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1.霊的戦い(敵) 2.真の王であるキリスト 3.霊的兵士、軍隊 メモ

▲霊的な戦いをするためには、まず自分の敵を良く

知らなければいけない。孫子は、「彼を知り、己

を知れば、百戦して危うからず」と言っている。

1)サタン－黙 12:9(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)
(1)私たちの敵は悪魔、サタンである。
(2)ヨハ 16:11(さばきについてとは、この世を支
配する者がさばかれたからです)
(3)Ⅱコリ 4:4(この世の神が不信者の思いをくら
ませて神のかたちであるキリストの栄光にかかわ

わる福音の光を輝かせないようにしているのです)
(4)エペ 2:2(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)
(5)エペ 6:12(私たちの格闘は／天にいるもろもろ
の悪霊に対するものです)
＊旧約聖書は目に見えないサタンとの霊的な戦

いを、目に見えるカナンの国を征服するための

戦争として現した。

2)エリコの王－ヨシュア 6:2(主はヨシュアに仰せ
られた。「見よ。わたしはエリコとその王、および

勇士たちを、あなたの手に渡した)
(1)王たちと戦いなさい－サタンと戦うこと
(2)エリコの城の勇士たちと戦いなさいと言った
－信仰を妨げるエリコの王(サタン)がいる。

3)カナンの地の31人の王－ヨシュア12:7(レバノン
の谷にあるバアル・ガドから、セイルへ上って行

くハラク山までの地で打った王たちは、次のとお

おりである)
(1)カナンの地を征服している王がいる。
－悪魔が各地域を征服している。

(2)聖徒達には担当の悪霊がいる。
(3)地域ごとに担当の悪霊がいる。
(4)聖徒の隙間を狙って邪魔をしようとする
(5)担当の悪霊がいる事を分かれば勝利する。
(6)悪魔に対する敵対心・憎しみを持つように。

▲キリストは悪魔をつぶした真の王の意味。

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悪魔の頭を打ち砕く。
－悪魔から解放をされるようになった。

2)出 12:21-23(あなたがたの家族のために羊をためらう
ことなく取り過越のいけにえとしてほふりなさい)
(1)エジプトのパロ王の奴隷(悪魔の奴隷)から解放を
されたことを記念をして、過ぎ越しの祭りを行う。

(2)キリストの体(パン)によって悪魔から解放をされ
キリストの血潮によって罪を赦された(ぶどう酒)
－聖餐式でこのことを味わう。

3)ヨシュア 5:13－15(彼が目を上げて見ると、見よひと
りの人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っ

ていた。／「いや、わたしは主の軍の将として、今

来たのだ。」／すると、主の軍の将はヨシュアに

言った。「あなたのはきものを脱げ。あなたの立って

いる場所は聖なる所である。」)
(1)主の軍の将である神様がヨシュアの前に立った。
(2)主の前で人間はしもべなので神様は履物をぬげと
命じられた。

(3)真の王であるキリストが主人となる時にサタンは
逃げ去るようになる－神の国が臨まれる。

(4)ヨシュアはエリコの王と戦いに行く前の場面で
主の軍の将である神様が、エリコの王(サタン)と戦う
ことを言っている。

4)ヨシュア 6:2-3(「見よ。わたしはエリコとその王、
および勇士たちを、あなたの手に渡した)
(1)主がエリコと王達をヨシュアの手に渡したと言う
－真の王なるキリストがサタンの頭を打ち砕き私た

ちに任せて下さっている。

(2)主を主人として導きの通りに歩むと 100戦 100勝
5)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)－罪を犯させる悪魔を打ち砕く
－サタンを砕くキリストを主人とする時,砕かれる。

▲霊的戦う兵士・霊的戦う軍隊－私たちは勝利者で

あるキリストを主人として迎えているので霊的に

戦う兵士である。

▲本当の勝利は戦いをする時に得るようになる。

霊的な戦いを良くすると真の勝利をする。人は赦

す対象者対象で戦う対象ではない(エペ 6:12)
1)ヨシュア 1:9(わたしはあなたに命じたではない
か。強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはならない。

おののいてはならない。あなたの神、主が、あな

たの行く所どこにでも、あなたとともにあるから

である)
(1)真の王の主が私と共におられる事を分かると
恐れる必要がない。

(2)真の王であるキリストを主人とする。
2)Ⅱテモ 2:3(キリスト・イエスのりっぱな兵士とし
て、私と苦しみをともにしてください)
－聖徒はサタンと戦う霊的な兵士である。

3)Oneness
(1)伝道も連合をする時に良くすることが出来る。
(2)教会で連合をしてこそサタンの国が砕かれる。

4)ルカ 10:19(確かに、わたしは、あなたがたに、蛇
やさそりを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ

権威を授けたのです。)
(1)悪魔を打ち砕く権威を使う－害が無くなる
(2)キリストは王の罪名で十字架にかけられた。
－王として十字架でサタンを打ち砕き、罪の為に

祭司として十字架にかけられた。

(3)キリストが王である事を分かる時,問題は終わる
－御言葉を味わう。週報の「契約の祈り」を祈る

5)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／あなたがたが宣べ伝えるためなのです)
(1)戦う時に(ヨシ 1－13章),相続地を得る(14章～)
(2)王、祭司、預言者の祝福を聖徒は持っている。

▲結論－私と私の家とは主に仕える(ヨシュ 24:15)
偶像、お金でもなく、ただキリストだけに仕える。



区域地教会（2019 年 7 月 28 日～2019 年 8 月 3 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】 「主の軍の将であるキリスト」(ヨシュア 5:13-15)

【讃美】 390 たてよいざたて

【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. 全聖徒に大阪教会と磐田教会の購入と、キリスト保育園

の設備工事の献金への参加をお願いします。

2. 7/30(火)-8/2(金)世界レムナント大会

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


