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１．サタンの存在 ２．キリストを正しく知ること ３．信じる者の祝福 メモ

▲サタンの存在を認めなければならない。

1)創 3:1－6(そこで、蛇は女に言った。「あなたがたは決
して死にません。あなたがたがそれを食べるその時、

あなたがたの目が開け、あなたがたが神のようにな

り、善悪を知るようになることを神は知っているので

す。そこで女が見ると、その木は、まことに食べるの

に良く、目に慕わしく、賢くするというその木はいか

にも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、

いっしょにいた夫にも与えたので、夫も食べた)
(1)サタンは契約を破るように働いている。
(2)サタンは巧妙に人々を騙すように戦略を練った
－神様はエバに「あなたはそれを取って食べる時、必

ず死ぬ」(創 2:17)と言っていたが、エバは「死ぬとい
けないからだ」(創 3:3)と契約を曖昧に掴んでいた。
(3)悪魔の誘惑の声を聞いて、もう一度善悪の知識の実
を見るとおいしそうに見えた(創 3:6)
(4)悪魔は契約を破ることが良いように思わせる。
(現代の場合は、世の中の人々は自分の成功、
肉の幸せ、自分中心の為に生きていくようにする)

2)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)悪魔は世の物を与えて私たちを滅ぼすようにする。
(2)悪魔は世の文化などでだまそうとする。
(3)結果的に神様から遠ざからせるようにする。

3)Ⅰペテ 5:7－8(あなたがたの思い煩いを、いっさい
神にゆだねなさい。神があなたがたのことを心配し

てくださるからです。身を慎み、目をさましていなさ

い。あなたがたの敵である悪魔が、ほえたけるししの

ように、食い尽くすべきものを捜し求めながら、歩き

回っています)
(1)悪魔は思い煩いや心配を与える。
－神様を離れてから問題が起こるようになった。

(2)未信者の方は悪魔に完全に騙されている
(3)主は教会を通して福音の光を放つことを願う。
(4)教会にもサタンは働ている。
－サタンの存在を伝えないようにする教会もある。

▲マタイ１６：１３—２０－全ての問題の解決者であ

るキリストについて明確に知らなければいけない。

1)福音でなければ悪魔に勝てない-マタ 16:13－14
(彼らは言った。「バプテスマのヨハネだと言う人も
あり、エリヤだと言う人もあります。またほかの人

たちはエレミヤだとか、また預言者のひとりだとも

言っています)
(1)キリストはバプテスマのヨハネ,エリヤ,エレ
ミヤ,預言者ではない-立派な人だが悪魔に勝てない

2)王なるキリストを伝えること－マタ 16:15－16
(イエスは彼らに言われた。「あなたがたは、わたし
をだれだと言いますか。」 シモン・ペテロが答えて

言った。「あなたは生ける神の御子キリストです。」)
〇主はイエス・キリストの信仰の告白を望まれる

〇ペテロはキリストが問題の解決者と信じており、
伝道者がいないことが世の問題である事を分かった。

(1)ヨハネ１４：６(イエスは彼に言われた。「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)
－キリストが真の預言者

(神様から離れている問題を解決された)
(2)ローマ８：１－２(なぜなら、キリスト・イエス
にある、いのちの御霊の原理が、罪と死の原理から、

あなたを解放したからです)
－キリストが真の祭司(罪の問題を解決された)
(3)Ⅰヨハネ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)
－キリストが真の王(悪魔の頭を打ち砕いた)
(4)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。そして、頭

をたれて、霊をお渡しになった)
①キリストが全ての問題を解決をされた。

－正しく様々な事が見えるようになる。

②神様から離れている問題、罪、サタンを砕いた

③キリストを明確に信じるように。

▲キリストを信ると信じる者の祝福が見える。

1)私が変えられる－マタ 16:17(バルヨナシモンあなた
は幸いです)
(1)キリストを信じて永遠の命を得た－幸いな者
(2)マタ 16:18－19(あなたはペテロです。わたし
はこの岩の上にわたしの教会を建てます。ハデス

の門もそれには打ち勝てません)
①キリストを信じる者を岩とし教会を建てる。

－私が岩となり伝道運動を起こすようになる。

②ハデスの門も打ち勝てない－悪魔は勝てない

③天の御国の鍵を与えて下さってる。

－祈りの答えの特権を与えて下さっている。

－イエスキリストの名前で暗闇は砕かれる。

(4)Ⅰペテロ 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)福音を真に信じる－私について明確に分かる
(2)私たちが王、祭司、預言者である。
(3)私たちが信じる時に世界福音化をする。

2)家族が変えられる－使 16:31(主イエスを信じな
さい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救わ

れます。」と言った)
(1)私が変えられていけば家族が変えらる
(2)世の人を救う伝道チームが構成される。

3)教会が変えられる
(1)私が変われば教会が変えられる。
(2)教会の祈りの課題を祈る時に成就をされる。
(3)全ての人に福音が伝えられるのは、神様が
約束されたことである(マタ 24:14)。
(4)神が下さった使命(200都市、1000大学、
8000教会、認可保育所、インドスリランカ宣教)
(5)神様の計画の中で成されることである。
▲結論－ローマ 16:20(平和の神は、すみやかに、あな
たがたの足でサタンを踏み砕いてくださいます)
－地域の暗闇は、地域に住む王、祭司、預言者

の私達を通して打ち砕かれるようになる。

－神様はその約束を私達を通してなされる。



区域地教会（2019 年 6 月 9 日～2019 年 6 月 15 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】 「キリストの王権」(マタイ１６：１３－２０、Ⅰペテロ２：９)

【讃美】 399 さかえの王にます主の

【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

(二次登録：6月 22日～7月 1日)

2．認可保育所のため、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。

3．6月 3日～15日まで主任牧師一行はインド・スリランカ

の宣教をされます。続けてお祈りを下さい。

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


