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私     新  契約        必要    

１．キリストの新しい契約 ２．キリストのみ言葉にとどまる信仰 ３．創始者、完成者キリストから目を離さない

一部「新しい約束の仲

介者であるキリスト」

(へブル 8:7－12)
▲私たちには新しい契約が必要である。

1)御子キリスト（大祭司）―ヘブル 7：26(また、このようにき
よく、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また、天よりも高く

された大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です)
(1)キリストが私の内にいる―救われた神様の子供
(2)キリストの血潮によって聖められた者である。

2)完全な幕屋（救い)―ヘブ 9：11(キリストは、すでに成就し
たすばらしい事がらの大祭司として来られ、手で造った物で

ない、言い替えれば、この造られた物とは違った、さらに偉

大な、さらに完全な幕屋を通り)
(1)完全な幕屋の中に入ることが出来る
―真の礼拝が出来ることが恵みを受ける

3)十字架の血潮（贖罪）－ヘブル 9：12(また、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)
(1)新しい契約の十字架の血潮で完全な贖いを受けた
(2)キリストの十字架の救いを一度で成し遂げられた

4)完全な贖い（十字架）―ヘブ 9：24-28(キリストは、ただ一
度、今の世の終わりに、ご自身をいけにえとして罪を取り除

くために、来られたのです／二度目は、罪を負うためではな

く彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです)
(1)キリストが十字架にかかり復活をされた－主が共に

5)油注がれたキリスト
(1)大祭司―へブ 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)
・忠実な大祭司として災い、呪い、罪を解決をされた。

(2)王―へブル 2:14－15(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)
・十字架の血によって悪魔を打ち砕かれた。

(3)預言者―ヘブル 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)―神様に出会う道を開いて下さった。

▲私たちは御言葉を握る生活を送る。

1)ヘブル 10：38(わたしの義人は信仰
によって生きる。もし、恐れ退くな

ら、わたしのこころは彼を喜ばない)
(1)7つの祝福を味わい生きる。
(2)キリストの御言葉に留まる生活
をする(ヨハ 1:1－4、1:14)
(3)講壇の御言葉がイエスキリスト
―講壇のメッセージで癒される

(4)御言葉の力(へブ 4:12)
2)ヨハネ 15：4-9 (わたしはぶどうの木
で、あなたがたは枝です／あなたが

たがわたしにとどまり、わたしのこ

とばがあなたがたにとどまるなら、

何でもあなたがたのほしいものを

求めなさい／あなたがたが多くの

実を結び、わたしの弟子となること

によって、わたしの父は栄光をお受

けになるのです)
(1)講壇の御言葉中心に歩む
(2)教会中心、メッセージ中心に歩む

3)イザ 40：8(草は枯れ花はしぼむ。だ
が、私たちの神のことばは永遠に立

つ)
(1)講壇の御言葉が私を立たせる

4)ローマ 10：17(そのように、信仰は
聞くことから始まり、聞くことは、

キリストについてのみことばによ

るのです)
(1)キリストの御言葉についていく

5)1コリ 1：18(十字架のことばは滅び
に至る人々には愚かであっても救

いを受ける私たちには神の力です)
(1)十字架の言葉を通して神の力が
現される

▲福音と講壇の御言葉から目を離さない。

1)へブ 12：2(信仰の創始者であり、完成者である
イエスから目を離さないでいなさい。イエスは、

ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、はずかし

めをものともせずに十字架を忍び、神の御座の

右に着座されました)
(1)福音、講壇の御言葉を掴み目を離さない

2)ヨハネ 19：30(イエスは、酸いぶどう酒を受け
られると、「完了した。」と言われた。そして、

頭をたれて、霊をお渡しになった)
(1)イエスは十字架の上で完了したと言われる。

3)ガラ 2:20(私はキリストとともに十字架につけ
られました。もはや私が生きているのではなく、

キリストが私のうちに生きておられるのです。

いま私が、肉にあって生きているのは、私を愛

し私のためにご自身をお捨てになった神の御子

を信じる信仰によっているのです)
(1)私はキリストと共に十字架につけられた。
(2)御言葉にとどまる生活をする。

4)Ⅱテモテ 4：7-8(私は勇敢に戦い、走るべき道の
りを走り終え、信仰を守り通しました。今から

は、義の栄冠が私のために用意されているだけ

です。かの日には、正しい審判者である主が、

それを私に授けてくださるのです。私だけでな

く、主の現われを慕っている者には、だれにで

も授けてくださるのです)
(1)信仰の終わりには栄光の冠を受ける
(2)新しい契約に留まり御言葉に目を離さない
(3)伝道と宣教に方向を向ける。

▲結論―3つの祈りの課題
1.名古屋集会と訓練のために
(日本の 8000教会が生かされるように)

2.認定ことも園設立(日本のレムナントを生かす)
3.ブラジル宣教のために
(日本から世界宣教するように)

1.新しい約束である
キリスト

・出 24:8
・マタイ 26:28
・ヘブル 8:10-12
・エレミヤ 31:31-34

2.完全な仲介者であ
るキリスト

・ヘブル 8:6
・ローマ 8:1－4
・ガラ 5:22－24
・使 1:8

3.完全な救いを下さ
るキリスト

・ただキリスト

・ただ聖霊

・ただ神の国



区域地教会（2018 年 9 月 2 日～9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】 「新しい契約キリストから目を離さない」(へブ 9:11‐15,12:2)

【讃美】 340 主と主のことばに

【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

・青少年 Vision Trip(山口、広島)(8 月 20 日―23日)

・大学修練会(8 月 27 日―30 日)

・本部集中伝道神学院(名古屋)(9 月 22 日～24 日)

・日本伝道集会(名古屋―今池ガスホール)

(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


