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1.復活したキリスト 2.わたしを愛しますか 3.レムナント運動と新しい家族の養育 メモ

▲イエス様は復活の後に弟子たちに出会った。

１)ヨハ 21:14(イエスが、死人の中からよみがえっ
てから、弟子たちにご自分を現わされたのは、

すでにこれで三度目である)
(1)イエスの死後マリヤがキリストの墓に行くと
誰もいなかった。

(2)イエス様は弟子たちの前でも現れた
－使徒１:３(イエスは苦しみを受けた後、四十日
の間、彼らに現われて、神の国のことを語り、数

多くの確かな証拠をもって、ご自分が生きている

ことを使徒たちに示された)
(3)トマスはイエスを見るまで信じないと言った。
－イエスがトマスの前に現れてイエスを信じた。

(4)イエス様が死なれた後に、ペテロは漁に行った
①キリストが現れた時に大量の魚がとれた。

②イエス様がいなくては何も出来ない者である

こと、またメインの仕事は、漁師ではなく主の働

きをする為である事を教えるためであった。

(5)使徒９:１５(主はこう言われた。「行きなさい。
あの人はわたしの名を、異邦人、王たち、イスラ

エルの子孫の前に運ぶ、わたしの選びの器です)
①復活をしたキリストはパウロにまで出会う。

②パウロは復活のキリストに出会い使命を持つ

2)イエスは神様・イエスはキリストである
(1)イエス様は神様であるので復活を出来た。
－罪がない方であるので十字架にかかり復活を

することが出来た。

(2)イエス様は復活をされて死の力に打ち勝つ。
－死の力に打ち勝ち、サタンの頭を打ち砕いた

(3)イエス様は根本問題を完全に解決をして、
解決をした証拠として復活をされた。

3)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救い主は復活をされたキリストだけである。

４)キリストが人生の問題の解決者
(1)イエス様がキリスト全ての問題の解決者で
あると信じると復活をされたキリストを私の

人生の中で体験を出来る。

(2)私たちは復活の証人となる。

▲イエスを３度も知らないといったペテロにイエス様

は３度も「わたしを愛しますか」と尋ねられた。

①ヨハ 21:15(イエスはシモン・ペテロに言われた。「ヨ
ハネの子シモン。あなたは、この人たち以上に、わた

しを愛しますか。」ペテロはイエスに言った。「はい。

主よ。私があなたを愛することは、あなたがご存じで

す。」イエスは彼に言われた。「わたしの小羊を飼いな

さい)
②ヨハネ 21:16(イエスは再び彼に言われた。「ヨハネ
の子シモン。あなたはわたしを愛しますか。」)
③ヨハネ 21:17(イエスは三度ペテロに言われた。「ヨ
ハネの子シモン。あなたはわたしを愛しますか。」)

▲イエス様はペテロが３度自分を知らないと言った

ことを赦して 3度尋ねられた。
①3度イエス様がペテロに質問をされたのはペテロ
が罪悪感にさいなまれていることを癒す為であった。

②ペテロを赦してペテロとの関係を回復をするため

に、３度もイエス様は質問をされた。

③３度も質問をするのは、責めるためではなくキリス

トを確実に信じていることを確認をするためである。

④イエス様を愛してるとの信仰の告白を確認をした。

１)救い
(1)なぜ私たちはイエス様を愛するのか。
－イエスキリストが私たちを救って下さったため

(2)原罪、サタン、死の問題を持って生まれた人間を
救い出された方がイエスキリストである。

２)霊的な祝福
(1)救われて聖霊様が私たちと共におられる。
(2)天国の背景を与えこの世でも天国の祝福を味わう

３）使命－世界福音化の使命を与えて下さっている。

４）キリストだけで十分、完全、全て

(1)キリストだけで十分、完全、全てであるのかを
イエス様は私たちに尋ねている。

(2)悪魔はイエスだけで十分にさせないようにする。
(3)ペテロに３度言われたのは、キリストだけで十分
であるのかと確認をするためであった。

(4)キリストだけで十分、完全、全てである。

▲ヨハネ 21:15(彼らが食事を済ませたとき、イエ
スはシモン・ペテロに言われた。「ヨハネの子シ

モン。あなたは、この人たち以上に、わたしを

愛しますか。」ペテロはイエスに言った。「はい。

主よ。私があなたを愛することは、あなたがご

存じです。」イエスは彼に言われた。「わたしの

小羊を飼いなさい)
－小羊とはレムナント・新しい家族である。

１）レムナント(R－ｔ)
(1)小羊はレムナントの意味である。
(2)レムナントがキリストが十分、完全、全てで
あることを悟るように導く。

(3)レムナントが生かされてこそ、全世界に福音
を伝えることが出来る。

２）新しい家族

(1)小羊のもう一つの意味は、新しい家族である。
(2)イエス様を信じて間もなくの人は、キリスト
が十分、完全、全てであることを分からない。

(3)礼拝だけでは、まだ分からないこともある。
(4)養育を通して、キリストをもっと深く分かる
ようになる。

(5)新しい家族を養育をしなさいという意味。
３）十字架－ヨハネ 21:18(まことに、まことに、
あなたに告げます。あなたは若かった時には、

自分で帯を締めて、自分の歩きたい所を歩きま

した。しかし年をとると、あなたは自分の手を

伸ばし、ほかの人があなたに帯をさせて、あな

たの行きたくない所に連れて行きます)
(1)キリストの十字架を負って主についていく。
(2)キリストで十分、完全、全てとなるように。
(3)動機があると R-t,新しい家族を生かせない。
(4)キリストだけで十分な信仰を持ちキリストの
為に自分を犠牲にしてもかまわない信仰を持つ

▲結論-定刻祈り－キリストで十分、完全、全て
(1)聖霊充満を求める。
(2)レムナント、新し家族の養育をする。
(3)復活をしたキリストの力を体験をする。



区域地教会（2019 年 4 月 21 日～2019 年 4 月 28 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】 「レムナント運動と新しい家族の養育」（ヨハネ 21:15-18）

【讃美】 155 さかえあれ、死に勝ちて

【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

【受洗者】北原路代 鈴木紫野 大島茂樹 木村正男

高橋愛姫 佐々木寛恵 國分陸斗

【幼児洗礼】金義現

1. 認可保育所の設立、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。

2. 4/29(月･祝)10:00-5/1(水･祝)15:00 本部 1次合宿訓練

登録献金 一般\20,000 神学生\15,000 再訓練\10,000

3. 5/2(木)-4(土) 仙台 1次合宿訓練(自体訓練)

4. 4/29(月･祝)-5/1(水･祝) 青年修練会及び結婚セミナー

場所:浜松イェウォン教会

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


