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1.サタンの通路 2.救われた者の祝福 3.真の力の回復 メモ

▲サタンが人に対してどのように働いているのかを良く知

るようにするべきである。

〇黙 12:9(こうして、この巨大な竜、すなわち、悪魔とか、
サタンとか呼ばれて、全世界を惑わす、あの古い蛇は投

げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いども

も彼とともに投げ落とされた)
①神様は神様に仕える存在として天使を造られたが、

自ら堕落をして、天から追い出されるようになった。

②悪魔は自分の時があまり残っていないことを分かり、

人々を滅ぼそうと必死になっている。

1)創世記 3:1－6
(1)アダムとエバを惑わして人間を苦しくさせている。
(2)人々を神様から離れさせるようにした。
(3)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)
・人々を自分中心と高慢になるように人間を陥れている

2)創世記 6:1－10
(1)人間を偶像崇拝、お金、快楽、堕落に陥れる。
(2)日本神が偶像崇拝、淫乱の中に陥るようになった。
(3)レムナントの時代にはもっと多く苦しみの中に陥る。

3)創世記 11:1－10
(1)名誉心、高慢、人間を神のような存在として高める。
(2)成功するほど苦しみの中に陥る(家庭問題等)
(3)Ⅱテモ 3:1－6のように困難な時代となる。

4)使徒 13章(魔術)、16章(占い)、19章(偶像崇拝)
5)未信者の 6つの問題の中で苦しむ。
①悪魔の子供,②偶像崇拝,③精神の問題,④肉体の問題、
⑤来世の問題－地獄、⑥子孫の問題

〇ルカ 23:28(しかしイエスは、女たちのほうに向いて、
こう言われた。「エルサレムの娘たち。わたしのことで泣

いてはいけない。むしろ自分自身と、自分の子どもたち

のことのために泣きなさい)
－レムナントの問題が深刻になっている(精神的問題等)
－レムナントたちのために泣きなさいと言っている。

－レムナントがサタンに負けないように養育をすべき。

※サタンの働きを止めないと、未来にますます問題が来る。

▲救われた者にはどのような祝福が分かる時に

にサタンに苦しめられることはない。

1)キリストの証人
(1)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)
①悪魔に騙されてきたことが問題であった。

②キリストは悪魔に完全に勝利をされた。

(2)真の祭司－人間の罪を赦し義人とするよう
にされた(ローマ 5:8、8:1－2、マル 10:45)
(3)真の預言者－キリストは神様に出会う
道、真理、命の方である(ヨハ 14:6)。

2)7つの祝福
(1)聖霊の内住、神様の子ども－ヨハネ 1:12(し
かし、この方を受け入れた人々、すなわち、そ

の名を信じた人々には、神の子どもとされる特

権をお与えになった)
①ヨハ 14:16(その方はあなたがたと共に住み、
あなたがたのうちにおられるからです)
②ヨハ 10:28－29(だれもわたしの父から彼ら
を奪い去ることはできません)
③救いの確信を持つように。

(2)聖霊の導き
(3)祈りの答え
(4)悪魔を追い出す力、病気を治す権威
(5)天使が守る
(6)天国の背景
(7)世界福音化

3)Remnant(残された者)―イザ 6:13(しかし、そ
の中に切り株がある。聖なるすえこそ、その切

り株)
(1)世が災いにあう中レムナントは守られる。
(2)福音を持った者は 21世紀の切り株である。
(3)困難の中でも福音と 7つの祝福を味わう者
は残るようになる

(4)礼拝の御言葉をよく聞きキリストを私のも
のとして味わえるように。

▲真の力を回復をするように。真の力はどんな

時にも主が共にいることを味わえるように。

1)With、Immanuel、Oneness
(1)主が私たちと共におられる。
(2)サウル王がダビデを殺そうと思う時にも
主が共にいたので殺せなかった(詩 23:1)
(3)主が共におられることを味わうと力となる
(創 39:2)。
(4)ピリ 4:13(私は私を強くして下さることに
よってどんなことでもできるのです)

2)1ペテ 2:9(しかし、あなたがたは、選ばれた種
族、王である祭司、聖なる国民、神の所有と

された民です／すばらしいみわざを、あなた

がたが宣べ伝えるためなのです)
(1)王、祭司、預言者の務めを与えて頂いた。
(2)サタンは、教会の献身、伝道の働きをする
ことが出来ないように邪魔をしてくる。

－サタンに勝つ力を持って伝道、献身をする

(3)王の務めを持って悪魔に勝利出来る。
(4)悪魔に打ち勝つ力を持って悪魔に負ける
ことがないように。

(5)ヨハ 4:1－10－イエス様も悪魔の誘惑に
勝利をした。

(6)マタ 10:1－悪霊を追い出す権威、病気を
癒す権威を持って献身をする。

－悪魔の試みに負けない力を持て。

(7)キリストの恵みによって人々を救い出す。
3)使徒 1:8(しかし、聖霊があなたがたの上に臨ま
れるとき、あなたがたは力を受けます。そし

て,エルサレム,ユダヤとサマリヤの全土,およ
び地の果てにまで、わたしの証人となります)

▲結論-キリスト,神の国,聖霊充満を満たされる。
①悪魔に苦しめられている人を救い出す使命

②レムナントに悪魔の存在を分かり勝利を

することが出来るように。

③60名の認可保育所の設立のために。



区域地教会（2019 年 5 月 12 日～2019 年 5 月 18 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】 「未来の災いを止めるレムナント運動」（イザヤ 6:13）

【讃美】 233 あれ地にバラの花

【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. EBS要員(新しい家族)説明会(4階新しい家族部屋)の為に
2. 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。

3. 7/30(火)-8/2(金)世界レムナント大会
7/23(火)-26(金)リーダー修練会
一次登録:4/27(土)-6/7(金) 二次登録:6/22(土)-7/1(月)

4. 来週は韓国大田世界ビジョン教会との講壇交流があります。

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


