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1.死んだラザロ 2.よみがえりといのちであるイエスキリスト 3.契約を事実的に信じる信仰 メモ

▲ラザロは死んだ。元々、ラザ

ロは、ツァラアト(ハンセン病)
であった。

1)ツァラアトに冒されたシモン
－マタイ 26:6(さて、イエスが
ベタニヤで、ツァラアトに冒

された人シモンの家におられ

ると)
(1)ツァラアトに冒された
シモン＝ラザロ

(2)シモン(ラザロ)のツァラ
アトが奇跡的に癒される。

2)他の病にかかったラザロ
－ヨハネ 11:1(さて、ある人が
病気にかかっていた。ラザロ

といって、マリヤとその姉妹

マルタとの村の出で、ベタニ

ヤの人であった)
(1)ラザロはツァラアト(ハン
セン病)が癒されたがまた
他の病にかかってしまう。

(2)ラザロは病気にかかって
死んでしまった。

3)死んだラザロ
－ヨハネ 11:17(それで、イエ
スがおいでになってみると、

ラザロは墓の中に入れられて

四日もたっていた)
(1)ラザロは死んでその日の
内に墓に入れられた。

(2)イエス様が行った時は、
死んでから 4日間も経って
いた。

▲ラザロは死んでしまった状況であるが、イエス様は

よみがえりであり命である方である。

1)良い牧者であるイエスキリスト－ヨハ 10:10－11(わ
たしは良い牧者です。良い牧者は羊のためにいのちを

捨てます）

(1)良い牧者であるので、羊の為に命をかける。
(2)良い牧者なのでサタンに絶対に奪われない。

2)よみがえりといのちであるイエスキリスト
－ヨハ 11:25(「わたしは、よみがえりです。いのちで
す。わたしを信じる者は、死んでも生きるのです)
(1)死－ローマ 5:21(罪が死によって支配したように、
恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物に

よって支配し永遠のいのちを得させるためなのです)
①イエスキリストは死の力に打ち勝つお方である。

②ヘブ 2:14(そこで、子たちはみな血と肉とを持って
いるので、主もまた同じように、これらのものをお持

ちになりました。これは、その死によって、悪魔とい

う、死の力を持つ者を滅ぼし)
－キリストの力によって死の力を持つ者を滅ぼす。

③Ⅰコリ 15:55－57(「死よ。おまえの勝利はどこに
あるのか。死よ。おまえのとげはどこにあるのか。」。

／神は、私たちの主イエス・キリストによって、私た

ちに勝利を与えてくださいました)
(2)罪と死－ローマ 6:23(罪から来る報酬は死です。
しかし、神の下さる賜物は、私たちの主キリスト・

イエスにある永遠のいのちです)
・ヘブ 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)
(3)ヨハ 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)
3)死んだラザロが生き返る－ヨハネ 11:43-44(そして、イ
エスはそう言われると、大声で叫ばれた。「ラザロよ。

出て来なさい。」。すると、死んでいた人が、手と足を

長い布で巻かれたままで出て来た。彼の顔は布切れで

包まれていた)

▲私たちが契約を信じる時に神様の栄光を見る。

1)神と神の御子が栄光を受ける
(1)ヨハ 11:4(「この病気は死で終わるだけのものではな
く、神の栄光のためのものです。神の子がそれによっ

て栄光を受けるためです。」）

①病気・死の問題を解決したことで神様が栄光を受け

るためのものである。

②全てのことは神様の栄光のためである。

2)弟子たちがイエスキリストを信じるため
(1)ヨハ 11:15(わたしは、あなたがたのため、すなわち
あなたがたが信じるためには、わたしがその場に居合

わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところ

へ行きましょう。」）

(2)ヨハネ 12:11(それは、彼のために多くのユダヤ人が
去って行き、イエスを信じるようになったからである)
①ラザロの事を通して大勢の人がキリストを信じる。
②大きな問題を通してキリストを深く信じるようになる

3)御言葉を信じると神の栄光を見る
(1)ヨハ 11:40(イエスは彼女に言われた。「もしあなた
が信じるなら、あなたは神の栄光を見る、とわたしは

言ったではありませんか。」)
①マルタはキリストが解決者であることを本当には

信じていなかった(マル 11:39)
②頭だけでなくキリストを真の解決者として信じる

③実際的に神様のみ言葉を信じるように。

4)死んだラザロが生き返る－ヨハネ 11:43-44(そして、イ
エスはそう言われると、大声で叫ばれた。「ラザロよ。

出て来なさい。」。すると、死んでいた人が、手と足を

長い布で巻かれたままで出て来た)
(1)キリストを信じる人は永遠に生きるようになる。
(2)イエス様はよみがえりである。
(3)福音を味わうことが本当の証である。
(4)御言葉を信じるためには御言葉を聞き続ける
(ローマ 10:17)－聖霊に満たされるようになる

▲結論

(1)信仰は聞くことから始まる。
(2)ヨハ 6:63、Ⅰペテ 1:23



区域地教会（2019 年 2 月 3 日～2019 年 2 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】 「よみがえりといのちであるイエスキリスト」（ヨハネ 11:17-27）

【讃美】 465 一度は死にし身も

【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
1. 3 月 27－29 日本レムナント大会

2. 2/19(火) 世界宣教大会(韓国 ソウル)

3．日本新学校、東日本神学校入学

4．2月 4日～7日 韓国のソウルレムナント教会

チョンアンワンネス教会の訪問

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


