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1.伝道か災いか 2.伝道者の使命 3.伝道者の祝福
▲伝道運動が起きない時に災いが起こる。私達の道は、

伝道運動か災いかどちらかである。

1)ダニ 12:1（あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエ
ルが立ち上がる。国が始まって以来、その時まで、かつ

てなかったほどの苦難の時が来る。しかし、その時あな

たの民であの書にしるされている者はすべて救われる）

(1)ルシエルの天使が堕落して地上に投げ落とされる。
(2)最期にはサタンは永遠の地の底に閉じ込められる。
(3)サタンは自分の時が残っていないことを分かり
伝道運動を妨げる－迫害を受ける。

(4)本文は未来のことを預言をしている。
・中国は、キリスト教の宣教師を追放し子どもたちを

信じさせない。礼拝も出来ないように制限。

－その結果中国では様々な災いが続いている。

(5)私達は困難の中でもミカエルの天使を通して守られる。
－ミカエル、ガブリエル天使長の軍隊が守る。

(6)私達を通して伝道運動を起こすか、災いにあうかである。
－伝道運動が起こらないと時に災いが起こる。

(7)「あの書にしるされている者はすべて救われる」
・命の書に書き記されている人はみな救われる。

・私達は命の書に名前が書かれている。

(8)イエスはお選びになった人を救い出すために来られた。
－災いをゆるしてでも救われる民を救おうとしている。

(9)使徒 13:48（異邦人たちは、それを聞いて喜び、主の
みことばを賛美した。そして、永遠のいのちに定めら

れていた人たちは、みな、信仰にはいった）

・救いに定められた人は必ず救われるようになる。

2)マタイ 24:14（この御国の福音は全世界に宣べ伝えられ
て、すべての国民にあかしされ、それから、終わりの日

が来ます）

(1)伝道が全ての国に宣べ伝えられて終わりの日が来る。
(2)様々な問題が起こるのは、伝道しなさいと言うサイン

▲伝道者の使命は大きなものがある。

1)ダニ 12:2（地のちりの中に眠っている者のうち、
多くの者が目をさます。ある者は永遠のいのち

に、ある者はそしりと永遠の忌みに）

(1)世の終わりの時に生きている者は裁きにあう
(2)救われた者は天国に行き、救われていない者
は地獄に行くようになる。

(3)キリストを信じるか、信じないかが基準。
－つまり対象者に伝道する人がいたかどうか。

2)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)キリストを送ったのは私達をサタン、罪、地獄
から救い出すためである。

(2)キリストは十字架に架かり私達の問題を解決
－キリストが解決をされた事実を信じるように

(3)福音を宣べ伝えることが私達の使命である。
2)ローマ 10:13-15（主の御名を呼び求める者は、だ
れでも救われる」のです。しかし、信じたことの

ない方を、どうして呼び求めることができるでし

ょう。聞いたことのない方を、どうして信じるこ

とができるでしょう。宣べ伝える人がなくて、ど

うして聞くことができるでしょう。遣わされなく

ては、どうして宣べ伝えることができるでしょ

う。次のように書かれているとおりです。「良い

ことの知らせを伝える人々の足は、なんとりっぱ

でしょう）

(1)イエスキリストを信じることで救われる。
(2)キリストを信じる者を伝道者として呼ばれた
－キリストを伝えるために私達を遣わされた。

(3)福音を宣べ伝える私達の足は立派である。

▲伝道者の祝福はたくさんの祝福がある。

1)ダニ 12:3（思慮深い人々は大空の輝きのように輝
き、多くの者を義とした者は、世々限りなく、星の

ようになる）

(1)伝道して人々を義とした人は星のようになる。
(2)ローマ 1:17(義人は信仰によって生きる)
－キリストを信じる時に義人となる。

(3)「星」というのは主人公の意味である。
2)ダニ 6:22(私の神は御使いを送り、獅子の口をふさ
いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませ

んでした)
(1)ダニエルが獅子が守られ王達は真の神を分かる
(2)ダニエルは主人公であったので勝利した。
(3)私達は主人公であり人生は永遠に輝く。
－伝道者である私達の使命は大きい。

3)マタ 13:43（正しい者たちは、彼らの父の御国で太
陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい）

(1)私達を太陽のように輝くようにして下さる
4)使 27:24(『恐れてはいけません。パウロ。あなたは
必ずカイザルの前に立ちます。そして、神はあな

たと同船している人々をみなあなたにお与えにな

ったのです)
(1)パウロの故に乗っていた船を守って下さった。
(2)伝道者である私達を中心に生かされていく。

5)1テサ2:19（私たちの主イエスが再び来られるとき、
御前で私たちの望み、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）

(1)キリストが再臨をする時に誇りの冠となる
のは、私達が伝道して救われた魂である。

(2)一人の人が救われた時に主が大いに喜ぶ。
▲結論：伝道がなぜ伝道が出来ないのか？

①サタンのだまし(恐れ、迫害、不信仰)
－騙そうとするサタンを打ち砕く祈りをする

②キリストのような愛を持てるように。

－私も救われた神様は誰でも救うこと出来る。

③サタンには大胆に人には愛を持って歩むように。

④300人対象者,30人受入れ,3人教会化,弟子化



現場地教会（2019 年 2 月 2 日～2020 年 2 月 8 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】 「星のように世々限りなく輝く伝道者の祝福」（ダニエル 12:1-3）

【讃美】 245 栄にみちたる

【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)

お知らせ

1.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。

2.各地教会が学童を開けるように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.日本 RT奨学金(高校,大学,大学院)2/22(土)まで 担当:鈴木文牧師

5.日本 RT大会申込 2/10(月)まで 担当:鈴木文牧師

6.賛美 CDアルバムが完成しました(1,000円/枚)。

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


