
    年  月   日   週目 主日礼拝  契約 成就                       
聖書 契約 書    熱心 教会生活        契約 分     大変 人生    契約 掴    時  家族 現場 闇 力 打 砕           

達 大  答  受        聖書 誰 分       契約    書      聖書 契約    様     契約    

1.契約を成就するために来られたイエスキリスト 2.完了した 3.契約の旅程 メモ

▲ヨハネ 19:28(イエスは、すべてのことが完了したのを知
って、聖書が成就するために、「わたしは渇く。」と言わ

れた)－キリストは契約を成就するために来られた。
1)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)悪魔に騙されてしまい神様から人間は離れた。
(2)女の子孫としてキリストを送ることを約束された。
(3)約束を成就する為、真の王キリストを送り悪魔の頭
を打ち砕く。

(4)「彼のかかとにかみつく」－十字架にかかる事。
(5)ヨハネ 19:19-20(ピラトは罪状書きも書いて、十字架
の上に掲げた。それには「ユダヤ人の王ナザレ人イエス。」

と書いてあった)－真の王である約束を成就した。
2)ヨハネ 19:24（「それは裂かないで、だれの物になるか、
くじを引こう。」それは、「彼らはわたしの着物を分け合

い、わたしの下着のためにくじを引いた。」という聖書が

成就するためであった)
(1)旧約で着物を分け合う事を預言されていた(詩 22:18)

3)ヨハネ 19:28(この後、イエスは、すべてのことが完了し
たのを知って、聖書が成就するために、「わたしは渇く。」

と言われた)－聖書を成就する為にキリストを送られた。
(1)詩篇 69:21(彼らは私の食物の代わりに、苦味を与え、
私が渇いたときには酢を飲ませました)
－イエスは約束を成就さする為に酸いぶどう酒を飲んだ

4)ヨハネ 19:36(この事が起こったのは、「彼の骨は一つも砕
かれない。」という聖書のことばが成就する為であった)
(1)出 12:46(これは一つの家の中で食べなければならな
い。あなたはその肉を家の外に持ち出してはならない。

またその骨を折ってはならない)
①過ぎ越しの時に小羊をほふる。

②小羊をほふって焼く時に骨を折ってはいけない。

③小羊はイエス様を意味する。

④イエス様も骨を折られずに十字架上で死なれた。

＊３箇所(ヨハ 19:24、19:28、19:36)に聖書が成就する為
にという事を書いてある。

＊キリストは契約を成就するために来られた。

▲ヨハ 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。そして頭を垂れて霊をお渡しになった)
・イエス様は旧約時代の契約を成就する為に来た

・私の救いを全て完了するために世に来られた。

1)創世記 3章の問題
(アダムが善悪の木の実を食べた時から神様から離れ、原罪を持ち
悪魔の奴隷となってしまった)
(1)神様から離れた－創 3:1－6
(2)原罪－ローマ 3:23(すべての人は、罪を犯したので、神からの
栄誉を受けることができず)
(3)悪魔の奴隷－ヨハ 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)
2)真の王、真の祭司、真の預言者
○ 1ヨ 3:8(神の子が現われたのは悪魔のしわざを打ち壊す為です)
－真の王としてキリストは悪魔を打ち砕き私達を悪魔から解放

○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)
－真の祭司として十字架につけられ罪を赦された(神様の愛である)
○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。
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)
－真の預言者として神様に出会う道となられた。

3)過去、現在、未来の問題の解決
(1)エペ 2:1(あなたがたは自分の罪過と罪との中に死んでいた者で
あって)
－過去の問題解決・罪の問題をキリストが解決をした。

(2)エペ 2:5(罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストとともに
生かしあなたがたが救われたのはただ恵みによるのです)
－現在の問題をキリストが解決をされた・キリストが十字架で全て

の問題を解決をされて共におられる。

(3)エペソ 2:6(キリスト・イエスにおいて、ともによみがえらせ、
ともに天の所にすわらせてくださいました)
－未来の問題を解決・未来に天国に行くようになる。

○キリストが過去,現在,未来の問題を解決(完了した)
(4)ヨハ 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)
①人間の一番の罪はキリストを信じないことである。

②キリストは 100％救いを完了した。

▲私たちの人生は契約を成し

遂げる契約の旅程の歩み。

1)使 1:1、3、8
(キリスト,神の国,聖霊充満)
(1)私の人生はただキリスト
(2)ただ神の国のために生きる
弟子とレムナントをたてる。

(3)聖霊の力によって出来る。
2)使徒 1:14(この人たちは、婦人
たちやイエスの母マリヤ、お

よびイエスの兄弟たちととも

に、みな心を合わせ、祈りに

専念していた)－24時
(1)弟子たちは契約を握り
祈りに専念をした。

(2)契約は成就をされる。
3)成就－マタイ 28:18-20(それ
ゆえ、あなたがたは行って、

あらゆる国の人々を弟子とし

なさい。そして、父、子、聖

霊の御名によってバプテスマ

を授け、また、わたしがあな

たがたに命じておいたすべて

のことを守るように、彼らを

教えなさい。見よ。わたしは、

世の終わりまで、いつも、あ

なたがたとともにいます。」)
(1)契約:家族や周りの人に
福音を証する。

(2)教会の中の新しい家族を
養育する為、EBS要員となる。
(3)日本宣教時代を開こう。
▲結論：契約－私の問題は終わっ

た・福音を証しする生活。

(1)私のすることが契約と
どう関係があるか考える。

(2)福音の御言葉、講壇のメッセ
ージを掴んで歩む。

(3)呼吸の祈りをする。



区域地教会（2019 年 3 月 31 日～2019 年 4 月 6 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】 「契約を成就したイエスキリスト」(ヨハネ 19:28-30)

【讃美】 391 十字架のつわもの

【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. 4/1(月)14:00 日本神学校入学式

2. 新しい家族養育要員(EBS)になるようお祈りをお願い

します。

3. 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。

4. 4/21 イースター主日、洗礼式

洗礼を受ける方は申請をして洗礼教育を受けてください。

5. 4/3(水)-6(土) 主任牧師フィリピン宣教

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


