
    年  月   日  週目 主日礼拝  聖霊充満 約束             
          神     意味    南   預言者   活躍   人物        書 預言書 中  最初 預言者    紀元前    年頃     年     書   

預言書       書          神様 災  与  理由 知  主 立 返              救  受  神様 子供  聖霊 満   受  霊的 強 兵士   

霊的 戦  勝利      内容    聖徒     問題 神様 計画       書 中  南     災  苦   受     語     災  理由 分   災  止

  聖徒      願  

1.災いの理由と悔い改め 2.聖霊充満の約束 3.聖霊充満の方法
▲様々な災いには神様の理由が隠されている。

1)ヨエ 1:4(かみつくいなごが残した物は、いなごが食い、
いなごが残した物は、ばったが食い、ばったが残した物

は、食い荒らすいなごが食った)
(1)この時代の主な産業は農業であった。
(2)いなごが、農作物を食い荒らす－食糧不足となる
(3)偶然ではなく、神の警告を無視して罪を犯した結果。
(4)イスラエルの民達が偶像崇拝をする中で起こった問題

2)ヨエ 1:13-14( 祭司たちよ。荒布をまとっていたみ悲しめ。
祭壇に仕える者たちよ。泣きわめけ。神に仕える者たちよ。

宮に行き、荒布をまとって夜を過ごせ)
(1)祭司、長老は神様の前で先頭に立ち悔い改めをする。
(2)私達に問題が来るのはただキリストの信仰になって
ない事が理由‐ただキリストでない信仰を悔い改めるべき

ex.オーストラリア(山火事の事件)、アメリカ(インフルエン
ザ)、日本(精神病、災害、青少年の問題)
(4)災いが続くのは、教会、神様の子供達の責任である。
(5)教会,聖徒がただ福音を掴み悪魔と戦う使命を持つべき。

3)ヨエ 2:13-14(あなたがたの着物ではなく、あなたがたの心
を引き裂け。あなたがたの神、主に立ち返れ。主は情け深

く、あわれみ深く、怒るのにおそく、恵み豊かで、わざわ

いを思い直してくださるからだ)
(1)神様の前で心から悔い改めることをするべき。
－私達も心から神様に礼拝をして、祈りをする。

(2)ヨナ 4:2(私は、あなたが情け深くあわれみ深い神であ
り、怒るのにおそく、恵み豊かであり、わざわいを思い直

されることを知っていたからです)
(1)災いや苦しみを通して神様に立ち返ることを願ってる。
(2)悔い改めとはサタンの物を捨てキリストだけを掴む事
(3)問題を与えるのは神様が私達を愛しているからである。
(4)使 2:38-39(悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を赦
していただくために、イエス・キリストの名によってバプ

テスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受け

るでしょう)
・神の子供が主の前で悔い改めただキリストの信仰になる

▲神様が、私達に約束をされた聖霊充満を与えて下さる。

1)ヨエ 2:28-30(その後、わたしは、わたしの霊をすべての人に注ぐ。
あなたがたの息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を

見る。その日、わたしは、しもべにも、はしためにも、わたしの

霊を注ぐ。わたしは天と地に、不思議なしるしを現わす。血と火

と煙の柱である)
(1)聖霊充満は救われた人に与えられる。
(2)旧約時代で神様が用いられた人たちには聖霊が共におられた。
(ヨセフ、ダビデ、サムエル)
(3)ダビデは聖霊が取り去られる事を恐れて悔い改めた(詩 51:11)。
(4)新約の時代には、キリストを信じる者に与えられ内におられる。
(5)聖霊に満たされていないから問題がくる。

2)ヨハ 14:16(わたしは父にお願いします。そうすれば、父はもうひ
とりの助け主をあなたがたにお与えになります。その助け主がい

つまでもあなたがたと、ともにおられるためにです)
(1)助け主である聖霊様が私達と共にいて下さる。
(2)ヨハ 14:26、ヨハネ 16:7、使徒 1:4-5、使徒 1:8
(3)ヨエル 2:23( シオンの子らよ。あなたがたの神、主にあって、
楽しみ喜べ。主は、あなたがたを義とするために、初めの雨を賜

わり、大雨を降らせ、前のように、初めの雨と後の雨とを降らせ

てくださるからだ)
・雨は農業に必要である。雨が降ってこそ、作物が育つ。

－①初めの雨(種まきの時に必要)、②雨季(芽が出て成長する為に
必要)、③後の雨(実が豊かに育つために必要)

・作物が育つためには必ずこの 3つの雨が必要である。
・私達が信仰生活で勝利する為には聖霊充満が必ず必要である。

－①初めの雨(キリストを信じた時に聖霊が宿る)、②雨季(信仰が
成長るためには聖霊に満たされ続ける)、③後の雨(伝道の実を結
ぶためには聖霊充満が必要である)

・イエス様の使役も聖霊に満たされた時から始まった。

3)使徒 10:38(神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは、
神がともにおられたので、巡り歩いて良いわざをなし、また悪魔

に制せられているすべての者をいやされました)
(1)聖霊様に満たされるようになるとサタンは逃げていく。

▲聖霊に満たされるためにはキリ

ストの信仰に満たされるべき。

1)エペ 5:18(御霊に満たされな
さい)
(1)キリストを深く信じる時に
聖霊充満が与えられる。

(2)キリストの 3職、7つの祝福
を深く黙想するべき。

(3)聖霊充満になる時に不信仰
の考えが入る余地はなくなる。

－聖霊充満の人は問題を楽しむ

2)マタイ 10:1(イエスは十二弟子
を呼び寄せて、汚れた霊どもを

制する権威をお授けになった。

霊どもを追い出し、あらゆる病

気、あらゆるわずらいを直すた

めであった)
(1)病気を癒す権威,問題を制す
る権威を使う(ルカ 10:19)
‐イエスキリストの名で砕く

(2)天軍天使が動員をされる。
(3)エペ 6:17(御霊の与える剣であ
る,神のことばを受け取りなさい)
(4)ただ伝道、献身をする。

3)ルカ 11:13(天の父が、求める人
たちに、どうして聖霊を下さら

ないことがありましょう)
(1)礼拝、祈りに成功をする。
－聖霊充満を切に求める。

▲結論－ヨエ 3:20(ユダは永遠に
人の住むところとなり)
－全て回復をしてサタンに勝利

①1％福音化
②12,000人教会(福音宣教教会)
③聖霊充満な人となるように。



現場地教会（2019 年 2 月 16 日～2020 年 2 月 22 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】 「聖霊充満の約束」(ヨエル 2:28-32)

【讃美】 178 恵み深きみかみよ

【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(ローマ 16:20、25－27)
2. 主任牧師(使徒 6:4、アモ 3:7、創世記 18:17)
3. レムナント(イザヤ 6:13)
4. 癒し(使徒 19:8－20)
5. 日本神学校、東日本神学校(Ⅱ列 6:8－23)
6. 200都市(創世記 41:36－38)
7. 1000大学(使徒 19:9－10)
8. 日本総会教会(使徒 6:4、コロ 4:2－3)
9. 日本 8000教会(使徒 17:1－3)
10. 本部、柳牧師(138、14、24、、25、00、237)
11. 日本 1%福音化(使徒 18:9－10)
12. 世界 237宣教、宣教師(マタ 24:14、使徒 1:8)

契約の祈り
(主日礼拝)

1. 私の問題はただの災いではなく,自分中心のサタンの隊列からキリス
ト中心に立ち返らせるためのご計画と愛の鞭であることを悟り,悔い改め
ます。

2. 主は私たちの弱さをご存知で,キリストを信じる私たち全員に、信仰が
成長し、伝道者の実が結ばれる聖霊充満を約束されたことを感謝します。

3. 御霊の剣である御言葉を掴んで、キリストの三職と 7つの祝福に祈り
で集中することによって,キリスト中心になり,すべてが回復され、霊的戦
いに勝利して現場に神の国を立てるキリストの軍隊になりますように。

お知らせ

1. 2/19(水)-20(木) 東北支部大学修練会(仙台教会)

2.キリスト保育園の工事,保育士募集のためお祈りお願いします。

3.大阪教会堂購入のために献金とお祈りお願いします。

4.来週は聖餐式を行います。各地教会は準備をお願いします。

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


