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1.霊的戦いと死を恐れるようにするサタン 2.勝利したキリスト 3.霊的戦いと死を勝利した人々 メモ

▲日本人には不安などからくる精神的な病が多

くある。

1)恐怖症、臆病、パニック障害
(1)心配や不安、恐怖から来る病にかかる。
(2)サタンは恐れを与えさせる。
―これらはサタンから出た病である。

2)サタンと罪と死の奴隷になった人間
(1)神様との関係が切れて、サタン、罪、死の
奴隷となってしまった。

(2)奴隷になった結果様々なことに恐怖心を
持つようになった。

3)民 14:1―3(全会衆は大声をあげて叫び、民は
その夜、泣き明かした。イスラエル人はみな、

モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言

った。「私たちはエジプトの地で死んでいたら

よかったのに。」)
(1)エジプトから出たことの目的はカナンの地
を征服する事であった。

－カナンの地の悪魔を追い出し神の国を建て

ることが目的である。

(2)その為に戦うことの出来る男の人数を数え
なさいと命じた(民数記 1章）―約 60万人
(3)カナンの地に入る前に 40日間偵察をした
―カナン人が強そうだったので恐れと不安の

中でモーセたちに不信仰を言った。

(4)神様はイスラエルの民たちを滅ぼしてしま
おうとされたがモーセの祈りで思いとどまる

(5)不信仰の故に 40年間荒野にとどまり、
20歳以上の人はカナンに入れなかった。
－身体はエジプトから解放をされたが魂はま

だサタンの奴隷であり不信仰をしてしまった。

(6)サタンと罪と死の奴隷の中ではカナンの地
を征服出来ないことを教えている。

(7)恐れを与えるサタンを打ち砕く、勝利した
キリストが私達には必要である。

▲民数記を通し勝利したキリストが必要である事を分かる。

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)死の恐怖を与えるサタンを打ち破る方がキリスト
(2)私達が敵が誰であるのかを分かり敵をつぶすことを悟るべき。
(3)サタンに対する敵対心を持たなければいけない。

2)ヘブル 2:14-15(そこで、子たちはみな血と肉とを持っているので、
主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これ

は、その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、

一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放して

くださるためでした)＝今週に暗唱するべき御言葉
(1)サタンを滅ぼす為にキリストが来られた－王なるキリスト
(2)「一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた
「 」(←自分の名前を入れる)を解放してくださるためでした。

3)民 1:3－4(あなたとアロンはイスラエルにおいて、二十歳以上の
の者で、すべて軍務につくことのできる者たちを、その軍団ごと

に数えなければならない)
(1)民数記はカナンの地に戦いに出る男の民を数えることである。
(2)新しい家族、Rtが悪魔をつぶす事が使命である事を悟るべき

3)マタイ 16:25(いのちを救おうと思う者はそれを失い、わたしのた
めにいのちを失う者は、それを見いだすのです)
(1)キリストのために命を捨てると言った時に答えがくる。
－キリストは私たちを死の恐怖から解放したので怖れる必要ない

(2)私たちも自分の十字架を負って進みゆくべき。
(3)イザヤ 41:10(恐れるな。わたしはあなたとともにいる。たじろ
ぐな。わたしがあなたの神だから。わたしはあなたを強め、あな

たを助けわたしの義の右の手であなたを守る)－恐れる必要ない
4)イエスキリスト―Ⅰペテ 5:9－10(堅く信仰に立って、この悪魔に
立ち向かいなさい／あなたがたをしばらくの苦しみのあとで完全

にし、堅く立たせ、強くし、不動の者としてくださいます)
(1)悪魔と戦うと苦労する事もあるが答えも大きい
－(例)献金をして財産が減るように見えても後にもっと大きな
経済の報いを受けるようになる。

(2)「苦しみのあとで完全にし、堅く立たせ、強くし」
－信仰の体験を一度すると恐れがなくなる(献金の体験等)
(3)主のために献身をする時に、信仰が強くなる。
(4)神様の民たちが悪魔と戦おうとすると信仰が強くなる
－イエス・キリストの御名を使いサタンを打ち砕く。

▲聖書に霊的戦いと死に勝利した人がいる。

ダビデ－1サム 17:45(私は、おまえがなぶっ
たイスラエルの戦陣の神、万軍の主の御名

によって、おまえに立ち向かうのだ)
(1)ゴリヤテに対してイスラエルは恐れた。
(2)ダビデはゴリヤテとの戦いに勝利した。
(3)戦おうとすると勝利をする。

1)ダニエル－ダニ 6:10(彼はいつものように
日に三度、ひざまずき彼の神の前に祈り

感謝していた)
(1)祈りをすると獅子の穴に入る禁令が下る
(2)ダニエルは感謝しながら祈り続けた。
(3)獅子の中に入ったが守られ勝利した。
(4)恐れない人達の献身を通し証しされる。

2)パウロ-使 20:24(神の恵みの福音をあかし
する任務を果たし終えることができるなら

私のいのちは少しも惜しいとは思いません)
(1)福音の為には命を惜しくないと言った
(2)キリストに all inする者を神様は守る。

3)プリスキラ・アクラ－ローマ 16:3－4(この
人たちは、自分のいのちの危険を冒して私

のいのちを守ってくれたのです)
(1)パウロを通して福音の価値を分かった。
－ローマに仕事が出来るまで祝福された。

4)エパフロデト－ピリ 2:28－30(彼は、キリス
トの仕事のために、いのちの危険を冒して

死ぬばかりになったからです)
(1)彼はローマまで献金を持って行った。
－旅路の中で病気になり死にそうになる

(2)神様が病気を奇跡的に癒された。
6)ジョン・ノックス－創 3:15の契約を掴み、
スコットランドの福音化の為に命をかけた

→スコットランドがプロテスタントになる

▲結論:神様は悪魔を滅ぼすことを計画をし
た。しかし人間は悪魔に騙され、悪魔の側

になった。王なるキリストにより悪魔から

救われたことに感謝をすべき。キリストだ

け愛し、サタンの国を潰す事に決断を下す。



区域地教会（2019 年 7 月 7 日～2019 年 7 月 13 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】 「霊的戦いと死を恐れさせるサタンを滅ぼしたキリスト」(民 1:1-4)

【讃美】 458 主のみてにたよる日は

【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. 7/8(月)-19(金) 主任牧師のメキシコ宣教のために
お祈りお願いします。

2. 大阪桃谷教会堂購入のためにお祈りをお願いします。
3. 磐田教会の購入のためにお祈りお願いします。
4. 認可保育所(60人)が名古屋市から選定を受けました。
施設工事のため続けてお祈りお願いします。

5. 7/15(祝･月) 胎嬰児修練会
講師:チェジョンウク牧師 参加費:2,000円

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


