
    年  月   日   週目 主日礼拝      滅    来       家系 作 女性              
士師記   記 通   悪魔            働       分   悪魔     来    嫌   信仰 人 立              悪魔  契約

 民     来    使命 果     妨     私   悪魔  霊的戦      悪魔 子供達 偶像崇拝 妥協    時 問題 来       

1.サタンの策略 2.神様の方法 3.メシア家系の女性たち メモ

▲サタンは、イスラエルの民がメシヤの

生まれるカナンの地、ベツレヘムから

離れさせるようにする。悪魔は、契約

の民がメシヤが来るための使命を果

たすことを妨げるようにする。

1)ルツ 1:1(さばきつかさが治めていた
ころ、この地にききんがあった。それ

で、ユダのベツレヘムの人が妻とふた

りの息子を連れてモアブの野へ行き、

そこに滞在することにした)
(1)悪魔は、ただキリストにならせず
何かに執着して問題の中に陥らせる

ようにする。

(2)問題を与える存在がサタンである
(3)神様の子たちが悪魔の策略に騙さ
れて偶像崇拝をするようになった。

－イスラエルの地に飢饉がきた。

(4)ナオミの家族は飢饉の問題が来た
のでカナンの地から離れ、もっと偶像

崇拝をするモアブの地に行った。

－サタンの騙しにあっている。

(5)悪魔はただキリストになれない
ようにだまして苦しめている。

2)ルツ 1:3(ナオミの夫エリメレクは死
に、彼女とふたりの息子があとに残さ

れた)
(1)ナオミの夫が死んでしまった。

3)ルツ 1:5(マフロンとキルヨンのふた
りもまた死んだ。こうしてナオミはふ

たりの子どもと夫に先立たれてしま

った)
(1)ナオミの息子たちも死んでしまい
ナオミと二人の嫁だけ残された。

(2)サタンに騙され継続的に災いに
あっている。

(3)神様は飢饉を終わらされたので、
ナオミはキリストがこられる地で

あるベツレヘムに戻るように決断。

－ナオミは正しい決断をした。

1)ルツ 1:15-17(ルツは言った。「あなたを捨て、あなたから別れて帰るよう
に、私にしむけないでください。あなたの行かれる所へ私も行き、あなた

の住まれる所に私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神

です。あなたの死なれる所で私は死に、そこに葬られたいのです)
(1)ナオミは 2人の嫁(オルパとルツ)をモアブの実家に帰らせようとした。
(2)しかし、ルツは異邦人であるが、自分の信じている偶像は本当の神で
はなくてナオミの信じている全能なる神が本当の神であると告白をした。

(3)ルツがナオミについて行ったら生活的には大変である事を分かってた
－しかしただ主についていく事を決断した－私達もただキリストに決断

2)買い戻す権利がある親類
(1)ルツがカナン地に残る決断をした理由は、カナンの地でメシヤが生
まれる事を分かっていたからである。

(2)買い戻す権利
①その当時のイスラエルの人は、生活が苦しくなる時に土地などを売

って生活費にあてるか、子どもを奴隷として売ることもあった。

②一度売ってしまった土地や奴隷を買い戻す権利を持っている者がいた。

③神様は、買い戻す権利を持っている親類のボアズを用意して下さった

－そしてボアズはナオミとルツの財産を買い戻しをしてくれた。

(3)ルツは信仰の選択をしたが、信仰の人ボアズに出会えるようにした。
－ボアズはルツを妻として迎えるようになり、子どもを身ごもった。

(4)買い戻しの権利を持っているボアズは、キリストを意味している。
また、ルツは教会、聖徒を意味している。

①サタンと罪の中にいた私たちをキリストが買い戻しをして下さった。

②キリストは真の王としてサタンを打ち砕き、真の祭司として罪を赦した

－ボアズ(キリスト)と共にいるルツ(聖徒)は何も心配する必要がない。
－キリストが私達の王となり主人となる時に全て回復し、伝道が成り立つ

3)創 3:15(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)キリストはサタンの頭を打ち砕き私たちを買い戻して下さった。

4)マタイ 16:16(「あなたは、生ける神の御子キリストです。」)
5)コロ 1:13(神は、私たちを暗やみの圧制から救い出して、愛する御子の
ご支配の中に移してくださいました)
－キリストは私たちをサタンの奴隷から買い戻しをして下さった。

(2)ローマ 3:24(ただ、神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いの
ゆえに、価なしに義と認められるのです)
①キリストは私たちの罪を贖って下さった(コロ 1:14)
(3)キリストは復活をして、王なるキリストが私たちと共におられる。
(4)私たちは悪魔についての敵対心を持ち悪魔から人生を取り戻すべき。

▲ボアズとルツによって子供が生まれた。

それがメシヤが生まれる家系となる。

1)ボアズとルツ－ルツ 4:13(こうしてボアズ
はルツをめとり、彼女は彼の妻となった。

彼が彼女のところにはいったとき、主は

彼女をみごもらせたので、彼女はひとり

の男の子を産んだ)
(1)ボアズとルツの間に子供が生まれた。
(2)その子供がオベデである。

2)オベデ－ルツ 4:16-17(ナオミはその子を
とり、胸に抱いて、養い育てた／彼女た

ちは、その名をオベデと呼んだ。オベデ

はダビデの父エッサイの父である)
(1)ナオミは信仰によってオベデを育てた

3)エッサイ
(1)オベデの子としてエッサイが生まれる。

4)ダビデ
(1)エッサイの子としてダビデが生まれた
(2)ダビデは旧約の中で最も信仰があった
(3)ダビデの子孫からキリストが生まれた
(4)悪魔と戦おうとする家系を通して神様
は伝道に用いられるようになる。

(5)マタイの福音書を見るとキリストの
系図に女性の人たちが多くいる(タマル、
ラハブ、ルツ、マリヤ)
－女性の中で霊的に鋭い人が多い。

－女性の方が悪魔に対する憎しみがある

－悪魔に対する敵対心を持つべき。

－ルツは自分が信じる偶像は悪である

事を分かり祝福された。

▲結論

(1)キリストが王・主人となる時､全て回復
－主人となる時に伝道も成り立つ

－弟子運動、レムナント運動が回復

(2)伝道チームを構成する(ナオミとルツ)
(3)福音が４代続くと日本,世界を生かす。



区域地教会（2019 年 8 月 10 日～2019 年 8 月 17 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】 「サタンを滅ぼすため来られるメシアの家系を作る女性たち」(ルツ 4:13-17)

【讃美】 542 主よ、わが見し夢

【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. 8/12(月)-13(火) 中高大ビジョントリップ

(宣教の継承、横浜･東京)

2. 大阪教会堂、磐田教会堂の購入とキリスト保育園の

設備工事ため、全聖徒が献金にご参加ください。

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


