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1.女の子孫 2.インマヌエル(共に) 3.味わいと証人
▲女の子孫として来られた方がキリストである。

1)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)女の子孫であるイエス・キリストが悪魔の頭を打ち砕く。
(2)この意味を教えるのが聖書である－聖書の最重要事項。

2)イザヤ 7:14（それゆえ、主みずから、あなたがたに一つのし
るしを与えられる。見よ。処女がみごもっている。そして男

の子を産み、その名を『インマヌエル』と名づける）

(1)預言者イザヤがメシヤの預言をするようになった。
(2)キリストが、インマヌエルとしてこの世に来られた。
(3)男なしに生まれた方がサタンの頭を打ち砕く方である。

3)マタイ 1:18（その母マリヤはヨセフの妻と決まっていたが、
ふたりがまだいっしょにならないうちに、聖霊によって身重

になったことがわかった）

(1)聖霊によって処女マリヤがみごもるようになった。
(2)なぜ聖霊によってみごもらなければいけないのか。
①アダムの子孫は悪魔の奴隷であるので救い主になれない

②女の子孫であるマリヤを通してキリストが生まれた。

(3)聖霊で身ごもった事を知っているマリヤは良く信じた。
(4)マタイ 1:20（彼がこのことを思い巡らしていたとき、主
の使いが夢に現れて言った。「ダビデの子ヨセフ。恐れない

であなたの妻マリヤを迎えなさい。その胎に宿っているもの

は聖霊によるのです）

①ヨセフは、キリストを良く信じた。

②ヤコブ(イエスの兄弟)もキリストを良く信じた。
＊身内の者こそ霊的な事実を良く知っているので信じた。

(5)聖霊によって生まれた証拠としてキリストは復活した。
－復活を見た弟子たちは命がけで信じた。

(6)イエスキリストの名を呼ぶと悪魔・悪霊は逃げていく。

▲主が私達と共におられる。

1)主が共に－マタイ 1:23（その名はインマヌエ
ルと呼ばれる。」(訳すと、神は私たちととも
におられる、という意味である）

(1)全てを解決した神様が私と共におられる
－全て神様が責任を負われる。

(2)自分が主人である時には問題であった。
(3)神様が共におられるから心配する必要ない

2)聖霊の導き－詩編 23:1－6(主は私の羊飼い。
私は、乏しいことがありません)
・聖霊が私たちを導いて下さる。

3)祈りの答え・聖霊充満－使徒 1:8（しかし、聖
霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなた

がたは力を受けます。そして、エルサレム、

ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てに

まで、わたしの証人となります）

(1)神様が祈りに答えて下さる－「解決された
ことを信じるようにして下さい」と祈る。

(2)祈る時に聖霊充満を下さる。
4)天使の助け－ヘブ 1:14（御使いはみな、仕え
る霊であって、救いの相続者となる人々に仕

えるため遣わされたのではありませんか）

(1)天軍天使が動員をされるようになる。
(2)力をくれる(霊力･知力･体力･人力・経済力)

5)暗闇の力を打ち破る－ルカ 10:19（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）

・暗闇の力を打ち砕く権威を与えられている。

6)天国の背景－ピリピ 3:20(けれども、私たちの
国籍は天にあります)

7)世界福音化－マタイ 28:18－20
・世界福音化をする祝福を与えられている。

▲努力ではなくて信じることが信仰

生活である。全てをもらったので、

味わうように。

1)御言葉－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）

(1)味わう為には、御言葉を良く聞く
(2)福音を何度も聞くように
(3)使徒 2:42(彼らは使徒たちの教え
を堅く守り、交わりをし、パンを裂

き、祈りをしていた)
－初代教会は時間がある度に福音･

御言葉を分かち合い祈りをした

2)祈り－使徒 1:14（この人たちは、婦
人たちやイエスの母マリヤ、および

イエスの兄弟たちとともに、みな心

を合わせ、祈りに専念していた）

(1)御言葉を握って祈るように。
(2)祈りに集中をするように。
(3)信仰の同労者と共に祈る。

3)証し－ヨハネ 20:21（イエスはもう
一度、彼らに言われた。「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)キリスト私たちを遣わした。
(2)キリストにあって全て問題の
解決者であるキリストを伝えて

人々を問題から解放をするように。

▲結論：キリストがサタンを砕いた。

サタンに苦しむ人を解放をする。



現場地教会（2019 年 12 月 22 日～2019 年 12 月 28 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】 「サタンを滅ぼすために女の子孫として来られたキリスト」(マタイ 1:18-23)

【讃美】 125 荒野のの果てに

【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．キリストが女の子孫として来られ、サタンの頭を踏み砕き、
私をサタンの奴隷から解放をしてくださり感謝します。

2．キリストが女の子孫としてインマヌエルされ、①天使が働き
、②サタンが砕かれ、③御座が動く聖霊の力を下さり感謝します。

3．①御言葉集中、②教会中心でサタンからの解放とインマヌエル
を信仰で味わい、宣べ伝える証人になりますように。

お知らせ

<幼児受洗者>渡邊詩 翁財傑 崔恩卓

1. 本日 14:30 より Christmas Festival

2. 12/25(水)-27(金) 日本青少年修練会(名古屋)

3. 12/25(水)-27(金) ソウルイェウォン教会青年部

リーダー 33名訪問

4. 大阪教会堂購入のためにお祈りをお願いします。

5. 12/31(火)19:30、1/1(水)11:00 送旧迎新礼拝

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


