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1.暗やみの時代 2.起きよ。光を放て 3.唯一の答え
1)サタン－イザ 60:2(見よ。やみ
が地をおおい、暗やみが諸国の

民をおおっている。しかし、あ

なたの上には主が輝き、その栄

光があなたの上に現われる)
(1)暗闇が諸国の民を覆ってる。
(2)時が経過する度に悪魔の
活動はひどくなる。

2)エペ 6:12(私たちの格闘は血肉
に対するものではなく、主権、

力、この暗やみの世界の支配者

たち、また、天にいるもろもろ

の悪霊に対するものです)
(1)闇は悪魔のことである。
(2)悪魔は昔から存在をしてる。

3)創世記 3:(自分中心)、6:(快楽中
心)、11:(名誉・成功中心)

4)使徒 13:(宗教・魔術)、16:(占い)、
19:(偶像崇拝)
(1)悪魔の文化の中に溺れてる。
(2)偶像崇拝をするほど滅びる。
(3)悪魔は人間を幸せにしない。

5)未信者の 6つの問題(悪魔の奴
隷、偶像崇拝、精神的な問題、

肉体的な問題、来世－地獄、

後代の問題)
＊第四次産業革命－AIの時代
・人間よりすぐれた機械。

・困難な時代が来る。

・民族同士争うようになる。

・悪魔が人間を破壊して滅ぼす

6)精神病,中毒,自殺問題の深刻化

▲どのようにすれば災いが止まるのか。光を放つときに暗闇の力は砕かれるようになる。

1)イザ 60:1(起きよ。光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いている
からだ)
(1)キリストの光を放つときに闇・災いは終わようになる。
(2)イエスだけが真のキリスト－真の王,真の祭司,真の預言者－全ての問題は終わった
(3)キリストを信じる私達は、キリストの光を輝かす者となった。
(4)光りとは→創世記 3:15のキリストの光である。

2)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)
＊女の子孫(キリスト)がサタンの頭を踏み砕く。

3)ヨハネ 1:4(この方にいのちがあった。このいのちは人の光であった)
(1)命の光は人の光であるキリスト。
(2)ヨ 1:9(すべての人を照らすそのまことの光が世に来ようとしていた)
＊まことの光－サタンを打ち砕く道はキリストだけである。

4)イザ 60:2(見よ。やみが地をおおい暗やみが諸国の民をおおっている。しかし,あなた
の上には主が輝き,その栄光があなたの上に現われる)
＊私たちを通して、キリストの光が輝くようになる。

5)ローマ 16:20(平和の神は,すみやかに、あなたがたの足でサタンを踏み砕いてくださいます)
＊キリストが悪魔の頭を踏み砕かれた。

＊私達に暗闇の力を打ち砕く権威を与えて下さっている。

－キリストが全ての問題の解決者である事を信じる人を通して悪魔は砕かれる。

6)マタイ 5:14(あなたがたは、世界の光です)
＊キリストを信じる人が光の務めを与えて下さっている。

7)ヨハ 20:21(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)
＊神様は私たちを通して福音を伝わるようにさせる。

8)1ペテ 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)
＊私達にキリストと同じ王・祭司・預言者の務め－この務めをする人が真の成功者

＊使徒 26:16－18(起き上がって、自分の足で立ちなさい。わたしがあなたに現われた
のは、あなたが見たこと、また、これから後わたしがあなたに現われて示そうとする

ことについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。」

・「起き上がって、自分の足で立ちなさい」

－私達が福音を伝えるために立ち上がりなさいということである。

－300人の伝道対象者を祈り,伝道→30人の受け入れ→3人の弟子化
＊Ⅱコリ 6:2(「わたしは、恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。」
確かに、今は恵みの時、今は救いの日です)－暗闇の力が深刻になる今の時が救いの時

▲福音・伝道の為に祈る時に唯一の

答えが臨まれるようになる。

1)イザヤ 60:3(国々はあなたの光の
うちに歩み、王たちはあなたの輝

きに照らされて歩む)
＊伝道すると王達が戻って来る。

＊宣教の為,王が生かされるべき
2)イザヤ 60:4(あなたの息子たちは
遠くから来、娘たちはわきに抱か

れて来る)
＊レムナント達が集まってくる。

－レムナントが福音化の為に

生きる決断をするように。

〇使 9:15(行きなさい。あの人は
わたしの名を、異邦人、王たち、

イスラエルの子孫の前に運ぶ、

わたしの選びの器です)
3)イザ 60:5(海の富はあなたのとこ
ろに移され、国々の財宝はあなた

のものとなるからだ)
＊福音を宣べて伝える国になる

と経済もついてくるようになる。

＊福音,教会の為の投資は報い。
4)イザ 60:20(主があなたの永遠の光
となり、あなたの嘆き悲しむ日が

終わるからである)
＊伝道者となる時に悲しみの日

が終わるようになる。

5)イザ 60:22(最も小さい者も氏族と
なり、最も弱い者も強国となる)
＊伝道する人になると強い人になる

▲結論－今年は伝道をする年

伝道計画,神殿建築計画,祈りの計画



現場地教会（2019 年 1 月 12 日～2020 年 1 月 18 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】 「起きよ。光を放て」（イザヤ 60:1-5）

【讃美】 259 主の光の使者よ

【祈り】

①教会の祈りの課題

・元旦メッセージ：「サタンを踏み砕く」ローマ 16:20、

「次世代を生かす歩みとなる 30 年」ローマ 16:25-27

・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. 福音宣教教会
2. 主任牧師
3. レムナント
4. 癒し
5. 日本神学校、東日本神学校
6. 200都市
7. 1000大学
8. 日本総会教会
9. 日本 8000教会
10. 本部、柳牧師
11. 日本 1%福音化
12. 世界 237宣教、宣教師

契約の祈り
(主日礼拝)

1．ますますサタンが活動し、自分、快楽、名誉のために宗教
占い、偶像を求め、未信者 6つの状態に苦しむ終わりの日に、
祝福の生き方を教えて下さり感謝します。

2．サタンを踏み砕いた光であるキリストを堅く信じ、起きて
伝で福音の光を放ち、300人伝道計画を通して弟子をたてる人生
になりますように。

3．①祈り計画、②伝道計画、③神殿計画で総合的な祝福を受ける
伝道者になり、サミット運動、レムナント運動、光の経済の

主役になりますように

お知らせ

1. 伝道対象者の名簿を作成しましょう。

2. 毎晩(月,火,木)21:00 祈祷会があります。

3. 大阪教会堂(大阪 RUTC)購入のために献身とお祈りをお願いします。

4. 1/13(月･祝)12:00 教会墓地完成感謝礼拝

5. 1/18(土)10:00-18:00 現場地教会,EBS要員,青年修練会

6. 新成人:久野千晴、横井晃太朗、柿市あゆみ、中村充香、阿部陽介

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




