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 受     願  神様の御心を分かることが信仰生活の第一歩である。

1.神様の御心 2.聖徒の志 3.3つの今日
▲私たちは神様の御心を分かるべきである。

CVDIP(Covenant,Vision,Dream,Image,Practice）
1)Covenant(契約)
(1)マタ 16:16(「あなたは、生ける神の御子キリストです」)
①創世記 3章の中で根本問題－サタン、罪、神様から離れた
②イエス･キリストが全ての問題の解決者(真の王,真の祭司,真の預言者)
③イエス・キリストの信仰によって救われる。

(2)契約を信じて聖霊充満となりただキリストの信仰になる(使徒 1:8)
(3)Ⅰテモ 2:4(神は、すべての人が救われて、真理を知るようになるのを望
んでおられます)
①神様は真理を知り救われるのを願う－救いの為に伝道者が必要である

2)Vision(ビジョン)－日本と世界を生かすビジョン－使徒 9:15
(1)Ⅰペテ 2:9(あなたがたは、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、
神の所有とされた民です。それは、あなたがたを、やみの中から、ご自分

の驚くべき光の中に招いてくださった方のすばらしいみわざを、あなたが

たが宣べ伝えるためなのです)
①王の務め－悪魔を打ち砕く、②祭司の務め－神に仕える、

③預言者の務め－福音を宣べ伝える

(2)キリスト(使 1:1),神の国(使 1:3),聖霊充満(使 1:8)の力で出来る
－神の国を実現するためのビジョンが見える

(3)福音宣教教会のビジョン
①日本の 1％の福音化、8000教会を生かす
②レムナントを生かす－イザ 6:13(しかし、その中に切り株がある。聖なる
すえこそ、その切り株)
③世界宣教

3)Dream(夢)－ビジョンが自分の夢となる
(1)教会を通して夢を実現する。
(2)神様の御心を知る事がサミット－御心に従う事で信仰が成長する
①コロ 1:28(すべての人を、キリストにある成人として立たせるためです)
②成人とは神様の御心を分かる人－教会を通して主の御心を成し遂げる

(3)エペソ４:13－15(完全におとなになって、キリストの満ち満ちた身たけ
にまで達するためなのです)
①教会の頭なるキリストに達するためである。

②キリスト中心、教会中心に神様の働きをする。

③教会を中心に歩むのが結局は勝利するようになる。

④神様のための作品が私を通して作られていく。

4)Image(イメージ)－聖霊の働きによってイメージが出来る(使徒 19:21)
5)Practice(実践)－日本福音化、世界福音化のための実践をする。

▲聖徒は神様の御心を知ることである

1)Ⅰサム 1:11(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)ハンナの家族はレビ部族の家系－祭司の家系
(2)祭司は世襲制の為に子供を産まなければ
いけない

(3)ハンナは子供が生まれない事に嫉妬･苦しみ
(4)ナジル人の契約－ハンナはこの時代に,血の
契約を握る祭司の務めをする人がいない事を分

かり,サムエルを神様の為の祭司として主に捧
げる祈りをした(神の御心を知る)－子を授かる。
(5)サムエルを神殿にあずけ時代が変わる。

2)マタ 6:33(だから、神の国とその義とをまず第一
に求めなさい。そうすれば、それに加えて、こ

れらのものはすべて与えられます)
(1)神の国の為に祈る者になる－教会の為に祈る
(2)自分の願いが教会と関係があるかを考える。

3)8000教会を生かす
(1)福音宣教教会はそれのために何をすべきか
(2)日本の青少年、レムナントを生かす
－認定こども園の為に共に祈り献身をする

(3)教会中心になる人が答えを受ける。
(4)3つの祈りの課題の為に祈る
①伝道集会-8000教会,集中伝道神学院,
伝道キャンプ

②認定こども園、

③世界宣教)
4)個人化－キリストにある成人となる
(1)信仰が成長をするように
(2)霊的な成人になりたいと思う時から主が働く。

▲どのようにしたら霊的に成長をするのか。

1)今日の御言葉
(1)講壇の御言葉を徹底して聞くべき。
(2)講壇の御言葉を掴んで 3つの今日をする。
－3つの今日をしないと愛のむちを受ける
(3)御座から神様の御言葉を下さる。
(4)聖霊様が御言葉を信じさせるようにする。
(5)聖霊が主人となれば御言葉が成就される
(6)御言葉を通して神様の御心を知る成人となる

2)今日の祈りの課題
(1)主の御心を知って祈ると主が為される。
(2)ゼカ 4:6(『権力によらず、能力によらず、わ
たしの霊によって。』と万軍の主は仰せられる)
－主の霊によって出来る。

(3)エゼ 36:36-38(神である主はこう仰せられる。
わたしはイスラエルの家の願いを聞き入れて、

次のことをしよう。わたしは、羊の群れのよう

に人をふやそう)
①未信者のマインドコントロール、自己啓発

－未信者は聖書の中の内容を真似している。

②願い・祈り－マタ 7:7-8(求めなさい。そうすれ
ば与えられます。捜しなさい。そうすれば見つ

かります｡たたきなさい｡そうすれば開かれます)
・自分に出来ないと言う考えは捨てて祈るべき

・神様の願いを分かって祈るべき。

(4)ヨエ 2:28(わたしは、わたしの霊をすべての人
に注ぐ。あなたがたの息子や娘は預言し、年寄

りは夢を見、若い男は幻を見る)
－ビジョン、夢を見るようになる。

3)今日の伝道
(1)ピリ 2:13(神は御心のままに、あなたがたのう
ちに働いて志を立てさせ事を行わせてくださる

のです)
①「行わせる」－神様が私の決断を実現される

△結論:①3つの今日の実践、②CVDIPを味わう
③サミットの弟子となるように。



区域地教会（2018 年 9 月 24 日～9月 30 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】 「聖徒たちの旅程」(ピリ 2:13)

【讃美】 313 ゆく道はひとすじ

【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

1.10 月 2-3 名古屋伝道集会

8000 教会の先生方が集うように

2.認定こども園の新設のためにお祈りをお願いします。

3.9/22(土)-24(月)本部集中伝道神学院(名古屋)

特に青年たちが参加するようにお願いします。

4．9月 28 日～30 日 伝道キャンプ

5．世界宣教の為に(BRICS の宣教)

＊特に 1-4 のために全聖徒が共に心を合わせて

早天礼拝と夜の９時にお祈りをお願いします。

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


