
    年  月   日   週目 主日    部  創     契約 握                    
     時代      戦 霊的 指導者           問題 来         祭司長 霊的 無知 為 戦争   問題 続     中      

 神様 用意     契約 人 立     時代 変             創世記     契約 掴       家族      違  中心 示         

1.決断 2.キリストと祈り 3.完全な勝利の答え 2部「パンを水の上に投げよ」
(伝道者 11:1)－奥山実先生

▲ハンナは、子供がいなかったために悲しんだ。そのような

問題の中でこそ、神様は決断をすることを願っている。

1)1サム 1:11(「万軍の主よ。もし、あなたが、はしための悩
みを顧みて、私を心に留め、このはしためを忘れず、この

はしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子

の一生を主におささげします。そして、その子の頭に、か

みそりを当てません)
(1)ハンナは不妊の女であったが、男の子が生まれたらナジ
ル人として主に一生をささげることを決断をした。

－ハンナはこの時代にナジル人が必要である事を分かる。

－契約を掴み祈る中でハンナはみごもりサムエルを産む。

＊ナジル人とは：霊的な指導者として、悪魔・偶像と戦い

ながら人々を指導する人のことである。

(2)私たちに問題がある時には、神様の特別な計画がある
ため、神様は私たちに決断する事を願っている。

(3)エリ祭司と息子(ホフニとピネハス)は霊的に無知だった
－そのために続けてイスラエルに困難が起こる。

(4)サムエルは、サタンの戦略をよく分かっていた。
①全焼のいけにえを主の前で捧げた。

②キリストだけがサタンの頭を打ち砕くことを分かり、

悪魔と戦おうとする人がいないことがこの時代の問題で

あることを分かった。

(5)エリと息子が死ぬようになりサムエルが指導者となる。
2)1サム 7:3(「もし、あなたがたが心を尽くして主に帰り、
あなたがたの間から外国の神々やアシュタロテを取り除

き、心を主に向け、主にのみ仕えるなら、主はあなたがた

をペリシテ人の手から救い出されます)
(1)サムエルはイスラエルの民に偶像を捨てるよう命じた
→悪魔は偶像に騙されるようにする。

(2)悪魔は問題を与えただキリストにならないようにする。
－ペリシテ軍がイスラエルの民を苦しめてきた。

(3)悪魔は人々に偶像崇拝を拝ませ(自分を拝ませ)、問題を
与えるようにする。目に見えるもので騙そうとする。

(4)問題があるほどキリストに集中をするように。
－私はキリストの力によってのみ生きることができる。

－キリストに集中をするときに悪魔は逃げていく。

－私達はキリストに集中をすることに決断をするように。

▲ただキリストに集中をして祈るように。

1)小羊【キリスト】－1サム 7:9(サムエルは乳
離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす

全焼のいけにえとして主にささげた。サムエ

ルはイスラエルのために主に叫んだ。それで

主は彼に答えられた)
(1)全焼の生け贄をささげ、キリストに集中
をしたときにペリシテ軍が攻めてきた。

－悪魔がキリストに集中するのを妨げた。

－悪魔が一番嫌がること(キリストに集中を
すること)をやっているため。
(2)礼拝や御言葉に集中する中で来る問題は
祝福の機会である。

－サタンを完全に滅ぼす機会である。

(3)サムエルはこのような働きがサタンの
働きであることを分かっていた。

①私の力ではサタンに勝てない。

②サタンに打ち勝つ道はただキリスト。

2)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)サムエルは悪魔を打ち砕く方が創 3:15の
女の子孫キリストである事を分かっていた。

(2)キリストが十字架の上で罪を贖い、サタン
を打ち砕いて下さった。

3)祈り
(1)私たちもサタンの頭を打ち砕いた
キリストを信じて祈るように。

(2)週報の「契約の祈り」を祈るように。
－罪、サタンを打ち砕き、神様に出会う道と

なったイエス・キリストの名で祈りをする。

(3)サムエルがキリストを掴み祈りをする
中で、神様は雷鳴をとどろかせて、ペリシテ

軍をかき乱しイスラエルの民がペリシテの

軍隊に勝利をするようにされた。

▲ただキリストの全焼の生贄を

ささげることにより勝利する。

1)1サム 7:12(エベン・エゼルとい
う名をつけ、「ここまで主が私

たちを助けてくださった。」と

言った)
(1)サムエルはペリシテ軍に
勝利したので記念碑をたてる。

－エベン･エゼルという名

〈ここまで主が助けて下さった)
(2)私達は悪魔の存在と戦う。

2)平和－Ⅰサム 7:14(イスラエル
人とエモリ人の間には平和が

あった)
(1)サムエルのいる間,平和がある
(2)私たちも悪魔の存在と戦い
勝利の味を分かるべきである。

(3)サムエルとエリの息子の違い
①エリの息子は全焼の生贄の

意味を分からない(Ⅰサム 2:17)
－サタンの存在もサタンに

勝つ方法も分からずに負けた。

②サムエルは女の子孫のキリ

ストを分かり生け贄を捧げた。

③ただキリストが全てである。

④キリストは復活して悪魔に

勝利する為私達と共にいる。

(4)キリストに集中して祈る時
に全てが回復をされる。

(5)Ⅰサム 12:23(私もまた、あな
たがたのために祈るのをやめ

て主に罪を犯すことなど、とて

もできない)
－私が祈らない時,悪魔が働く。
－周囲の人々の為に祈るべき

▲結論－キリストを信じ主に祈

る事を決断する(Ⅰサム 7:8)。

①パンを投げることほどむなしい

ことはない。その使役をしなさい

と聖書は言っている。

・投げなさいとというのは、ヘブル

語で強調系の命令の言葉である

(「しっかりやれ」と言う意味)
・むなしくても伝道はしっかりし

なければならない。

・後になって答えが現れてくる。

②インドネシアの首狩り族の宣教

・ 100年前から宣教師を送った。
・多くの宣教師に犠牲者が起こり

団体が引き上げるように命じた。

・宣教の証を聞いた若者が立ち上

がる。－これが海外宣教・宣教が

継続をされる。

・インドネシアでは利益を得るため

に多くの人が共産党に入った。

・共産党が武装化するようになり

イスラム軍と戦いとなる。

・戦いに負けてしまい、共産党員が

皆殺しにあうようになる。

・共産党員が首狩り族のようにな

り、誰が共産党員で誰が首狩り族

か分からないようになった。

・宗教を持たなければ共産党員とみ

なすというイスラム軍の指令が

下る。

・首狩り族の人々がプロテスタント

になりたいと言うようになった

－大リバイバルである。

・ 100年間宣教をし続けるなかで
ついに大リバイバルが起こる。

・全ての首狩り族の人が救われ、

洗礼を受けるようになる。

③伝道はむなしくみえるが、やり続

ける時に、必ず日本の大リバイバ

ルが起こされるようになる

・私達は伝道のパンを投げ続ける。

・日本でも大リバイバルが起きる。



区域地教会（2019 年 8 月 17 日～2019 年 8 月 23 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】 「創 3:15 契約を握ったサムエル」 (1 サムエル 7:3-12)

【讃美】 28 いのちのいずみに

【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. 2020 年 4/30-5/3 世界宣教会議東京大会

(議長:奥山実牧師)のため、来週は特別献金を行い

ます。ご協力をお願いします。

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。

3. 2019 年子ども賛美 CD「夢を持つ君」を販売します。

(1,000 円/枚)

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


