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今日 子供 日 主日 家庭 主日   礼拝 捧     悪魔     国 造   色  方法 通  働       中 有効的 働      家庭    

      戦略 2.神様の方法 3.後代に契約の伝達 4部「聖書的タラッパン伝
道運動」(使 2:43－47)

 悪魔 策略  家庭 崩

       悪魔    

家庭 崩   悪魔 国 造

        

1)創 4:8(カインは弟アベル
に話しかけた。「野に行こ

うではないか」そして、ふ

たりが野にいたとき、カイ

ンは弟アベルに襲いかか

り、彼を殺した)
(1)アダムの家庭を通して
神の国を造った。

(2)悪魔が家庭を騙して
神様の関係を崩した。

－夫婦関係も崩れた

(3)カインがアベルを殺す
犯罪－子供の問題

2)創 4:19(レメクはふたりの
妻をめとった。ひとりの名

はアダ、他のひとりの名は

ツィラであった)
(1)カインの子孫がレメク
である。

(2)レメクは二人の人を
殺した(創 4:23)。
－カインより罪深くなる

3)創 6:1-2(さて、人が地上に
ふえ始め、彼らに娘たちが

生まれたとき、神の子ら

は、人の娘たちが、いかに

も美しいのを見て、その中

から好きな者を選んで、自

分たちの妻とした)
・カインの子孫は身体的

には美しかった。

－カインの子孫に神の子

らが騙された。

▲神様は家庭を通して救いの働きを成す。神の方法は家庭から始まる

1)創 4:25-26(アダムは、さらに、その妻を知った。彼女は男の子を産
み、その子をセツと名づけて言った。「カインがアベルを殺したの

で、彼の代わりに、神は私にもうひとりの子を授けられたから」

セツにもまた男の子が生まれた。彼は、その子をエノシュと名づけ

た。そのとき、人々は主の御名によって祈ることを始めた)
(1)アダムとエバが契約を破って罪の中で生まれたのがカイン
－カインの子孫も両親と同じように神様に逆らう行為をする

(2)アダムが契約(創世記 3:15、3:21)を掴む中で生まれたのがアベル
－アベルは神様に契約の礼拝をする人となる。

(3)アダムとエバは息子のカインが殺害した事にショックを受ける
－その反省から福音しかないと思う－その中で生まれたのがセツ

(4)セツの子孫は礼拝・祈りをする人であった－家系が祝福される
①セツの子孫のエノクは義人で死なずに天に上げられた(創 5:24)。
②メトシェラは 969歳の長寿を全うした(創 5:27)。
③長寿を全うしたのは、福音を伝達する為であった。

2)創 6:14(あなたは自分のために、ゴフェルの木の箱舟を造りなさい。
箱舟に部屋を作り、内と外とを木のやにで塗りなさい)
(1)ノアはこの時代に主の心にかなう人である。
①神様の契約を信じる人が正しい人－福音を信じる人が義人。

②ノアは福音(創 3:15)を信じたことによって義人となる。
③私たちの家族,親戚の中でノアのように福音を信じたい人がいる
(2)神様は神の国を家庭に造られる－創 6:18(しかし、わたしは、
あなたと契約を結ぼう。あなたは、あなたの息子たち、あなたの妻、

それにあなたの息子たちの妻といっしょに箱舟に入りなさい)
①箱舟は教会を意味－教会へ行き福音・御言葉を信じて救われる

－箱舟の中に入ることで救われる(ヨハ 1:12、ローマ 10:9－10)
(3)「木のやにで塗りなさい」(創 6:14)－防水処理をする。
①木のやに：洪水の中で一年間、水が入らず、腐らせないため

②救われて箱舟に入っても悪魔は聖徒の心の隙間に入ろうとする

－罪の赦しの確信を揺らがせ罪悪感に苦しみ救いの確信を揺らがす

③御言葉を聞き続け・礼拝に成功をするべき

④箱舟にいることで 5つの確信が強められる
－キリストの体がささげられたことにより赦された(ヘ 10:10－14)

3)神様はアブラハムをたてた(ノアの子(セム)の子孫)
(1)教会はアブラハムの家庭から始まる－家庭を通して働きを成す。
(2)初代教会の時代、教会は家であった(ローマ 16:5)
(3)神様の働きの方法は家庭から始まる－家族が重要である。

▲後代(次世代)の人材も家庭の中から生まれる。
1)出 2:1(さて、レビの家のひとりの人がレビの娘を
めとった)
(1)モーセは母ヨケベデから契約を聞いて育つ
(2)主はモーセにイスラエルを救い出す契約を与える
(3)モーセは弟子であるヨシュアを弟子として立てた
－ヨシュア 24:15(私と私の家とは、主に仕える)

2)サムエル 1:11(そして誓願を立てて言った。「万軍
の主よ。もし、あなたが、はしための悩みを顧み

て、私を心に留め、このはしためを忘れず、この

はしために男の子を授けてくださいますなら、私

はその子の一生を主におささげします。そして、

その子の頭に、かみそりを当てません)
(1)サムエルはハンナの祈りによって生まれる。
(2)子供をナジル人(祭司)として献げる決断。
(3)サムエルがいる時代には戦争がなかった。
(4)レムナントを神様に献げる思いで育てるべき。
①家の中で子供を福音によって育てる。

②家庭が教会である

－家庭タラッパンを始める(使 5:42)。
③家庭の福音化は成就される(使徒 16:31)。
④家庭が多く集まるのが教会堂である。

(5)教会の子供を福音の中で育てる保育施設
3)申 6:7-9(これをあなたの子どもたちによく教え込
みなさい。あなたが家にすわっているときも、道

を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これ

を唱えなさい。これをしるしとしてあなたの手に

結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これ

をあなたの家の門柱と門に書きしるしなさい)
(1)ユダヤ教は申 6章の御言葉を暗唱し続ける
－子供たちが信仰から外れることはない。

(2)幼い頃から福音を刻印をする時に信仰から
外れない。

(3)福音の中でいる時に成功もついてくる
▲結論

①60人規模の保育所の為の祈り。
②家庭タラッパンの回復。

③次世代(後代)を生かす。

1．使 1:1―11(契約)
1)使徒 1:1－2 Ｊ＝Ｘ

王(サタン)
祭司(罪)
預言者(死－地獄)
神様の御子

－ヨハ 1:29、ヨハ 19:30
2)使 1:3復活―神様の国
3)使 1:4－6 聖霊

(ヨハ 14章～16章)
共に、内住

4)使 1:8 聖隷充満－証人

5)使 1:11、マタ 24:14

2．使徒 2:1－47
(1)使 2:1－4
40 日(使 1:1―11)＋10 日
(使 1:13－14)＝50日
(2)使 2:5－13(門)
(3)使 2:14－36(御言葉)
(4)使 2:41－42(3000人)
(5)使 2:46－47(現場、Ｄ)

3．Ｄ－成功
1)使役者(使徒 5:42)
2)組長
3)ＥＢＳ
4)メッセージ
5)場所



区域地教会（2018 年 5 月 6 日～5月 12 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】 「あなたとあなたの家族のために」(創 6:13-22)

【讃美】 235 生命のみことば

【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


