
    年   月   日   週目 主日礼拝      征服  人   創        
悪魔 問題     人間 滅  受     多  未信者 創世記  章 問題 中      奴隷       人間 悪魔 苦        

創世記  章 悪魔        誘惑  騙   創世記  章    洪水 起   滅     創世記   章    塔 事件 人間 神           言葉 混乱 

  様  宗教 起              中   創世記 章   節         悪魔 頭 打 砕 約束         私達       信   救      

世           戦     創世記                       書      彼       信仰 持  勝利      

1.アブラハム 2.イサク 3.ヤコブとヨセフ
▲アブラハムはカルデヤ・ウルの偶像文化(サタンの国)の中にいた。
1)創 12:1-3(「あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出
て、わたしが示す地へ行きなさい。そうすれば、わたしはあなた

を大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるも

のとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者をわ

たしは祝福し、あなたをのろう者をわたしはのろう。地上のすべ

ての民族は、あなたによって祝福される。」)
(1)「あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て」
－偶像を捨てて、キリストを信じる時に神様の子供になる。

(2)キリストを信じる時に義とみなされ祝福が臨む(創 15：5－6)
2)ヨハネ 8:56(あなたがたの父アブラハムは、わたしの日を見ること
を思って大いに喜びました。彼はそれを見て、喜んだのです。)
・アブラハムはイエス・キリストを信じていた。

3)ローマ 4:3(聖書は何と言っていますか。「それでアブラハムは神を
信じた。それが彼の義とみなされた」とあります。)
(1)アブラハムはキリストを信じたことによって義とみなされた。
(2)キリストが、悪魔、罪、死から解放されることを信じるように。
－キリストはすべての問題を解決された。

(3)私達は契約を信じている証拠として、礼拝、感謝の祈りをする。
(4)福音が刻印をされている人は、どんな問題も問題にならない。
＊全ての民族は、私達を通して救われ,祝福される(創 12:1-3）
＊アブラハムが契約を信じていた為,子孫,経済,人力を得た。

4)創 22:16-18(あなたが、このことをなし、あなたの子、あなたのひ
とり子を惜しまなかったから、わたしは確かにあなたを大いに祝

福し、あなたの子孫を、空の星、海辺の砂のように数多く増し加

えよう。そしてあなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るであろう。

あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるように

なる。あなたがわたしの声に聞き従ったからである。」)
(1)主はイサクを生け贄として捧げる事を命じた→御言葉に従う
(2)サタンの国を潰して、多くの人々をサタンから救うため。
(3)サタンから人々を解放をする為に、私達は自分を犠牲にすべき
(4)伝道・宣教のためには、時間や経済を使う犠牲も必要である。
－私達は自分を犠牲にする分、神様からの報いも大きい。

▲アブラハムの息子のイサクは、インマヌエルを味

わう人物であった。

1)共に‐共にいる祝福を味わうことが一番の祝福
(1)祈りを通して味わうことが大切。
(2)イサクはインマヌエルの約束を味わっていた。
(3)インマヌエルを味わう祈りが最高の祈り。
(4)私達はイエスと内部的に一体となり連合した。

2)黙想－創 24:63(イサクは夕暮れ近く、野に散歩に
出かけた。ふと目を上げ、見ると、らくだが

近づいて来た。)
(1)イサクは野に出て黙想した(ヘブル語、英語)
－共におられることを黙想しながら味わった。

(2)黙想の祈りをすることが私達の生活である。
3)創 26:12-13(イサクはその地に種を蒔き、その
年に百倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださ

ったのである。こうして、この人は富み、ますま

す栄えて、非常に裕福になった。)
(1)主と一体となる恵みを味わう者に祝福が来る。
－100倍の収穫・井戸をあてる祝福を得た。

4)創 26:24(わたしはあなたの父アブラハムの神で
ある。恐れてはならない。わたしがあなたとと

もにいる。)
(1)主が共におられるので恐れる必要はない。
(2)恐れるなわたしはあなたと共にいる(イ 41:10)
－平安が与えられて、答えが現れる。

5)創 26:28(私たちは、主があなたとともにおられ
ることを、はっきり見たのです。それで私たちは

申し出をします。どうか、私たちの間で、すなわ

ち、私たちとあなたとの間で誓いを立ててくださ

い。あなたと契約を結びたいのです。)
(1)イサクは、掘るたびに井戸を当てた。
(2)イサクと主が共におられる事がみえた。

6)ピリ 4:13(私は、私を強くしてくださる方によっ
て、どんなことでもできるのです。)
(1)キリストと一体となりどんな事も可能である。

▲ヤコブは、神様の子供の身分を味わう人であった。

〇私達は神様の養子としての身分を味わう者となるように。

〇ヤコブは、初めの頃、神の子の祝福を信じられずに苦労する。

－最初のヤコブは自分の頭を使い成功することが中心

1)身分－創 32:28(あなたの名は、もうヤコブとは呼ばれない。
イスラエルだ。あなたは神と戦い,人と戦って,勝ったからだ。)
(1)ヤコブは、主から「イスラエル」の名前を得た。
(2)私達は 7つの祝福を受けた(身分,権威)－伝道と宣教のため
(3)サタンを踏み砕く王(キリスト)が生まれる(創 35:10－11)
(4)創 32:12(わたしは必ずあなたをしあわせにし、あなたの子
孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられまし

た)
(5)伝道運動のために、私達は祝福をされる(創 31:41-42)。

2)使命－ヨセフは夢に見る程、使命を味わった。
(1)ヨセフは、世界福音化をする使命をいつも味わった。
(2)奴隷になっても、そのような使命を強く持っていた。
(3)マタイ 6:33(神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そ
うすれば,それに加えて,これらのものはすべて与えられます。)
－私達は、インマヌエル、使命を 24時間味わうように。
－創 39:2(主がヨセフとともにおられたので、彼は幸運な人と
なり、そのエジプト人の主人の家にいた。)

(4)創 41:40-41(パロはなおヨセフに言った。「さあ、私はあな
たにエジプト全土を支配させよう。」)
－ヨセフを通して権力者が生かされ、世界福音化された。

(5)創 45:5(今、私をここに売ったことで心を痛めたり、怒った
りしてはなりません。神はいのちを救うために、あなたがた

より先に、私を遣わしてくださったのです。)
－ヨセフを通して、家族が生かされた。

▲結論

(1)キリストを信じる私達、レムナントが主人公である。
(2)4人の人物(アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ)以上の
祝福が私達には臨まれる。

－世界福音化のためである。



現場地教会（2019 年 11 月 15 日～2020 年 1１月 21 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】 「サタンを征服した人々」（創 12:1-3）

【讃美】 390 たてよいざたて

【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. 237宣教、太平洋・インド洋宣教(マタ 24:14、使徒 1:8)

契約の祈り
(主日礼拝)

1. 王なるキリストが、問題の張本人であるサタンを踏み砕き、私をサ
タンの奴隷から解放した、すべての問題の解決者であることを信じて

感謝します。

2. キリストが私と連合して共におられるため、私は何も恐れる必要が
なく、神様が神の国を建てるほど豊かに祝福してくださること信じま

す。

3. 神様の子供の身分と生き方を 24時間味わうことで、神様がくださ
った使命である伝道・宣教を果たし、サタンの国を潰して神の国を建

てる祝福を味わいますように。

お知らせ

1. 来週は、聖餐式が行われます。

2. 第二次集中呼吸いやし訓練

日 時：11 月 15 日(主日)14:00 より全 12 回

訓 練 費：5,000 円/期

人 数：先着 10 名(初参加者優先)

3. 11 月 23 日(祝)10:00-21:30 日本青年修練会

4. 日本語学科および YouTube放送局の設立のためにお祈りください。

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


