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1.キリストの救い 2.神さまの子供の祝福 3.神さまの子供の使命
▲神様の御子がキリストの務めをするために十字架にかけられ

た。イエス様が神様の御子である。

〇マタイ 16:16（シモン・ペテロが答えて言った。「あなたは、
生ける神の御子キリストです。」）

－救いをはっきりと分かり信仰の告白をする時に、サタンは砕

かれる。福音を信じる信仰を持つべきである。

1)真の王‐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)イエス様が十字架にかかり、私たちを捕らえているサタンの
頭を打ち砕いて下さった。

〇出 12:12(エジプトの地のすべての初子を打ち、またエジプトの
すべての神々にさばきを下そう。 わたしは主である。)
(1)出エジプトの時代に小羊の血を門に塗った時に解放された。
(2)血を塗ったときにサタンは砕かれる。
‐イエス・キリストによって、神々(サタン)が砕かれた。
〇Ⅰヨハ 3:8(罪のうちを歩む者は、悪魔から出た者です。悪魔は
初めから罪を犯しているからです。神の子が現われたのは、悪

魔のしわざを打ちこわすためです。)
・悪魔の頭を踏み砕く為に、キリストは来られた。

2)真の大祭司‐1ペテロ 3:18（キリストも一度罪のために死なれ
ました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。）

・キリストは私たちの罪を赦してくださった。

〇Ⅰペテ 2:24(そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその
身に負われました。それは、私たちが罪を離れ、義のために生

きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、い

やされたのです。)‐キリストの打ち傷の故に私達は癒された。
3)真の預言者‐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。)
(1)神様と出会う真の道となられ、共におられるようになった。

4)ヨハネ 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。）

(1)キリストの十字架によりすべての問題を解決された。
(2)キリストの信仰をかたく信じている人にサタンは勝てない。

▲キリストを信じる人がますます勝利をするようになる。

1)神の子‐ヨハ 1:12（この方を受け入れた人々、すなわちその
名を信じた人々には神の子どもとされる特権をお与えになった)
(1)神様の子どもは、神様の事をお父様と呼べるようになった。
‐ロ―マ 8:15(あなたがたは、人を再び恐怖に陥れるような、
奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受け

たのです。私たちは御霊によって、「アバ、父。」と呼びます。)
(2)旧約時代には天の父と呼ぶことはできなかった。
(3)天の父と呼ぶことはキリストにしかできなかった。
(4)イエス様の三職を信じる者は神様の子供となった。
‐ガラ 4:6-7(あなたがたは子であるゆえに、神は「アバ、父。」
と呼ぶ、御子の御霊を、私たちの心に遣わしてくださいまし

た。ですから、あなたがたはもはや奴隷ではなく、子です。

子ならば、神による相続人です。)
・イエス様の御霊が私にも与えられた。‐すべての恵み

(5)ローマ 8:14(神の御霊に導かれる人は、だれでも神の子ども
です。)
・神の霊を頂いているので、神様の子供になった。

2)導き‐詩編 23:1－6
(1)神様の霊に従っていく聖霊の導きを受ける。
(2)私達の姿もキリストの似姿に変わっていく(ローマ 8:29)。
－万人王、万人祭司、万人預言者の務めをさせて下さる。

3)祈りの答え‐ヨハ 14:14(あなたがたが、わたしの名によって何
かをわたしに求めるなら、わたしはそれをしましょう。)
(1)祈るのであれば奇跡の答えを与えて下さる(ローマ 8:32)。
(2)使徒 1:8(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。地の果てにまでわたしの証人となります。)

4)天国の市民権‐ピリピ 3:20（私たちの国籍は天にあります。
そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるの

を、私たちは待ち望んでいます。）

5)暗闇を打ち砕く権威‐ルカ 10:19(万人王)
6)天使の守り‐ヘブ 1:14(万人祭司)
7)福音を伝える祝福‐マタ 28:18－20(万人預言者)
〇1ペテロ 2:2（生まれたばかりの乳飲み子のように、純粋な、
みことばの乳を慕い求めなさい。それによって成長し、救い

を得るためです。）

・キリストの似姿に変えられていく。

・神様の子供のであるので様々なことを心配をしなくてよい

(ルカ 11：13)－救われれば大丈夫。

▲キリストだけが王、祭司、預言者の務めをなされ

た。この 3職を私たちにも与えてくださった。
〇1ペテロ 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。）

1)万人王‐Ⅰペテ 5：6－9(身を慎み、目をさまして
いなさい。あなたがたの敵である悪魔が、ほえた

けるししのように、食い尽くすべきものを捜し求

めながら、歩き回っています。堅く信仰に立って、

この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、

世にあるあなたがたの兄弟である人々は同じ苦し

みを通って来たのです。)
(1)サタンは私たちに思い煩いと恐れを与える
(2)私たちにはサタンを砕く権威を与えられた。
‐サタンとの戦いに勝利をする。

2)万人祭司‐1ペテロ 1:15-16（あなたがたを召して
くださった聖なる方にならってあなたがた自身も

あらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。）

・イエス様と同じように聖なる者と変わる。

(1)1ペテロ 2:4-5（そして、聖なる祭司として、イ
エス・キリストを通して、神に喜ばれる霊のいけ

にえをささげなさい。）

・献身、犠牲を通して恵みがくる。

(2)1ペテロ 3:8-9（あなたがたはみな、心を一つに
し、同情し合い、兄弟愛を示し、あわれみ深く、

謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱

をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさ

い。あなたがたは祝福を受け継ぐために召された

のだからです。）

・祭司は相手の祝福を祈り、赦す者である。

3)万人預言者‐マタイ 28:18-20（あなたがたは行っ
て、あらゆる国の人々を弟子としなさい。）

(1)福音を宣べ伝える使命を与えてくださった。
(2)イエス様と同じ務めを与えてくださった。



現場地教会（2019 年 9 月 27 日～2020 年 10 月 3 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】 「第 2 の宗教改革の恵み」1 ペテロ 2:9-10

【讃美】 384 かみはわがやぐら

【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. 日本をキリスト教国家とする(使徒 18:9－10)
12. 太平洋宣教、インド洋宣教(マタ 24:14、使徒 1:8)

契約の祈り
(主日礼拝)

1. サタンの奴隷・罪の奴隷・死の奴隷になっていた私を、キリストが
真の王・真の大祭司・真の預言者としてすべて問題を解決して、救い

をくださったことを感謝します。

2. 救われた私に、キリストと同じ神様の子供の身分と権威をくださ
り、聖霊様の導きと充満で、キリストの満ち満ちた身丈にまで成長さ

せてくださることを信じます。

3. キリストの使命を私の使命とし、万人王として私の現場でサタンを
踏み砕き、万人祭司として礼拝・献身・赦しで仕え、万人預言者とし

て福音を宣べ伝える、第二の宗教改革の恵みを受けますように。

お知らせ

〇弟子訓練にご参加ください。 (担当：鈴木文牧師)

1)伝道者コース：毎週月･火曜(9/28 開始) ￥45,000/期

2)夜間伝道弟子班：毎週火曜 19:30～(9/29 開始)

￥30,000/期(地教会￥2,000/期)

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


