
    年  月   日   週目 主日礼拝  神殿建築 祝福           
礼拝 通  神様 計画          私    神様 願    神殿 建築 契約         神様     現  御言葉 伝     

1.神殿建築の呼びかけ 2.神殿建築の方法 3.神殿建築の祝福
▲神様は、預言者を通して神殿建築の呼びかけをさせた。

1)帰還の目的－エズラ 1:1-3（ペルシヤの王クロスは言う。『天の
神、主は、地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあ

るエルサレムに、ご自分のために宮を建てることを私にゆだね

られた。あなたがた、すべて主の民に属する者はだれでも、そ

の神がその者とともにおられるように。その者はユダにあるエ

ルサレムに上り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ）

(1)イスラエルの神殿が破壊をされ、バビロンの捕囚となった。
(2)クロス王が帰還を命じてイスラエルに帰還をさせて神殿
建築をさせるようになった。

(3)Ⅰ列 6:1(イスラエル人がエジプトの地を出てから四百八十年
目、ソロモンがイスラエルの王となってから四年目のジブの月、す

なわち第二の月に、ソロモンは主の家の建設に取りかかった。)
・サタンの奴隷であったイスラエルの民(エジプトの奴隷、バビ
ロンの捕囚)が、奴隷、捕虜から解放－ただ神様の恵み
・神様が、救って下さった目的は、神殿建築をさせる為である。

・出エジプトした民がイスラエルから救い出してカナンの地に

遣わした一番の目的は神殿建築であった。

・神殿建築の意味－①ただキリスト,②礼拝成功，③伝道・宣教
をする、④レムナントを生かす、⑤教会、神学校,学校を建てる。

2)サタンの妨害
(1)BC536年に帰還が始まったが 16年間神殿建築を妨げられた
－サタンが、神の国を造れないようにしている。

(2)エルサレムに住んでいた公務員が神殿建築を邪魔した。
－エズ 4:1-6（その地の民は、建てさせまいとして、ユダの民
の気力を失わせ、彼らをおどした。）

3)神殿建築を諦めて自分の家を建てる
○ハガ 1:2(この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている)
○ハガ 1:4(この宮が廃墟となっているのに、あなたがただけが
板張りの家に住むべき時であろうか。)
○ハガ 1:9（それは、廃墟となったわたしの宮のためだ。あな
たがたがみな、自分の家のために走り回っていたからだ。）

・神殿を建てるべきイスラエルの民が自分の家を建てはじめた

・神殿建築をするという神様の本来の目的を、忘れてしまった。

4)苦しみと災いが起きる－ハガ 1:6（あなたがたは、多くの種
を蒔いたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだ

が酔えず、着物を着たが暖まらない。）

・経済の苦しみが起こるようになった(ハガイ 1:10-11)。
・神様の子供・教会が、神様の本来の目的を忘れてしまって

いる事が問題が起こる→私たちは神殿建築をするように。

▲神様は神殿建築の方法も教えてくださるよ

うになった。その方法は御言葉である。

1)神の御言葉と預言者－ハガイ 1:1-2（「万軍
の主はこう仰せられる。この民は、主の宮

を建てる時はまだ来ない、と言っている。」）

(1)ハガイ書を見ると「万軍の主はこう仰せ
られる」という言葉が何度も出てくる。

(2)サタンが打ち砕かれるのは御言葉を聞く
とき、信じられる時、掴む時である。

(3)クロス王の命令でゼルバベルを総督、
祭司ヨシュアをたてエルサレムに帰還した

－サタンに勝てずに神殿が立てられない。

(4)ハガイを立て神様の御言葉が伝達された
－(ハガ 1:2、1:3、1:7)
(5)預言者を通して御言葉が与えられる。
－新約時代には牧師を通して伝達される。

(6)講壇での牧師の言葉が神様の御声として
聞こえる時に勝利をするようになる。

－ハガ 1:12（民のすべての残りの者とは、
彼らの神、主の御声と、また、彼らの

神、主が遣わされた預言者ハガイのことば

とに聞き従った。民は主の前で恐れた。）

－人々が神様の御言葉を信じて従った。

3)聖霊の感動－ハガ 1:14（民のすべての残り
の者の心とを奮い立たせたので、彼らは彼

らの神、万軍の主の宮に行って、仕事に取

りかかった。）

・御言葉を聞き聖霊の感動が与えられた。

－神殿建築が再開されて神殿が建てられた

・「神様の御声を私達に聞かせてください」

という祈りを持って講壇メッセージをきく

・神様の御言葉に従う人が神殿建築をする

4)すべての残りの者―ハガ 1:14（民のすべて
の残りの者の心とを奮い立たせたので）

○ハガ 2:2(民の残りの者とに次のように言え)
・神様の御言葉を信じる,残りの者を通して
世の中を回復される－残りの者は聖徒達

○神殿建築の再開と完工－エズ 6:15（アダ
ルの月の三日に完成した。）

・ＢＣ520年～516年４年で神殿建築を完工

▲神殿建築を再開して、基礎工事をなさる時に祝福が臨む

○神殿建築をしたらソロモン神殿よりも立派なものではな

かった。その時に、神様はこれでも大丈夫と言う(ハガ 2:3)。
○神殿建築をしないことが問題である。神様の心は人数や規

模の大きさではない。少人数でも神殿建築を決断する。

1)主が共にいる－ハガ 2:4-5（ゼルバベルよ、今、強くあれ。
－主の御告げ－エホツァダクの子、大祭司ヨシュアよ。強

くあれ。この国のすべての民よ。強くあれ。－主の御告げ

－仕事に取りかかれ。わたしがあなたがたとともにいるか

らだ。－－万軍の主の御告げ－－あなたがたがエジプトか

ら出て来たとき、わたしがあなたがたと結んだ約束によ

りわたしの霊があなたがたの間で働いている。恐れるな。）

・神殿建築をするとき主が共にいる(イザヤ 41:10)。
・神殿建築をしようとすると私たちを強くしてくださる。

○マタ 28:20（見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、
あなたがたとともにいます。」）

○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。）

2)全てを動かす－ハガ 2:6-7（まことに、万軍の主はこう
仰せられる。しばらくして、もう一度、わたしは天と地と、

海と陸とを揺り動かす。わたしは、すべての国々を揺り動

かす。すべての国々の宝物がもたらされ、わたしはこの宮

を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。）

(1)万軍の主が全てを動かしてくださる。
(2)伝道と宣教をするために主が与えられるようになる。
(3)神殿建築できるように災いも止めて下さる。

3)経済を与える－ハガ 2:8（銀はわたしのもの。金もわたし
のもの。－－万軍の主の御告げ－－）

・経済も主が動かして与える(世界の経済は主のもの)。
・必要な物はすべて神様が与えるので恐れる必要はない。

4)平和を与える－ハガ 2:9（この宮のこれから後の栄光は、
先のものよりまさろう。万軍の主は仰せられる。わたしは

また、この所に平和を与える。－万軍の主の御告げ－」）

・神殿建築をする時に、その場所に平和を下さる。

5)災いを止めて祝福する－ハガ 2:18-19（主の神殿の礎が据
えられた日から後のことをよく考えよ。／きょうから後、

わたしは祝福しよう。）

・神殿建築の基礎工事を終えた日から祝福が臨む(災い×)
▲結論：御言葉を聞き続ける－サミットタイムを持つように

・礼拝成功、講壇のメッセージを聞き続ける。



現場地教会（2019 年 4 月 26 日～2020 年 5 月 2 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】 「神殿建築の祝福」(ハガイ 2:1-9)

【讃美】 245 栄に満ちたる

【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)

1. 主が私をサタンと罪の奴隷から救い出してくださった目的は、礼
拝・伝道宣教・ Rt運動・教会建築であると信じます。
2. 御言葉を主の御声として信じるとき、聖霊様が感動をくださり、私
を神殿建築を成す残りの者とされることを信じます。

3. 伝道計画・神殿計画・ 237計画を祈りで決心するサミットタイム
を通して、万軍の主が共におられ、天地海陸を揺り動かし、真の平和

と経済が回復される神殿建築の祝福を味わいますように。

お知らせ
1. 夜間伝道弟子班(5/12-7/7,毎週火曜日 19:30～21:30)

申し込み:鈴木文牧師

2．4月 29 日はレムナントリーダー修練会が行われます。

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


