
    年  月   日   週目 主日礼拝  真 王                        
   教 人      様 真 王     言      様 時代       国     植民地         今日 内容        様 審問  内容  
     様 王    言    死刑    言   

1.この世 2.真の王であるイエスキリスト 3.真の真理であるイエスキリスト メモ

▲イエス様はわたしの国はこの世のものではないと言う。

1)ヨハネ 18:36(イエスは答えられた。「わたしの国はこの世
のものではありません。もしこの世のものであったなら、

わたしのしもべたちが、わたしをユダヤ人に渡さないよ

うに、戦ったことでしょう。しかし、事実、わたしの国

はこの世のものではありません。」)
(1)「この世」とは悪魔が支配する国のことである。
(2)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)
①悪魔が支配している世界を「この世」と表現する。

②偽り者である悪魔に支配をされながら生きる人生。

2)偽りの者－ヨハネ 8:44(あなたがたは、あなたがたの父で
ある悪魔から出た者であって、あなたがたの父の欲望を

成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺

しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理

がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわ

しい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であ

り、また偽りの父であるからです)
(1)悪魔によって支配されている中にいると滅ぼされる。
(2)悪魔は偽りを言いながら人間を滅ぼす。
(3)悪魔によって魂を詐欺をされたら滅ぼされる。

3)Ⅱコリ 11:14(しかし、驚くには及びません。サタンさえ
光の御使いに変装するのです)
(1)悪魔は光の御使いのように変装をして騙す。
(2)悪魔はアダムをだまして善悪の木の実を食べされる。
(3)悪魔は 12の問題の中でだます。
創 3章の問題、創世記 6章(快楽中心)、11章(成功中心)、
使徒 13章（魔術）、16章(占い)、19章(偶像)、
未信者の 6つの問題(ヨハ 8:44(悪魔の子)、
出 20:4－5(偶像崇拝)、マタ 11:28(精神的な問題)
使徒 8:4－8(肉体的な問題)、ルカ 16:19－31(来世,地獄)、
マタ 27:25(子孫の問題))
(4)純粋な人ほど悪魔の詐欺でだまされる

▲キリストは詐欺師であるサタンを打ち砕く為にこ

られた。

1)ヨハネ 18:37(そこでピラトはイエスに言った。「そ
れでは、あなたは王なのですか。」イエスは答えら

れた。「わたしが王であることは、あなたが言うと

おりです。わたしは、真理のあかしをするために生

まれ、このことのために世に来たのです。真理に属

する者はみな、わたしの声に聞き従います。」)
(1)キリストは悪魔の国を砕く真の王である。
(2)聖書は神様の御言葉である。
(3)聖書では悪魔によって支配されている世界から
人々を解放するためキリストを送ると言っている。

2)創 3:15(わたしは、おまえと女との間に、また、お
まえの子孫と女の子孫との間に、敵意を置く。彼は、

おまえの頭を踏み砕き、おまえは、彼のかかとにか

みつく)
(1)キリストは、女の子孫として悪魔を打ち砕く。
(2)蛇は頭を踏み砕かれたら終わる。

3)詩 110:1(主は、私の主に仰せられる。「わたしがあ
なたの敵をあなたの足台とするまでは、わたしの右

の座に着いていよ)
(1)イエスは天の右の座で悪魔を足台にしている。
(2)ダビデは真の王を分かったので最高の王となる
－ただキリストを分かる人が最高の人となる。

(3)悪魔の存在を知らないから不安になる。
4)使 2:36(イスラエルのすべての人々は、このことを
はっきりと知らなければなりません。すなわち、神

が、今や主ともキリストともされたこのイエスを、

あなたがたは十字架につけたのです)
(1)キリストは真の王であるが十字架につけた。

5)使 5:31(そして神は、イスラエルに悔い改めと罪の
赦しを与えるために、このイエスを君とし、救い主

として、ご自分の右に上げられました)
(1)キリストは悪魔、罪の奴隷から解放をした。
(2)悪魔から解放をされることは皆が幸せになる事

▲真の真理を知るべきである－ヨハ 18:37(わた
しは、真理のあかしをするために生まれ、この

ことのために世に来たのです。真理に属する者

はみな、わたしの声に聞き従います。」)
－人間は真理を知らないから騙される。

1)御言葉－ヨハ 1:1(初めにことばがあった。こと
ばは神とともにあった。ことばは神であった)
(1)ヨハ 1:14(ことばは人となって、私たちの間に
住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の

みもとから来られたひとり子としての栄光であ

る。この方は恵みとまことに満ちておられた)
(1)真理を分からないと騙される。
(2)真理とは神様の御言葉である。
(3)神様の御言葉だけを信じるべきである。

2)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)
(1)キリストだけが真の預言者である。
－道、真理、命である。

(2)キリストだけが真の王である。
－悪魔の業を打ち破るのはキリストだけ

(4)キリストだけが祭司
－十字架で罪を全て赦した(ローマ 5:8)
(5)神様の子どもが真理である。
－7つの祝福を与えて下さっている

3)キリスト－キリストだけになるときに悪魔は
びっくりして逃げ出すようになる。

4)刻印、根、体質－イザヤ 61:1(神である主の霊
が、わたしの上にある。主はわたしに油をそそ

ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷つい

た者をいやすために、わたしを遣わされた。捕

われ人には解放を、囚人には釈放を告げ)
(1)悪魔,罪から解放するためにキリストを送る
(2)キリストの代わりに真理を伝達をする。
(3)真理を伝え養育をする人になるように。



区域地教会（2019 年 3 月 24 日～2019 年 3 月 31 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】 「真の王であるイエスキリスト」(ヨハネ 18:33-38)

【讃美】 138 王の王わが主の

【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. 3/27(水)-29(金)日本 RT大会

3/25(月)-27(水)リーダー修練会

2. 3/29(金)-31(主日) 呼吸いやし訓練

(名古屋教会、参加費\3,000)

3. 4/1(月)14:00 日本神学校入学式

4.福音宣教教会 OMC 奨学金授与者

1)李凛花(中 2) 2)木村恵梨(中 3) 3)山本葵(高 1)

4)道岡舞華(高 3) 5)金鉉優(神学科 2年)

5.大阪教会と磐田教会の購入、対馬教会の設立のために

お祈りお願いします。

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


