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1.苦難を受けられたキリスト 2.完全な救いを成し遂げたキリスト 3.救いを味わう祈り 4部「第二の宗教改革」
(Ⅰペテ 2:9)

▲人々はなぜ福音を信じないか

1)十字架－ヘ 2:9(御使いよりもし
ばらくの間低くされた方であ

るイエスのことは見ています)
(1)人々はキリストを信じない。
－人々はイエスがみじめに

死んだことに魅力を感じない。

2)申命記 21:23(木につるされた
者は、神にのろわれた者だから

である)
(1)ユダヤ人は十字架にかけら
れるのは呪われた者であると

思っている。

(2)他の宗教はその宗教の教祖
を偉大な者として扱う

－そうして人々は騙される

(3)キリスト教はキリストが卑
しい者として死なれたことを

強調する。

3)人間の問題－霊的な問題
(1)神様であるキリストが呪わ
れた者として十字架で死なな

ければいけないほど私たちの

問題は深刻であった。

(2)人間は生まれながら罪人
サタン、霊的な死の中で生きた

(3)人間の問題が深刻なので
キリストがご自分を卑しくし

て十字架にかけらえた。

－ピリピ 2:8(キリストは人間
と同じようなかたちになり、自

分を卑しくし、死にまで従い)
(4)どんな宗教、御使いも人間
の霊的な問題を解決出来ない

－だからイエス様が十字架に

かかり呪われて私を救われた。

▲キリストはどのような救いを成したのか。

1)真の王－ヘブル 2:14-15(そこで、子たちはみな血と肉とを持っているの
で、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これは、

その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖

につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした)
(1)人間は不安、恐怖の中で生きる者である－悪魔の奴隷であったため。
(2)キリストの十字架の死によってサタンから解放された。
(3)恐れ－ヨ 3:25(私の最も恐れたものが、私を襲い、私のおびえたものが、
私の身にふりかかったからだ)
・ヨブは恐れたものが押し寄せてきた－悪魔は人々に恐れ、不安を与える

(4)Ⅰヨハ 4:18(愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。
なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は、全きもの

となっていないのです)
・神様は愛である－私たちを恐怖、刑罰から救い出して下さった。

(6)イエスがサタンの頭を砕く(創 3:15)－不安、恐怖を与える悪魔から解放
(7)不安、恐怖、心配を捨て去る－－お金の心配を捨て、献金を回復

2)真の大祭司－ヘブ 2:17(神のことについて、あわれみ深い、忠実な大祭司
となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりま

せんでした。それは民の罪のために、なだめがなされるためなのです)
(1)罪には良くない報酬があるが罪を全て贖って下さった。
(2)罪と呪いから解放した－ローマ 3:24(ただ、神の恵みにより、キリスト・
イエスによる贖いのゆえに、価なしに義と認められるのです)
(3)試練があるほど主の礼拝に成功をする－ヘブ 4:15-16(私たちの大祭司
は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんで

したが、すべての点で、私たちと同じように、試みに会われたのです。で

すから、私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、おりにかな

った助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありません

か)
3)真の預言者・共に－ヘブル 2:18(主は、ご自身が試みを受けて苦しまれた
ので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです)
(1)神様はどんな苦しみを受けている人も解決を出来る。
(2)最後まで聖霊が共にいて助けて証人として下さる。
(3)キリストは十字架で全て完了した－全ての問題の解決者
(4)5つの確信(救い、導き、祈りの答え、赦し、勝利の確信)を持つ。

▲福音の完全な救いを信じ祈りで味わう。

1)キリストの救いを味わう
(1)御言葉を聞き、集中をすると信じられる
(2)問題の前でも救いの感謝を味わう。
－イエス・キリストは全ての問題の解決者

2)神様の子供の身分と権威
(1)神様の子供・聖霊が共に、(2)聖霊の導き
(3)祈りの答え、(4)天使の助け
(5)暗闇を打ち砕く権威、(6)天国の市民権
(7)世界福音化

3)神様の国と使命(10の祈りの題)
－神の国と使命の為に祈る中に全てある

(1)1％日本福音化（使18:9-10・ローマ 16:20）
(2)第 2の宗教改革（マタ 16:16、Iペテ 2：9）
①王(Ⅰヨ 3:8,ヘ 2:14-15,ロ 16:20,ル 10:19）
②祭司(マル 10:45,ヘ 2:17,マタ 16:19,
ヨハ 20:23）
③預言者(ヨ 14:6,ヘ 2：18,10：20,ヨハ 20:21）
(3)8,000教会（使 17：1-3）
(4)200地教会（創 41:38）
(5)1,000大学（福音の人材、福音エリート）
(使 19：9-10)
(6)重職者（3弟子/ローマ 16章）
(7)レムナント運動（イザ 6：13/3サミット）
(8)癒しの運動（使徒 19;:8-20）
(9)日本神学校,東日本神学校(伝道者）
-Ⅱ列 6：8-23
(10)世界宣教（マタ 24:14、使 1：8）

4)聖霊の満たし
(1)信仰が弱くなる事もあるので聖霊に頼る
－霊力,知力,体力,人力,経済力を求める。
(2)福音、伝道、宣教の中に全てがある。
(3)福音,神様の国,聖霊の満たしを味わう

△結論

(1)区域地教会－他の聖徒たちを生かす。
(2)レムナント－レムナントを強くする。
(3)アフリカ宣教－237か国を生かす。

1、唯一の問題(創 3:1-6)
1)サタン
2)罪
3)霊的な死
12の問題

2．唯一の答え(マタ 16:16、
使徒 1:1)
1)真の王-へブ 2:14-15
2)真の祭司-ヘブ 2:17
3)真の預言者-へブ 14:6
ヨハ 19:30
7つの祝福
5つの確信

3．唯一の目標(使 1:3、マタ
6:33)-天命
1)初めのメッセージ
-マタ 4:17
2)最後のメッセージ
-使 1:3
3)使役-使 19:8、使 28:30
4)マタ 6:10

4．唯一の方法(使 1:8)
1)ただ聖霊
2)御言葉-へブ 4:12
3)祈り-集中

5．唯一の答え
1)Ⅰペテ 2:9
万民王,万民祭司,万民預言者
マタ 16:20



区域地教会（2018 年 6 月 3 日～6月 9 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】 「完全な救いを成し遂げたキリスト」(へブ 2:14－18)

【讃美】 434 救い主イエスと

【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
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