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1.根本問題の解決 2.キリストの十字架で結論 3.味わい
▲私たちの根本問題を解決をするために、キリストが十字架で

死なれ、問題を解決された。

1)根本問題―創 3:1-5(サタン)、創 3:6(罪)、創 3:8-10(死)
(1)サタン―アダムとエバはサタンに騙されてしまった。
・神様が人間から離れてしまい、サタンの奴隷となった。

(2)罪―人間は、偶像に従い滅びの道を歩むようになった。
・人間は生まれながらの罪人(原罪)―罪により呪いと災い
(3)死(地獄)―罪人は恐怖の中で死を迎え、地獄へ行く。
・多くの人が、恐れ、不安、心配を抱えながら生きる。

2)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。)
(1)根本問題の解決―神様が人として来られた(キリスト)
(2)キリストがサタンの頭を打ち砕いてくださった。
(3)出 3:18(どうか今、私たちに荒野へ三日の道のりの旅をさ
せ、私たちの神、主にいけにえをささげさせてください。』)
・イスラエルが約束(創 3:15)を信じず、エジプトの奴隷。
・神様が犠牲のいけにえをささげなさいと言われる

－キリストが世に来られ血を流し死なれ,救い出す約束
・約束を信じたときにエジプトの奴隷から解放をされた。

(4)イザヤ 53:5-6(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)
・キリストの約束を忘れて、バビロンの捕囚となる。

・約束を信じるときにバビロンの捕囚から解放をされた。

3)1ヨハ 3:8(神の子が現われたのは、悪魔のしわざを打ちこわ
すためです。)
(1)イエスが罪を犯させる悪魔を砕く為,十字架にかけられた。
(2)キリストが死なれて復活された―完全に解放された。
(3)1ペテ 2:24(自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に
負われました。それは、私たちが罪を離れ、義のために生き

るためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、

いやされたのです。 )
･罪のない神が人として来られ、死なれ根本問題から解放した

(4)ヘブ 2:14-15(これは、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。)
・一生涯、死の恐怖につながれていた私たちを解放した。

・私たちは死を恐れない。問題は問題でない。

・キリストは全ての問題の解決者である。

▲キリストがすべての問題の解決者であることに

結論を下す。

1)完了した―ヨハネ 19:30(イエスは、酸いぶどう酒
を受けられると、「完了した。」と言われた。そし

て、頭をたれて、霊をお渡しになった。)
(1)キリストがすべての問題の解決者
―この事実に結論を下すように。

(2)過去,現在,未来の全ての問題を完了―信じる
2)1コリ 1:18(十字架のことばは、滅びに至る人々
には愚かであっても、救いを受ける私たちには、

神の力です。)
(1)悪魔がキリストが問題の解決者であることを
信じさせないようにする。

3)1コリ 2:2(なぜなら私は、あなたがたの間で、イ
エス・キリスト、すなわち十字架につけられた方

のほかは何も知らないことに決心したからです。)
○十字架につけれらた方の他は何も知らない。

－知識で人間の問題を解決をする事は出来ない。

－キリストだけが真の救いの道。

4)ガラ 2:20(私はキリストとともに十字架につけら
れました。もはや私が生きているのではなく、キ

リストが私のうちに生きておられるのです。いま

私が、この世に生きているのは、私を愛し私のた

めにご自身をお捨てになった神の御子を信じる

信仰によっているのです。)
(1)悪魔は様々な心配,恐れを与え騙そうとする。
・私たちはキリストと共に十字架につけられた。

・全ての問題が終わったことを信じる。

(2)キリストに結論を下す―全ては終わる。
5)ガラ 3:13-14(キリストは、私たちのためにのろわ
れたものとなって、私たちを律法ののろいから贖

い出してくださいました。なぜなら、「木にかけ

られる者はすべてのろわれたものである。」と書

いてあるからです。このことは、アブラハムへの

祝福が、キリスト・イエスによって異邦人に及ぶ

ためであり、その結果、私たちが信仰によって約

束の御霊を受けるためなのです。)
(1)キリストは、私たちを呪いから贖い出した。
(2)私たちはアブラハムの祝福を受けた。
(3)キリストに結論―特別早天祈祷会への参加

▲キリストの救いの事実を味わうことが出来るようにす

るため、私たちの内に聖霊様が共におられる。

1)ヨハ 14:16-17(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。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。)
(1)聖霊様を私たちに送られ、いつまでも共におられる。
(2)全ての問題が終わったことを信じられるように。

2)イザヤ 41:10(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。)
(1)聖霊様が共におられるから、恐れる必要はない。
(2)問題はすべて終わった―主の義の右の手で守る

3)ヘブ 1:14(御使いはみな、仕える霊であって、救いの相
続者となる人々に仕えるため遣わされたのではありま

せんか。)―天軍天使を遣わして私を守られる。
4)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。)―敵のあらゆる力を打ち砕く力を与えた。
○主は霊の病まで癒す事ができる―祈りをするように

5)ピリ 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。あなたがたの寛容な心を、すべての

人に知らせなさい。主は近いのです。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。)
(1)私たちが祈るほど喜びに満たされるようになる。
(2)喜びの知らせをほかの人たちに伝えるように。
(3)主に救われたことを感謝しながら祈るように。
(4)伝道,宣教のために主が必要な物を与えられるように
(5)使徒 1:8(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。)
▲結論―コロナの問題の中で神様の心は福音を伝える事。

レムナントをたて、世界を生かし、災いを止めるように。

○今の時こそ福音を伝えるチャンスである。

―300人対象者、30人受け入れ、3人教会化、弟子化
○キリストは全ての問題の解決者である事に結論

○十字架週間及びイースター週間特別早天祈祷会



現場地教会（2019 年 4 月 5 日～2020 年 4 月 11 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】 「全ての問題を解決したキリストの十字架」（ヨハネ 19:28-30）

【讃美】 214 救い主の愛と

【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. イエス様がキリストとして、サタンの奴隷・罪・死から解放してく
ださり、根本問題を完全に解決してくださったことを感謝します

2. キリストの十字架がすべての問題の解決であり、十字架を信じる私
はあらゆる呪い・問題から救い出された者であることを信じ、キリス

トを人生の主人として迎えます。

3. キリストを祈りで味わうとき、聖霊様が働いて、キリストがすべて
であると結論を出し他の人にも宣べ伝える伝道者になりますように。

お知らせ

1. 次主日はイースター主日です。洗礼式を行います。

2. 4/6(月)-17(金)十字架週間及びイースター週間特別早天祈祷会

3. 4/13(月)-17(金) 伝道キャンプ週間

4. 4/29(祝,水)福音宣教教会レムナント大会

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


