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1.サタンの策略 2.霊的戦いに勝利したエステル 3.霊的戦いに勝利する方法
▲サタンの策略の多くは人を通して攻撃をする。

1)サタン→ハマン―エステル 3:1(この出来事の後、ア
ハシュエロス王は、アガグ人ハメダタの子ハマンを

重んじ、彼を昇進させて、その席を、彼とともにい

るすべての首長たちの上に置いた)
(1)ハマンは王の重臣―ユダヤ人を殺そうとする
―サタンの策略である。

(2)悪魔は神様の国を潰そうとする。
(3)アガグの子孫であるハマン(アガグは悪魔の象徴)
(4)悪魔は教会がなくなるようにしている。
(5)悪霊の与える苦しみは、精神的な苦しみである。
(6)神様の子供は悪魔と戦わなければいけない。

2)戦い―エス 3:2(しかし、モルデカイはひざもかがめ
ず、ひれ伏そうともしなかった)
(1)モルデガイはハマンにひれ伏そうとしなかった。
－モルデガイがした事は悪魔との霊的な戦い。

(2)霊的な戦いをしようとすると答えがくる。
(3)悪魔の国を潰し神の国を建てる事が人生の目的

3)殺害―エステル 3:6(ハマンはモルデカイひとりに手
を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカ

イの民族のことを、ハマンに知らせていたからであ

る。それでハマンは、アハシュエロスの王国中のす

べてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を、根

絶やしにしようとした)
(1)ハマンは、モルデガイが自分にひれ伏さなかった
ことに腹を立て、ユダヤ人を全て殺そうとした。

4)ユダヤ人－エステル 3:13－14(それには、第十二の
月、すなわちアダルの月の十三日の一日のうちに、

若い者も年寄りも、子どもも女も、すべてのユダヤ

人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財を

かすめ奪えとあった)
(1)ユダヤ人を全て根絶やしにする法令が出て来た。
(2)悪魔との存在と戦わないと更に悪魔は攻撃する
(3)霊的な戦いをする時に私達は必ず勝利する。
(4)人との戦いでなく悪魔との戦いである。

▲私たちが霊的な戦いをすると必ず勝利をするようになる。

1)祝福、使命－エステル 4:13-14(しかしあなたも、あなたの父
の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかす

ると、この時のためであるかもしれない)
(1)神様は私たちにまず祝福を下さる。
－エステルは父母が死んだが神様の恵みで王妃になった。

(2)神様の恵みによってキリストの信仰で私達は救われた。
―キリストを信じることが全ての祝福である。

(3)真の王のキリストが悪魔を砕く―悪魔に勝利出来る権威
(4)サタンの奴隷となった未信者に福音を伝える使命を持つ。

2)エステル 4:16(たとい法令にそむいても私は王のところへま
いります。私は死ななければならないのでしたら死にます。」)
(1)エステルはイスラエルの民のために救い出す使命を持ち、
死ななければならないのであれば死ぬとの決断をする。

(2)エステルは勝利する確信があったので死なない事を
分かっていた―必ず死なないことを分かって決断をした。

(3)私達はサタンとの霊的な戦いにすでに勝利をした。
(4)私達は確信を持って決断をするように。

3)祈り―エステル 4:17(そこで、モルデカイは出て行って、
エステルが彼に命じたとおりにした)
(1)祈りの中に入っていった。
(2)王の前に出て行ったエステルは、殺される事がなかった。
王は、エステルの願いを尋ねた(エス 5:3)―神様の働き
(3)モルデガイが王を守ったので王は褒美を与えたいと思う。
(4)王はエステルの話を通し、ユダヤ人であるエステルとモル
デガイ、ユダヤ人達が殺されそうになってい事を分かる。

―このようなことを聞いて王様は怒りに満たされた。

4)エステル 9:24-25(彼とその子らを柱にかけたからである)
(1)結果的には、ハマンが木にかけられて殺害をされた。
(2)神の子が霊的に戦おうとするとサタンに勝利をする。

5)エステル 8:17(この国の民のうちで、自分がユダヤ人である
ことを宣言する者が大ぜいいた。それは彼らがユダヤ人を恐

れるようになったからである)
(1)ユダヤ人もペルシャの人達も集団的にユダヤ教になった。
(2)このことを記念をしてプリムの祭りを守っている。

▲どのように霊的戦いで勝利を出来るか

1)決断―エステル 4:16(私は、死ななけれ
ばならないのでしたら、死にます。」)
(1)悪魔と戦おうとする決断をすると
勝利するようになる。

(2)エステルは神の恵みにより、王の前
に出る決断をしてユダヤ人を救った。

2)祈り―エステル 4:17(そこで、モルデカ
イは出て行って、エステルが彼に命じ

たとおりにした)
(1)神様の力でなければ、決断、勝利を
することが出来ない。

(2)キリストと共に私達は十字架に
かけられた(ガラ 2:20)
(3)祈り、神様の力を受けるように。
－私達は悪魔と戦うことを決断をする

－悪魔と戦おうとしたら勝利をする。

3)レムナント－エステル
(1)レムナントが幼い頃から信仰の中
で育っていくと大きく用いられる。

(2)神様が用いる人材となる。
（キリスト保育園、きりかぶ保育室、

きりかぶ幼児園,学童,レムナント養育)
―毎日福音の中で刻印するべき。

①エステル 2:7(モルデカイはおじの娘
ハダサ、すなわち、エステルを養育し

ていた)
②エステル 2:15(娘エステルが、王のと
ころにはいって行く順番が来たとき)

▲結論

①私の心、考え、霊的な状態が大事。

②戦おうとすると主は助けて下さる。

③伝道の決断をすると主がなさる。

④私達が霊的な戦いをすると勝利する

⑤勝利をする事が出来る確信を持つ。



区域地教会（2019 年 10 月 13 日～2019 年 10 月 19 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】 「霊的戦いに勝利したエステル」(エステル 4:10-16)

【讃美】 387 われ主に従う主の強者

【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

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)神学生と教役者－Ⅱ列 6：8―23
(10)世界宣教（マタ 24：14、使 1：8）
(11)産業人
(12)主任牧師

契約の祈り

1. 霊的戦いを恐れさせ妥協させるサタンの策略に気づきますように。
2. 悪魔の奴隷から解放され、悪魔を打ち砕く権威を頂いた祝福に感謝
し、霊的戦いの使命を回復して決断できますように。

3. ただイエス・キリストによって、まず私の内面が神の国になるよう
に決断とお祈りで聖霊充満を与え、レムナントを育ってサタンに勝利

する信仰を与えてください。

お知らせ

1. 10/14(月)-25(土) 主任牧師及び重職者 ヨーロッパ

集会参席ロンドン集中伝道神学院導き

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. 14:00 区域地教会使役者及び EBS 養育者の集まり(4階)

4．11 月 2－3 日東北教会設立感謝礼拝

(11 月 2日仙台教会、11 月 3日盛岡、奥州教会)

5.故小林忠嗣聖徒が天に召されました。ご遺族に慰めと

平安があるようにお祈りを下さい。

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

えとはかぎりなくなんじのものなればなり。アーメン


