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1.キリスト－原色福音 2.復活されたキリストがなさった事 3.聖徒たちを通じて癒し メモ

▲人間の問題は創世記 3章の問題から始まった。
原色福音によってこそ解決を出来る。

1)サタン、罪、死
(1)本来の人間は何も問題はなかった。
(2)サタンはアダムとエバを騙した。
(3)人間は神様を否定して悪魔についていく。
(4)悪魔から解放をされないと生きるのが地獄。
(5)心の病気、霊的な問題で苦しむようにさせる

2)キリストを約束
(1)キリストが来られる約束をして下さった。
(2)キリストが悪魔の頭を踏み砕くために来た。

3)創世記 3:15(彼はお前の頭を踏み砕き、おまえは、
彼のかかとにかみつく)
(1)イザヤ 53:5－6(彼への懲らしめが私たちに
平安をもたらし、彼の打ち傷によって、私たちは

いやされた)
(2)申 18:15(あなたの神、主は、あなたのうちか
ら、あなたの同胞の中から、私のようなひとりの

預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従

わなければならない)
－約束したようにキリストが来ると言っている

(3)真の王:1ヨハ 3:8(神の子が現われたのは、悪
魔のしわざを打ちこわすためです)
(4)真の祭司:ローマ 5:8(しかし私たちがまだ罪人
であったとき、キリストが私たちのために死んで

くださったことにより、神は私たちに対するご自

身の愛を明らかにしておられます)
(5)真の預言者:ヨハネ 14:6(「わたしが道であり、
真理であり、いのちなのです)
(6)ヨハネ 19:30(イエスは、酸いぶどう酒を受け
られると、「完了した。」と言われた)

4)キリストは十字架にかかり三日後に復活した
(Ⅰコリ 15:3－5)

5)キリストで十分、完全、全て
(1)神様はキリストが十分、完全、全てである
人を用いられる(ただキリストの信仰を持つ)
(2)キリストで十分、完全、全てになっている人
をサタンは恐れる。

▲キリストは復活をされた後神の国について語られた

1)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)
(1)キリストは復活をされた後、復活のメッセージを
語られた。

(2)福音を宣べ伝えること、小羊(レムナント、新しい
家族)を生かすべきである。
(3)使 10:38(それはナザレイエスのことです。神はこ
の方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が

ともにおられたので巡り歩いて良いわざをなしまた

悪魔に制せられているすべての者をいやされました)
①イエス様は公生涯の間、福音を伝えると同時に

悪霊を追い出す働きをされた。

②伝道と悪霊を追い出す権威を私達に託された。

③聖霊様の力で伝道、宣教をすることが出来る。

(4)マル 10:1(イエスは 12弟子を呼び寄せて、汚れた
霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追

い出し、あらゆる病気、あらゆるわずらいを直すた

めであった)
①悪霊を追い出す権威、病気を治す為の権威を

私たちに与えて下さっている。

②福音を宣べ伝える為に神様が共にいて下さる。

2)使 2:1-4(すると、みなが聖霊に満たされ、御霊が話さ
せてくださるとおりに、他国のことばで話しだした)
(1)約束を握った人に聖霊の満たしを与えてくれた

3)使徒 2:9－11(あの人たちが、私たちのいろいろな国こ
とばで神の大きなみわざを語るのを聞こうとは)
(1)15か国の人々が集うようになり持続的に御言葉を
聞くようになった。

(2)御言葉が成就される(使徒 2:16－40)。
(3)使 2:41(その日、三千人ほどが弟子に加えられた)
(4)使 2:42－47(そして毎日、心を一つにして宮に集ま
り家でパンを裂き、喜びと真心をもって食事をとも

にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた)

▲伝道、宣教、悪霊を追い出し、病気を癒す働

きを聖徒を通して成し遂げて下さる。

1)使徒 3:1－6(すると、ペテロは、「金銀は私に
はない。しかし、私にあるものを上げよう。

ナザレのイエス・キリストの名によって、歩

きなさい。」と言って)
(1)神殿の美しの門に足なえがいた。
(2)ペテロがイエスキリストの御名によって
足なえを立ち上がらせた。

(3)暗闇から解放をされると癒しの御業が
同時に起こるようになる。

－キリストがサタンから完全に解放した。

(4)霊的な問題が解決をされ人生が変わった。
(5)私たちは癒される祝福と癒す祝福を頂いた

2)中風の患者がイエスキリストの御名で癒され
るような御業が起きる(使徒 9:33-35)
(2)福音を信じる私たちが癒しの働きをする。

3)使徒 16:16-18(「イエス・キリストの御名によ
って命じる。この女から出て行け。」と言った。

すると即座に、霊は出て行った)
(1)キリストの名を使う時に悪霊は逃げていく
(2)悪霊から来る病がキリストの名で癒される
(3)使徒 19:11－12(パウロが身に着けている手
ぬぐいや前掛けをはずして病人に当てると、

その病気は去り、悪霊は出て行った)
－御言葉を聞く時に癒しの御業が起こされる

②呼吸の祈りを持続しながら御言葉を味わう

③霊的に健康である時に全て健康になる

▲結論－聖霊充満の信仰生活をするように。

①聖霊充満な人－御言葉に集中、礼拝に成功、

②黙 21:6-7(勝利を得る者は、これらのものを
相続する。わたしは彼の神となり、彼はわた

しの子となる）

－悪魔を打ち砕いたキリストが共にいる者が

勝利する。悪魔に勝利する力を持っている。

③私の弱点を知り、悪魔の攻撃を受ける部分

をイエスキリストの御名で打ち砕く。



区域地教会（2019 年 4 月 28 日～2019 年 5 月 4 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】 「復活されたキリストがなさった事」(使徒 3:1-10)

【讃美】 409 渇きあえぐわが魂は

【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. 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)15:00-5/1(水･祝)16:00 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)13:00-4(土)12:00 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


