
    年  月   日  週目 主日礼拝  霊的 目 開         列王         
今 時代 第  次産業 時代      時代 導    多  人 未信者       多  人達  悪 方向 行         情報 伝     時代    

     神様 世界福音化     伝達    時代       私達 神様 人   霊的 戦           色  目 見           活用   

   世  目 見   霊的 世界      世界       答  受             霊的 世界      答  受      

1.サタンと未信者の状態 2.キリストと子供の祝福 3.キリストの心と生活
▲霊的な世界は目には見えないがあるが、信じなけ

ればいけない。目に見えない神様は永遠から永遠ま

でおられる。

〇しかし多くの人は、真の神様を信じられずにい

る。八百万の神を日本では神として信じている。

〇神様は、ルシファという天使を造られたが、神様

に反逆をして堕落をするようになった(ユダ 1:6)。
・堕落をした天使が追い出されて、アダムとエバを

誘惑をした。

1)悪魔に騙されて悪魔の奴隷となった(ヨハ 8:44)
2)偶像と罪(エペ 2：2-3)
(1)偶像崇拝の罪を犯し災いが起こっている。
(2)人々が罪悪感に陥るようになった。

3)心、精神の問題
(1)偶像と罪によって心の問題が起こっている。

4)肉、人間、家
(1)肉的な問題、経済の問題が起こっている。
(2)サタンの問題で苦しみを持っている。
(3)キリストを信じない国が貧困の問題がある。
－ワーキングプアの問題になってしまっている。

5)地獄
(1)サタンに従い続けると最後は地獄である。

6)子孫の問題
(1)先祖崇拝は儒教から始まっているものである。
(2)偶像を拝むところに悪魔は苦しみを与える。
〇誰が、サタンの奴隷から救うことができるか。

〇真の神様である方のみが救うことができる。

▲キリストだけが解決者である。サタンから救い出すのは神様だけである。

○神様ご自身が人としてこられた。キリストが、サタンを打ち砕き、罪と災いから解

放を与えてくださった。命を与えてくださっている。

1)キリストがサタンの頭を完全に踏み砕き、災いを解決された(創 3:15)。
(1)私達の罪を完全に赦された(ローマ 5：8)
・神様の愛である福音を信じる時に問題は終わるようになる。

2)神様の子ども－サタンの奴隷から神様の子どもに変えられた。
(1)聖霊様が共におられる(私達の内にイエス様が共におられる)－私は神様の神殿。
－Ⅰコリ 3:16(あなたがたは神の神殿)
・御座におられるイエス様が私達の内におられる。

・聖霊が共におられ、キリストと私達が一つになった。

○キリストが共におられることを認めるように(Ⅱコリ 13：5)。
―霊的な事実を私達は信じる。

(2)７つの祝福(聖霊が共に・導き・満たし・天使の動員・暗闇の力を打ち砕く・
天国の市民権・福音を伝える祝福)
・イエス様が内におられることをわかり祈りの中に入る。

・神様が共におられると天軍天使が動員をして守られるようになる。

○Ⅱ列王 6:17(彼が見ると、なんと、 火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満
ちていた。)
・エリシャが霊的な戦いをする時に、天軍天使が派遣をされるようになる。

・エリシャが、アラムの軍隊をうってくださいと祈ったので、神様が戦われ、

アラムの軍隊の目が見えなくなった。

・イエス・キリストの名前で祈る時に、神様が戦われるようになる。

・神様が戦われるときに、肉的には戦わずに勝利をするようになる。

〇エリシャは霊的な目で事実を見て、霊的な力を持っていたので暗闇の力に

勝利をすることができた。

3)集中－Ⅱ列王 2：9(「では、あなたの霊の、二つの分け前が私のものになりますよ
うに。」と言った。)
(1)霊的な力を何よりも求めるように。その時に神様が霊的な力を与えてくださる。
(2)自分の力ではなくて、神様の力を求める時に神様が与えて下さる。
(3)求める時に与えられる－時間を決めて一日の内に何度も求めるように。
(4)聖霊様が、私の聖霊様として味わうほど祈りの中に集中をするようになる。
(5)深い呼吸をしながら、キリストと一つになることを味わう。
(6)自分の考えではなくて、神様であればどう解決をされるかを優先するようになる
－キリストはすべての病を癒す癒やし主である。

▲キリストの心を持つことができるように。

1)キリストの心－2列王 6：22-23(エリシャは
言った。「打ってはなりません。あなたは自

分の剣と弓でとりこにした者を打ち殺しま

すか。)
(1)エリシャは、目の見えないアラムの軍隊
を自分の陣地まで連れてきた。

(2)霊的な事実を味わっていると勝利する。
(3)エリシャは敵に食べ物を与えさせた。
(4)アラムの軍は二度と攻めてこなかった。
―戦わずに勝利をした。

(5)復讐をするのではなくて、逆に赦すこと
で勝利をするようになる。

2)相手を生かしていく者―Iペテロ 3：9(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。)
(1)この信仰でどこに行っても勝利をする。
(2)教会が真の天国である。
(3)ヨ 13:34(あなたがたは互いに愛し合いな
さい。)
(4)いじめられても逆に祝福で返してあげる
(5)私達は間違いなく勝利をする。
－キリストと一つなので恐れない。

(6)会社でも、やりたくないことを自分がや
るように。サタンは何もできない。

▲結論

(1)日本をキリスト教国家とするように。
(2)キリストが一つになっている。
―霊的な目を開くように。

―１日に何回でも、キリストと一つになっ

ていることを信じられるように。

(3)私達もキリストの心を持てるように。



現場地教会（2021 年 2 月 14 日～2021 年 2 月 20 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】 「霊的な目を開いてください」(Ⅱ列王 6：14-19)

【讃美】 507 主の心に従い

【祈り】

①教会の祈りの課題

1,全聖徒が御座の祝福を味わう霊的見張り人となり、福音と祈りでミッションを掴み、日本と 237

に働く暗闇と霊的戦いができますように。

2.全聖徒が霊的医者となり、霊的な病で死んでいく日本と237を、御言葉と祈りで癒すことができ

ますように。

3.全聖徒がキリストの霊的サミット大使となり、日本と 237 のサミットを原色福音で生かして育て、

キリストの福音を伝えることによって、日本をキリスト教国家にできますように。

※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. サタンに騙されて創造主の神様に逆らい、サタンの奴隷になって、
偶像崇拝と罪悪の中で地獄の苦しみを受けていた私を、御子キリスト

が完全に救い出してくださったことを感謝します。

2. 救われた私を神様の子供とされ、御座におられる三位一体の神様と
一つになり、天軍天使が動員され、暗闇を打ち砕き、天国の背景の中

で日本福音化する霊的祝福をくださったことを信じます。

3. 霊的な目を開いてキリストと一つになった霊的祝福に集中をする
ことで、5つの力・ 5つの確信を味わい、周りの人々を赦して仕え、
現場を神の国に変える伝道者の生活ができますように。

お知らせ

1. 3/30(火)10:00～21:00 日本リーダー修練会(オンライン開催)

参加費：2,000 円、参加対象：中学 3年生以上
3/31(水)13:00-4/1(木)17:00 日本レムナント大会(オンライン開催)

参加費：3,000 円、

参加対象：5歳以上（小学 4年生以上はオンラインフォーラム）

※申込期限：2月 28 日,申込担当者：鈴木文牧師

2．暗唱聖句大会

3．大島礼子勧士が手術をされました。癒しのためにお祈りを下さい

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


