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1.イスラエルが受けた苦しみ 2.ただキリスト 3.ただ聖霊の働き
▲イスラエルが、神様の約束を捨てて

偶像崇拝をするようになった。神様の

子供が約束を捨てる時に、苦しみが続

くようになる。

▲ミカ 5:1（今、軍隊の娘よ。勢ぞろ
いせよ。とりでが私たちに対して設け

られ、彼らは、イスラエルのさばきつ

かさの頬を杖で打つ）

(1)「軍隊の娘」＝イスラエルの民
(2)敵がやってくるので勢揃いせよ
－敵である悪魔が攻めている。

(3)イスラエルの裁きつかさの王の
苦しみ、民たちの苦しみが続く。

1)偶像
(1)神様の子供達が偶像崇拝をした
－徐々に堕落をするようになる。

(2)自分の肉のために生きている。
2)悪の政治
(1)指導者が自分の利益の為に生きる
(2)悪魔によりますます苦しむ。

3)罪、堕落
(1)罪の道、堕落の道に歩む。

＊イスラエルの民が周りの国によって

打たれるようになった(ミカ 5:1)。
＊問題の原因は悪魔が問題である。

悪魔を砕く契約を掴み(創 3:15)、
悪魔と戦い悪魔に勝利するべき

教会・神の子が、悪魔に負けた。

＊神の子供が答えを受けれていない。

＊キリスト教国家の人々が、悪魔に騙

され偶像崇拝をして、指導者が堕落

をしているからコロナウィルスなど

の問題が来ている。

－神様の心は契約を信じ、悪魔に騙

されるなとのメッセージである。

▲問題の解決、真の答えはキリストしかない。神様が本当の王を送られると約束した。

1)ミカ 5:2（ベツレヘム・エフラテよ。あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、
あなたのうちから、わたしのために、イスラエルの支配者になる者が出る）

(1)「イスラエルの支配者」－サタンを滅ぼす真の王が出るようになる。
(2)ミカ書は紀元前 700年頃に書かれたが約束通りベツレヘムでイエスが生まれる
(3)真の王としてキリストが来られ、悪魔を打ち砕くことをして下さった。
(4)マタ 2:5-6（『ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一
番小さくはない。わたしの民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから』」）

・真の王として、サタンを打ち砕く支配者としてキリストが世にこられた。

2)ミカ 5:4（彼は立って、主の力と、彼の神、主の御名の威光によって群れを飼い、
彼らは安らかに住まう。今や、彼の威力が地の果てまで及ぶからだ）

(1)キリストは力を持っている(マタ 28:18)－サタンを打ち砕く力ある主である。
(2)ヨハネ 17:11（聖なる父。あなたがわたしに下さっているあなたの御名の中に、
彼らを保ってください。それはわたしたちと同様に、彼らが一つとなるためです）

・父なる神様の名前がイエス・キリストの名前－様々な問題の解決者はただキリスト

(3)イザヤ 9:6-7（主権はその肩にあり、その名は「不思議な助言者、力ある神、永遠の
父、平和の君」と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王

座に着いて、その王国を治め、さばきと正義によってこれを堅く立て、これをささえる)
・キリストは本当の問題を解決して下さる真の王である－サタンを完全に砕く。

3)ミカ 5:5-6（平和は次のようにして来る。アッシリヤが私たちの国に来て、私たちの宮
殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して七人の牧者と八人の指導者を立てる)
(1)キリストは武器を使わない平和の王である。
(2)サタンの国を砕いて、サタンから人々を解放をするようになる。
(3)ミカ 5:7－8(主から降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは人に望みをおか
ず人の子らに期待をかけない。ヤコブの残りの者は異邦の民の中、多くの国々の民のた

だ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじ

り、引き裂いては、一つも、のがさない)
・他でなくただキリストに頼る－ただキリストである事を信じる者は獅子のようになる

・ただキリストの信仰を持つ者が王となる－現場の中で最高の者として下さる。

4)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）

・ただキリストの信仰になる－約束を掴んでいた人を通して悪魔が砕かれるようになる

(1)創 6:14（あなたは自分のために、ゴフェルの木の箱舟を造りなさい）
(2)出 12:7（その血を取り、羊を食べる家々の二本の門柱と、かもいに、それをつける）
(3)マタ 16:16（あなたは、生ける神の御子キリストです）
(4)1ヨハネ 3:8（神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです）
(5)ヘブ 2:14－15(その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯
死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした)

▲悪魔はキリストだけを信じさせない。聖

霊様がこられて、私達がキリストを信じさ

せるようにして下さった。

1)ヨハ 14:16-17（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）

(1)私達の内に聖霊が共におられる。
2)ヨハ 14:26（聖霊は、あなたがたにす
べてのことを教え、また、わたしがあ

なたがたに話したすべてのことを思

い起こさせてくださいます）

(1)聖霊が獅子のように力ある者とする
3)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）

(1)問題の中でこそ証人として下さる
(2)問題の中で大胆になる。
(3)ガラ 5:22-23（御霊の実は、愛、喜
び、平安、寛容、親切、善意、誠実、

柔和、自制です。このようなものを禁

ずる律法はありません）

(4)Ⅰコリント 12:8-11（ある人には御
霊によって知恵のことばが与えられ、

ほかの人には同じ御霊にかなう知識

のことばが与えられ、またある人には

同じ御霊による信仰が与えられ、ある

人には同一の御霊によって、いやしの

賜物が与えられ、ある人には奇蹟を行

う力、ある人には預言、ある人には霊

を見分ける力、ある人には異言、ある

人には異言を解き明かす力が与えら

れています。）

・病を癒す力を下さる(マル 16:17-18)
▲結論-ただキリストの信仰となれるよう
に聖霊充満を与えて下さい-証人となる



現場地教会（2019 年 3 月 15 日～2020 年 3 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】 「全ての問題の答えはただキリスト」（ミカ 5:1-9）

【讃美】 400 十字架の旗、主の真理

【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. 敵であるサタンを忘れて霊的戦いに負け、キリスト以外を頼る偶像
崇拝と肉中心の罪を犯してきたことを悔い改めます。

2. イエス・キリストが平和の王としてサタンを踏み砕き、私たちをサ
タンの奴隷から解放してくださったことを感謝します。

3. 助け主の聖霊様が働いて、ただ王なるキリストだけが全ての問題の
答えであることを信じる信仰をください。キリストだけに頼って霊的

戦いに勝利する朝露のような残りの者になりますように。

お知らせ

1. 4/3(金)10:00-22:00 福音宣教教会レムナント大会

参加費 2,000 円(申込締切 3/22、担当:藤井伽奈子伝道師)

2. キリスト保育園の工事、子どもたちの募集のために

お祈りお願いします。

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


