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1.神の奥義であるキリストの唯一性 2.キリストの中にある宝を味わう 3.絶対弟子の旅程
▲キリストは神の奥義であり、唯一性を持たれた方である。

1)コロ 1:26-27（多くの世代にわたって隠されていて、いま
神の聖徒たちに現された奥義なのです。神は聖徒たちに、

この奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだ

ものであるかを、知らせたいと思われたのです。この奥義

とは、あなたがたの中におられるキリスト、栄光の望みの

ことです。）

(1)パウロはキリストが神様の奥義であると言った。
(2)人間の霊的な問題(神から離れた,悪魔の奴隷,原罪)。
－イエス・キリストは全ての問題を解決できる唯一の道

2)創 3:15（わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの
子孫と女の子孫との間に、敵意を置く。彼は、おまえの頭

を踏み砕き、おまえは、彼のかかとにかみつく。」）

(1)悪魔を打ち砕く方はキリストしかおられない。
(2)人間の罪を解決、悪魔を打ち砕き、神様に出会う道
－キリストだけが唯一の道である。

3)マタ 16:16（あなたは、生ける神の御子キリストです。）
4)ヨハ 19:30（「完了した」と言われた。そして、頭をたれて、
霊をお渡しになった。）

・キリストが、十字架の上で全ての問題を完了された。

5)ヘブ 9:12（また、やぎと子牛との血によってではなく、ご
自分の血によって、ただ一度、まことの聖所に入り、永遠

の贖いを成し遂げられたのです。）

・キリストが聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられた。

6)ヨハ 14:6（イエスは彼に言われた。「わたしが道であり、
真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなければ、

だれひとり父のみもとに来ることはありません。）

・天国に入る道はイエス・キリストしかない。

7)使徒 4:12（この方以外には、だれによっても救いはありま
せん。天の下でこの御名のほかに、私たちが救われるべき

名は人に与えられていないからです。）

・キリストの唯一性が刻印をされる時から問題は解決。

▲キリストの中に全ての宝が隠されていることを味わうことが出来るように。

1)コロ 2:2-3（神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリス
トのうちに、知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。）

(1)この時代には、哲学が最高の知識だと信じられていた。
(2)キリストの中に全ての知恵と知識の宝がある。
(3)コロ 2:8(あのむなしい、だましごとの哲学によってだれのとりこにもならぬよ
う、注意しなさい。)
・キリストに比べれば幼稚な哲学‐哲学のだましごとに騙されない。

・現代の人々は、お金や権力を求める‐キリストに比べれば何でもない

・キリストの中にすべての宝がある。キリストの中に幸せも含まれている。

2)コロ 1:15-17(万物は、御子によって造られ、御子のために造られたのです。御子は
万物よりも先に存在し万物は御子にあって成り立っています。)
・私たちの内におられるキリストは万物を創造して、万物を支配している。

○コロ 2:9-10（キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿って
います。そしてあなたがたは、キリストにあって、満ち満ちているのです。キリス

トはすべての支配と権威のかしらです。）

・イエスは神様であり、この世の統治者－経済、権威も、キリストの中に含まれる

・神様の子供になった瞬間に全てのものを持っている。

3)コロ 3:10-11（新しい人を着たのです。新しい人は、造り主のかたちに似せられて
ますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこには、ギリシヤ人とユダヤ人、

割礼の有無、未開人、スクテヤ人、奴隷と自由人というような区別はありません。

キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。）

・キリストが全てである－キリストが私の内におられる。

・私たちは新しい人を着た―キリストのものが私のものになった。

・イエスの心になれば問題にならない－キリストを信じられる時に強い人となる。

・問題、苦難さえも自分を強くする(霊的なサミット)ことであるので感謝。
4)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。）

・キリストの命が私の命・キリストの力が私の力・キリストの目標が私の目標。

・古い自分はもういない。キリストの人として新しく造られている。

・キリストと私が、一体となっている。キリストの全てが私のものである。

・With、Immanuel、Oneness→この祝福を味わうことが出来るように。

▲絶対弟子とは、キリストに結論を出

した人のことである。

1)一人一人‐コロ 1:28-29（私たちは、
このキリストを宣べ伝え、知恵を尽

くして、あらゆる人を戒め、あらゆ

る人を教えています。それは、すべ

ての人を、キリストにある成人とし

て立たせるためです。このために、

私もまた、自分のうちに力強く働く

キリストの力によって、労苦しなが

ら奮闘しています。）

・一人一人を絶対弟子とするように

・弟子一人立てれば悪魔は逃げる

・弟子になると対象者を送って下さる

・悪魔の国を砕いて神の国を立てる

－自分がまず強くなるように。

2)Mission(ミッションチーム)
・強い弟子は、ミッションが明確。

・絶対弟子となるように。

3)Internship(インターンシップチーム)
・ミッションを目指していくと悪魔

の邪魔や誘惑がある。

・キリストで完全、十分、満足で

あれば勝利出来る。

・悪魔の働きに騙されずに歩んでい

くインターンシップを歩む。

4)Forum(人生フォーラムチーム)
・インターンシップの歩みをする時

に人生のフォーラムが成り立つ。

－フォーラムをするしかない

答えが与えられる。

▲結論－悪魔に騙されず命をかける

献身(献金),礼拝,伝道をする－答え
(創 22:9－19、ローマ 16:3－4)
・主日礼拝で恵まれるように。

・絶対弟子となるようになる。

・毎日、力をくださいと祈るように。

・目的はサタンの国を潰すため。



現場地教会（2020 年 8 月 2 日～2020 年 8 月 8 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】 「神の奥義であるキリストを味わう絶対弟子の旅程」(コロサイ 1:24-29)

【讃美】 455 主にすがる我に

【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・罪・死から、真の王・大祭司・預言者にしてすべて
の問題の解決者であるキリストが解放してくださり、神の奥義である

福音の唯一性を教えてくださったことを感謝します。

2. 聖霊様の働きによって、万物のかしら・造り主であるキリストと完
全に一体になり、キリストの中に隠されたすべての宝が私のものにな

ったことを認めて信じます。

3 御言葉と祈りによって、キリストで完全・十分・満足な霊的サミッ
トになり、①日本キリスト教国家のミッションに向けて、②毎日をサ

タンに勝利するインターンシップとし、③命を賭けて All-inする人生
フォーラムを残す、絶対弟子の旅程を歩みますように。

お知らせ

1. 8/13(木) 世界レムナントリーダー修練会(福音宣教教会)

2. 8/21(金)－23 日(日) 世界レムナント大会(福音宣教教会)

3. 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

4．8月 5日(水)10:00～15:00 胎嬰児修練会

5．8月 10 日(月・祝)10:00～12:00 幼稚部 夏の修練会

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


