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1.5つの苦しみを解決 2.私もあなたがたを遣わします。 3.聖霊を受けなさい。
▲キリストが復活をされた証拠として 5つの苦しみが解決をされた。
1)霊的な苦しみを解決―神様との関係が切れてしまった事が一番の苦しみ
(1)キリストが十字架にかかり、霊的な苦しみを解決された。
(2)魚は水がない限りは苦しみ―人間は、神様から離れている時に苦しみ。
(3)ヨハネ 1:12(この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々
には、神の子どもとされる特権をお与えになった。)
・救いを受けた私たちに聖霊様が宿るようになり、神様の子どもとなる。

(4)イザヤ 41:9-10(わたしは、あなたを地の果てから連れ出し、地のはるか
な所からあなたを呼び出して言った。「あなたは、わたしのしもべ。わた

しはあなたを選んで、捨てなかった。」恐れるな。わたしはあなたととも

にいる。たじろぐな。わたしがあなたの神だから。わたしはあなたを強め、

あなたを助け、わたしの義の右の手で、あなたを守る。)
・神様は私を捨てずに、共にいる―恐れなどの苦しみは全て終わる。

2)死の苦しみを解決―私たちはキリストによって死から命に移された。
(1)ヨハネ 5:24(まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのこ
とばを聞いて、わたしを遣わした方を信じる者は、永遠のいのちを持ち、

さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです。)
・キリストは、私たちを死の苦しみ・死への恐怖から解放された。

3)病の苦しみを解決―キリストの十字架によって私たちは癒された。
(1)イザヤ 53:5(彼は、私たちのそむきの罪のために刺し通され、私たちの
咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打

ち傷によって、私たちはいやされた。)
・復活をされたことを信じるときに病の癒しを体験する。

4)恥の苦しみを解決―自尊心・自分が恥を受ける問題を解決。
(1)イエス様は、十字架の苦しみによって、一番の恥を受けるようになった。
(2)私たちは、恥を受けるようなことがあっても、全ての祝福をもらってい
るので、恥に思う必要はない(私は高価で尊い―イザ 43:4)。
ex.お金持ちの人が、「貧乏人だ！」と言われても、傷を受けることはない。
なぜなら、たくさんのお金を持っているからである。

5)経済の苦しみを解決―キリストが経済の苦しみから解放した。
(1)キリストは、下着一枚つける事なく貧しさの中で十字架にかけられた。
(2)Ⅱコリ 8:9(すなわち、主は富んでおられたのに、あなたがたのために貧
しくなられました。それは、あなたがたが、キリストの貧しさによって富

む者となるためです。)
・キリストの貧しさによって、私たちは富む者となった。

・私たちが、献金の祝福を回復することができるように。

＊ヨハ 20:19(彼らの中に立って言われた。「平安があなたがたにあるように)
―平安があるようにといったのは５つの苦しみが終わった為である。

▲キリストが全ての苦しみを解決して、私たちを

遣わされるようになった。

―ヨハネ 20:21(イエスはもう一度、彼らに言わ
れた。「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)父→御子
(1)3つの根本問題を解決する為に、父なる神様
が、キリストを送って下さった。

(2)キリストは 3つの務めを成し遂げて全ての
問題を解決をされた。

(サタンを砕く,罪を赦す,地獄の問題を解決)
2)御子→聖徒
(1)キリストが私たちを遣わしてくださった。
(2)キリストは全ての問題を解決した事実を伝達
することを願われた。

(3)キリストの代わりに三つの務めをする事が
私たちの務めである(王、祭司、預言者の務め)。
―1ペテロ 2:9(しかし、あなたがたは、選ばれた
種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有と

された民です。それは、あなたがたを、やみの

中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくだ

さった方のすばらしいみわざを、あなたがたが

宣べ伝えるためなのです。)
(4)3つの根本問題解決―5つの苦しみは終わる。
―この事実を伝達するために 3つの務めを頂く

3)絶対的な使命―ヨハネ 20:23(あなたがたがだれ
かの罪を赦すなら、その人の罪は赦され、あな

たがたがだれかの罪をそのまま残すなら、それ

はそのまま残ります。)
(1)私たちが宣べ伝えなければ救われない。
(2)私たちは伝道、宣教をするべきである。
(3)私たちは絶対使命を持っている。
―この世の問題は絶対使命を果たせば終わる。

(4)イエス・キリストだけが王であることを伝達。
―悪魔の働き(コロナウィルスの問題)に対して
恐れる必要はない。

(5)伝道・宣教により災いが終わる。

▲どのように絶対使命を成し遂げるのか。

キリストが復活をされたことを信じると

聖霊が私たちのうちに宿るようになる。

―ヨハ14:16(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。)
―ヨハ20:22(こう言われると彼らに息を吹
きかけて言われた。「聖霊を受けなさい。」)

1)聖霊―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)聖霊充満を下さる事を信じて祈る。
(2)伝道、宣教をしてサタンの国を打ち砕く
(3)聖霊充満を受けるとキリストが全ての
問題を解決された事を信じられる。

(4)聖霊充満を受けると天国が臨まれる。
・神様の子どもが、伝道宣教のために必要

な物を全て与えられるようなる。

2)24時、25時、永遠
(1)使 1:1(キリスト),1:3(神の国),1:8(聖霊
充満)の契約をつかみながら祈り、24時、
25時、永遠の答えを受ける。
(2)特別早天祈祷、伝道キャンプを通して
聖霊充満を受けるように。

(3)聖霊に満たされる―聖霊様がなされる。
3)神の御国
(1)聖霊に満たされる時に,神の国が臨む。
(2)暗闇の力が打ち砕かれて病が癒される。
(3)コロナの問題を通して福音宣教教会は、
世界的な教会になるようになる。

(4)問題の中でこそ伝道と宣教をする。
▲結論

・キリストが私を遣わしてくださった。

・伝道と宣教の絶対使命の成就。

・特別早天祈祷、伝道キャンプへの参加。



現場地教会（2019 年 4 月 12 日～2020 年 4 月 18 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】 「私もあなたがたを遣わします。」（ヨハネ 20:19-23）

【讃美】 149 ほめたたえよ

【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. イエス様が十字架で死なれ復活することによって、①霊的、
②死、③病、④恥、⑤経済の苦しみを解決してくださったこと

を感謝します。

2. 父なる神様が御子キリストを遣わされたように、イエス様が
私に福音宣教の絶対使命を代任され、現場に遣わされたことを

信じます。

3. 24時の定刻祈り・ 25時の常時祈りでキリストの復活に集中
するとき、約束された聖霊充満を与えられ、私の現場に暗闇が

砕かれて魂が救われる神の国が臨まれますように。

お知らせ

1．4 月 13 日～17日イースター特別早天祈祷会、伝道キャンプ

2．4月 29 日福音宣教教会レムナント大会

3．伝道師任命：李信永

4．4月 18 日(土)14:00 教会墓地納骨式

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


