
    年  月   日   週目 主日礼拝  恐        王     御名        勝利  民数        
神 形 創造   人間  地   生 物 支配   言    創          全  問題 創世記  章 問題       創      御言葉    女 子孫    

     頭 打 砕       世界福音化 与       神様       対   主 示   地 行 契約 与   創         創             契約   

    民 継承             移住     契約 見失          奴隷         罪     死 中 捕    礼拝 祝福    祝福 伝

道 喪失             戦 敵 分            教会 中 王       失      様  問題 起                年戦争等  
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1.サタンの奴隷状態と不信仰
の塊イスラエルの民族

２．福音と礼拝を邪魔するサタンを王キリストが叩く
３．王であるキリストがサタンの国を征服

(伝道宣教回復、契約成就) メモ

▲サタンの奴隷の中で多くの人が

病気、生活のことで恐怖と心配

の中に陥っている。

1)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。できれば、この荒野

で死んだほうがましだ。なぜ主

は、私たちをこの地に導いて来

て、剣で倒そうとされるのか。

私たちの妻子は、さらわれてし

まうのに。エジプトに帰ったほ

うが、私たちにとって良くはな

いか)
(1)イスラエル人が不信仰に陥る

1)エペソ 2：1-3(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、そのころは、それ

らの罪の中にあってこの世の流

れに従い、空中の権威を持つ支

配者として今も不従順の子らの

中に働いている霊に従って、歩

んでいました)
(1)未信者の時の罪と死とサタン
の中で死んでいたころの体質を

ずっと持っている。

(2)神様の計画を分からなくなっ
てしまった。

(3)イスラエルの民族もサタンの
思うままに生きるようになる。

▲サタンから解放をされて礼拝を回復するようになるべき。

1)王であるキリストが福音回復
(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女の子孫であるキリストがサタンの頭を踏み砕く

②ジョン・ノックス(スコットランド信条)
・王なるキリストを回復した(創 3:15)－スコットランド福音化
(2)Ⅰヨハ 3:8(罪のうちを歩む者は、悪魔から出た者です。
悪魔は初めから罪を犯しているからです。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キリストが現れたのは悪魔のしわざを打ち砕くためである。

②王なるキリストを握る中で、多くの方が生かされていく。

③無気力にさせる暗闇の力をキリストの御名によって砕く。

(4)へブル 2:14—15(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)
・キリストの十字架の死によってサタンの頭は砕かれた。

(5)ヤコブ 4:7(神に従いなさい。そして、悪魔に立ち向かいな
さい。そうすれば、悪魔はあなたがたから逃げ去ります)
①サタンは私に王なるキリストを分からないようにさせる。

②福音を邪魔する暗闇の力はキリストの名前で打ち砕かれよ。

－証拠を持って伝道者となる。

2)王であるキリストが礼拝回復
(1)出 3:18－19(彼らはあなたの声に聞き従おう。あなたはイス
ラエルの長老たちといっしょにエジプトの王のところに行き、

彼に『ヘブル人の神、主が私たちとお会いになりました。どう

か今、私たちに荒野へ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神、

主にいけにえをささげさせてください。』と言え)
①礼拝をさせないようにサタンは働く。

②礼拝を邪魔する暗闇の力がキリストの御名で砕かれるように

▲王なるキリストが伝道,宣教を回復し,サタンの国を征服する
1)創 12:1—3( 「あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の
家を出て、わたしが示す地へ行きなさい／地上のすべての民

族は、あなたによって祝福される)
(1)偶像からアブラハムを呼んで、神様が与える乳と蜜の流れ
るカナンの地を治めるように言われている。

2)出 3:7-9(わたしが下って来たのは、彼らをエジプトの手から
救い出し、その地から、広い良い地、乳と蜜の流れる地、カ

ナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の

いる所に、彼らを上らせるためだ)
(1)カナンの地を征服をする祝福を与えて下さった。
(2)神様が私たちを選んで下さって伝道者として下さってる。

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)
(1)私たちはまったく恐れる必要はまったくない。
(2)神様が私たちを用い福音化をされることを信じるように。

4)1ペテロ 5：7-9(あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆ
だねなさい／堅く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさ

い。ご承知のように、世にあるあなたがたの兄弟である人々

は同じ苦しみを通って来たのです)
(1)私たちの道は全知全能なる主に委ねるように。
(2)私たちは王であるキリストについていくように。
(3)私たちは福音を伝えるように。

▲結論－民 14：7-9(「私たちが巡り歩いて探った地は、すばら
しく良い地だった。もし、私たちが主の御心にかなえば、私

たちをあの地に導き入れ、それを私たちに下さるだろう／

しかし主が私たちとともにおられるのだ。彼らを恐れてはな

らない。」)
(1)神様は私たちに答えを与えることを願っている。
－60人規模保育所,大阪桃谷教会堂,磐田教会堂
(2)献金の祝福を回復する事が出来るように(Ⅱコリ 9:6－7）
(3)キリストの光を放ち答えを受けるように(イザ 60:1―22)



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】 「恐れてはならない、王キリストの御名によってサタンに勝利」（民数 14：1-9）

【讃美】 277 闇に住む人々見よ

【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

6. 7/19(金)20:30-22:00 金曜賛美コンサート
(文化宣教師:李ジェナム牧師)

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


