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1.空しい人生 2.福音と宣教 3.伝道者の生活
－伝道者の 62の生活、CVDIP

△人間の人生は虚しいと言っている。

1)Ⅰ列王 10:23－25(ソロモン王は、富と知
恵とにおいて、地上のどの王よりもまさ

っていた。全世界の者は、神が彼の心に

授けられた知恵を聞こうとして、ソロモ

ンに謁見（えっけん）を求めた)
(1)ソロモンは知恵,名誉,富みを持ってた
(2)ソロモンに知恵を全世界から聞き
たいと思うほどの人物であった。

(3)人間が持つべき物は全て持っていた。
2)サタン－創世記 3章、6章、11章
(1)自分が人生の主人だと思わせる。
(2)サタンは肉的に楽しむように誘惑。
(3)成功にかけるように悪魔は騙す。

3)空－伝 1:1-2(エルサレムでの王、ダビデ
の子、伝道者のことば。空の空。伝道者

は言う。空の空。すべては空)
(1)空の空と言うことを 5回も言ってる。
－虚しいと言う言葉が何度も言ってる。

(2)サタンに騙された人生だったため。
(3)伝 1:9(昔あったものは、これからもあ
り、昔起こったことは、これからも起こ

る。日の下には新しいものは一つもない)
①人々は新しい物を造ろうとする。

－しかし新しく造った物も昔からある

物だと言っている。

②全てのものは空である－伝 12:8(空の
空。伝道者は言う。すべては空)
(3)神様はソロモンの口を通して悪魔に
騙されないようにと言っている。

(4)福音,伝道,宣教以外は虚しい事である
(5)成功をした人であっても、キリストを
知らない人はサタンの奴隷となってる。

△神様は、「若い日に創造者を覚える」こと、また、福音と

伝道、宣教を知りなさいということを言っている。

1)創世記 1:27－28(神のかたちに彼を創造し、男と女とに彼ら
を創造された。神はまた、彼らを祝福し、このように神は彼

らに仰せられた。「生めよ。ふえよ。地を満たせ。地を従え

よ。海の魚、空の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ)
(1)人間は神様の形に創造された－神と共にいてこそ幸せ。
(2)人間の問題は神様の形が無くなってしまった時からきた
(3)人間の根本問題－①創世記 3:1(サタンの奴隷)
②ローマ 3:23(罪の中にいる)、③ローマ 6:23(霊的な死）

2)キリスト－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)
(1)女の子孫であるキリストがサタンの頭を打ち砕く。
(2)1ヨハネ 3:8(神の子が現われたのは、悪魔のしわざを打ち
こわすためです)－キリストが悪魔の頭を打ち砕いた。
・聖書はただキリストを信じなさいという。

(3)ヨハネ 19:30(イエスは、酸いぶどう酒を受けられると、
「完了した。」と言われた)
①キリストが私達の全ての問題を解決された。

②私達はキリストを信じればよい－何も問題にならない。

3)ヨハネ 20:21(「平安があなたがたにあるように。父がわたし
を遣わしたように、わたしもあなたがたを遣わします)
(1)主が福音を伝える為に私たちを遣わされた事を信じる。
(2)私達に他の人の全ての問題を解決をすることを任された
(3)出 19:5-6(今、もしあなたがたが、まことにわたしの声に
聞き従い、わたしの契約を守るなら、あなたがたはすべての

国々の民の中にあって、わたしの宝となる)
・契約を守り行うなら、世界の中で宝となり主人公となる

(4)1ペテロ 2:9(しかし、あなたがたは、選ばれた種族、王で
ある祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です／すばらし

いみわざを、あなたがたが宣べ伝えるためなのです)
・王、祭司、預言者の務めを与えた－私達が主人公である

・私達は福音、伝道、宣教のために生きる。

(マタ 28:18－20、ルカ 10:19)

△私達は伝道者の生活をするように。

伝道者の生活はただキリストである。

1)ただキリスト
(1)キリストだけで十分・満足・全て
－キリストの中に全て含まれている。

(2)主が私と共にいて下さる。
(3)キリスト＋Something＝Nothing
キリスト is All＝Everything

(4)キリストを伝える。
2)ただ御言葉
(1)御言葉を集中をして聞くように。
(2)日本福音化、世界福音化は御言葉を
信じる人を通して成される。

－ローマ 10:17(そのように、信仰は聞く
ことから始まり、聞くことは、キリスト

についてのみことばによるのです)
―御言葉を聴く時に自分の思いはなく

なり、御言葉中心・キリスト中心になる。

3)教会中心
(1)教会の中で信仰の同労者と集まり祈る
－フォーラムを一緒にするように。

(2)目的は伝道者となるためである。

△結論

(1)後悔する人生を送らず、福音,伝道,
宣教の人生を送る－伝 12:1
(2)肉体が衰える時がくる(伝 12:3－5)
(3)福音、伝道、宣教の喜びを味わう。
(4)伝道者の生活を決断をするように。
(5)私達が主人公である。
(6)ただ信じる者となるように。



現場地教会（2019 年 12 月 15 日～2019 年 12 月 22 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】 「あなたの若い日に、福音と宣教を覚えよ」(伝道者の書 12:1-7)

【讃美】 495 恵みに満たされ

【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. 福音と宣教に関係のない肉のための生き方は、サタンの策略で
あり、空しい生き方であることを悟るようにしてください。

2. サタンの奴隷から解放したキリストだけが、真の幸せであるこ
とを信じます。私の人生の目的が、ただ福音と宣教だけになりま

すように。

3. 私の若い日に、①ただキリスト、②御言葉集中、③教会中心に
なって伝道者の生活をし悔いのない主役の人生になりますように。

お知らせ

1. 12/22(主日) 聖誕感謝礼拝

14:30 クリスマスフェステバル(名古屋)

2. 12/25(水)-27(金) 青少年修練会

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


