
    年  月   日   週目 主日礼拝  絶対崩       王国   歴代         
    創世記      契約中心           神様 裏切  悪魔 側          神様 背   神様        天使 堕落   存在     

   人間 創造  悪魔 戦    造       人間 悪魔 勝 力     偶像崇拝 災  陥  解決           送    

1. ダビデの王国の約束 2.ダビデの過ち 3.確信
▲ダビデの王国は悪魔の国を潰して神様の国を立てる目的

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)人間はサタンの側になってしまった。
(2)サタンを潰す為にキリストが来られた。
(3)キリストを通して、サタンの国を潰し、神の国を作る

2)創 22:17(あなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るであろう)
(1)約束を成就をするためにアブラハムを呼ばれた。
－アブラハムの子孫を通しメシヤが生まれる事を信じた

－信仰を持ってイサクを捧げようとしたが主は止めた。

(2)イサクの代わりに全焼のいけにえを捧げた時に子孫を
通して敵の門を勝ち取る約束を頂く(サタンの国を潰す）。
(3)神様の目的はキリストを遣わし悪魔を滅ぼし神様の民
たちを救い出すことである－その為に私たちを呼んだ。

2)Ⅰ歴 17:14（わたしは、彼をわたしの家とわたしの王国の
中に、とこしえまでも立たせる。彼の王座は、とこしえま

でも堅く立つ。」）

(1)ダビデが王になった時に契約の箱が天幕の中にあった。
(2)ダビデは神殿建築をする決断をする。
－神殿はサタンの国を滅ぼす神の国・メシヤを意味する。

(3)主はダビデの王国がとこしえまでも堅く立つ事を言う。
(4)サタンを滅ぼすことを目的としてダビデを選ばれた。

3)マタ 1:1(アブラハムの子孫,ダビデの子孫,イエスキリスト
の系図)
(1)キリストを信じる人がアブラハム､ダビデの相続人。
(2)神様の国に住んでいるので問題はない－証人となる。

5）マタイ 16：16(あなたは、生ける神の御子キリストです )
(1)キリストは真の王、真の祭司、真の預言者。
－王、祭司、預言者のキリストを信じることが信仰である。

6）マタイ 16：18(わたしはこの岩の上にわたしの教会を建て
ます。ハデスの門もそれには打ち勝てません)
(1)ペテロのように岩の祝福を受ける－崩れない人生。
(2)岩の上に教会を建てる－神の国をたてる。
－サタンを砕いたキリストを信じる信仰を持つように。

7）使 1:3(四十日の間彼らに現われて神の国のことを語り)

▲ダビデが罪を犯すようになった。しかし神様が注目

るのは私たちが契約を信じるのかどうかである。

1)傲慢-Ⅰ歴 21:1（サタンがイスラエルに逆らって立ち、
ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた）

(1)ダビデは自分を主人だと思って高慢になった。
(2)サタンが働いて高慢な心になった。
－人口調査をするようにしたことが高慢であった。

－ダビデの罪に対する罰として 7万人も死んだ。
(3)神様の子供の過ちによって未信者に被害が及ぶ

2)悔い改め－Ⅰ歴 21:16-17(「民を数えよと命じたの
は私ではありませんか。罪を犯したのは、はなはだ

しい悪を行なったのは、この私です。この羊の群れ

がいったい何をしたというのでしょう）

(1)災いを神様の子供に下すことを願っていない。
－私たちが被害にあうと損をするのは神様である

3)主の祭壇－Ⅰ歴 21:18（「ダビデは上って行って、
エブス人オルナンの打ち場に、主のために祭壇を

築かなければならない。」）

(1)主の祭壇を築く－罪赦され、災いが止められる。
(2)祭壇はキリスト－私達の災いを受けて下さった

4)全焼のいけにえと和解のいけにえ－Ⅰ歴 21:26-27
（主が御使いに命じられたので、御使いは剣をさや

に納めた）

(1)全焼の生け贄を捧げる時に呪い、災いは終わる。
(2)ダビデはただキリストの信仰しかない事を悟る
(3)ダビデは神殿建築をすることを決断した。
(4)私たちは罪びとであるから教会に来た。
－救われた者はキリストの為に生きる(伝道・献身)。

5)謙遜-Ⅰ歴 29:10-14（主よ。偉大さと力と栄えと栄光
と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの地にあ

るものはみなそうです。主よ。王国もあなたのもの

です。あなたはすべてのものの上に、かしらとして

あがむべき方です。）

－全ては主のものである→神様の国をたてるため

(2)ヤコ 4:5-7(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)

▲私たちは確信を持つように。

1)選びの確信－エペ 1:4(神は私たちを世
界の基の置かれる前からキリストの

うちに選び、御前できよく、傷のない

者にしようとされました)
－神様が私を選んで下さり救いを

与えて下さった。

2)救いの確信－Ⅰヨハ 5:11-13(私が神の
御子の名を信じているあなたがたに

対してこれらのことを書いたのは、あ

なたがたが永遠のいのちを持ってい

ることを、あなたがたによくわからせ

るためです)
3)赦しの確信－Ⅰヨハ 1:9(私たちが自分
の罪を言い表わすなら、神は真実で正

しい方ですから、その罪を赦し、すべ

ての悪から私たちをきよめてくださ

います)
4)勝利の確信－Ⅰコリ 10:13(むしろ、耐
えることのできるように、試練ととも

に、脱出の道も備えてくださいます)
5)導きの確信－詩 23:1-3(主は私の羊飼
い。私は、乏しい事がありません)

6)祈りの答えの確信－ヨハ 14:14(あなた
がたが、わたしの名によって何かをわ

たしに求めるなら、わたしはそれをし

ましょう)
7)インマヌエルの確信－ヨハ 14:16(その
助け主がいつまでもあなたがたと、と

もにおられるためにです)
8)世界福音化の確信－マタ 28:18-20(そ
れゆえ、あなたがたは行って、あらゆ

る国の人々を弟子としなさい)
△結論：原色福音を持って、霊的な戦い

をして神の国を建てる伝道者の生活

をする。



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】 『絶対崩れないダビデの王国』（I 歴代 17：7 ー 14）

【讃美】 434 救い主イエスと

【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. 10/1(火)-2(水) 日本大阪伝道集会(柳光洙牧師)

1 講:1 日(火)19:00 2 講:2 日(水)9:00

3 講:2 日(水)11:00

2.来週(9/22)は聖餐式を行います。

各地教会は準備をお願いします。

3. 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、お祈りをお願いします。

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


