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1.新しい契約の永遠性と完全性 2.正しい信仰生活(聖霊) 結論
4部「未来の癒しとサミット」

(創 37:1―11)
1)真の大祭司―ヘブ 10:10(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)

(1)人間は自分の罪を解決出来ない。

(2)神様の御子がなぜこの世に来られたのか

―罪、悪魔、地獄の問題を解決を出来ない故に

(3)真の大祭司であるキリスト―罪の赦し

(4)ヘブ 10:12(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)

・私の罪の永遠な赦しの為に主が右の座に着く

(5)へブ 9:12(やぎと子牛との血によってではな

く、ご自分の血によって、ただ一度、まことの聖

所にはいり永遠の贖いを成し遂げられたのです)

2)真の王―ヘブ 10:13(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)

(1)キリストが神の右の座につきサタンを足台

―詩 110:1(わたしがあなたの敵をあなたの足台

とするまでは、わたしの右の座に着いていよ)

3)真の預言者―ヘブ 10:20(イエスはご自分の肉体

という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新し

い生ける道を設けてくださったのです)

(1)キリストの血によって神様に出会える道

(2)キリストが十字架で完了された(ヨハ 19:30)

(3)ヘブ 10:15-16(聖霊も私たちに次のように言

って、あかしされます／わたしは、わたしの律法

を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。」)

・自分では救われないので御霊が入り信じさせる

4)永遠と完全な解決者―ヘブ 10:14(キリストはき

よめられる人々を、一つのささげ物によって、永

遠に全うされたのです)

(1)キリストは根本問題を永遠・完全に解決した

(2)ヘブ 10:17-19(「わたしは、もはや決して彼

らの罪と不法とを思い出すことはしない。」)

▲キリストの永遠性と完全性が分かる人が正しい信仰生活をするこ

とが出来る。聖霊様が入ってこそ正しい信仰生活をする。

1)大胆な信仰―ヘブル 10:19(私たちは、イエスの血によって、大胆に
まことの聖所にはいることができるのです)
(1)王の務め：サタンに騙されない大胆な人こそ王の務めをする者
(2)キリストが解決をされたことに確信がないから揺れてしまう。
(3)多くの人は罪責感を持つ―赦しの確信の故に大胆な人になる
(4)イエスキリストの血潮によって完全に赦された。

2)良い良心―ヘブ 10:22(私たちは、心に血の注ぎを受けて邪悪な良心
をきよめられ、からだをきよい水で洗われたのですから、全き信

仰をもって、真心から神に近づこうではありませんか)
(1)祭司の務め：祭司の務めをする者なので礼拝・互いに赦し合う
(2)罪悪感を持って歩むのではなくて自分の罪が赦されたことを分
かると他の人も赦す―聖霊様が聖い心を与えて下さる。

(3)ヘブ 9:14(キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によっ
て神におささげになったその血は、どんなにか私たちの良心をき

よめて死んだ行ないから離れさせ、生ける神に仕える者とする)
①神様の聖い霊が入ったので正しい道に歩むことが出来る。

②キリストの血によって赦されたので神様に近づき礼拝すべき。

(4)へブ 10:24(また、互いに勧め合って、愛と善行を促すように注
意し合おうではありませんか)
・祭司の務めをする者なので互いに赦して愛し合う

3)伝道者の生活―へブ 10:23(約束された方は真実な方ですから、私た
ちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか)
(1)預言者の務め：キリストを味わうほど伝道する人に変わる。
(2)マル 10:37(もうしばらくすれば、来るべき方が来られる)
・イエス様の再臨の時には必ず神様の国は成される

－神の国のために挑戦をする信仰生活を送るように。

・福音を伝達する生活を送る。

(3)マタ 24:14(この御国の福音は全世界に宣べ伝えられて、すべて
の国民へあかしされ、終わりの日が来ます)
(4)ヘブル 10:25(ある人々のように、いっしょに集まることをやめ
たりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを

見て、ますますそうしようではありませんか)
・教会が集まるほど信仰が強くなる―共に集まり礼拝するべき。

1.Covenant
(契約)
(1)ヘブ 10章
①正しい福音

②正しい信仰

生活―Ⅰペテ 2:9
(王,祭司,預言者の
務めをなす)
③3つの今日
(御言葉、祈り、
伝道)の実践

2.Vision
(ビジョン)
・契約の中でビジ

ョンが見える

3.Dream
( 夢 )
・夢が見えるよう

になる。

4.Image
(イメージ)
・毎日の生活の中

で夢をイメージ

する。

5.Practice
(実践)
・毎日の生活の中

で実践をする。

▲序論

Covenant―Satan
Vision(心)→Satanの国
Dream(考え）
Image(脳)
Practice(行動)

▲本論

1．人生の作品
1)自分の短所を作品
2)自分の長所を作品
3)事件・霊的 summit
作品、世界福音化

2．技能作品
1)契約の旅程
①御言葉、②本

③使徒 1:1、3、8
2)学業―技能
3)目標
①王、②答え、③癒し

常時祈り

霊的,技能,文化サミット
3．福音と伝道の作品
1)教えない
①災い

②キリスト

③癒し

2)出来ないこと
①答え、②世界福音化、

③力、

3)誰も行けれない



区域地教会（2018 年 8 月 5 日～8月 11 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】 「新しい契約の永遠性と信仰」(ヘブル 10:10-25)

【讃美】 186 十字架の血に

【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

福音宣教教会

10の祈り題

(1)日本 1％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）
(3)日本 8,000 教会（使 17：1-3）
(4)200 地教会（創 41：36－38）
(5)1,000 大学（福音の人材、福音エリート/使 19：9-10)
(6)伝道(重職者)運動（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、東日本神学校と教役者－Ⅱ列 6：8―23
(10)世界宣教（マタ 24：14、使 1：8）

伝道対象者

お知らせ

・小学部の合宿(8月 10 日―11日)

・レムナントビジョンキャンプ(8 月 20 日―23 日)

・日本伝道集会(名古屋)(10 月 2 日(火)～3日(水))

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


