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1神様の御言葉である 2.創造主である 3.全ての解決者である 4部「若い日、あなたの創造者
を覚えよ」(伝 12:1)

▲キリストは預言者たちよりも優れてい

た(へブル 1章)。キリストは神様の御言葉
そのものである。

1)ヘブル 1:1(神は、むかし先祖たちに、預
言者たちを通して、多くの部分に分け、

またいろいろな方法で語られましたが)
(1)キリストは神様の御言葉である。
(2)神様の御言葉はその通りに成就。
(3)神様は預言者たちに御言葉をあずけ
て語るようにさせた

2)ヘブル 1:2(この終わりの時には、御子に
よって、私たちに語られました。神は、

御子を万物の相続者とし、また御子によ

って世界を造られました)
(1)預言者より優れたのがキリスト
－神様はキリストに特別なメッセージ

を与え伝達された

(2)預言の御言葉を完成させるキリスト。
3)ヨハネ 1:1(初めに、ことばがあった。
ことばは神とともにあった。ことばは神

であった)
(1)ことば＝神様・神様＝キリスト
(2)ヨハネ 1:14(ことばは人となって、私
たちの間に住まわれた。私たちはこの方

の栄光を見た。父のみもとから来られた

ひとり子としての栄光である。この方は

恵みとまことに満ちておられた)。
①ことばそのものが人となって来た

②真の預言者

・キリストはことばを通して直接民に語る
(一般の預言者はことばを神からあずかり民
に語るので普通の預言者とはレベルが違う)
(3)キリストは唯一な神
―どんな宗教とも比べ物にならない

(4)キリストは唯一な御言葉
―どんな教えとも比べ物にならない

(5)キリストの優位性がある。

▲キリストは真の創造主であるので他の神と

は違う。

1) ヘブル 1:2(この終わりの時には、御子によ
って、私たちに語られました。神は、御子を

万物の相続者とし、また御子によって世界を

造られました)
(1)真の神様は日本の 800万の神とは比べ物
にならない

―万物を創造された神様であるため

(2)ヨハネ 1:3(すべてのものは、この方によ
って造られた。造られたもので、この方によ

らずにできたものは一つもない)
・創造主と被造物では比べ物にならない。

(3)ピリピ 2:6-8(キリストは、神の御姿である
方なのに、神のあり方を捨てられないとは考

えず、ご自分を無にして、仕える者の姿をと

り、人間と同じようになられました。人とし

ての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死

にまで従い、実に十字架の死にまでも従われ

ました)
①神の似姿＝神様の本質―イエス・キリスト

②神様は一人であるが三位一体の神である

(父,御子,聖霊)
―「われわれに似せて(複数形)」(創世記 1:26)
―「わたしのほかに救い主はいない

(単数形)」(イザ 43:10-13)
2)ヘブル 1:3(御子は神の栄光の輝き、また神の
本質の完全な現われであり、その力あるみこ

とばによって万物を保っておられます。ま

た、罪のきよめを成し遂げて、すぐれて高い

所の大能者の右の座に着かれました)
(1)全人類は罪によって滅びる
(2)キリストは罪をきよめて悪魔から解放
(3)旧約の時代には羊の血を通して罪を赦し
て下さった

▲キリストが唯一の救い主でであり唯一の解決者。

1)ヘブル 10:10-16(このみこころに従って、イエス・キリ
ストのからだが、ただ一度だけささげられたことによ

り、私たちは聖なるものとされているのです。また、す

べて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じいけにえ

をくり返しささげますが、それらは決して罪を除き去る

ことができません。しかし、キリストは、罪のために一

つの永遠のいけにえをささげて後、神の右の座に着き、

それからは、その敵がご自分の足台となるのを待って

おられるのです。キリストは聖なるものとされる人々

を、一つのささげ物によって、永遠に全うされたのです。

聖霊も私たちに次のように言って、あかしされます)
(1)ただ一度キリストが十字架につき罪から解放された
－キリストによって私たちを聖なる者とされた

(2)旧約の時代のいけにえは繰り返しささげるが完全に
罪を除き去ることは出来ない

－キリストは真の祭司として永遠のいけにえとなった

(3)キリストが十字架にかけれられて完了をされた
－サタン、罪、神様から離れた問題を解決した

2)詩 110:1(主は私の主に仰せられる。「わたしがあなたの
敵をあなたの足台にするまでは、わたしの右の座に着

いていよ)
(1)キリストがサタンの頭を踏み台にした
(2)詩編 110:4(あなたは、メルキゼデクの例にならい、
とこしえに祭司である)
①旧約：様々な職種(王,祭司,預言者)を兼任は出来ない
②新約：真の王、真の祭司、真の預言者の職務を

キリストが兼任することが出来た。

(3)キリストの中に全てがある
－キリストだけで十分である。

▲結論

(1)キリストの唯一性を信じる
(2)キリストの完全、十分、全てである
(3)キリストを刻印する

創造主、空の空

▲第一のＲＵＴＣ

申命記 6:4－9、Ⅰサム 7:1―15
Ⅱ列 6:8－23、イザヤ 60:1―22
使徒 1:1、3、8
▲第二のＲＵＴＣ

(1)福祉、(2)ＮＧＯ、(3)未自立
(4)文化，(5)多民族、(6)難民、脱北
者、(7)エリート
▲第三のＲＵＴＣ

(1)使徒 19:8(癒し)
身体－黙想、祈り、食物、運動

心、考え－医療人、聖霊の導き

魂－暗唱、書き取り

(2)使徒 19:21(サミット)
7人のＲＴ、ロ 16章、へブル 11章
▲サタンの戦略

Ⅰペテ 5:7－8、エペ 4:7、悩み(ピリ
ピ 4:6－7)、試み(マタ 26:4)、恐れ(イ
ザヤ 41:10)、困難(詩編 50:15)、不
安(ヨハ14:1－2)、苦難(詩編 119:71)
鍛錬(ヨブ 23:10)
▲使徒 11:19－30
(日本と世界を生かす)
申命記 28:1－4
1．願い-Ⅱテモ 2:4、使 1:1,3､8
2．答え-主の御手が共に
3．天命弟子
(1)三つの弟子、(2)3つのサミット
創 1:26、マ 28:19、Ⅱコリ 13:13
1．御父なる神-御言葉で動く
1)創世記 1:1(へブル 12:1-3)
2)ヨハ 1:1
2．御子(Ｊ＝Ｘ)(3つの呪い)
(1)創世記 3:4-5、(2)創世記 3:6
(3)創世記 3:7-10
3．御霊、聖霊
エ 1:13-14、ヨ 14:26、使徒 1:8
＊コロ 1:28
(1)いつも捨てる
不信仰、人本主義、既存の器

(2)いつもするべき
Ⅰテサ 5:16-18、Ⅱコリ 6:10
Ⅱコリ 4:7-10
(3)いつも味わうこと
Ⅰテサ 1:3、1:5、1:8



区域地教会（2018 年 5 月 13 日～5月 20 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】 「キリストの優位性」ヘブル 1:1-3

【讃美】 200 主イエスの血しおの

【祈り】

①教会の祈りの課題

・「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


