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  様 世 光     世         様 真 光    

1．世の光 2.命の光の力 3.味わい メモ

1)イザヤ 60:1－2(起きよ。光を放て。あなたの光が
来て、主の栄光があなたの上に輝いているから

だ。見よ。やみが地をおおい、暗やみが諸国の民

をおおっている。しかし、あなたの上には主が輝

き、その栄光があなたの上に現われる)
(1)世の中は霊的には暗闇である。
(2)暗闇である悪魔に捕えられ､罪を持ち,地獄の
問題にいることを分かっていない。

(3)憎しみ、ねたみなどの問題がますます増える。
(4)この世の中に光を照らす方こそキリスト

2)ヨハ 8:12(「わたしは、世の光です。わたしに従
う者は、決してやみの中を歩むことがなく、いの

ちの光を持つのです。」)
(1)イエスキリストは命の光である
(2)光があると闇がなくなる。

3)出 13:21-22(主は、昼は、途上の彼らを導くため、
雲の柱の中に、夜は、彼らを照らすため、火の柱

の中にいて、彼らの前を進まれた)
(1)出エジプトの時代に暗闇が打ち砕かれ、
昼は雲の柱で夜は火の柱で導かれた。

(2)救われた私たちは、永遠に導いて下さる。
4)詩 27:1(主は、私の光、私の救い。だれを私は恐
れよう。主は、私のいのちのとりで。だれを私は

こわがろう)
(1)神様は光を照らして救い出して下さった。
(2)光があるところに闇は消え去る。
(3)キリストの光で悪魔、罪、地獄から救われた
(4)イザ 60:19-20(主があなたの永遠の光となり、
あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである)

5)黙 22:5(もはや夜がない。神である主が彼らを照
らされるので、彼らにはともしびの光も太陽の光

もいらない。彼らは永遠に王である)
(1)天国はキリストが光なので明かりもいらない
(2)天国には闇が無い。
(3)世の中の天国は主が共にいる事－闇がない。
(4)イエス様の光によって何も問題はない。

▲キリストの光の力は命の光の力である。

1)命－ヨハネ 1:4-5(この方にいのちがあった。
このいのちは人の光であった。光はやみの中

に輝いている。やみはこれに打ち勝たなかった)
(1)いのちがキリストの光りである。
(2)キリストが命のパンである。

2)癒し－マラキ 4:2(しかし、わたしの名を恐れ
るあなたがたには、義の太陽が上り、その翼

には、いやしがある。あなたがたは外に出て、

牛舎の子牛のようにはね回る)
(1)キリストの光は私たちを癒す。
(2)太陽は翼があるように見える－光線
(3)光を使用した体の治癒(光には菌を殺す力)
(4)キリストの光によって病は癒される。
(5)心配、恐れ、不安、怒り等は悪魔が与えた
①私の中にあると認めた時から癒しが始まる

②私の力では解決をすることができない。

③光りであるイエスキリストが癒せる。

④光りが私の内に入ると闇は砕かれる

－御言葉を黙想する(例:心配に対する御言葉
-Ⅰペテ 5:7-8)

3)闇に勝つ－正しい生活
(1)詩 119:105(あなたの御言葉は、私の足のと
もしび、私の道の光です)
①闇の中の生活からキリストに導かれる。

②闇は光に勝てない－ヨハ 1:5、ヨハ 8:12
③キリストの光りが入ると闇が消えていく

4)福音を証し－イザヤ 60:1-2(起きよ。光を放
て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの

上に輝いているからだ。見よ。やみが地をお

おい、暗やみが諸国の民をおおっている。し

かし、あなたの上には主が輝き、その栄光が

あなたの上に現われる)
(1)癒され悪魔の中にいる人々に福音を伝達
(2)マタイ 5:14(あなたがたは、世界の光です)
－キリストの光を世の中に放つ人生となる

▲光りを味わう生活が私の人生である。

1)共に－with、インマヌエル
(1)私と共にいる方が命の光である。
－マル 3:13(さて、イエスは山に登り、
ご自身のお望みになる者たちを呼び

寄せられたので彼らはみもとに来た)
(2)どんな霊的な問題があってもキリ
ストの光に勝つことが出来ない。

(3)どの罪もキリストが完全な赦し
2)御言葉と祈り
(1)福音(御言葉)と祈りで味わう。
(2)呼吸の祈りをしながら味わう。
(3)教理的な信仰だけでなく御言葉を
信じられる時に喜びがあふれる。

(赦しが出来る・癒される)
(4)聖霊の働きにによって悟れる。

3)使徒 1:1、1:3、1:8
(1)24時御言葉を味わう時,25時の力
(2)キリストが全ての問題の解決であ
ることを信じた時から心に神の国が

臨まれるようになる

－生活の中で問題があっても全く

問題にならない。

(3)信仰の器に応じて主は注ぐ
(4)聖霊の力によって古い枠は崩れる
(5)福音を全世界に伝える使命を持つ

▲結論

①癒されて証人となる。

②レムナントはサミットとなり

証人となる。



区域地教会（2019 年 1 月 13 日～2019 年 1 月 19 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】 「命の光であるイエスキリスト」(ヨハ 8:12)

【讃美】 259 主の光の使者よ

【祈り】

①教会の祈りの課題

・元旦メッセージ(第 1、2、3 RUTC 実現 ｢古い枠を壊すべき｣(Ⅱコリ 5:17)・｢新しい枠を整える

べき｣(使 9:15)・「霊的に戦う教会(兵士・軍隊)」(エペ 6:10－20)

・ 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

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

<按手執事 任職者>

加藤秀尚 那波邦男 庭瀬寿洋 兼岩繁 堀本太地

波田幹夫 平嶺信悟 徳原猛 貴島誠

〈2019 年新成人〉蔵元一成、宇佐美亮真、山口大貴

1. 日本レムナント大会申し込み(小 6-大学 半額教会負担)

日本リーダー修練会

2. 2/19(火) 世界宣教大会(韓国 ソウル)

来週は宣教献金があります。

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


