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1.ダビデの遺言 2.サタンの策略 3.集中の持続 メモ

▲ダビデは問題も多かったが答えも多かった。ダビデが死ぬ前に、

息子のソロモンに遺言を残すようになった。

1)Ⅰ列王 2:2-4(私は世のすべての人のいく道をいこうとしている。
強く男らしくありなさい。あなたの神、主の戒めを守り、モーセ

の律法に書かれているとおりに、主のおきてと、命令と、定めと、

さとしとを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何を

しても、どこへ行っても、栄えるためである。そうすれば、主は

私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち『もし、

あなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし、精神を尽くし

て、誠実をもってわたしの前を歩むなら、あなたには、イスラエ

ルの王座から人が絶たれない。』）

(1)福音を堅く掴むことである
(2)律法を守る－偶像崇拝をせず、ただキリストだけを握ること
(3)信仰を強く持つことを主は願っている。
(4)キリストを握る者にサタンは勝つことが出来ない(創 3:15)
(5)キリストを信じる者に呪いは来ない。
(6)何よりも霊的に強くなるべき－悪魔に負けない信仰を持つ。

2)ヨシュ 1:7-8(ただ強く、雄々しくあって、わたしのしもべモーセ
があなたに命じたすべての律法を守り行なえ。これを離れて右に

も左にもそれてはならない。それは、あなたが行く所ではどこで

でも、あなたが栄えるためである。この律法の書を、あなたの口

から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのう

ちにしるされているすべてのことを守り行なうためである。そう

すれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるか

らである)
(1)旧約時代の律法はキリストを意味している。
－「律法を守り行え」＝キリストを堅く握りなさいと言うこと。

(2)キリストを信じる事に対して、右にも左にもそれてはいけない。
(3)イエス・キリストは、全ての問題を解決をして下さった。
(4) 悪魔はキリストを握らせないようにする。

3)Ⅱテモテ 2:1(そこで、わが子よ。キリスト・イエスにある恵みに
よって強くなりなさい)
(1)パウロはテモテに強くなりなさいと言っている。
－キリストの恵みによって強くなれる。私たちは悪魔に勝つ力・

呪い,災いに勝つ力・罪に勝つ力・死に勝つ力を味わうべき。
(2)キリストの御言葉を堅く握るように。

▲サタンはキリスト以外のものを握らせるようにする。

他のものを握ると無気力になる。だから神様は悪魔に勝

利を出来るように福音だけを握りなさいと言っている。

1)Ⅰ列 11:6-11(ソロモンは、主の目の前に悪を行ない父ダビ
デのようには、主に従い通さなかった／主は二度も彼に

現われ、このことについて、ほかの神々に従って行って

はならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守ら

なかったからである。それゆえ、主はソロモンに仰せら

れた。「あなたがこのようにふるまい、わたしが命じたわ

たしの契約とおきてとを守らなかったので、わたしは王

国をあなたから必ず引き裂いて、あなたの家来に与える)
(1)ソロモンは王位に着く初期の頃,福音だけを握ってた。
(2)王位の年数が経つ程に福音を逃すようになる。
(3)周囲の国家との平和を守る為に国々の女性と結婚する
①女性たちが偶像を持ってきたので偶像で満たされる。

②女性たちが偶像を信じるのでソロモンも影響を受ける

③神様は偶像から離れるように言った守らなかった

－ただキリストの信仰を逃すようになる

④悪魔は、神様の子どもたちを未信者の状態にさせる。

(4)創 3:15(おまえの子孫と女の子孫との間に敵意を置く)
－神様はサタンに敵意を持って戦う事を望んでいる。

(5)悪魔に妥協をしてはいけない。
(6)ソロモンは悪魔と妥協して二つの国に分裂する。

2)Ⅰ列 12:25-33(王は相談して、金の子牛を二つ造り、彼ら
に言った。「もう、エルサレムに上る必要はない。イスラ

エルよ。ここに、あなたをエジプトから連れ上ったあな

たの神々がおられる。」それから、彼は一つをベテルに据

え、一つをダンに安置した。このことは罪となった)
(1)ソロモンの死後、イスラエルの北はヤロブアムという
王がたてられ、南はレハブアムという王がたてられる。

(2)次の王たちも偶像崇拝をするようになる。
①ヤロブアム－金の子牛を作り偶像崇拝をする

②南ユダの王たちの 12人は偶像崇拝した。
－北はアッシリヤに滅ぼされ南はバビロンの捕囚となる

(4)神様が王を立てられたのは、サタンと戦い、サタンの
国を打ち破り神の国をたてるためである。

▲私たちはキリストの集中を

持続する時に悪魔に勝利する

1)Ⅰ列 3:4(ソロモンはそこの祭
壇の上に一千頭の全焼のいけ

にえをささげた)
(1)ソロモンは一週間以上、
一千頭の全焼の生け贄を捧げた

→キリストに集中をした。

(2)私たちもキリストに集中
①罪を赦し義人としたキリスト

②サタンを砕いたキリスト

③死から命へ移したキリスト

④全ての問題の解決者キリスト

(3)ソロモンが集中をした後に
知恵、長寿、健康を受けた。

－福音に集中をする中での祝福

(5)集中内容(講壇のメッセー
ジを聞く、契約の祈り、救い

の道を書くこと)を実践。
2)1列 8:25-26(どうかあなたの
しもべ、私の父ダビデに約束

されたみことばが堅く立てら

れますように)
(1)主はダビデに神殿を建築す
る役割を与えた(Ⅱサム 7:16)
(2)ただキリスト、神の国、
聖霊充満の契約を堅く掴む。

(3)神様は王国を永遠まで続く
(4)神様の御言葉は約束である
－御言葉の通りに主は働く。

(5)ダニエルはソロモンの祈り
を祈る(ダ 6:10,Ⅰ列 8:48－49)

▲結論－福音に集中、持続する。

①王,祭司,預言者の務めに集中
(Ⅰペテ 2:9)
③悪魔と戦うように(創 3:15)



区域地教会（2019 年 9 月 1 日～2019 年 9 月 7 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】 「霊的カを回復して伝達しましょう」(Ⅰ列王 2:1-4)

【讃美】 456 主と共に歩む

【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. 9/3(火),4(水),5(木)19:30 集会(許一牧師)

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、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


