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1.福音の力が現れる教会 2.聖霊の使役 3.サタンと闘う教会
▲福音の力が現れる一人一人の聖徒、教会となることが出来るように。

福音を信じるときに福音の力は現わされる。

1)信仰－働き－1テサ 1:3（絶えず、私たちの父なる神の御前に、あな
たがたの信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐

を思い起こしています。）

(1)福音を信じるときに働きが起きる。
－信仰の働きがおこるときに、ますます深く信じられるようになる。

－イエスがキリストであるとの信仰を確かに持つように。

(2)私の全ての問題は、悪魔・悪霊からきている問題である。
－自分の問題がサタンからきた問題であることを認めるように。

－キリストは、サタンの頭を踏み砕いた王であるとの信仰を持つ。

－サタンに対する敵意、憎しみを持つことが出来るように。

－サタンの国を潰す使命を持つように。

(3)罪のせいで問題が起こった(サタンの問題と罪はセットである)。
－キリストが、真の大祭司として罪を赦された。

(4)キリストが問題を完了されたことを信じるときに働きが起きる。
(5)マタ 10:7−8(行って、「天の御国が近づいた。」と宣べ伝えなさい。
病人を直し、死人を生き返らせ、らい病人をきよめ、悪霊を追い出し

なさい。あなたがたはただで受けたのだから、ただで与えなさい。)
・どんな問題もただキリストの信仰で癒される。

(6)マタ 12:28(わたしが神の御霊によって悪霊どもを追い出している
のなら、もう神の国はあなたがたのところに来ているのです。)
－罪人、悪霊につかれた人を癒すところが教会である。

－神様の御国は、癒しがあるところである。

－私たちが、キリストの力を体験させるために病さえも許された。

2))愛－苦労
・キリストを愛する人は、教会を愛し苦労・献身を自分からする。

3)希望－忍耐
・信仰の希望を持って忍耐をする。

▲テサロニケ教会は聖霊が強く働く教会であった。

1)1テサ 1:5（私たちの福音があなたがたに伝えられたのは、ことば
だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからで

す。）

(1)御言葉が成就するためには聖霊様の強い働きが必要がある。
(2)御言葉が御言葉として働く為には、私が聖霊様を認めるように
(3)聖霊様を認めるときに御言葉が生きて働くようになる。
－聖霊様が、御言葉を信じる信仰さえも与えてくださる。

(4)聖霊によって「力」と「強い確信」があった。
(5)霊的サミットになる－聖霊様に満たされた状態になる。
(6)イエス様は救いの働きを今もしておられる。
－イエス様と私が一体となるようにするのが聖霊の働きである。

－イエス様は天の御座におられ、私たちの内におられる。

(7)イエス様の命が私の命、イエス様の力が私の力、イエス様の心
が私の心－聖霊様がイエス様と一つにして下さる。

2)キリストと連合－1テサ 5:10（主が私たちのために死んでくださ
ったのは、私たちが、目ざめていても、眠っていても、主ととも

に生きるためです。）

・イエス様が十字架で死なれたのは、主と私が共に生きるため。

－この事実が信じられるならすべての問題は終わりである。

・聖霊の働きを抜きにして考えると御言葉に対しても律法的になる。

－自分の力では律法を守れない→聖霊の力でこそ御言葉に従える

3)主人－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)聖霊様は私とキリストが連合出来るようにして下さる。
(2)聖霊様が共におられなければ私たちは何もできない。
－聖霊様に没頭をしなければ、キリストは働かない。

－聖霊様の働きを通して、キリストの力を体験できる。

4)1テサ 5:16-18（いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべ
ての事について、感謝しなさい。これが、キリスト・イエスにあ

って神があなたがたに望んでおられることです。)
(1)聖霊様の働きで、喜び、祈り、感謝の信仰となれる。
－聖霊の働きでイエス様が主人となることが出来る。

5)1テサ 5:19（御霊を消してはなりません。）
・聖霊充満を維持する－聖霊様を認めるように。

▲強いサタンと戦う教会となる。

1)1テサ 1:6－7（あなたがたも、多くの苦
難の中で、聖霊による喜びをもってみこ

とばを受け入れ、私たちと主とにならう

者になりました。こうして、あなたがた

は、マケドニヤとアカヤとのすべての信

者の模範になったのです。）

(1)聖霊様によって喜びが溢れ、キリスト、
パウロにならう者になった。

(2)聖霊様によってキリストと一つになっ
たので模範の中の模範となった。

2)主の再臨は伝道運動の後に起こる
(1テサ 4:16-17、1テサ 5:1-2)。

3)教会の目的
(1)悪魔の国を踏み砕き神の国を建てる。
(2)キリストにオールインをするように。

4)使徒 27:2(私たちは、アジヤの沿岸の各地
に寄港して行くアドラミテオの船に乗り

込んで出帆した。テサロニケのマケドニ

ヤ人アリスタルコも同行した。)
(1)アリスタルコは国会議員であるが、
パウロと一緒に牢屋まで行った。

(2)この献身が出来ると悪魔は砕かれる。

▲結論－キリストの成人として模範となる

教会となるように。

・私たちはキリストと共に一体となった

・一体となった事実を常に認めるように。

・祈るときに聖霊充満になる。

・悪魔は逃げ出す(ローマ 16:20)



現場地教会（2019 年 8 月 9 日～2020 年 8 月 15 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】 「模範になる教会」 （1 テサロニケ 1:1-7）

【讃美】 173 燃ゆる御霊よ

【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. 自分の根本問題が創 3章問題であることを認め、キリストがすべて
の問題の解決者であることを確信するとき、証人の働き・愛の労苦・

望みの忍耐が実ることを信じて感謝します。

2. 御霊を消すことなく、御言葉と共に聖霊様の働きを受けるとき、キ
リストと一体になって共に生きる者になり、いつも喜び・祈り・感謝

が溢れる信仰生活になることを信じます。

3. 神の国を立てるミッションに向けて、毎日がサタンの誘惑に勝利す
るインターンシップとなり、サタンを踏み砕く人生フォーラムを残す

模範的な教会になりますように。

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. 8 月 10 日(月・祝日)10:00～12:00 幼稚部 夏の修練会

4．8月 16 日 聖餐式

5．集中癒し訓練(毎主日礼拝 14:00～)

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


