
    年   月   日   週目 主日礼拝       聖徒 愛  雅歌        
雅歌 男女 恋歌              女性 恋歌    一目     男女同士            旧約時代 肉    目 見      通   新約時代 霊的

    現            神様 私達 愛情関係 現              聖徒 関係 現      雅歌    

1.キリストと聖徒の関係 2.内容 3.適用
▲キリストと聖徒の関係を現している。

1)マタ 25:1―13(天の御国は、たとえて言
えばそれぞれがともしびを持って花婿

を出迎える十人の娘のようです)
(1)10人の花嫁は聖徒、花婿はキリスト
(2)キリストと聖徒の関係を現している。

2)エペ 5:32（この奥義は偉大です。私はキ
リストと教会とをさして言っているの

です）

(1)妻と夫の関係を現している
(エペ 5:22-33)
(2)キリストと教会関係について言ってる

3)Ⅱコリ 11:2（私は神の熱心をもって、熱
心にあなたがたのことを思っているか

らです。私はあなたがたを、清純な処女

として、ひとりの人の花嫁に定め、キリ

ストにささげることにしたからです）

・花婿と花嫁の関係を現している。

4)黙 19:7-8(私たちは喜び楽しみ、神をほめ
たたえよう。小羊の婚姻の時が来て、花

嫁はその用意ができたのだから。花嫁

は、光り輝く、きよい麻布の衣を着るこ

とを許された。その麻布とは、聖徒たち

の正しい行ないである)
(1)雅歌は、ソロモンが、シュネムの女性
を愛した愛の歌である。

(2)神様が私たちを愛する愛の歌である。
(3)主は私たちを愛して下さり、キリスト
を送り、サタンの奴隷から解放をされ、

罪を赦し,神様に出会う道を開いた。

▲ソロモンが愛するシュネムの女性を探しに来たのが

聖書の本文である。

1)雅 2:10-14
(1)雅 2:10（私の愛する方は、私に語りかけて言われ
ます。「わが愛する者、美しいひとよ。さあ立って、

出ておいで。）

〇ソロモンが愛するシュネムの女性に語る内容。

〇雅 2:13（いちじくの木は実をならせ、ぶどうの木
は、花をつけてかおりを放つ。わが愛する者、美し

いひとよ。さあ、立って、出ておいで）

＊主は私にこのように語りかけている

＊神様は私たちを愛している。

―神様が人間を見た時に非常に良かった(創 1:31)
―神は人間に全てを与えた(創 1:27-28)
(2)雅 2:14（岩の裂け目、がけの隠れ場にいる私の鳩
よ。私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせて

おくれあなたの声は愛らしくあなたの顔は美しい)
①神様は私たちの顔を見たい、声を聞きたい。

②礼拝、祈り、信仰告白を聞きたい。

③主を愛することは礼拝を待ち望む姿勢。

―恵みを受けるほど礼拝を待ち望む。

2)雅 2:15-17
①雅 2:15（『私たちのために、ぶどう畑を荒らす狐や
小狐を捕らえておくれ』)
・関係を壊そうとする狐がいる―狐は悪魔である。

・悪魔は、キリストと聖徒の関係、 聖徒同士の関係

を崩そうとする―悪魔は礼拝をさせない。

・悪魔が罪を犯させるようにして神様との関係を

離させるようにさせる。

・キリストはサタンの頭を砕き、人間の罪を赦す。

②雅歌 2:16(私の愛する方は私のもの。私はあの方の
もの。あの方はゆりの花の間で群れを飼っています)
・私はキリストのもの、キリストは私のものである。

・キリストは天と地において一切の権威を持ってる

③雅 2:17（私の愛する方よ。）
・愛の心を持つと互いが綺麗に見える

・神様から見ると私達は愛の関係の中にある。

▲信じられる分、キリストを愛するようになる。

〇エペソ 4:13(ついに、私たちがみな、信仰の一致と神の御
子に関する知識の一致とに達し、完全におとなになって、

キリストの満ち満ちた身丈にまで達するためです)
・礼拝をする人は、全てのものを主に献げる。

・キリストを愛する心になり私の心を主にささげる。

1)キリスト―Ⅰヨハネ 4:10（私たちが神を愛したのではな
く、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの

供え物としての御子を遣わされました。ここに愛がある

のです）

(1)キリストを信じる程キリストを愛することが出来る
(2)キリストがサタンの頭を打ち砕き、罪を赦し、神様か
ら離れた全ての問題を解決をして下さった。

①コロサイ 2:3、②コロ 3:11、③ヨハ 19:30
2)礼拝
(1)私達はキリストだけに礼拝を献げる。
(2)主は私と関係を結びたいので礼拝をすることを望む。
→礼拝は神様と私達の関係を築くことである。

①神様と交わりをするのが礼拝である。

②礼拝を成功をする人に全てのものを与える。

③メッセージに集中をして従順をする者となる。

―全てを主に献げるようになる(マタ 26:12-13)。
3)黙 2:4（しかし、あなたには非難すべきことがある。あな
たは初めの愛から離れてしまった）

(1)エペソ教会は初めの愛から離れてしまった。
(2)初めの信仰と愛を熱くするようにするべきである。
(3)礼拝成功をする中で、主を愛するようになる。

4)現場
(1)私達が霊的な成功をする時に、伝道運動が起こる。
(2)私が現場を征服するためにはキリストが中心になる。
(3)聖霊充満になると地の果てまで証人となる
―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）



現場地教会（2019 年 12 月 29 日～2020 年 1 月 4 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】 「キリストと聖徒の愛」（雅歌 2:8-17）

【讃美】 404 妙なる神の愛

【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

えとは限りなくなんじのものなればなり。 アーメン

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．キリストが私をサタンの奴隷から解放するために命も惜しま
ず、捨てるほど愛され、私の花婿となられたことを感謝します。

2．すべてであるキリストが私のものであると信じます。キリスト
への愛を荒らすサタンを打ち砕き、私もただキリストのものに

なりますように。

3．礼拝に優先順位をおいてキリストへの愛を燃やし、キリストを
本当に愛して ALL INの献身をするキリストの軍隊になれます
ように。

お知らせ
1. 12/30(月)-1/3(金)6:00 送旧迎新特別早天祈祷会

2. 送旧迎新礼拝 12/31(火)19:30、1/1(水)11:00

3. 大阪教会堂購入のために献身と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


