道運動 出来      下   私 抱    問題  御言葉 中    伝道 通  解決         今日 

題目    福音 持 者 勝 者           聖書 中 福音 働  記載       人間 救 程大事                多  人       分     

    問題    私         福音 理解  信        

1.福音と伝道 2.サタンの邪魔と主の守り 3.3つの今日と聖霊充満 4部礼拝「福音の整理」
(ルカ 24:25-27)

▲福音とは救いとは何であるのか。

1)福音と救い
(1)悪魔の頭を踏み砕く－創 3:15(わたしは、おまえと女との間に、また、おまえ
の子孫と女の子孫との間に、敵意を置く。彼は、おまえの頭を踏み砕き、おまえ

は、彼のかかとにかみつく)
①アダム,エバが悪魔に騙され、罪を犯し、神との関係が崩れ、悪魔の奴隷
②主はキリストが十字架につけられて悪魔の頭を踏み砕くと約束－最初の福音

③私たちが直面している問題は、問題ではない。

(2)罪と呪いから解放－ローマ 5:8(しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリ
ストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身

の愛を明らかにしておられます)
・原罪、罪から来る呪いと災いから解放をされた。

(3)死と地獄から解放(ヨハ 14:6)
・死から命へ、地獄から天国へ行けるようにして下さった。

(4)ヨハネ 1:29(その翌日、ヨハネは自分のほうにイエスが来られるのを見て言っ
た。「見よ、世の罪を取り除く神の小羊)
・サタン、罪、死を打ち砕くためにキリストが過ぎ越しの小羊として来られた。

(5)ヨハネ 19:30(イエスは、酸いぶどう酒を受けられると、「完了した。」と言わ
れた。そして、頭をたれて、霊をお渡しになった)
①エジプトの奴隷になった人たちを小羊の血によって解放をして下さった。

②キリストが小羊としてこられ十字架に架かり血を流し全ての問題を完了した。

－私たちの肉的な問題は、悪魔、罪、死の問題に比べたら問題ではない。

③救いとは悪魔、罪、死から解放されたことである。

④私たちの主人はキリストである。

⑤神様が私と永遠に共におられる(ヨハ 1:12、Ⅰコリ 3:16)。
(6)申 33:29(しあわせなイスラエルよ。だれがあなたのようであろう。主に救わ
れた民。主はあなたを助ける盾。あなたの勝利の剣。あなたの敵はあなたにへつ

らい、あなたは彼らの背を踏みつける)
－福音でしあわせな者であることを認識をすると、キリストが主人となり、神様

の国が臨まれ、神様の国が拡散をされるようになる(伝道・宣教)。
2)伝道
(1)マル 1:14-15(ヨハネが捕えられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を
宣べて言われた。「時が満ち神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい」)
・イエス様の伝道の目的は、神様の国を建てるためである。。

(2)マタイ 24:14(この御国の福音は全世界に宣べ伝えられて、すべての国民にあ
かしされ、それから、終わりの日が来ます)
①福音は全世界に宣べ伝えられて全ての民に証されて終わりの日が来る。

②教会の目的、聖徒が生きるべき目的、仕事勉強の目的も福音伝達の為。

▲福音を伝達することをサタンは憎ん

でいる。福音伝達をするパウロを殺そ

うとした。

1)サタンの邪魔
(1)使徒 14:19
(2)使徒 22:22-23
(3)使徒 23:12-13(夜が明けると、ユダ
ヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺し

てしまうまでは飲み食いしないと誓

い合った。この陰謀に加わった者は、

四十人以上であった)
①パウロを殺そうと思う人がいた

②神様は見放さずに強く働かれた。

2)主の守り
(1)使徒 18:9-10(「恐れないで、語り続
けなさい。黙ってはいけない。わたし

があなたとともにいるのだ。だれもあ

なたを襲って、危害を加える者はな

い。この町には、わたしの民がたくさ

んいるから。」と言われた)
(2)使徒 23:11(「勇気を出しなさい。あ
なたは、エルサレムでわたしのことを

あかししたように、ローマでもあかし

をしなければならない。」と言われた)
①勇気を出しなさい－心配ない

②主が守るから心配の必要ない

③この福音を日本、全世界、次世代に

まで伝える必要があるから守る。

(3)使 23:23－24(「今夜九時、カイザ
リヤに向けて出発できるように、歩兵

二百人、騎兵七十人、槍兵二百人を整

えよ。」と言いつけた)
①パウロが殺されそうになった時に

神様は 100人隊長、1000人隊長に
働いて 470人の兵隊を用意された。
②40人のパウロを殺そうとした徒党
はローマ兵 470人に勝てない。

▲聖徒は福音と伝道を味わい

ながら生きるべきである

－伝道者の生活をする。

1)使徒 9:15(しかし、主はこう
言われた。「行きなさい。あ

の人はわたしの名を、異邦

人、王たち、イスラエルの

子孫の前に運ぶ、わたしの

選びの器です)
(1)パウロは一生の天命とし
て掴んでいた。

(2)御言葉を握り、祈り、聖
霊の満たしを受けて生活の

中で伝道運動が成就するよ

うに。

(3)救われたことを感謝する
祈りをする。

(4)福音と伝道の使命が
分かるまで祈り続ける

2)使徒 1:8(しかし、聖霊があ
なたがたの上に臨まれると

き、あなたがたは力を受け

ます。そして、エルサレム、

ユダヤとサマリヤの全土、

および地の果てにまで、わ

たしの証人となります。」)
・聖霊が働かれて、福音と

伝道の使命を分かる

▲結論

①日本と世界と次世代に

福音を伝える主の働きを

体験する。

②勇気を出して恐れない

③チーム使役伝道の働き

Ⅰ．モーセ 5章
1．創世記
1)創世記 1:27-28
2)創世記 2:17(行為契約)
3)創世記 3:1-6
－サタン、罪、神様から離れる

(死)
4)創世記 3:15(原始福音)、
創世記 3:21、父－御子(贖い)

5)創世記 12:1－3(子孫)
(カナンの地)

2．出エジプト(救い)
400年間の奴隷
出 3:18、出 12:7、3つの祭り
過越しの祭り－救い

五旬節の祭り－共に

収穫感謝の祭り－カナンの地

3．レビ記－祭司
神の民(礼拝)
聖別(聖め)
出 19:6、レビ 20:26、申 21:5
4.民数記－民 1:3、46(王)
－(軍隊)
民数記 4:39、民数記 26:2
31－36
5．申命記－預言者
申命記 6:4－9
申命記 18:15
Ⅱ．歴史書(真の王)
ヨシュア－エステル(12巻)
士師記 21:25
Ⅰサム 8:6－8
Ⅲ．詩歌書－真の祭司

詩篇－雅歌(5巻)
ヨブ 42:5－9、詩編 51:9－11
Ⅳ.預言者(真の預言者)
イザヤ－マラキ

大－５、小－１(17巻)
イザヤ 61:1、エレ 31:31－34
エゼ 11:19－20、ヨエ 2:28－30



区域地教会（2018 年 4 月 8 日～4月 14 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】 「福音を持つ者に勝つ者は無い」使徒 23:11-13

【讃美】 355 召されたこの身は

【祈り】

①教会の祈りの課題

・「決断」「正しい癒し」「サミットの祝福」(本部元旦メッセージ)の成就のために。

・「日本と世界を生かす教会」(使徒 11:19－30)(福音宣教教会元旦メッセージ)の

成就のために。

・ 3 今日(御言葉、祈り、伝道)、 3 弟子(秘密決死隊、レムナントミニストリー、Holy Mason)、

3 サミット(霊的サミット、技能サミット、文化サミット)の契約を掴み成就を味わう。

・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

祈り

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

福音宣教教会
主管牧師：御国イザヤ

名古屋市中区栄 5丁目 23－8／tel:052-238-6003

主日(日曜)1 部礼拝 7:00 ／ 2 部礼拝 10:00 ／ 3 部礼拝 12:00


