
   2019年3月10日(10週目) 主日礼拝 「聖霊を送ってくださるイエス･キリスト」                          
ヨハネ16章本文は聖霊について書かれている。聖霊はΠαρακλητος(パラクレートス)とも呼ばれ、παρα(傍に)とκλητος(呼ばれた者)の合成語である。また助け主、慰める者との意味を持ち、英語で

はカウンセラーとも言われる。キリストが去った後に送られると言われた聖霊は、救われたわたしたち聖徒にとってどのような方なのか。 

1.聖霊の約束と必要性 2.聖霊の務め 3.聖霊の内住の祝福 4部「その日が来るように」 

使2:1 

聖霊は神の御霊(マタ3:16)、主の霊(Ⅱコリ3:17)、キリスト

の霊(Ⅰペテ1:11)、いのちの御霊(ローマ8:2)、真理の御

霊(ヨハ14:17,16:13,Ⅱコリ2:12⁻16)とも言われる。 

1) 聖霊は助け主であり、キリストの名によって遣わされ

る方である。 

ヨハネ14:26 しかし、助け主、すなわち、父がわたしの名に

よってお遣わしになる聖霊は、あなたがたにすべてのことを

教え、また、わたしがあなたがたに話したすべてのことを思

い起こさせてくださいます。 

使徒2:33 ですから、神の右に上げられたイエスが、御

父から約束された聖霊を受けて、今あなたがたが見聞

きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。 

2)三位一体の神さまの第三位である。 

①御父:救いを計画(御言葉)  

②御子:救いの成就(十字架) 

③御霊(聖霊):救いの適用(インマヌエル) 

3)インマヌエルの神さまである:「ともにおられる」祝福 

 

受肉して人となられたキリストはその目的が十字架と復

活であり、目的を果たした後は天に戻られる。その別離

を悲しむ弟子たちにキリストは、自らが天に戻るからこそ

聖霊が来られることを述べられた。 

肉体を持ったままのキリストは時空間的な制限から信じ

る者たち全員と常にともにいることは不可能である。しか

し霊であられる聖霊は、時空間や数的な制限を超えて

聖徒一人一人とともにおられることができる。「ともにお

られる」神さまなのである。 

聖霊の務めは何か。それは信じる者たちに理解を与
えることである 

1)罪について 
ヨハネ16:9 罪についてというのは、彼らがわたしを
信じないからです。 

聖書の言う「罪」とは所謂悪行や迷惑行為を指す
のではない。神のかたちに創造された人間にとっ
て罪の中の罪は神を信じない罪、不信の罪であ
る。 

ヨハネ3:18 御子を信じる者はさばかれない。信じ
ない者は神のひとり子の御名を信じなかったの
で、すでにさばかれている。 

2)義について 
ヨハネ16:10 また、義についてとは、わたしが父のも
とに行き、あなたがたがもはやわたしを見なくなる
からです。 

罪がキリストを信じないことであれば、その反対の義
とはキリストを信じることである。人間はキリストの
十字架と復活を信じることで義と認められる。 

ローマ1:17 なぜなら、福音のうちには神の義が啓
示されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進
ませるからです。「義人は信仰によって生きる。」
と書いてあるとおりです。 

ローマ3:24 ただ、神の恵みにより、キリスト・イエス
による贖いのゆえに、価なしに義と認められるの
です。 

3)さばきについて 
ヨハネ16:11 さばきについてとは、この世を支配す
る者がさばかれたからです。 

わたしたち信じる聖徒の敵である悪魔は既にさばか
れた。勝利者であるキリストと、キリストに連なる
聖徒も勝利者であることを悟らせる。 

 
罪、義、さばきとはすべて霊的なことであり、聖霊の
働きなしには人間が霊的に正しく理解することは
できない。 

1)聖霊の内住：ともにいてくださる方である(ロー
マ8:9⁻11、エペ2:21-22、Ⅰコリ６：１９)。 

Ⅰコリ3:16 あなたがたは神の神殿であり、神の
御霊があなたがたに宿っておられることを知
らないのですか。 

2)聖霊の導き、教え:聖徒の内にいてくださり、
その考えを神さまの方向へ、正しい方向へと
導き教えてくださる(ヨハ14:26、Ⅰコリ2:13)。 

ヨハネ16:33 わたしがこれらのことをあなたがた
に話したのは、あなたがたがわたしにあって
平安を持つためです。あなたがたは、世にあ
っては患難があります。しかし、勇敢でありな
さい。わたしはすでに世に勝ったのです。」 

3)聖霊の助け、ちから:聖徒に力を与え、キリス
トをあかしするちからを与えてくださる。 

ヨハネ16:14 御霊はわたしの栄光を現わしま
す。わたしのものを受けて、あなたがたに知ら
せるからです。 

4)天国の背景 

5)天使の助け 

6)悪霊が逃げ出す:聖霊が私たちの内におられ
るなら、同じ場所に悪霊が留まることはでき
ない。 

マタイ12:28 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。 

7)世界福音化:聖徒の内から悪霊が追い出さ
れたならそこは神の国である。そして地の果
てまでの証人となる。 

 

▲結論 

聖霊がともにおられることはすべての祝福、 
すべてのちからを受けることである。 
ただキリスト ただ神の国 ただ聖霊の満たし 
 

1．他のもの × 

1)ただキリスト(使1:1) 

2)ただ神の国(使1:3) 

3)ただ聖霊の満たし(使1:8) 

2.答え 

1)使2:1 2)ヨエ2:28⁻29 

3)使2:18 4)使2:41 

5)使2:26-27 

3.現場 

1)使3:1₋12 2)使8:4⁻8 

3)使13:1₋12 4)使16:16-28 

5)使19:8-20 

結論 

1．約束の旅程 

1)C:使1:1,3,8 2)V:使1:14 

3)D:24時 4)I:25時、永遠 

5)P:237か国 

2.祈りの旅程 

1)定時:聖霊、天国、天使 

2)常時:聖霊、ちから 

マタ18:28⁻29 

3)集中:いやし、サミット 

3．伝道宣教の旅程 

1)自分を生かす all in 

2)世を生かす all out 

3)神の国 all change 

 

 



区域地教会（2019 年 3 月10 日-2019 年3 月16 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】 「聖霊を送ってくださるイエス･キリスト(ヨハネ16:5-14)」 

【讃美】 178 恵みふかき御神よ 

【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。 

国とちからと栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 

 

(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） 

福音宣教教会 (4)200 地教会（創 41：36－38） 

10 の祈り題 (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. 日本神新学校、東日本神学校入学のために 

2.  3/11(月)-13(水) 仙台教会伝道キャンプ 

3．3/21(祝)-23(土) 浜松教会伝道キャンプ 

4．3/15(金)10:00 切り株幼児園卒園式 

5．3/18(月)14:00 日本神学校学位授与式及び卒業式 

6．3/27(水)-29(金)日本RT大会 25(月)-27(水)リーダー修練会 

7.   4/1(月)14:00 日本神学校入学式 

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 

 


