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1.キリストとサタン 2.教会とサタン 3.勝利する方法
▲キリストは悪魔と戦うためにこの世に来られた。

1)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)女の子孫(キリスト)を通して悪魔の頭を打ち砕く。
(2)インマヌエルとしてキリストが来られる約束を下さる(イザヤ 7:14)。
－約束をしていた方がお生まれになった(マタ 1:23)。
(3)「主は生ける神の御子キリスト」(マタイ 16:16)
－イエス・キリストは、サタンを打ち砕く真の王である。

2)Ⅰヨハネ 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)多くの人が悪魔の奴隷としてふさわしいことをしている。
－罪、占い、偶像崇拝、病気、経済の苦しみを受けて地獄に行くしかない。

(2)成功者の多くの人が滅びている(政治家、芸能人)。
－悪魔の奴隷になっているので恐怖の中で歩んでいる(病気,経済の問題)。
(3)キリストが来られたのは、悪魔の仕業を打ち砕くためである。
－罪を全て赦す・死から命へ移す・サタンの頭を打ち砕く。

(4)黙 19:16(その着物にも、ももにも、「王の王、主の主。」という名が書
かれていた。)
－イエス様は王の王として来られ、悪魔との戦いに勝利をする。

－主が再び来られるので、再臨の前にキリストを信じなければいけない。

(5)私達は悪魔と戦い、未信者に伝道をして救いに導くべき。
3)黙示 19:19-21(また私は、獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗
った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると、獣は捕らえられた。

また、獣の前でしるしを行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の

像を拝む人々とを惑わしたあのにせ預言者も彼といっしょに捕らえられた。)
(1)イエス様が再び来られる時に、偽預言者は地獄に入れられる。
(2)宗教はすべて、偶像を作って拝むようにさせている。
－神様の子どもたちが、悪魔の働きに対して鈍くなっている。

(3)悪魔は自分が犯人であることをごまかしている。
－ほとんどのクリスチャンが悪魔という敵を知らずにいる。

(4)私達を苦しめる犯人が悪魔であることを分かり悪魔と戦うように。

▲悪魔との霊的な戦いこそが私達にとって一番

大切なことである。教会は悪魔と戦うように。

1)エペソ 6:12(私たちの格闘は血肉に対するもの
ではなく、主権、力、この暗やみの世界の支配

者たち、また、天にいるもろもろの悪霊に対す

るものです。)
(1)悪魔が敵でないことを分かると人と戦う
－人に対しては赦して愛して、伝道するべき。

(2)私達はサタンと戦うべきである。
(3)初代教会はローマ皇帝と戦わず,悪魔と戦う。
－ローマが福音化をされ、キリスト教となる。

(4)宗教改革時代に国家と戦わず,悪魔と戦う。
－ドイツが福音化をされた。

(5)キリストはサタンを滅ぼすために来られた。
2)黙示 2:4-5(あなたには非難すべきことがある。
あなたは初めの愛から離れてしまった。それで、

あなたは、どこから落ちたかを思い出し、悔い

改めて、初めの行いをしなさい。)
(1)悪魔の騙し- 7つの教会
・初めの頃の信仰から離れさせるようにする。

・迫害が来ると信仰を捨てるようにする。

・間違った教えで、偶像崇拝、堕落をする。

・信仰が熱くもなく冷たくもない生ぬるい信仰

(2)サタンの戦略を分かり勝利する信仰を持つ。
3)黙示 2:7(耳のある者は御霊が諸教会に言われる
ことを聞きなさい。勝利を得る者に、わたしは

神のパラダイスにあるいのちの木の実を食べさ

せよう。)
(1)「勝利を得る者」は悪魔と戦い勝利をする。
(2)教会が、サタンと戦い完全に勝利をする。
(ルカ 10:18－19)。

▲どのようにすれば悪魔に勝利を出来るのか。信仰を

持てば勝利をすることができる。

1)ただ福音－創 3:15(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)キリストがサタンに勝利することを分かってこそ
私達もサタンに勝利することが出来る。

2)ただ聖霊－黙示 2:7(耳のある者は御霊が諸教会に言わ
れることを聞きなさい。勝利を得る者に、わたしは神

のパラダイスにあるいのちの木の実を食べさせよう。)
(1)勝利者キリストが私と共にいることを信じる。
－キリストと一つとなった(一体となった）。
－私達は勝利をするしかない。

(2)一日に一回は御言葉を聞く－神の御声として聞く
＊①キリストが全ての問題の解決者、②キリストと

一体となっていることを信じられる事が聖霊充満。

3)ただ神の国－マタイ 6:33(だから、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。)
(1)神の国とその義を第一に求めるようになる。
(2)悪魔を追い出す者にならなければいけない。
－マタイ 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)
4)ただ伝道-コロ 4:3(同時に、私たちのためにも、神がみ
ことばのために門を開いてくださって、私たちがキリ

ストの奥義を語れるように、祈ってください。)
(1)伝道者の生活を歩むように。
(2)伝道は霊的な戦いである。
－教会を通してシステムを作り伝道をするように。

(3)福音が全世界に宣べ伝えられるように(マタ 24:14)。
(4)黙 22:20(これらのことをあかしする方がこう言われ
る。「しかり。わたしはすぐに来る。」アーメン。

主イエスよ、来てください。)
▲結論－弟子、レムナント、システム



現場地教会（2019 年 11 月 9 日～2020 年 1１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】 「サタンに勝利する教会」(黙示 2:1-7)

【讃美】 396 主イエスの御名高く

【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、人間を滅ぼす敵であるサタンを踏み砕き、圧倒
的勝利者となられたことを感謝します。

2. サタンは恐れ・不信仰・堕落・霊的無気力で攻撃してきますが、サ
タンに対する敵意を持って、すでに勝利されたキリストと共に戦うと

き、必ず勝利することを信じます。

3. 御言葉と祈りを通して、聖霊様によって勝利者キリストと一つにな
り、強い勝利の信仰を持って伝道システムを立て、日本キリスト教国

家の答えを受けますように。

お知らせ

1. 本日 15:00 主任牧師 袋井ブラジル教会にてメッセージ

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

参加方法：Zoom または YouTube ライブ(オンライン開催)

会 費：2,000 円

申込期限：11 月 8日(主日)

問 合 先：福音宣教教会公式 LINE または李信永伝道師

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


