
    年   月   日   週目 主日礼拝  心 尽   主 御言 拠 頼       箴言        
     神様 御言葉 箴言   記   神様 知恵 御言葉    記        私        信仰生活      具体的 御言葉 記         悪魔 御言葉

 従           邪魔    私達 悪魔 騙            御言葉 良 聞  御言葉 堅 掴     

1.サタンの策略 2.勝利を与える主の御言と祝福 3.御言葉を味わうお祈り
▲人間がサタンの策略に騙されないようにするた

めに御言葉を下さった。また私たちがサタンの存

在に勝利をするために御言葉を与えて下さった。

1)創 3:1-4(蛇は女に言った。「あなたがたは、園の
どんな木からも食べてはならない、と神は、ほ

んとうに言われたのですか。」 女は蛇に言った。

「私たちは、園にある木の実を食べてよいの

です。しかし、園の中央にある木の実について、

神は、『あなたがたは、それを食べてはならない。

それに触れてもいけない。あなたがたが死ぬと

いけないからだ。』と仰せになりました。」そこ

で、蛇は女に言った。「あなたがたは決して死に

ません」)
(1)神様の御言葉を守れば勝利をする。
(2)悪魔は御言葉に従わないようにうそをつく。
－私たちが御言葉を分からないように騙す。

(3)アダムの時代には御言葉を破るようにした。
2)マタイ 4:1-3(さて、イエスは、悪魔の試みを受け
るため、御霊に導かれて荒野に上って行かれた。

そして、四十日四十夜断食したあとで、空腹を

覚えられた。すると、試みる者が近づいて来て

言った。「あなたが神の子なら、この石がパンに

なるように、命じなさい。」)
(1)イエス様はサタンを砕くためにきたが、
イエス様さえもサタンは誘惑をした。

(2)悪魔は御言葉を破るように邪魔をした。
(3)しかしキリストは悪魔の誘惑に勝利をした。

3)Ⅱコリ 4:4(そのばあい、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)
(1)悪魔は御言葉が分からないようにする。
(2)私達は御言葉を良く聞き御言葉によく従う
者となれるように。

(3)悪魔に勝利するのは神様の御言葉である。

▲福音の御言葉を信じて救われた。御言葉を聞く時にサタンに勝利

1)箴 3:1(わが子よ。私のおしえを忘れるな。私の命令を心に留めよ)
→箴 3:2(そうすれば、あなたに長い日と、いのちの年と平安が
増し加えられる)
(1)神様の子供に平安が与えられるのは神様の御言葉を聞く事
(2)御言葉の中にいると長寿の祝福を下さるようになる。

2)箴 3:3( 恵みとまことを捨ててはならない。それをあなたの首に
結び、あなたの心の板に書きしるせ)
(1)申命記 6:6(私が今日、あなたに命じるこれらのことばを、
あなたの心に刻みなさい)
(2)申命記 6:9(これをあなたの家の門柱と門に書きしるしなさい)
・御言葉を聞いて守るように。

→箴言 3:4(神と人との前に好意と聡明を得よ)
－御言葉に従う人は好意と聡明を得る。

3)箴 3:5(心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りにたよるな。あな
たの行く所どこにおいても、主を認めよ)
・自分の経験、考えに頼らない－サタンが与えた悟りである。

→箴言 3:6(そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる)
(1)人生が苦しくならないように神様は御言葉を下さっている。
(2)御言葉を通して、私たちを導いて下さるようになる。
(3)自分勝手な判断をせずに御言葉を聞いて正しい判断をする。
(4)詩編 119:105(あなたのみことばは、私の足のともしび、私の
道の光です)
・私達が主に頼って祈ると講壇メッセージで御言葉を下さり導く

4)箴 3:7(自分を知恵のある者と思うな。主を恐れて、悪から離れよ)
・サタンの誘惑から離れるように。

→箴 3:8(それはあなたのからだを健康にしあなたの骨に元気を
つける)
－御言葉に従う時,5つの力(霊力,知力,体力,人力,経済力)を頂く。

5)箴言 3:9(あなたの財産とすべての収穫の初物で、主をあがめよ)
→箴 3:10(そうすれば、あなたの倉は豊かに満たされ、あなたの
酒ぶねは新しいぶどう酒であふれる)

(1)献金をする人は経済力に満たされるようになる。
(2)私達の経済は神様のものであることを分かり献金をする。
(3)経済的に苦しい時にこそ、献金をする－答えがくる
(4)御言葉を聞き御言葉に従えば勝利する

▲私の願いどおりではなくて、神様の御言葉

を掴んで祈る事が答えを受ける一番の近道。

1)詩 1:1-2(幸いなことよ。悪者のはかりごと
に歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の

座に着かなかった、その人。 まことに、そ

の人は主のおしえを喜びとし、昼も夜もその

おしえを口ずさむ)
(1)悪魔に騙されない事は毎日御言葉を黙想
2)Ⅱテモ 3:15-17(聖書はあなたに知恵を与え
てキリスト・イエスに対する信仰による救

いを受けさせることができるのです。聖書

はすべて、神の霊感によるもので、教えと

戒めと矯正と義の訓練とのために有益で

す。それは、神の人が、すべての良い働き

のためにふさわしい十分に整えられた者と

なるためです)
(1)キリストを信じる為に御言葉を頂いた
(2)毎日御言葉を聞き確信を持つように。
(3)御言葉は、神の霊感により、教えと戒め
と矯正と義の訓練のために有益となる。

－御言葉に従うと癒され、知恵を得る。

2)使徒 1:1,3,8(キリスト、神の国、聖霊充満)
(1)使１:１,３,８の御言葉を掴んで祈る。
(2)神の国はキリストが主人となり福音の
御言葉に従うことである。

－その時に聖霊に満たされるようになる。

(3)ソロモンは優れた人であるが、サタンに
ついては曖昧な人なのでサタンに騙された

－偶像崇拝をして何度も失敗をした。

△結論：私達は講壇メッセージを神様の御声

として良く聞き、御言葉を堅く掴んで祈る。

・祈りの手帳を毎日黙想をする。

・本部の訓練－集中伝道神学院への参加。

・ 3つの務め(王の務めサタンに勝つ権威､
祭司の務め:御言葉に従う人、
預言者の務め:御言葉を宣べ伝える)



区域地教会（2019 年 11 月 17 日～2019 年 11 月 23 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】 「心を尽くして主の御言に拠り頼みなさい。」（箴言 3:1-10）

【讃美】 458 主の御手にたよる日は

【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. 御言葉を逃して自分の考えを中心にさせるサタンの策略に
気づく霊的な目を開いてください。

2. 御言葉を奪うサタンとの霊的戦いに勝利し、いつも御言葉で
神様の導きを受ける祝福の生活になりますように。

3. 御言葉の前にへり下り、①講壇メッセージ、②契約の聖句、
③本部メッセージを味わう深い祈りに入りますように。

お知らせ

1. 11/22(金)-24(主日) 集中伝道神学院(名古屋)

2. 12/12(木)-14(土) 世界重職者大会

3．11 月 21 日(木)キリスト保育園 起工式

4. 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。

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


