
    年   月   日   週目 主日礼拝  私 日本 霊的       機会  創          
神様 全  事 計画 持     未信者 救 出    願     問題 与     救 出    願  神様  神様 子   霊的          願        求  

 他    求      様  哀     起   霊的             大変      時      祝福 計画    神様 御声 聞   下   

1.霊的サミットにする理由 2.1世記を動かす霊的サミット 結論

▲神様の子どもとして、神様が霊的なサミットにすることを約束をした事である。

1)神様が与えた約束－福音
(1)神様は福音の約束(新しい契約)を与えて下さった。
①キリストは、私の全てのことをなし遂げて下さり天の右の座に座っている。

－真の王(悪魔、運命から解放)、真の預言者(地獄から解放)、真の祭司(罪の赦し)
②救われた者に聖霊を送られる。

③エレ 31:33－34(すなわち、わたしの律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す)
④エゼ 11:19(生きものが行くときには、輪もそのそばを行き、生きものが地の上から上がるとき
には、輪も上がった)
⑤エゼ 36:26－27(あなたがたに新しい心を与え、あなたがたのうちに新しい霊を授ける)
⑥ゼカ 4:6(「ゼルバベルへの主のことばだ。『権力によらず、能力によらず、わたしの霊によって。』)
(2)ヨエ 2:28(その後、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、
年よりは夢を見、若い男は幻を見る)
①イエス様を信じる人に御霊を与える。

②人間は罪人であるのでキリストが必要である－人間には神様が共にいないといけない。

(3)1コリ 1:26-27(この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはあり
ません。しかし神は、知恵ある者をはずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者をは

ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです)
①私は弱いが、神様の子どもであるのが自分である。

②知恵ある者、高慢な人をはずかしめるために弱い者を選ばれた。

③しかし信仰生活を歩む中で神様の子どもには神様が共にいて 5力(霊力、知力、体力、人力、
経済力)を与えられ、知恵ある者をはずかしめる程の答えを受ける。
(4)使徒 1:8(しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。そして、
エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人となります)
－聖霊が臨まれる時にどんな人も証人となる約束。

(5)創 39:2(主がヨセフとともにおられたので彼は幸運な人となりそのエジプト人の主人の家にいた)
いた)―ヨセフは聖霊が共におられることの重要性を分かっていた。

2)理由―約束の通りにならない理由
(1)未信者は悪霊の力で成功をする－ソフトバンクの社長、政治家、新興宗教、
―使 13:8(ところが、魔術師エルマは、ふたりに反対して、総督を信仰の道から遠ざけようとした)
(2)神の子供が霊的なサミットになっていないから(味わっていないから)答えが来ていない

3)7人のレムナント(ヨセフ)の結果―霊的なサミットになる時に結果が来る
①ヨセフの兄たちは、妬みと憎しみからヨセフを奴隷として売ってしまった。

②ヨセフは恨みと悲しみの生活ではなく世界福音化をするための事であると分かる

③ヨセフは神様が共におられる生活を送り、ポティファルに認められる程までになる

④しかし汚名をかけられ監獄に入るようになる－監獄に入ってきた長官の夢をヨセフが解いた

⑤パロ王の夢を解き明かすことが出来た－創 41:38-40(そこでパロは家臣たちに言った。「神の霊
の宿っているこのような人を、ほかに見つけることができようか)
－パロ王は神様の霊の宿っている人を他に見つけることが出来ようかと言われる。

－今日の 3つをする時に、ヨセフのような人物となる。
－毎日、講壇のメッセージを聞くことを通して、聖霊に満たしてください。

－週報の「イエス・キリスト、神の国、聖霊充満の祈り」を 1日 3回祈るように

▲日本を生かすためにヨセフのように 100年間を動かす
人物となれ。そのような霊的なサミットになる。

1)ただ－マタイ 16:16(シモン・ペテロが答えて言った。
「あなたは、生ける神の御子キリストです)
(1)答えはただキリストであることを分かれ。
(2)使徒 4:12(この方以外には、だれによっても救いはあり
ません。天の下でこの御名のほかに、私たちが救われる

べき名は、人に与えられていないからです)
①キリスト以外には救いはない。

②創 3章の問題の解決者。
(3)ヨハネ 14:6(「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)
(4)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)―全ての問題を完了した

2)唯一性―ただキリストを味わっていれば唯一性の答え
(1)サタンが逃げていくのでチャンスがますますくる。
(2)名古屋市の認定こども園でキリストを分かるように
(3)霊的サミットになる人に神様は様々な用意をした。
－神様は霊的なサミットになる程ますます与える。

(4)マタ 28:18(イエスは近づいて来て、彼らにこう言われ
た。「わたしには天においても、地においても、いっさい

の権威が与えられています)－イエスキリストが世界の
権力者である。

3)再創造
(1)霊的なサミットになると再創造の答えが来る。
－マタイ 28:20(また、わたしがあなたがたに命じておい
たすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ。

わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたととも

にいます)
(2)１％福音化
・ 1％福音化が成るように挑戦をする。
(4)宣教
・ G7国家を生かす
・ BRICSを生かす

▲悪魔は霊的なサミッ

トにならないように

邪魔をする

－悪魔と戦うように

1)マル 3:15(悪霊を追い
出す権威を持たせる

ためであった)
①悪霊を追い出す権

威を与えた

－キリストの御名

②イエスキリストの

名で不信仰にさせる

暗闇が出ていく。

③イエスキリストの

名で心配、不安をさせ

る暗闇の力は出てい

くように。

2)ローマ 16:20(平和の神
は、すみやかに、あな

たがたの足でサタン

を踏み砕いてくださ

います)
①サタンをひざまず

かせるようにした。

3)マタイ 12:28-29(しか
し、わたしが神の御霊

によって悪霊どもを

追い出しているのな

ら、もう神の国はあな

たがたのところに来

ているのです)
①暗闇を縛る権威

4)福音宣教教会は 100年
にあるかないかの

教会である。

5)聖徒は 100年にあるか
ないかの人物である。



区域地教会（2018 年 10 月 14 日～10 月 20 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】 「私と日本を霊的サミットにする機会」(創 41:38-40)

【讃美】 473 心にあるこの安きを

【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
1．3 つの今日の集中のために(40 日間)

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.東北地域設立感謝礼拝のために

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


