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1.決断とお祈り 2.７つの祝福 3.答え
▲私たちに問題がある時に霊的戦いをすると決断をするように。

1）ダニ 1:8(ダニエルは、王の食べるごちそうや王の飲むぶどう
酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてく

れ、と宦官の長に願った)
(1)ダニエルは偶像崇拝をしないと決断をして拝まなかった。
－悪魔は偶像崇拝をするように誘惑をする。

(2)悪魔は様々な攻撃をする－私達の問題は長い間かけて現れ
てきた霊的な問題、子孫代々の問題である。

(罪,サタン,地獄の問題の根本問題、子孫代々の問題である)
(3)私達も霊的問題をもたらす悪魔と徹底的に戦う決断をする

2)ダニ 3:17-18(もし、そうなれば、私たちの仕える神は、火の燃
える炉から私たちを救い出すことができます。王よ。神は私た

ちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくて

も、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、

あなたが立てた金の像を拝むこともしません)
(1)王は高官たちに向けて、金の像(偶像)を拝まなければ火の燃
える炉に投げ込むと言う。

(2)シャデラク・メシャク・アベデ・ネゴは偶像崇拝をせずに
サタンと戦い、ただ全能なる神様に仕える決断をした。

－結果的には主が 3人を守られ勝利をするようになる。
(3)偶像を拝まず悪魔と霊的な戦いをする時,答えを受ける。

3)ダニ 6:10(彼は、いつものように、日に三度、ひざまずき、彼
の神の前に祈り、感謝していた)
(1)ダニエルはサタンに勝利する力があるので 3代の王に用い
られ、何の欠点も無いほど器も整っていた。

－ダニエルをねたむ大臣たちが多くいた。

(2)大臣により、祈りを禁止する法令が出された。
－しかしダニエルはただ主だけに祈った→悪魔は逃げ出す

(3)神様の子供として霊的な戦いをするように。
－神様の子供は祈りを出来れば悪魔に完全に勝利をする。

(4)祈りをする時に霊的な力が与えられる。
－祈りの中でも大事なことは毎日メッセージを聞く事である

▲神様が私たちに与えられている

7つの祝福を祈るように。
〇7つの祝福(①聖霊内住,②聖霊の導き,
③聖霊の働き(祈りの答え)、
④天使の守りの祝福,⑤悪霊を縛る祝福
⑥天国の市民権、⑦福音を伝える祝福)
－１日 3回祈りをするように。

1)共に－Ⅰコリ 3:16(あなたがたは神の神
殿であり神の御霊があなたがたに宿っ

ておられることを知らないのですか)
(1)私達は神様が共にいる事を確信する
(2)ダ 4:8(彼には聖なる神の霊があった)
－ダニエルには聖なる神の霊がある人

と言われるほど霊的な恵みがあった。

(3)ダニ 4:18(あなたにはできる。あな
たには、聖なる神の霊があるからだ)
・主が共にいるので祈る程力が与える

2)天国の背景－主がが共にいるので天国
の背景が現れてくる。

(1)ダニ 3:28(神は御使いを送って、王の
命令にそむき、自分たちのからだを差

し出しても、神に信頼し自分たちの神

のほかはどんな神にも仕えず、また拝

まないこのしもべたちを救われた)
(2)ダニエル 6:22(私の神は御使いを送
り獅子の口をふさいでくださった)
→祈る時に神様は御使いを送って守る

(3)神様が共にいるので、天軍天使を
動員をして守ってくれる。

(4)天国の市民権の祝福を持っている。
(5)悪霊が縛られるようになる。

3)ダニ 10:13(ミカエルが私を助けに来て
くれたので私は彼をペルシヤの王たち

のところに残しておき)

▲祈る時に答えが与えられる(信仰が強く、知恵を得る)
1)ダニエル 1:17(神はこの四人の少年に、知識と、あらゆ
る文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルは、す

べての幻と夢とを解くことができた)
(1)主はダニエルに専門家より 10倍の知恵を与えた。
(3)ダニエル勉強法(金ドンアン牧師)(①祈りしないと
食事を食べない,②聖書１ページ読んでから勉強する
③教会の集会には必ず参加,④伝道の為の人生、
⑤早朝 4時の早天礼拝)→塾行かずソウル大学に入学
(2)神様の子供が悪魔に勝つと勝利をする。
→神様の子供が祈ると知恵が与えられ健康も得る。

(3)呼吸の祈り、福音の御言葉を暗唱、主日(御国牧師)
・祈りの手帳のメッセージ(柳牧師)を毎日聞くように。
－悪魔の策略に騙されなずに挑戦をするように。

(4)ダニエルは王の夢を解き明かす程知恵があった
－ダニ 4:18(あなたにはできる。あなたには、聖なる
神の霊があるからだ)

2)ダニエル 10:19( 「神に愛されている人よ。恐れるな。
安心せよ。強くあれ。強くあれ。」

(1)祈り、霊的な戦いをするように－祈る時に暗闇×
(2)祈るときに主の大きな答えがある(知恵と力の答え)
(3)ダニ 2:46－(ネブカデネザル王はふれ伏してダニエ
ルに礼をし、彼に穀物のささげ物となだめのかおりと

をささげるように命じていった)
(4)ダニエルはネブカデネザル王の夢を解き明かした
－ダニエルは神様の栄光を現した。バビロンを治め

長官として立てられるほどの答えを受ける。

(5)祈りをする時に未来が見えてくるようになる。
(6)祈る人は最高の人となる。
(7)ダニ 6:26-27(この方こそ生ける神。永遠に堅く立つ
方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも

続く)－王はダニエルを通して主が真の神と証する。
▲結論：私たちがサタンに騙されずにいると勝利

－サタンと霊的な戦いをする・毎日メッセージを聞く



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】 「霊的戦いを決断したダニエル」(ダニエル 1:1-9)

【讃美】 384 神はわがやぐら

【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
(主日礼拝)

1. 二度とサタンに負けることなく、神様に仕える人になるように、
サタンと決別して祈りで戦うことを決断します。

2. 主が私と共におられ、御使いを遣わして勝利させてくださること
を感謝します。

3. 天から与えられる霊力・知力・体力をくださり、サタンに勝利
できる答えを与えてください

お知らせ

1. 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。

2. 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

3. 11/22(金)-24(主日) 集中伝道神学院(名古屋)

4. 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


