
    年  月   日   週目 主日礼拝      勝 強 教会               
         教会 手紙 書              首都 商業都市     偶像崇拝 問題 不品行 問題       中      伝道              

           弟子       迫害 中       働      宣教     多 献身        教会  問題      教会 分裂  不品行 問題  金銭

 問題  教会 聖徒 堕落 生活      問題 対  回答 手紙 中 記               勝 強 教会        国 潰    出来    

1.ただ十字架の福音 2.ただ聖霊 3.強い教会
▲サタンに勝つ強い教会になるため、ただ十字

架の福音を信じるように。

1)Ⅰコリ 1:18-19（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)未信者の人の中では福音を愚かに考えて
いる人が多くいる－シンプルに信じるべき。

(2)人間の知識では根本問題を解決できない。
(3)Ⅰコリ 1:24(召された者にとっては、キリ
ストは神の力、神の知恵なのです。)
・神の力・知恵－キリストがサタンの頭を踏

み砕き、罪を赦し、神様に出会う道となった。

･キリスト以上に優れた力・知恵はない。

2)ただキリスト－Ⅰコリ 2:2（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。）

3)Ⅰコリ 15:3-4（私があなたがたに最もたいせ
つなこととして伝えたのは、私も受けたこと

であって、次のことです。キリストは、聖書

の示すとおりに、私たちの罪のために死なれ

たこと、また、葬られたこと、また、聖書の

示すとおりに三日目によみがえられたこと）

(1)キリストが十字架で死なれ、復活した。
(2)福音を信じれば救われる(ロ‐マ 10:10)。
(3)しかし、悪魔がいる為祝福を味わえない。
－主は、私たちに聖霊様を送って下さった。

▲聖霊は、三位一体の神である。別々ではなく一つである。三位一体の神様は、

完璧な力を持たれた方である。

○父なる神様が、御子を送られた。御子を送られたのは、十字架によって私た

ちを救い出すためである。父と御子が聖霊を遣わしてくださった。

○聖霊が私のうちに宿り、神様とワンネスを出来るようになった。

1)Ⅰコリ 2:10-12（神のみこころのことは、神の御霊のほかにはだれも知りません。
ところで、私たちは、この世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。

それは、恵みによって神から私たちに賜ったものを、私たちが知るためです。）

(1)神様の奥義を教えてくださるために神様が聖霊として来られた。
(2)イエス様を信じた瞬間から全ての祝福を受けた(7つの祝福)。
－聖霊の内住/導き/満たし/暗闇を砕く/天使の動員/天国の背景/世界福音化
(3)神の霊が入ったので、神様の心をよくわかり主の力をあらわすようになる
(4)世のもの、肉の心で、サタンは、聖霊が共におられることを忘れさせる。

2)Ⅰコリ 3:16（あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿って
おられることを知らないのですか。）

(1)私には神の霊が宿っている－三位一体の神が共におられる(Ⅰコリ 6:19)。
(2)イエス様は、ぶどうの木で、私たちは枝である(ヨハ 15:5)
－息をする度に聖霊が共におられる事を味わう(With,Immanuel,Oneness)。

3)Ⅰコリ 12:3-5（聖霊によるのでなければ、だれも、「イエスは主です」と言う
ことはできません。さて、御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御

霊は同じ御霊です。）

(1)聖霊様が共におられる事の証拠は、「イエスは主です」と告白できるため。
(2)賜物が現れるようになる－勉強、仕事、教会の働きが出来るようになる。
－霊的なサミット、技能サミット、文化サミットになる－世界福音化の為

4)Ⅰコリ 12:12-13（からだが一つでも、それに多くの部分があり、からだの部
分はたとい多くあっても、その全部が一つのからだであるように、キリスト

もそれと同様です。なぜなら、私たちはみな、ユダヤ人もギリシヤ人も、奴

隷も自由人も、一つのからだとなるように、一つの御霊によってバプテスマ

を受けそしてすべての者が一つの御霊を飲む者とされたからです。）

(1)イエス様は頭で、聖徒は各器官である。
(2)聖徒は一つの体である－体の各器官であるので仲違いする事ではない。
(3)２-３人が集まって、心合わせて祈り、信仰生活するときにすごい恵み。
(4)聖霊様が共にいることを味わえば、他の聖徒とも一つになる。

▲サタンに勝つ強い教会となる。

1)神の栄光－Ⅰコリ 6:19-20（あなたがたのからだは、
あなたがたのうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮

であり、あなたがたは、もはや自分自身のものではな

いことを、知らないのですか。あなたがたは、代価を

払って買い取られたのです。ですから自分のからだを

もって、神の栄光を現しなさい。）

(1)私の中に聖霊が共にいることを味わう－幸せ
(2)悪魔の奴隷から解放をされたので悪魔の喜ばせない。
(3)Ⅰコリ 10:31(あなたがたは、食べるにも、飲むにも、
何をするにもただ神の栄光を現わすためにしなさい。)
・神様の栄光をあらわす者となるように。

・伝道をする教会になるように。

2)伝道－Ⅰコリ 1:21（この世が自分の知恵によって神を
知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆ

え、神はみこころによって、宣教のことばの愚かさを

通して、信じる者を救おうと定められたのです。）

(1)悪魔は、伝道することを嫌がる。
(2)伝道は、神様が定められたことである。
－使 18:9-10（恐れないで、語り続けなさい。黙って
はいけない。わたしがあなたとともにいるのだ。だれ

もあなたを襲って、危害を加える者はない。この町に

は、わたしの民がたくさんいるから」と言われた。）

・「恐れるな」－私達の中に聖霊が共にいるため。

・大胆に福音を宣べ伝えることができるように。

3)働き人－Ⅰコリ 4:1-2（私たちを、キリストのしもべ、
また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管

理者には、忠実であることが要求されます。）

(1)教会には、働き人がいてこそ強い教会となる。
(2)祝福を受けたのは、福音のために生きるため。

4)強く－Ⅰコリ 16:13（目を覚ましていなさい。堅く信
仰に立ちなさい。男らしく、強くありなさい。）

▲結論－私たちはどうすれば強くなるのか。

・私と共にいるキリストが強い方と分かるように。

・キリストはサタンを打ち砕くほど強いお方である。



現場地教会（2019 年 6 月 28 日～2020 年 7 月 4 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】 「サタンに勝つ強い教会」（Ⅰコリント 1:18-21）

【讃美】 253 救いに導く

【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現場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現場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 2%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. ただキリストの十字架の福音だけが、サタンを打ち砕き、人間本来
の祝福を回復させる神の力・神の知恵であること信じます。

2. サタンの攻撃に騙される私のために、聖霊様がいつも共におられ、
何にも変えられない救いの価値を教えてくださり、神の神殿とされ、

信仰と力をくださり、キリストと Onenessさせてくださることを感謝
します。

3. 共におられる聖霊様をいつも覚えて味わうことにより、サタンに勝
利し、伝道・宣教・ Rt運動で神様の栄光を現す忠実で強い教会にな
りますように。

お知らせ

1. 7/22(水)-24(金) 世界宣教大会(福音宣教教会)
2. 8/12(水)-14(金) 世界レムナントリーダー修練会

(福音宣教教会)

3. 8/21(金)－23 日(日) 世界レムナント大会(福音宣教教会)

4. 金沢教会堂の購入のためにお祈りをお願いします。

5. キリスト保育園の園児が 50人以上集まるようお祈りお願いします

6. インド,アフリカ,南米でコロナが落ち着くようお祈りお願いしま

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


