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1.ただ福音 2.ただ聖霊 3.ただ御言葉
▲キリストを信じさえすれば私たちは救われることが出来る。

1)ガラ 2:16（人は律法の行いによっては義と認められず、ただキ
リスト・イエスを信じる信仰によって義と認められる、という

ことを知ったからこそ、私たちもキリスト・イエスを信じたの

です。これは、律法の行いによってではなく、キリストを信じ

る信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行

いによって義と認められる者は、ひとりもいないからです。）

(1)律法を守って義人とされる人は一人もいない。
－キリストを信じてこそ義人とされることが出来る。

2)ガラ 3:6（アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされまし
た。それと同じことです。）

(1)アブラハムは 75歳の老人の時にキリストを信じた。
－完全に人生が変わるようになった。

(2)奴隷 318人を連れるほどの答えを受ける(創 14:14)。
3)ガラ 3:11（律法によって神の前に義と認められる者が、だれも
いないということは明らかです。「義人は信仰によって生きる」

のだからです。）

(1)私たちはキリストを信じてこそ義人とされる。
4)ガラ 3:2（ただこれだけをあなたがたから聞いておきたい。あな
たがたが御霊を受けたのは、律法を行ったからですか。それと

も信仰をもって聞いたからですか。）

(1)律法を破る時に罪に定められる－人間には律法を守れない。
(2)神様は、福音の価値をわからせるために律法を与えられた。
(3)私たちがただキリストを信じる時に聖霊が与えられる。

5)ガラ 3:7-8（信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさ
い。聖書は、神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださ

ることを、前から知っていたので、アブラハムに対し、「あなた

によってすべての国民が祝福される」と前もって福音を告げた

のです。）

＊私は、ただ信仰、ただ福音によって歩む。

▲福音を信じるときに聖霊が臨む。聖霊様が内住する。

1)ガラ 4：6(あなたがたは子であるがゆえに、神は「アバ、
父」と呼ぶ、御子の御霊を私たちに遣わして下さいました。)
(1)キリストにより神との関係が親子の関係に変えられた。
(2)イエス・キリストと一体となった。
(3)古い人は死に新しい人として生まれ変わる。

2)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。いま私が肉にあって生きているの

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)肉(情欲や欲望)を十字架につけてしまった(ガラ 5:24)。
(2)古い私は、苦しみ、不幸な存在であった。
－古い私は、キリストと共に十字架で死によみがえった。

(ローマ 6:3-4、Ⅱコリ 5:15)
(3)キリストが完了されて、聖霊が内住されるようになる。
(4)イエス様の命が私の命/イエス様の力が私の力/イエス様
の天国が私の天国/イエス様の人生の目的が私の目的

3)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)聖霊が共におられることを信じるように。
(2)ガラ 5:16（御霊によって歩みなさい。)

4)Ⅰコリ 6:15(あなたがたはキリストのからだの一部である
ことを知らないのですか。)
・私たちの体が、キリストの体になった。

5)Ⅱコリ 5:17（だれでもキリストのうちにあるなら、その人
は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、

すべてが新しくなりました。）

・キリストを信じたときから新しい私となった。

6)十字架の他には、誇ることがなにもない(ガラ 6：14)。
＊私は、ただ聖霊の信仰によって歩む。

▲私達を通してみ言葉が成し遂げられていく。なぜなら

私達がキリストの人に生まれ変わったからである。

1)ガラ 3:29（もしあなたがたがキリストのものであれ
ば、それによってアブラハムの子孫であり、約束によ

る相続人なのです。）

(1)諸国の民は、私によって祝福をされる(創 12:1-3)。
(2)アブラハムは最悪な状況であったが神様の恵みに
よってことごとく御言葉を成し遂げられた。

(3)私の内におられる聖霊が働かれて成就をされる。
－聖霊様が共におられることを認めるように。

(4)約束を信じるときに主が伝道をなされる。
－300人リストを祈り、救われる事を信じるように。
(5)キリストと 1つの体になり約束を頂く(ガラ 3:16)
(6)多くの人を伝道して生かす事が出来る(創 13:15-16)

2)キリストが私たちの内に生きている事をわかるほど、
私達は変わる－神様の性質に変えられていく。

3)ガラ 5:22-23（御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、
親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなもの

を禁ずる律法はありません。）

(1)主と共にいることを味わうときに御霊の実を結ぶ
(2)枝である私はぶどうの木に繋がる(ヨハ 15:5)。
－私達の内面が変えられていくようになる。

(3)み言葉が約束なので、信じればそのようになる。
(4)聖霊様が伝道をなさることを信じれば主がなさる
＊私は,ただ信仰,ただ御言葉,ただ伝道の信仰を持つ。

▲結論－ただキリスト、聖霊、御言葉、信仰、伝道

(1)信仰を求めて祈るように。
(2)霊的なサミットタイムの時間を持つ。
(3)聖霊様が共におられることを信じるように。
(4)２％福音化は必ず成就される－信じる。
(5)聖霊様が信仰の器を変えてくださる。



現場地教会（2019 年 7 月 5 日～2020 年 7 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】 「キリストと共に死んで共に生きる生活」(ガラテヤ 2:20)

【讃美】 493 主イエスわれにいのちたまい

【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. サタンの奴隷として罪の中で地獄に行くべき私を、キリストが完全
に救い出してくださり、福音を信じる信仰によって義と認められ、神

様の子供とされたことを感謝します。

2. 恵みの聖霊様が、キリストと共に死んでキリストと共に生きる者と
して一体とされ、キリストのいのち・力・権威・使命が私のものにさ

れることを認めて信じます。

3. ただ福音・聖霊・御言葉を信じて祈る霊的サミットタイムを持つと
き、伝道者の生活に聖化され、周りの多くの人を奴隷のくびきから解

放する 300人伝道計画の答えを受けますように。

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願います。

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


