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1.ただ福音だけが必要な時代 2.ただ伝道宣教だけが必要な時代 3.ただ福音宣教教会が必要な時代
▲神様は人間だけを霊的な存在として創造された。

1)この時代の問題－創 1:27-28(人をご自身の形に創造された)
(1)神様は人間を神様の形に造られ、全ての祝福を与えた。
(2)創 3:1(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)
・サタンによって霊的な問題が始まった。

(3)悪魔は偶像を作り罪を犯されるようにして滅ぼしている
(インド-ヒンドゥー教、日本－神道、仏教、新興宗教)
(4)世界の人が霊的問題の中に陥る(ローマ 3:23,ローマ 6:23）

2)ただ福音だけが必要－創 3:15(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)キリストは十字架でサタンの頭を打ち砕き問題を解決。
(2)マタ 16:16(「あなたは、生ける神の御子キリストです)
・イエスがキリストを告白をした時に悪魔から解放された。

(3)Ⅰヨハ 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)
(4)ローマ 5:8(神は私たちに対するご自身の愛を明らかにし
ておられます)
・キリストは過去、現在、未来の全ての罪を赦してくれた。

(5)ヨハネ 5:24(永遠のいのちを持ち、さばきに会うことが
なく、死からいのちに移っているのです)
(6)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キリストが来られて 100％私達の問題を完了された。
②神様が共におられる神様の子供に変えられた。

3)キリストは全ての問題の解決者
(1)創 39:2( 主がヨセフとともにおられたので、彼は幸運な
人となり、そのエジプト人の主人の家にいた)
・ヨセフは奴隷であったが、主がヨセフと共にいた。

－ヨセフにとって何も問題がなかった－世界を生かした。

(2)詩篇 23:1(主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません)
・ダビデは主が共にいるので問題は何もなかった。

(3)ピリピ 4:13(私は、私を強くしてくださる方によって、
どんなことでもできるのです)
・パウロは監獄にいたが問題は全くない－世界福音化した

(4)キリストによって問題は終わったという信仰を持つべき

▲私は何のために生きるのか。私達は伝道

と宣教のために生きることに結論を下

す。なぜなら人生の問題の解決はキリス

トであるから。

1)ただキリスト
・全ての人に必要なのはキリストだけ。

2)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)父なる神様がキリストを送った。
(2)私たちの全ての問題を解決する為。
(3)私たちに人々の全ての問題を出来る
ような務めを下さった。

3)Ⅰ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)
(1)王、祭司、預言者の務めを下さった。
(2)全ての人の問題を解決をする事が
出来る人になったことを信じるように。

4)使徒 1:3(イエスは苦しみを受けた後、四
十日の間、彼らに現われて、神の国のこ

とを語り)
・ 40日間主の務めについて語られた。

5)使 11:19-21(アンテオケに来てからはギ
リシヤ人にも語りかけ、主イエスのこと

を宣べ伝えた。そして、主の御手が彼ら

とともにあったので、大ぜいの人が信じ

て主に立ち返った)
(1)エルサレム教会が伝道・宣教をしな
いので迫害を通しても伝道・宣教させる

(2)アンテオケ教会を通して伝道と宣教
の御業が起こされた。

(3)ただ福音と宣教をする福音宣教教会
－福音宣教がすべての結論である。

▲この時代は福音宣教教会が必要な時代。

1) 真の癒しをする教会－Ⅲヨハ 1:2(たまし
いに幸いを得ているようにすべての点でも

幸いを得、また健康であるように祈ります)
(1)ただキリストの信仰になるように。
①キリスト、②神様の御国、③聖霊充満

(2)私達は世界で絶対的な必要な存在。
(3)私達は、全ての問題を解決をしていく人
(4)神様が共におられれば回復をされる。
(5)聖霊の内住・導き・働き
①神様が共におられる確信

②神様の御言葉を通して導かれていく。

③信じて祈ると、聖霊充満になる。

－信じられると全て癒されていく。

2) レムナントを育つ教会－イザ 6:13(その中
に切り株がある。聖なるすえこそその切り株)
(1)レムナントは伝道宣教のビジョンを持つ
(2)ビジョンを持つときに世界を変える。

3)日本と 237国を宣教する教会
－マタイ 28:18-20(あなたがたは行って、
あらゆる国の人々を弟子としなさい)
(1)私達は行って弟子を探すように。
(2)キリストだけが完全であり全てである。
－世界にサタンを砕くキリストが必要。

(3)福音宣教だけが全てである人を用いる。
(4)All in ,all out,all change
－キリストに all inする人を通して変わる

▲結論 (1) 創 15:6(彼は主を信じた。主はそ
れを彼の義と認められた)
(2)ローマ 1:17(「義人は信仰によって生き
る。」と書いてあるとおりです)
(3)ヘブ 11:6(信仰がなくては、神に喜ばれ
ることはできません)
(4)福音宣教教会は軍隊となって歩む。
(5)日本の日の丸に十字架がつくように。
－絶対的答え、記念碑的答え、永遠な答え

(6)福音で全ての問題は解決をされた。
－キリストが完了をされた。



区域地教会（2019 年 12 月 8 日～2019 年 12 月 15 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】 「ただ福音宣教のための教会」(ローマ 16:25-27)

【讃美】 274 いともかしこし

【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)

お知らせ

<受洗者>

高木章 横井晃太郎 徳田哲也 大矢知善興 長瀬勝敏

森俊厳 崔笑天 任源源 林程蘭 翁武進

1. 12/11(水)11:00 磐田教会入堂礼拝

2. 12/12(木)-14(土) 重職者大会

3. 12/22(主日) 聖誕感謝礼拝

4. 12/25(水)-27(金) 青少年修練会(申込 12/9 まで)

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


