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1.サタンを踏み砕く 2.次世代を生かす 30年の歩み 3.決断
▲サタンを踏み砕いていく絶対契約を掴む事が主の願い。

1)絶対契約(奥義)―創世記 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)「おまえ(サタン)」VS 女(教会)
＊教会がサタンの中に捕らわれている人を救い出す。
(2)「おまえの子孫(サタンの子孫)」VS女の子孫（キリスト)
＊キリストがサタンの頭を踏み砕いた。

＊悪魔に対する憎しみがどれくらいあるかが鍵である

(3)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)
＊神様の関心は神の子供達にある。

＊神の子供が、サタンの頭を踏み砕くことが出来る。

―サタンの奴隷になっている人を救い出す。

＊教会と他の宗教に従う者達との戦いである。

―教会がサタンに勝つことが出来るようになっている。

2)伝道隊列(現場)―人々の霊的な事実を知り伝道する。
＊300人の対象者名簿を作成して救いの為に祈り,伝道
→30人の受け入れ →3人の教会化・弟子化
＊使徒 5:42(そして、毎日、宮や家々で教え、イエスが
キリストであることを宣べ伝え続けた)

3)光の隊列―伝道は一人では出来ないので団結をする。
(1)Ⅱコリ 2:10-11(もしあなたがたが人を赦すなら、私
もその人を赦します／これは私たちがサタンに欺かれ

ないためです)
＊互いに赦しあうように―サタンに騙されない為に。

＊プライドが強いのが日本人。世の中では神様の子供と

して堂々として、教会では自分のプライドを下す。

＊教会のため、牧師のために命をかける人となる。

(2)ガラテヤ 2:20(私はキリストとともに十字架につけ
られました。もはや私が生きているのではなく、キリス

トが私のうちに生きておられるのです)
＊私のプライドもキリストと共に十字架につけられた

▲サタンを踏み砕く時から次世代を生かすことが出来る。

1)世々に隠されていたもの―ローマ 16:25(私の福音とイエス・
キリストの宣教によって、すなわち、世々にわたって長い間

隠されていたが、今や現わされて)
(1)サタンを踏み砕くことを 30年―福音を維持し続ける
(2)三位一体の神様(父なる神様、御子キリスト、聖霊)
―父なる神様がキリストを送り、キリストが真の王､真の祭司,
真の預言者として全ての問題を解決をした。聖霊が私達と共に

(3)創 3:15、マタイ 16:16、マタイ 1:23、使徒 1:8
2)いま隠されたもの―神殿建築をするために主が共にいる。
－24時―宣教弟子、癒し、レムナントを生かしサミットにする。
(1)ローマ 16:26(永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によっ
て、信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥

義の啓示によって、あなたがたを堅く立たせることができる方)
(2)ハガイ 1:7-9(あなたがたが家に持ち帰ったとき、わたしは
それを吹き飛ばした／廃墟となったわたしの宮のためだ)
＊神様は神殿が再建をされることを願っている

＊教会建築の為に心を合わせるように。

(3)ハガイ 2:6-7(まことに、万軍の主はこう仰せられる。しば
らくして、もう一度、わたしは天と地と、海と陸とを揺り動

かす。わたしは、すべての国々を揺り動かす)
＊主の御言葉に従い神殿建築をすることが主の御心である。

(4)使徒 20:28(聖霊は、神がご自身の血をもって買い取られ
た神の教会を牧させるために、あなたがたを群れの監督にお

立てになったのです)
＊教会はキリストの血によって買い取られた。

3)永遠な約束の中に隠されたもの―ローマ 16:27
(1)ヘブル 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)
＊天軍天使が私たちを助けるようになる。

(2)ルカ 10:19(敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです)
＊邪魔する闇の力をイエス・キリストの名で砕く

(3)Ⅰテサ 2:9(御前で私達の望み、喜び、誇りの冠となるのは
だれでしょう。あなたがたではありませんか)
＊キリスト,教会の為に献身をする人に冠を用意されている。
(4)マル 10:29-30(わたしのために,また福音のために,家,兄弟,姉
妹,母,父,子,畑を捨てた者でその百倍を受けない者はありません)
＊福音のために捨てた者は、100倍の報いを受ける。

▲神様が私を選ばれたのは、伝道の

ために呼ばれた。

1)伝道計画―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)300人のリストを作り、伝道の
計画をたてるように。

(2)私が福音を伝える時に対象者の
問題は解決をされる。

2)神殿建築の計画-Ⅱサ 7:15-16(あな
たの家とあなたの王国とは,わたし
の前にとこしえまでも続き、あなた

の王座はとこしえまでも堅く立つ)
(1)神殿を建てたいと決断をする時
に神様は私達に祝福を与える。

(2)大阪教会堂の建築のために。
－教会を強くしようとする者を

祝福をする－教会堂の建築

(3)30年の神殿計画
＊大阪、東京の神殿計画

＊インド、中国、アメリカ、

ヨーロッパの神殿計画

3)祈りの計画―出 29:38-39(祭壇の上
にささげるべき物は次のとおりで

ある。毎日絶やすことなく一歳の若

い雄羊二頭。一頭の若い雄羊は朝さ

さげ、他の一頭の若い雄羊は夕暮れ

にささげなければならない)
(1)毎日教会で祈り・礼拝する者
(2)第 4次産業革命－AIの時代、
精神病時代の到来

－祈り・礼拝は人間にしか出来ない

(3)毎日お祈りをする(早天,夜 21時)
▲結論―教会を生かす主役、現場を生

かす主役、この時代の主役



現場地教会（2019 年 1 月 5 日～2020 年 1 月 11 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】 「サタンを踏み砕いて次世代を生かす 30 年を歩もう」(ローマ 16:20,25-27)

【讃美】 358 あさひのぼりて

【祈り】

①教会の祈りの課題

・元旦メッセージ

・ 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. 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)

お知らせ

1. 伝道対象者の名簿を作成しましょう。

2. 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。

3. 毎晩(月,火,木)21:00 祈祷会があります。

4. 3部礼拝に各部署の会長任命式があります。

5. 主任牧師は韓国の牧会者大学院に参席なさいます(1/6-9)。

6. 1/13(月･祝)12:00 教会墓地完成感謝礼拝

7. 1/18(土)10:00-18:00 現場地教会,EBS要員,青年修練会

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


