
    年   月   日   週目 主日礼拝       強       国 叩 潰                     
      民族    神様 前                 通   何 戦  持   神様 私 呼  下      分              神様 力 必要 

  人 神様 呼    神様       通      国                  

１．ヨシュアが刻印された信仰（神の力、

み言葉の命、力、癒し、御心の成就）
２．ヨシュアと共におられた主の軍の将キリスト

３．ヨシュアが見たエリコ城陥落、カナンの地

征服（サタンの国を叩き潰す）

▲ヨシュアは神様の御言葉を刻印して勝利した。

1)ヨシュ 1：1-－6 約束の地（契約)(あなたがた
が足の裏で踏む所はことごとく、わたしがモー

セに約束したとおり、あなたがたに与えている。

／わたしは、モーセとともにいたように、あな

たとともにいよう。わたしはあなたを見放さず、

あなたを見捨てない。強くあれ。雄々しくあれ。

わたしが彼らに与えるとその先祖たちに誓った

地を、あなたは、この民に継がせなければなら

ないからだ)
(1)神様は私たちを霊的な存在として創造した。
(2)創世記 3章の事件以来,神様から離れ,災いと
罪,呪いの中でサタンの支配の中で生きている。
(3)キリストが、神様に出会える道、罪を赦して
下さり、サタンの頭を踏み砕いて下さった。

(4)私達は神様の子供として、伝道者として歩む。
(5)私達の悩みや葛藤も主は全てご存知である。
－神様は私を見放さない(ヨシュア 1:5)

2)福音刻印－ヨシュ 1：7－8(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)
(1)律法を守り行いなさい。
－神様の御言葉だけは永遠に立つようになる。

－福音の御言葉を刻印することが出来るように

(創 3：15,出 3：18,イザ 7：14,マタイ 16:16)
3）主があなたと共にいる(インマヌエルの刻印)
－ヨシュ 1：9(強くあれ。雄々しくあれ。恐
れてはならない。おののいてはならない。あな

たの神、主が、あなたの行く所どこにでも、あ

なたとともにあるからである)
(1)主がいつも私達と共にいる－主が守る。
(2)祈り題:①サタンの国を潰し神様の国を作る。
②教会の 12の祈りの課題を祈る,③7つの祝福
を王の目を持って味わう)
(3)魂の救いの働きをする事を悪魔は邪魔する。
－主が共におられて勝利をさせて下さる。

▲主の軍の将であるキリストが私達と共にいる。

〇ヨシュア 5:13—15(そこで、ヨシュアは顔を地につけ
て伏し拝み、彼に言った。「わが主は、何をそのしも

べに告げられるのですか。」すると、主の軍の将はヨ

シュアに言った。「あなたの足のはきものを脱げ。あ

なたの立っている場所は聖なる所である。」そこで、

ヨシュアはそのようにした)
－主の軍の将の前で礼拝した。主の軍の将が告げる。

1）霊的戦争
A)ヨシュアはエリコの王との戦い前 主の軍の将キ

リストがエリコ王（サタンの 王国）と戦う。

2）真の王のキリストが主人となる時に悪魔は逃げ去る
➡御国が臨まれる

A)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)
B)へブル 2:14－15(その死によって、悪魔という、死
の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて
奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした)
〇主の軍の将キリストが共にいる-主が勝利を与えた
C)Ⅱコリ 4：4(この世の神が不信者の思いをくらませ
て、神のかたちであるキリストの栄光にかかわる福音

の光を輝かせないようにしているのです)
D)エペ 6:12(私たちの格闘は血肉に対するものではな
く、主権、力、この暗やみの世界の支配者たち、また、

天にいるもろもろの悪霊に対するものです)
〇私達は悪魔との霊的な戦いをするように。

3)私たちにも悪霊と戦う権威が与えられている確信
A)マル 3:13—15(それは、彼らを身近に置き、また彼
らを遣わして福音を宣べさせ、悪霊を追い出す権威を

持たせるためであった)
〇悪霊と戦う権威を使い、悪魔と戦うように。

B)ルカ 10:19(確かに、わたしは、あなたがたに、蛇
やさそりを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威

を授けたのです)
〇私に害を加える者はない－主の軍の将が共にいる。

▲恐れが生じる時にも信仰を持ち証人として進む。

1)ヨシュア 3:1―13
(1)契約の箱に続いてヨルダン川を渡った。
(2)かつて紅海を渡ったことを確認をさせた。
(3)約束のカナンの地を与えられるとの約束を信じた。
－約束を信じ、主が言われた通りにヨルダン川を渡る。

2)ヨシュア 6:1－16(主はヨシュアに仰せられた。「見よ。
わたしはエリコとその王、および勇士たちを、あなた

の手に渡した。あなたがた戦士はすべて、町のまわり

を回れ。町の周囲を一度回り、六日、そのようにせよ)
(1)主が民たちに城壁を回りなさいといった。
(2)神様の御言葉に民たちは従い城壁を 7回まわった。
－御言葉に従う時に働きが起こる。

(3)御言葉の集中をして霊的な戦いする中に全てある。
〇ヨシュア 6:20(民が角笛の音を聞いて、大声でときの
声をあげるや、城壁がくずれ落ちた。そこで民はひと
り残らずまっすぐ町へ上って行きその町を攻め取った)
(1)エリコ城が約束の通りに陥落をした。
－神様の約束を信じ主の御言葉に従った時に成就

(2)講壇の御言葉,契約の祈り,12の祈りの題を祈る。
3)ヨシュア 10:10－14(主が彼らをイスラエルの前でかき
乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく打

ち殺し、ベテ・ホロンの上り坂を通って彼らを追い、

アゼカとマケダまで行って彼らを打った)
(1)福音を持ち霊的な戦いをする人を主人公にする。
(2)悪魔と霊的な戦いをする人を通し月と日が止まる
－エモリ軍の働きに対して勝利を出来た。

4)ヨシュ 14:10－12(あの日、あなたが聞いたように、そ
こにはアナク人がおり城壁のある大きな町々があった

のです。主が私とともにいてくだされば主が約束され

たように私は彼らを追い払うことができましょう)
〇カレブは神様の約束を信じていた。

▲適用－私達のエリコ陥落は世界福音化－悪魔の国を叩

き潰す信仰－悪魔からの勝利の確信(福音宣教）
〇主が勝利を必ず私達の現場を通してなさる。

〇戦う権威を持って、戦いの精神を持っていくように。

〇ローマ 8:32-39,1ペテ 2:9,マタ 28:18―20の信仰



区域地教会（2019 年 10 月 20 日～2019 年 10 月 26 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】 「ヨシュアを強くし、サタンの国を叩き潰すキリスト」 (ヨシュア 5：13-6：16)

【讃美】 402 主が進めよと

【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

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

お知らせ

1. 10/14(月)-25(土)主任牧師及び重職者 ヨーロッパ

伝道集会参席 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. 11/2(土)-3(主日) 東北地域教会設立感謝礼拝

11/2(土)18:00 仙台教会 11/3(主日)東日本神学校

(1-4 部礼拝) 11/3(主日)18:00 奥州教会

4. 11/22(金)-24(主日) 集中伝道神学院(名古屋)

5. 11/11(月)-13(水) 賛美伝道学校

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


