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新約聖書  旧約聖書 成就   記     成就 一番              福音書    創世記  章   節 契約 成就     福音書 記     

1.イエス•キリストの系図
（アブラハムの子孫、ダビデの子孫の系図）

2.全ての問題の解決者 3.祝福
▲キリストはアブラハムの子孫、ダビデの子孫として来た。

1)マタ 1:1（アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリ
ストの系図。）

(1)アブラハムが一番メシヤの契約を知っていた。
-モリヤの地でイサクを全焼の生け贄として捧げようとした

2)創 22:17（わたしは確かにあなたを大いに祝福し、あなたの
子孫を、空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そ

してあなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るであろう。）

(1)メシヤがアブラハムの子孫として生まれる約束。
―キリストがサタンを打ち砕き敵の門を勝ち取る約束。

3)Ⅱサ 7:16（あなたの家とあなたの王国とは、わたしの前にと
こしえまでも続きあなたの王座はとこしえまでも堅く立つ。)
(1)アブラハムの次にキリストの契約を掴んでいたのがダビデ。
(2)ダビデは神殿を建てる決断-「王座はとこしえまでも立つ」
→ダビデの子孫を通し王なるキリストが生まれる約束

(3)サウル王
・神様は、サウル王を通してメシヤを送ろうとしていた。

・サウル王の部族は、ベニヤミン部族であった為。

・ベニヤミン族にモリヤ山のあるエルサレムを割り当てた。

・ベニヤミン族が、その場所に神殿を建てるべきであった。

・しかしサウルは神殿運動に関心がない→主は王位を外す。

・神様は、ユダ部族のダビデを選ばれてエルサレムを征服

－契約の箱を移して、神殿建築をする決断。

(4)神様は、神殿運動,1％福音化に関心がある人を用いる。
4)マタ 1:17（アブラハムからダビデまでの代が全部で十四代、
ダビデからバビロン移住までが十四代、バビロン移住からキ

リストまでが十四代になる。）

(1)キリストの系図の女性たち
○タマルはキリストが王として来る理由を分かっていたの

で
しゅうと

舅 のユダを騙す程の事をした―キリストの系図に載る

○ラハブは、キリストが来る理由、神殿を建てる理由を分か

っていたので偵察隊をかくまう―キリストの系図に載る

○ルツは夫を亡くすが、キリストの子孫を残す契約を握り、

ナオミに従いボアズと結婚する‐キリストの系図に載る

(2)神の国の働きは積極的でなければいけない。
－神殿運動(キリスト,礼拝,伝道・宣教,R-t)に積極的になる。
(3)王→天の御国→教会
・天の御国には王が必要である。天の御国に近い所は教会。

・教会の頭は王であるキリスト。

・地上に神の国を建てる事が必要である。

▲王であるキリストは、なぜ王として来られたのか。なぜ

王が来ないといけないのか。王でなければすべての問題

を解決することができないからである。

1)霊的な問題
(1)人間の問題は肉的な問題ではない。
(2)人間の本当の問題は霊的な問題－創世記 3章の問題
①サタン―サタンから問題は始まるようになっている。

②罪―原罪の問題・全人類に罪の問題が及ぶ。

③神様から離れた－神様との関係が壊れてしまう。

(3)全ての問題は、3つの問題から始まった。
2)預言者
(1)マタ 16:13（さて、ピリポ・カイザリヤの地方に行か
れたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。「人々は

人の子をだれだと言っていますか。」）

(2)マタ 16:14（彼らは言った。「バプテスマのヨハネだと
言う人もあり、エリヤだと言う人もあります。またほか

の人たちはエレミヤだとか、また預言者のひとりだとも

言っています。）

・キリストをバプテスマのヨハネ、エリヤ、エレミヤの

ような人と言う。

－これらの人々は、人間の霊的な問題を解決を出来ない。

3)キリスト―マタ 16:16（シモン・ペテロが答えて言った。
「あなたは、生ける神の御子キリストです。」）

(1)王(サタンの頭を打ち砕く)―創 3:15、Ⅰヨハ 3:8
(2)祭司(罪を赦される)
(3)預言者(神様に出会う道を開かれる)
＊キリストは「油注がれた者」の意味

－「油注がれた者」の本質的な意味は、真の王の意味。

－キリストはサタンを打ち砕くために来られた。

－イエス・キリストがすべての問題の解決者である。

－王なるキリストが前面に来ているのがマタイの福音書

▲このような信仰の中でどのような祝福が来るのか。

1)マタ 16:17（あなたは幸いです。このことをあなたに明らか
に示したのは人間ではなく、天にいますわたしの父です。）

2)マタ 16:18(あなたはペテロです。わたしはこの岩の上にわたし
の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。）

(1)ペテロ＝岩―変わらない、永遠、命の意味がある。
‐岩のように確実な救いが与えられる。信仰が揺れない。

(2)岩の上に教会を建てる‐弟子がたてられる。
‐私たちが揺れずに信仰で歩めば教会が建てられる。

(3)「ハデスの門」＝「サタン」は何もすることができない。
3)マル 16:17-18（わたしの名によって悪霊を追い出し、新し
いことばを語り、蛇をもつかみ、たとい毒を飲んでも決し

て害を受けず、また病人に手を置けば病人はいやされます)
(1)信じる人は悪魔に勝つ－キリストの名で悪霊を追い出す
(2)病人(悪霊が与える病気)に手を置けば病人は癒される。

4)マタ 16:19（わたしは、あなたに天の御国のかぎを上げま
す。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天において

もつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天に

おいても解かれています。）

(1)救われた者は天国の鍵を頂く-祈る者は信仰通りに答え
(2)諦めずに祈る・正しい目的の為に祈る(ジョージミュラー)
(3)ヨハ 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。」）

・罪を赦された人が天国に行くことができる。

・対象者の為に祈り、伝道・受け入れにより罪は赦される。

(5)Ⅰペテ 2:9(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／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。)
・王、祭司、預言者（伝道者）として私たちを召された。

▲結論-本当にイエス様を王として信じるのか。
○マタイ 28:18-20（イエスは近づいて来て、彼らにこう言わ
れた。「わたしには天においても、地においても、いっさい

の権威が与えられています。それゆえ、あなたがたは行っ

て、あらゆる国の人々を弟子としなさい。）

‐私達がイエスを一切の権威を持つ王として信じるのか。

‐キリストを王として信じれば王の至上命令に従う。

－私たちは現場に行き、福音を伝え弟子をたてるように。

・ 300人リスト、30人の受け入れ、3人の教会化、弟子化



現場地教会（2019 年 5 月 17 日～2020 年 5 月 23 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】 「全ての問題の解決者、真の王であるキリスト」（マタイ 16:13-19）

【讃美】 397 ひかりの高地に

【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. 旧約の預言の主人公であるイエス様が、契約に All-inしたアブラ
ハムとダビデの子孫から来られ、真の王としてこの世に神の国である

教会を建てられたこと感謝します。

2. キリストこそが、創 3:15の約束どおりにサタンの頭を踏み砕いた
真の王であり、すべての問題の解決者であることを信じます。

3. 王なるキリストを信じる岩のような信仰で、①サタンへの勝利、②
祈りの答え、③伝道の祝福を味わい、キリストが教会を建てることを

信じる信仰で、弟子を見つける 300人伝道計画の答えを受けますよう
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。

2．5月 29 日 13:30～22:00 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


