
    年  月   日   週目 主日礼拝 羅龍化牧師  他 福音 無              

     章      節 重要 箇所      箇所 信仰告白     系図 本文 背景 時期 場所 宗教     理解     必要    

1.イエスの系図 2.本文の背景(時期、場所、宗教) 3.イエスの御業 4.与えられる特権 4部「学院福音化－コロサイ」
▲本文を理解するため系図の意味を知る。

1)イエス様はダビデの子孫(マタ 1:1)
－ダビデに焦点を当てて系図を紹介

(1)ダビデの前後から 14代(マタ 1:17)
①「14」の数字は時が満ちた意味
②「14」の数字はダビデの数字である。
(ダビデをヘブル語の数字にすると「14」)
(2)ダビデに与えた契約を成し遂げる
(3)ガラ4:4(しかし定めの時が来たので、
神はご自分の御子を遣わし、この方を、

女から生まれた者、また律法の下にある

者となさいました)－女から定めた者
2)系図の中の 4人の女性)(マタ 1:3－6)
－(タマル、ラハブ、ルツ、ウリヤの妻)
(1)4人は罪深い女性
－元々罪深い女性であるが信仰の女性

(2)Ⅰテモ 2:13－15(女が慎みをもって、
信仰と愛と聖さとを保つなら、子を産む

ことによって救われます)
①創 3:15の女がエバを意味している
②この女が悪魔に騙されて罪を犯した

③罪の中でも「信仰と愛と聖さ」によっ

て救われる

④創 3:15の女は 4人の罪深い女性のよ
うに罪深い者であるが信仰で救われる

⑤女の子孫は平和の君(イザ 9:6)
(3)イエスの名の意味
①罪の救い－マタ 1:21(その名をイエス
とつけなさい。ご自分の民をその罪から

救ってくださる方です)
②律法の下にいる人を贖い出す

－ガラ 4:5(これは律法の下にある者を
贖い出すためで)
③インマヌエル(共にいる)－マタ 1:23
(その名はインマヌエルと呼ばれる)

3)救われて命を得るには、イエス様が私に
会って下さらなければ。

①イエス様が自分に会う－信仰の成長

②イエス様が会う時が本当の幸せ

―賛美、御言葉の黙想、通読、祈り等

▲聖書の本文の背景についてみていく。

1)イエスがペテロに質問をした時期
(1)イエス様の受難が迫ってきている時期
－マタイ 16:21(イエス・キリストは、ご
自分がエルサレムに行って、長老、祭司長

、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺

されそして三日目によみがえらなければ

ならないことを弟子たちに示し始めた)
(2)イエスの 3年間の訓練をテストした
(3)ペテロのように私たちも訓練を受けた
後に確かな信仰告白が出来るべき

(4)信仰生活が長いと信仰告白は深まる
―昔の信仰と今の信仰は深さが違う

(5)イエスがキリストである事を告白をす
るたびにイエス様の愛と恵みが溢れる。

2)イエスがペテロに質問をした場所
－ピリポ・カイザリヤ地方にて

(1)カイザリヤは当時の行政首都
(2)ローマの総督府、ヘロデの王宮がある
(3)ピリポカイザリヤはパレスチナ地方の
北端にあった－その前までイエス様はツ

ロとシドンの地方にいたがあえてピリポ・

カイザリヤへ行く。

(4)ピリポ・カイザリヤの政治的意味
①皇帝崇拝をする中心地(皇帝＝絶対神)
②皇帝が平和・命を与えると言っていた

③強大国の皇帝を崇める所で質問

－誰が真の国・平和を造る者か質問した

(5)ピリポカイザリヤの宗教的意味
①大量の水が出て肥沃で農業が栄えた

②農業の神であるバアル神を崇めた

③バアル神とイエスを比較して質問した

―誰が真の命、豊かな実りを与えるのか

3)主は生ける神の御子キリスト(マタ 16:16)
－平和、真の命、実りを与える方である

(1)コロ 3:11(キリストがすべてであり、
すべてのうちにおられるのです)
―キリストだけで十分である。

(2)どんな困難でもイエス様を信じる
－このような信仰をイエスは求めた

▲弟子たちに質問をする前にいくつか

の現場を見せ信仰を深められた。

1)イエス様の伝道現場を見せた。
(1)信仰が深まる様に現場を見せた。
①ひどく悪霊につかれているカナン

人の女を癒した(マタ 15:21～28)
・イエス様は悪霊を追い出す働き

・イエス様はペテロに悪霊を追い出す

ことが出来る方であることを見せる。

②私たちと共におられる方はどんな

霊よりも強い方である。

・イエスキリストの名前で悪霊を追い

出せば悪霊は逃げていく。

③イエス様はペテロたちにどんな者

よりも偉大な方であることを見せた。

④イエス様が足のなえた者、盲人など

を癒した(マタ 15:29－31)。
⑤イエス様はどんな病気の人も癒す

癒し主であることを分かる

⑥イエス様は平和の君、命の主である

(2)7つのパンと魚で 4000人を満腹
させる恵み(マタ 15:32－38)
－イエスは命を与える事が出来る方

(3)イエス様が水の上を歩く奇跡
(マタ 14:22－33)
・イエスが創造主・万物を治める方

2)信仰告白をする前に伝道現場に従い
ながらイエスについて理解を深める

(1)伝道現場でキリストに出会う
(2)伝道現場でキリストを深く理解
(3)伝道現場で神が共にいるのを分かる
(4)ルカの福音書
①12弟子がイエス様から遣わされた
②使徒たちとは別に 70人を遣わす。
③伝道現場に遣わされていきながら

イエスはキリストである事を体験。

▲キリストが与える特権

1)教会を建てる権威
(マタ 16:18)
(1)教会を建てる礎
①神様の子どもが教会

を建てられるのは恵み

②教会に良く仕える時

に子供達が祝福される

(羅牧師の家族－ハーバ
ード大学で医学部)

2)ハデスの門も打ち勝て
ない(マタ 16:18)
(1)地獄の勢力に勝った
(2)ローマ皇帝カイザル
は悪霊に苦しんだ。

(3)イエスは悪霊を恐れ
ずに悪霊に勝利された

3)天の御国の鍵を受ける
(マタ 16:19)
(1)神の国が私のもの
(2)この世で神様の国を
味わうが天国に行った

後にも天国を味わう

①天国は永遠である

②天国を味わう権威が

私たちにある。

▲結論

①キリストの血で全て

洗い流して下さった。

②キリストが私の仲介

者、弁護者である。

③キリストにあっては、

義の冠が与えられる

④神は私たちの罪を

指摘されない

⑤イエス様を信じる者

は世に勝ち、悪霊に勝ち

勝利をする者である

⑥いつも感謝をする者

となる。

▲序論：礼拝－御言葉(流れ)
1.マタ 18:18－20、へブ 10:25
1)5つの力、2)弟子、ヘブ 4:12
－癒し

3)詩 100:4
2．教会,現場,御言葉の流れ
－答え

3．問題(娯楽)、
初めてのこと(慣れるよう)
慣れていること(初めて）
▲本論－コロサイ人への手紙

(フォーラムを良くする)
Ⅰ．コロ 1:3－4
1．親しい人
2．パウロ
1)いつも、2)感謝、3)愛
3．御言葉の疎通
Ⅱ．コロ 2:2－3
1．趣味、特技
2．祈り？
3．メッセージ？
4．隠されていること
5．人生を左右するもの
Ⅲ．コロ 3:2
1．世の中の成功者－苦しみ
2．地上の物(サタンの作品)
3．天にあるもの(神の国)
Ⅳ.コロ 4:7－8
1．私の様子
2．愛する兄弟
3．忠実な奉仕者
4．同労のしもべ
5．送る
6．私たちの様子
7．励まし
▲1．長所、短所
2．友人、家族
3．教会
4経験
▲結論

1．福音の流れ(御言葉)
2．祈りの課題(神様)
3．伝道の流れ(備え)



区域地教会（2018 年 5 月 20 日～5月 26 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】 「他の福音は無い」(マタ 16:13－20)

【讃美】 169 流れる川のごと

【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


