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1.ただキリスト 2.ただ聖霊 3.ただ伝道(証人)
▲ただキリストになると神殿建築をすることを妨げるサタンの

妨害は終わるようになる。

1)ゼカ 6:13(彼は主の神殿を建て、彼は尊厳を帯び、その王座に着
いて支配する。その王座のかたわらに、ひとりの祭司がいて、

このふたりの間には平和の一致がある。)
(1)王座―王と祭司がいて神殿を建てる。
‐王と祭司は、キリストのことである。

(2)アダムとエバは悪魔の策略に騙された。
―アダムの子孫はサタンの奴隷となり罪を持っている。

(3)キリストは真の王としてサタンを砕き、祭司として罪を赦す
－すべての問題を解決した。

－女の子孫であるキリストがサタンを踏み砕く(創世記 3:15)。
2)ゼカ 9:9(あなたの王があなたのところに来られる。この方は正
しい方で、救いを賜わり、柔和で、ろばに乗られる。それも、

雌ろばの子の子ろばに。)
(1)キリストはサタンを滅ぼす平和の王である。
－イエス様はロバを乗って謙遜を示された。

(2)キリストはサタンを滅ぼす為、十字架の死にまで従順。
3)ゼカ 11:12-13(そこで、私は銀三十を取り、それを主の宮の陶器
師に投げ与えた。)
(1)イエス様が銀 30シェケルで売られることを預言してる。
－イエスはイスカリオテのユダを通して銀貨 30枚で売られた。

4)ゼカ 12:10(彼らは、自分たちが突き刺した者、わたしを仰ぎ見、
ひとり子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失

って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。)
(1)イエス様は、十字架にかかり槍で刺された(ヨハ 19:37)。
→人間の全ての問題を完了されるために十字架にかけられた。

(2)ヨハ 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。)
・完了したと信じられる時からサタンの攻撃は終わる。

5)ゼカ 14:3(主が出て来られる。決戦の日に戦うように、それらの
国々と戦われる。)
(1)福音が全世界に伝達されるようになる。
(2)福音を伝えられるようになるとサタンは砕かれる。

▲サタンの妨害に勝利するのは、ただ聖霊の力によって勝利する

1)金の燭台―ゼカリヤ 4:2(「私が見ますと、全体が金でできてい
る一つの燭台があります。その上部には、鉢があり、その鉢の

上には七つのともしび皿があり、この上部にあるともしび皿に

は、それぞれ七つの管がついています。)
(1)神殿に金の燭台が置いてある－金の燭台に火がついている
(2)ゼカリヤの幻－オリーブの木からともしび皿へ油を供給
され続け、火のともしびが照り続ける。

(3)金の燭台は教会を意味―黙 1:20(七つの星は七つの教会の
御使いたち、七つの燭台は七つの教会である。）

(4)教会の使命は、キリストの光を放つことである。
－イザ 60:1-2(起きよ。光を放て。あなたの光が来て、主の栄
光があなたの上に輝いているからだ。)
(5)キリストの光を放つ－Ⅰペテ 2:9(あな
たがたは、選ばれ種族、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)
－王,祭司,預言者の務めを果たす

2)二本のオリーブの木―ゼカ 4:3(そのそばには二本のオリーブ
の木があり、一本はこの鉢の右に他の一本はその左にあります）

(1)オリーブの木は油そそがれた方→キリスト
－ゼカ 4:14(全地の主のそばに立つふたりの油そそがれた者だ)
(2)油は聖霊を意味→キリストの聖霊により力を得る

3)わたしの霊によって－ゼカ 4:6(『権力によらず、能力によらず、
わたしの霊によって。』と万軍の主は仰せられる。)
(1)キリストの聖霊によって伝道が出来るようなる。
(2)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。)
・伝道より簡単なことはない－聖霊がなされる。

・キリストが私を救われたことをただ証しするように。

▲ただキリスト、ただ聖霊になると伝道が出来る。

○黙 11:3-4(わたしがわたしのふたりの証人に許す
と、彼らは荒布を着て千二百六十日の間預言す

る。」彼らは全地の主の御前にある二本のオリー

ブの木、また二つの燭台である。 )
―伝道する教会となる。

―証人は見たことを証しをするだけである。

○ゼカ 4:7(大いなる山よ。おまえは何者だ。ゼルバ
ベルの前で平地となれ。彼は、『恵みあれ。これ

に恵みあれ。』と叫びながら、かしら石を運び出

そう。)
－神殿建築を妨げる山があっても、聖霊充満を受

けると平地となり、何の問題にもならない。

日本 1%福音化の山は必ず崩れ成就される。
○ゼカ 4:9(ゼルバベルの手が、この宮の礎を据え
た。彼の手が、それを完成する。このとき、あな

たは、万軍の主が私をあなたがたに遣わされたこ

とを知ろう。)
－礎をすえる主の手が完成－１％福音化を成就

1)300人対象者，30人受け入れ,3人の教会/弟子化
2)大都市－大都市に福音を伝える
(東京、大阪に教会を建てて、神学校をたてる)

3)現場地教会―お互いに交わりをして、証をする。
(1)一週間に一度集まる→伝道対象者を招待する
(2)チームになって伝道する－申 19:15(ふたりの
証人の証言、または三人の証人の証言によって、

そのことは立証されなければならない。)
4)レムナント運動-キリスト保育園,きりかぶ保育室
切り株幼児園、学童、サミットスクール

5)237宣教-日本語学校を通して 237か国を生かす
▲結論‐私たちは伝道のために生きる。

○問題(コロナ)は 1％福音化の機会である。
○私の伝道,ビジネス,勉強ほど簡単なことはない。
‐サタンの騙し、刻印が崩れるように。

○ゼカ 14:16(エルサレムに攻めて来たすべての民の
うち、生き残った者はみな、毎年、万軍の主である王

を礼拝し、仮庵の祭りを祝うために上って来る。)



現場地教会（2019 年 5 月 3 日～2020 年 5 月 9 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】 「ただキリストの聖霊」(ゼカリヤ 4:1-6)

【讃美】 178 恵みふかきみ神よ

【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．サタンの頭を踏み砕いた真の王なるキリストが、十字架ですべて
を完了されたことを信じ、ただキリストに結論を出します。

2. 権力によらず、能力によらず、ただ聖霊によってサタンの妨害に勝
利し、24時間福音の光を放つ伝道の使命を果たしますように。

3. ただキリストと聖霊の証人となり、300人伝道計画・大都市の神殿
計画・現場地教会のチーム伝道・ Rt運動・ 237宣教を通して、日本
1％福音化の山が崩れる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．現場地教会の教区長、区域長の訓練

－水曜日 13:30-17:00

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


