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1.絶対計画 2.絶対旅程 3.絶対目標
▲私の力ではなくて神様の計画であるので神様の力によって成就する。

1)Ⅱテモ 2:1（そこで、わが子よ。キリスト・イエスにある恵みによっ
て強くなりなさい。）

・強くなっていったときに、絶対計画(契約・ビジョン・夢)が見える。
・私に問題がある程、人のせいではなくて悪魔に対する敵意を持つ。

2)恵み－聖霊によってキリストと一つになるので強くなる。
－使徒 1:8(しかし、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。)
・聖霊様が臨まるときに日本福音化・世界福音化の主役となる。

3)聖霊が臨むと御言葉が力となる－Ⅱテモ 3:16-17（聖書はすべて、神
の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益で

す。それは、神の人が、すべての良い働きのためにふさわしい十分に

整えられた者となるためです。）

・御言葉を聞くときに、聖霊の助けで神様のみ声として聞こえてくる。

・私たちが御言葉を聞くときに強くなる。

4)Ⅱテモ 2:8(私の福音に言うとおり、ダビデの子孫として生まれ、死者
の中からよみがえったイエス・キリストを、いつも思っていなさい。)
・キリストをいつも思うことが祈りである。

・他のことを思うと、サタンは苦しみを与える。

5)ヨシュ 1:9（わたしはあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々し
くあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主

が、あなたの行く所どこにでも、あなたとともにあるからである。）

〇Ⅰ列 2:2（「私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く、
男らしくありなさい。）

6)Ⅱテモ 2:2（多くの証人の前で私から聞いたことを、他の人にも教え
る力のある忠実な人たちにゆだねなさい。）

・世界福音化をするためには、1年に 3人づつ弟子をたてる。

▲絶対計画をわかったら、Ⅰ(Image)をしながら毎日の
力を受けて、能力を持って「絶対旅程」の道を歩む。

▲パウロは、3つの務めを通して絶対旅程の道を歩む。
1)兵士(王)－Ⅱテモ 2:3-4（キリスト・イエスのりっぱ
な兵士として、私と苦しみをともにしてください。

兵役についていながら、日常生活のことに掛かり合

っている者はだれもありません。それは徴募した者

を喜ばせるためです。）

・兵士は、日常生活、経済のことを心配しなかった。

・私たちは、サタンとの戦いをするので、何も心配

をせずに兵士のように強くなるように。

2)選手（競技者）(預言者)－Ⅱテモ 2:5（また、競技を
するときも、規定に従って競技をしなければ栄冠を

得ることはできません。）

・マラソンは、規定(ルール)通りにするべき。
－福音の通りにしなければいけない。

・律法主義×、禁欲主義×、放蕩（堕落)主義×
→こられのものは偏っており間違っている。

・律法ではサタンに勝てない－ただキリストだけ。

・聖霊充満にならないといけない。

・常に聖霊が共におられることを認める。

3)農夫(祭司)－Ⅱテモ 2:6（労苦した農夫こそ、まず第
一に収穫の分け前にあずかるべきです。）

・神様の国のためにすると、神様が祝福をされる。

・私は、神様のために一番献身をするものになる。

・一番の収穫の分け前を預かるようになる。

4)Ⅰペテ 2:9（しかし、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。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。）

・私たちは、万人王、万人祭司、万人預言者である。

▲絶対計画、絶対旅程の道を歩んでいくと、必ず絶対目

標(P－Practice）(日本福音化・世界福音化)は成就する。
1)Ⅱテモ 3:1－4(終わりの日には困難な時代がやって来
ることをよく承知しておきなさい。そのときに人々は、

自分を愛する者、金を愛する者、大言壮語する者、不

遜な者、神をけがす者、両親に従わない者、感謝する

ことを知らない者、汚れた者になり、)
・世の終わりには、お金だけを愛するなど間違った

道に行く人が多くいる。

・淫乱、麻薬、ギャンブル中毒の時代となっている。

2)Ⅱテモ 4:1-2（神の御前で、また、生きている人と死ん
だ人とをさばかれるキリスト・イエスの御前で、その

現れとその御国を思って、私はおごそかに命じます。

みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもし

っかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、

責め、戒め、また勧めなさい。）

・御言葉を宣べ伝えるように。

・私のような強い人を作ることが日本福音化

－Ⅱテ 2:2(多くの証人の前で私から聞いたことを他の
人にも教える力のある忠実な人たちにゆだねなさい)
－忠実な人を 1年に 3人以上たてるように。

3)Ⅱテモ 4:6-8（私は今や注ぎの供え物となります。私が
世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走る

べき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今か

らは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。

かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授

けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っ

ている者には、だれにでも授けてくださるのです。）

・絶対計画を分かり、絶対旅程を歩むと、日本福音化、

世界福音化を成就してくださる。

▲結論

・ 1人 1人が、テモテのように絶対弟子となるように。
・ 1年に 3人以上の弟子をたてるように。



現場地教会（2019 年 8 月 23 日～2020 年 8 月 30 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】 「CVDIP の答え」（2 テモテ 2:1-8）

【讃美】 494 わが魂罪にまよえど

【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. 日本がキリスト教国家となる(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. 神様の絶対計画である日本キリスト教国家のミッションに向けて、
御言葉を掴み、神様に心と思いを集中して祈るとき、聖霊様が私を強

めてくださることを感謝します。

2. 毎日の霊的戦いを信仰で勝利するとき、何も思い煩わずにサタンの
国を征服する霊的な王・多くの人を福音に導く霊的な預言者・ All-in
して献身する霊的な祭司となり、日本の政治・宗教・経済を征服する

ことを信じます。

3. 終わりの時代に、一人ひとりが CVDIPを掴んだ強い聖徒になり、
強い弟子と強い Rtを立て、絶対目標である日本キリスト教国家を成
し遂げる CVDIPの答えを受けますように。

お知らせ

世界レムナント大会(福音宣教教会)

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


