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1.深い病 2.三つの深い物 3.私と日本を癒す機会 4部「3つの今日の集中」
(使 1:13－14)

▲日本の人々が医学では治らないような深い病の中で悩んでいる。

1)精神病(心)の国
(1)深い病＝精神(心)の病＝レントゲンでもうつせないような病
(2)日本の家々に精神的な病を持った人が多くいる。
(3)心の病は全てを失う＝喜びを失うようになる。
(4)精神の病から無能な状態・身体的な病まで引き起こす
(5)精神的な病気をどうするのかがこれからの日本の鍵である

2)問題の始まり
(1)病気の始まりは、聖書にだけ記載されている。
(2)最初のアダムとエバのエデンの園には喜びがあった。
－神様が共にいるから喜びにあふれていた。

(3)創世記 3章の問題(悪魔の支配、霊的な死、原罪)から苦しみ
－悪魔が人間を苦しめる・日本の問題は解決出来ない問題。

(4)創 3:,6:,11:、使 13:,16:,19:、未信者の 6つの問題の苦しみ
(5)これらの問題を解決できる道はイエスキリストである。

3)唯一の道(使徒 1:1,3,8)
(1)イエス・キリスト－使徒 1:1(テオピロよ。私は前の書で、
イエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き)
－前の書(ルカの書)＝キリストがどのような方なのか記した
－キリストは 3つの務め(真の王,真の祭司,真の預言者)を成した
①真の王－1ヨハネ 3:8(罪のうちを歩む者は、悪魔から出た者で
す。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現われた

のは、悪魔のしわざを打ちこわすためです)
・悪魔の頭を踏み砕くためにキリストが来られた。

②真の祭司－ローマ 5:8(しかし私たちがまだ罪人であったとき、
キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私

たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます)
・キリストは罪を赦す－キリスト以外には罪を赦せない。

③真の預言者－ヨハネ 14:6(イエスは彼に言われた。「わたしが道
であり、真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなけれ

ば、だれひとり父のみもとに来ることはありません)
・神様に出会える道を開く為にキリストが来られた。

・神様に出会える道はキリストの道しかない。

(2)主人(神の国)－使徒 1:3(神の国のことを語り)
・神様が共にいることを分かるほど癒される。

・イエス様を自分の主人とする時に変わる。

(3)聖霊充満－使徒 1:8(聖霊があなたがたの上に臨まれるとき)
・イエス様が主人になった人が聖霊充満になった人である。

▲キリストを深く味わわなければいけない。

1)深い祈り
(1)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カルバリの丘でキリストが十字架の上で

罪、サタン、神から離れた問題を解決した。

②全ての問題を完了をされた。

③キリストは復活をして天の御座にいる。

(2)ヘブ 10:12－13(しかし、キリストは罪のたっ
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、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イエスは天の御座に着き私たちの罪の為に

とりなしの祈りをしている。

②キリストはサタンの頭を足台にしている

(3)心の内にいる
①悪魔を打ち砕いた方が私たちと共にいる。

②聖霊がと共にいるので聖霊で満たして下さい。

③キリストに問題を全て委ねるように。

④このような恵みの中で深い病も癒される。

2)深い呼吸
(1)呼吸が短い動物は早く死ぬ(犬)、
呼吸が長い動物は長く生きる(カメ)
(2)酸素が多く入るほど、免疫性が高くなり、
脳が安定する。

(3)腹式呼吸の祈りにより健康になる。
3)深い食べ物
(1)浅い食べ物はインスタント食品である。
①添加物などが多く入っており健康を害する。

②アレルギーが出てしまう。

(2)深い食べ物を味わえば健康になる。
①健康的な食事

▲キリストによって私が癒されて

いくと教会が変わっていく。

1)私を癒すと教会が生かされる
(1)私を癒すと教会が癒される。
(2)私が強くなると教会が強くなる。

2)教会を癒すと日本が生かされる
(1)教職者は伝道だけに集中する。
(2)重職者は教会の為に何をする
のかを考える。

(3)レムナントは一日 10分でも
ただキリストになる時間を持つ。

3)日本を生かすと世界を生かされる
(BRICS) (G7)
(1)日本が癒されると世界が
生かされる

(2)CVDIP(契約、ビジョン、夢、
イメージ、実践)を掴みながら祈る
時にその通りになる。

▲結論

①病んでいる日本の国

②日本を癒さなければいけない。

③何もないことで執着をしている

のでキリスト以外のことは譲る。

④癒されて証人となる。

⑤3つの今日をしながら御言葉を
一週間黙想して実践をする。

1．集中(9月 22日～24日)
1)なぜ訓練が必要
・刻印,根,体質を変える
・御言葉に集中

・聖霊の満たし

2)9月 22日～31日
・ 40日間の集中

3)今日の御言葉
(出 29:42－43)
神様の御声

2．伝道キャンプ
(9月 28日～9月 30日)

1)神→自分
・ 7つの祝福
聖霊の内住

聖霊の導き

祈りの答え

サタンに勝つ権威

天使を遣わす

天国の市民権

世界福音化

2)自分のもの(教会)
(使徒 11:19－30)
(使徒 13:1－3)

3)自分の現場

3．集会(10月 2日～3日)
1)私と日本を癒す機会
2)私と日本をサミットに
する機会

3)旅程
1％の福音化
宣教

第二の宗教改革

200都市
レムナント

J=X 主人、王



区域地教会（2018 年 10 月 7 日～10 月 14 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】 「私と日本を癒す機会」(使徒 1:1-8)

【讃美】 427 日ごと喜び

【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

1．9 月 25 日～11 月 3日(40 日集中)全聖徒が 3つの今日の

集中に参加をなさるように。

2．名古屋市認可子ども園(名古屋市守山区大字上志段味字

東山 862 、 定員 120 名)の設立のためにお祈りを

お願い致します。

3．藤井伽奈子執事を伝道師に任命します(子ども、中高部)

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


