
    年  月   日   週目 主日礼拝  真 感謝 回復                   
感謝 出来   勝利      出来  感謝 出来 恵      本当 答  来       救  中 感謝   者 霊的 免疫 持      霊的 免疫        

   守          南   滅亡 直前 活動   預言者    南   人  滅亡         生活            預言者 神様 質問          

1.ハバククの質問と神様の答え 2.神様に賛美と感謝 3.真の感謝の力
▲私達は主に向けて質問をしてみるべきである。

1)ハバ 1:2－4－ハバククが南ユダの罪を質問した
⇒ハバ 1:5－11－質問に対して、神様は、バビ
ロンを通して南ユダを滅ぼすと答える。

＊ユダヤ人で正しい人はいなかった。

2)ハバ 1:12－2:1－南ユダよりも罪あるバビロン
が、なぜユダを征服するようになるのかを質問
⇒ハバ 2:2－2:20-主はバビロンも滅ぼすと答える
＊バビロン人にも正しい人はいない。

3)福音－ハバ 2:4(心のまっすぐでない者は心高ぶ
る。しかし正しい人はその信仰によって生きる)
(1)ユダヤ人もバビロン人も正しい人はいない。
(2)人間は全て罪を持ち呪いを受けるしかない
→行いで救われるのではなくて信仰で救われる

(ローマ 3:10、3:23⇒ローマ 3:24)
(3)私達は、キリストの信仰によって救われる。
－ローマ 1:17(なぜなら、福音のうちには神の義
が啓示されていて、その義は、信仰に始まり信

仰に進ませるからです。「義人は信仰によって生

きる。」と書いてあるとおりです)
－キリストだけが真に正しいお方である。

＊現在の中国、アメリカ間の非難の応戦では

解決の道にはならない。行いが基準ではない。

主は、コロナを通して人々が、サタンの存在

と罪人である事を悟り福音を信じる事を願う

＊レムナントが立ち上がり世界福音化をする。

(4)問題の原因－福音がない事が問題である。
(5)ハバ 2:14(まことに、水が海をおおうように、
地は、主の栄光を知ることで満たされる。)
・私達は福音の力を体験をするように。

・福音が全世界に伝えられるように。

(6)ハバ 2:20(しかし主は、その聖なる宮にお
られる。全地よ。その御前に静まれ。)
・私達は、神様の教会に集い礼拝をささげる者

となるように。

▲神様に賛美と感謝をささげる者となれるように。

1)恵み－ハバクク 3:2(主よ。私はあなたのうわさを聞き、主
よ、あなたのみわざを恐れました。この年のうちに、それ

をくり返してください。この年のうちに、それを示してく

ださい。激しい怒りのうちにも、あわれみを忘れないでく

ださい。)
(1)災いの中でも神様が、あわれみを示されるように。
(2)全ては神様の御手から放たれていく。
(3)神様の恵みでなければ、私達は何も出来ない。
(4)神様の恵みが、全世界に伝えられていくように。

2)力－ハバクク 3:4-5( 輝きは光のよう。ひらめきはその手か
ら放たれ、そこに力が隠されている。その御前を疫病が行

き、熱病はそのうしろに従う。)
(1)病の回復も主の御手からなされる。
(2)神様の力は無限である－全ては神様から出るようなる。

3)救い－ハバ 3:12-13(あなたは、憤って、地を行き巡り、怒
って、国々を踏みつけられます。あなたは、ご自分の民を

救うために出て来られ、あなたに油そそがれた者を救うた

めに出て来られます。あなたは、悪者の家の頭を粉々に砕

き、足もとから首まで裸にされます。セラ)
・神様の基準は、救われているかどうかが基準である。

・コロナの問題を通して神様の目的は、救い出す為である。

・人々が問題の前で何も出来ない者である事を分からせる

4)感謝－ハバ 3:17-19(そのとき、いちじくの木は花を咲かせ
ず、ぶどうの木は実をみのらせず、オリーブの木も実りが

なく、畑は食物を出さない。羊は囲いから絶え、牛は牛舎

にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救

いの神にあって喜ぼう。私の主、神は、私の力。私の足を

雌鹿のようにし、私に高い所を歩ませる。指揮者のために。

弦楽器に合わせて。)
(1)ハバククは何もない状態でも真の感謝を出来た。
(2)キリストによって救われたことが感謝である。
(3)私達は問題や困難の中でも揺れない者となるように。
(4)私達は救われて、神様の子供となった事を感謝する。
－何も答えが無くても感謝である。

▲真の感謝をする時に神様の力が現れる。

1)答えがある－感謝できない⇒サタンの騙し
(1)精神病の人は、感謝をすることが出来ない。
(2)なぜ感謝がないのか？信仰がないからである。
(3)感謝が出来ないのであればサタンを打ち砕く
→ルカ 10:19(確かに、わたしは、あなたがたに、蛇やさそり
を踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです)

2)答えがある－感謝をする⇒普通の信仰
(1)答えがあって感謝をする－普通の信仰である。

3)答えがない－感謝をする⇒素晴らしい信仰
(1)答えがなかったとしても感謝－サタンが砕かれる。
(2)伝道しても答えが無い時－感謝する－素晴らしい信仰
(3)ダニ 6:10(彼は、いつものように、日に三度、ひざまずき、
彼の神の前に祈り、感謝していた。)
・ダニエルは祈りを禁じられてもいつも通り祈った

・主が御使いを遣わしダニエルを守られた。

・いつも感謝をすることが出来てこそ素晴らしい信仰。

(4)使徒 16:24-25(パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を
歌っていると、ほかの囚人たちも聞き入っていた。)
・パウロが伝道をしたら監獄に入れられてしまう

・パウロは監獄の中で祈り、感謝して、賛美した

・迫害の中でも感謝－真の答えがくる(使 16:31)
(5)救われた事、神様の子供になった事が感謝。
(6)ピリピ 4:4-7(いつも主にあって喜びなさい。もう一度言い
ます。喜びなさい／何も思い煩わないで、あらゆるばあいに、

感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願

い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべて

の考えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思いをキリス

ト・イエスにあって守ってくれます。)
・不安な時こそ全てを感謝をしながら祈る時に平安がくる。

・感謝をする時にサタンの国が打ち砕かれる。

・問題の時にこそ、もっと伝道をするべきである。

・聖霊様が感謝を回復をさせて下さいと祈る。

〇1テサ 5:16-18(いつも喜んでいなさい。絶えず
祈りなさい。すべての事について、感謝しなさい)
▲結論－日本でレムナントたちが立ち上がるように。

・キリスト以外には答えはない。救いはない－感謝

・水が海を覆うように、主の恵みが日本全土を覆うように。



現場地教会（2019 年 3 月 29 日～2020 年 4 月 4 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】 「真の感謝を回復しましょう」（ハバクク 3:17-19）

【讃美】 233 あれ地にバラの花

【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. サタンの奴隷として滅びるしかない罪人である私を、ただ福音を信
じる信仰によって義人とされたことを感謝します。

2. 神様の目的はただ魂の救いであり、災いも問題も救いのための働き
であることを信じ、感謝します。

3. 聖霊様と 24時間祈りで対話することによって、問題の前で恐れる
不信仰を与えるサタンを踏み砕き、肉的な条件付きの感謝ではなく、

私が救われたことと、私を通して魂が救われることを喜ぶ真の感謝を

回復しますように。

お知らせ

1. 4/12(主日)イースター主日 洗礼式を行います。

2. 4/3 福音宣教教会レムナント大会は 4/29(祝,水)に

変更となりました。

3. 4/4(土)9:30 きりかぶ保育室入園式、

11:00 キリスト保育園入園式

4/6(月) きりかぶ幼児園入園式

4. 鹿児島教会の松下久子聖徒を執事に任職します。

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


