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1.神殿の再建 2.祭司職の回復 3.正しい教会の回復
▲エズ 1:1(クロス王の帰還命令とゼルバベル)
－(主はペルシヤの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は
王国中におふれを出し、文書にして言った)
〇バビロンの国が、イスラエルを攻めてバビロンの国に

捕虜にした－ソロモン第一神殿が破壊された(ＢＣ586年)
〇クロス王がイスラエルの民たちに帰還の命令をする。

－ゼルバベルを総督として立て捕虜の民を帰還をさせた。

〇70年の間捕虜にさせ、神殿を破壊されたままにしたのは
神殿の価値(キリストの価値)をはっきりと分からせるため

1)神殿再建の意味－福音を回復 (神殿は救いの意味）
(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ほとんどの人が悪魔の奴隷となっている。

②悪魔を打ち破ったキリストだけが解決する道である。

③真の王なるキリストの価値を分かると全て回復をする。

(3)マタ 16:16(「あなたは、生ける神の御子キリストです)
－キリストは神殿の主人公として来られた。

(4)イスラエルの民には神殿の再建が出来なかった。
(5)主はクロス王,ゼルバベル総督を用いて神殿再建をした
①クロス王、ゼルバベル総督は王なるキリストを意味する

②クロス王により回復されたように悪魔の奴隷であった

私達は、真の王なるキリストによって回復をして下さった

－キリストが全ての問題の解決者である。

2)サタンの妨害－ゼカ 4:1-24
(1)神殿の建築をしようとすると妨害があった。
(2)福音を回復しようと思うとサタンは邪魔する。
－神殿を回復しなければ、いつまでもサタンの奴隷の状態

(3)福音（神殿）を回復するべきである。
3)神殿再建の完成
(1)ハガイとゼカリヤの活動(エズ 5:1)
①神殿の再建が止められて、活動が休止して 20年が経過
した後に、ハガイとゼカリヤは、民達に神殿再建を勧めた。

(2)ダリヨス王の勅書と神殿完成(エズ 6:13-15)
－ダリヨス王が神殿再建を許可した事により完成された。

(ＢＣ516年)－神殿を破壊されてから 70年後に回復された

▲エズ 7:11-13(アルタシャスタ王の帰還命令とエズラ)
－(私は命令を下す。私の国にいるイスラエルの民、その
祭司、レビ人のうちだれでも自分から進んでエルサレム

に上って行きたい者はあなたといっしょに行ってよい)
①最初の帰還から 80年後にアルタシャスタ王を通し
て第二次の帰還がなされた(多くは祭司)。
②戻ってみると祭司が堕落した生活を送っていた。

③エズラは祭司の生活を回復する運動をした。

1)祭司的な生活-レビ 19:2(イスラエル人の全会衆に告げて
言え。あなたがたの神、主であるわたしが聖であるから、

あなたがたも聖なる者とならなければならない)
(1)悪魔の奴隷のようではなく神様の子供らしく歩む
(2)バビロン(サタン)から解放をされてもバビロン
(サタンの奴隷)の時と同じ生き方をしてはいけない。

2)異邦人たちとの結婚の問題－エズ 9:1-2(忌みきらうべ
き国々の民と縁を絶つことなく、かえって、彼らも、

その息子たちも、これらの国々の娘をめとり、聖なる

種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいまし

た。しかも、つかさたち、代表者たちがこの不信の罪

の張本人なのです)
(1)その時代祭司が異邦人と結婚をしてはダメだった。
－キリストが来られるための血統を守るため、異邦人

と結婚をすることで偶像崇拝をするようになる為。

(2)神様にも仕え、偶像にも仕えることは出来ない。
(3)福音的な生活をするべきである。
(4)キリストで解放されたのでキリストにオールイン
－私自身、経済、考え・心を主に献げる。

3)聖別された生活(古い枠を壊す生活)－エペ 5:1-3
(1)ローマ 12:1－2(そういうわけですから、兄弟たち。
私は、神のあわれみのゆえに、あなたがたにお願いし

ます。あなたがたのからだを、神に受け入れられる、

きよい、生きた供え物としてささげなさい)
(1)古い枠を捨てて、サタンから解放をされた王、祭司、
預言者のような生活をするべき。

(2)神の国の為にオールインする時に変わっていく。
(3)全てのものを主に献げる礼拝を献げる。

▲正しい教会が回復される。

1)ただキリスト－マタ 16:16(「あなたは、
生ける神の御子キリストです。」)
(1)マタイ 16:18(あなたはペテロです。
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キリストが私の人生を責任を負う。

②産業現場、家庭が生かされていく。

③1％福音化、200都市を生かす。
(2)ただキリスト、ただ神の国、
ただ聖霊充満となるように。

－妬みもなく心が天国になる。

－237か国も宣教を出来る。
(3)福音を信じることによって終わる。

2)ただ神の国,神の御言葉‐Ⅱサム 7:16
(福音的な生活と伝道,宣教,レムナント
運動)
(1)私達が救われたのは神様の国の為
(2)祭司的な生活をするように。
(3)キリスト,神の国の為にオールイン
(4)人生の目的は神の国を造るため。

3)ただ聖霊－使 1:8(聖霊があなたがたの
上に臨まれるとき、あなたがたは力を

受けます。そして、エルサレム、ユダ

ヤとサマリヤの全土、および地の果て

にまで、わたしの証人となります。」 )
(1)ただ聖霊充満－237か国を生かす
(2)Ⅰペテ 2:9(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／すばらしいみ

わざを、あなたがたが宣べ伝えるため

なのです)
▲結論－真の王であるキリストで霊的な

戦いをして古い枠を壊し,正しい教会を
回復する伝道者の生活を送りましょう。



区域地教会（2019 年 9 月 29 日～2019 年 10 月 5 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】 「神殿を再建される真の王であるキリスト」（エズラ 1:1-4）

【讃美】 350 わが罪きよめて

【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. 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. 大阪教会堂、磐田教会堂の購入とキリスト保育園の

設備工事及び保育士の人材確保のため、お祈りをお願い

します。

3．先週、金ジョンジャ執事が天に召され、葬送式を

行いました。

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


