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 愛  誰  愛      豊  歩  出来  神様  愛      思    他 人 愛     出来  

1.神の御子を遣わした目的(愛) 2.神さまの愛を味わい(交わり) 3.神さまの愛の証人
▲なぜ父なる神様が御子を送って下さったの

か。全世界の中の問題は、悪魔から来ている

問題である。サタンの手から救うために、女

の子孫としてキリストが来られた。

1)1ヨハ 3:8（神の子が現れたのは、悪魔のしわ
ざを打ちこわすためです。）

(1)悪魔は罪を犯すように誘惑をする。
(2)キリストが悪魔の頭を踏み砕いた王である
－悪魔の手から私たちを救い出した。

2)Ⅰヨハ 4:10（私たちが神を愛したのではなく、
神が私たちを愛し、私たちの罪のために、な

だめの供え物としての御子を遣わされまし

た。ここに愛があるのです。）

(1)キリストが罪の和解の供え物とされた。
―キリストが罪を赦して和解をさせた。

(2)罪を和解させるために、神様が一人子の
御子を遣わして救いを与えた。

3)Ⅰヨハ 4:9（神はそのひとり子を世に遣わし、
その方によって私たちに、いのちを得させて

くださいました。ここに、神の愛が私たちに

示されたのです。）

(1)私達に永遠の命を与えた(ヨハ 3:16)。
―ここに神様の愛が示されている。

(2)一人子を惜しまず与える程に私を愛した。
(3)1ヨハネ 5:11-13（そのあかしとは、神が私
たちに永遠のいのちを与えられたというこ

と、そしてこのいのちが御子のうちにあると

いうことです。御子を持つ者はいのちを持っ

ており、神の御子を持たない者はいのちを持

っていません。私が神の御子の名を信じてい

るあなたがたに対してこれらのことを書いた

のは、あなたがたが永遠のいのちを持ってい

ることを、あなたがたによくわからせるため

です。）

▲私を救い出したのは、神様が私達と交わりを持ちたいと思ったため。

1)交わり―Ⅰヨハ 1:3（私たちの見たこと、聞いたことを、あなたがた
にも伝えるのは、あなたがたも私たちと交わりを持つようになるため

です。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交

わりです。）

・私たちを救われたのは神様と交わりをするためである。

2)Ⅰヨハ 3:1(私たちが神の子どもと呼ばれるために、―事実、いま私た
ちは神の子どもです。―御父はどんなにすばらしい愛を与えてくださ

ったことでしょう。)
(1)ヨハネは、神様との関係に焦点を当てて私達を神の子供と言った。
(2)私達を子供（養子)とされ実子と一緒の祝福を受けた(ロ 8:15‐17)
(3)神様の子どもとなれるように聖霊様を与えてくださった。
―Ⅰヨハ 4：13(神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによ
って、私たちが神のうちにおり、神が私たちのうちにおられることが

わかります。)
3)1ヨハ 2:28（そこで、子どもたちよ。キリストのうちにとどまってい
なさい。それは、キリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その

来臨のときに、御前で恥じ入るということのないためです。）

4)1ヨハネ 2:20（あなたがたには聖なる方からのそそぎの油があるので、
だれでも知識を持っています。）

(1)聖霊様が宿り私たちに命を与えてくださった。
－Ⅰヨハネ 2:27（また、その油があなたがたに教えたとおりに、あな
たがたはキリストのうちにとどまるのです。）

(2)神様と親しい関係になれば、どのような時にも問題にならない。
5)連合―ヨハ 14:20（その日には、わたしが父におり、あなたがたがわたし
におり、わたしがあなたがたにおることが、あなたがたにわかります。）

(1)完全に私が神様の中にいて一体になった―WITHの祝福を受けた。
(2)私達も神様と一緒の緊密な関係になった。
(3)イエス様はすべての祝福を与えた。
―神様は礼拝・祈りをするときに、すべての祝福を与えてくださる。

―神の御子を与えて下さった方は全てのものを与える(ローマ 8:32)
6)祈りの答え―Ⅰヨハ 5:14（何事でも神のみこころにかなう願いをする
なら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対す

る私たちの確信です。）

(1)神様と親しい関係を持ち神様のことを良く分かって祈りをする。
－神様と一つになっているので神様の御心を分かる。

(2)神様の願いを分かって祈るものが答えを受ける者(主の祈り)。
(3)神様がすでに与えれらている事を分かって祈る(Ⅰヨハ 3:20-21)。
―日本をキリスト教国家・太平洋宣教・インド洋宣教は主がなさる。

▲神様の関係が出来ると、人との関係をすることが出来る。

私たちは神様の愛を宣べ伝える証人である。

1)Ⅰヨハ 3:23（神の命令とは、私たちが御子イエス・キリスト
の御名を信じ、キリストが命じられたとおりに、私たちが互

いに愛し合うことです。）

(1)神様に愛されているので互いに愛し合うようになる。
(2)神様と一つになっているので神様の性質が現れる。
(3)神様が私に与えて下さっているので、御霊の実を結ぶ。
－愛の実を結ばれるときに、すべての実は結ばれる。

2)Ⅰヨハ 4:7（愛する者たち。私たちは、互いに愛し合いましょ
う。愛は神から出ているのです。愛のある者はみな神から生

まれ、神を知っています。）

(1)神様の愛がわかるほど、罪を犯すことが嫌になってくる。
(2)神様を愛するほど罪を犯さないようになる。
(3)光の中を進んでいく‐Ⅰヨハネ 2:10（兄弟を愛する者は、
光の中にとどまり、つまずくことがありません。）

3)ヨハネ 21:15-17（彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモ
ン・ペテロに言われた。「ヨハネの子シモン。あなたは、この

人たち以上に、わたしを愛しますか。」ペテロはイエスに言っ

た。「はい。主よ。私があなたを愛することは、あなたがご存

じです。」イエスは彼に言われた。「わたしの小羊を飼いなさ

い。」）

(1)イエスはペテロに「わたしを愛しますか」と 3回も同じ
質問をされた。

－神様は私たちの関係を確認をしたい。

(2)小羊―信仰の弱い聖徒たちを助けてあげるように。
－新しい家族のために奉仕をするように。

－世界教会を生かす。

－次世代を信仰で育てる(子どもに愛を注いで育てる)。
－家庭の中で子供を恵みの中で育てるように。

▲結論

・福音が自分の中に根を下ろすことができるように。

・神様の愛が示された聖書箇所を読んで黙想をするように。

・祈りは、神様が私に全て与えて下さっていることをわかる

ほど答えられる。



現場地教会（2019 年 10 月 11 日～2020 年 10 月 18 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】 「神さまの愛」(Ⅰヨハネ 5:11-15)

【讃美】 404 妙なる神の愛

【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. 神の御子であるイエス様が、愛をもってこの世に来られ、サタンの
仕業を打ち壊して私を奴隷から解放し、私の罪を赦して和解され、永

遠のいのちをくださったことを感謝します。

2. イエス様を信じる私たちに、神様の子供の特権とキリストとの連合
を与えてくださり、変わることのない神様の愛と祈りの答えをくださ

ることを、聖霊様の働きによって確信して味わいます。

3. 神様の愛である福音を御言葉で刻印する祈りによって、私たちの孤
独が癒されて力を受け、神様と人を愛する証人・罪から離れる聖化の

証人・ EBS使役と Rt運動の証人になりますように。

お知らせ

〇 日本語学科の設立とYouTube放送局の設立のためお祈りください。

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


