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1.ただ福音(キリスト) 2.ただ福音化 3.ただ祈りの味わい
▲福音を味わい続けることが大切なことのである。

1)サタン－1歴 21:1(サタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを
誘い込んで、イスラエルの人口を数えさせた。)
(1)なぜ、福音が必要であるのか。サタンがいるからである。
(2)人間は、サタンによって罪を犯している。
(3)サタンはアダムとエバを高慢で誘惑をした(創 3:5)。
(4)悪魔は高慢で神様に反逆をして堕落をした(イザ 14:14)。
―サタンが存在をして人間に罪を犯させて、人間が滅びている。

※神様が生きておられる証拠として、罪を犯すほど災いがくる。

自分の名誉のために生きるほど、不幸になってしまう。

(5)サタンがダビデを高慢になるようにさせて、人口調査をした。
2)人口調査の問題から 3日間の疫病が起こる(1歴代 21:14)
(1)7万人のイスラエルの民が病で倒れた。
(2)神様は、ダビデの罪により災いを下すことを言われた。
(3)人間は、主に経済問題、戦争(争い)、病気の問題などがある。

3)祭壇－Ⅰ歴 21:18
(1)災いが起こり、ダビデは主の前で悔い改めるようになった。
(2)ダビデは、エブス人オルナンの打殻場を買って祭壇を築く。
－祭壇で全焼の生贄を捧げた。

(3)祭壇を設けることで、災いが止まるようになる。
(4)イエス・キリストを信じることである。

4)女の子孫であるキリストがサタンの頭を踏み砕く(創 3:15)
(1)神様は福音を信じなさいということを言われる。

5)キリストがサタン,罪,神から離れた問題を終わらせた(マタ 16:16)
6)キリストが、すべての問題を完了された(ヨハ 19:30)。
7)神殿とはイエス・キリストのことを指している(ヨハネ 2:21-22)
(1)主人公としてイエス・キリストが来られた。
(2)福音を信じているから祝福をされるようになる。

▲福音化というのは、自分のものとするのが福音化である。

問題を通して、福音を掴み直して、使命を握るようにする。こ

れが福音化である。

1)神殿建築－1歴代 22:1
(1)悔い改め
－ダビデは、人口調査の問題から災いが起こり悔い改める。

(2)ただ福音(キリスト)を掴む
－オルナンの祭壇で全焼の生贄を捧げた時に災いが終わる

（1歴代 21:26-27）。
(3)ただ福音化を掴む
－祭壇で全焼の生贄を捧げた時に神殿建築の契約を掴む。

－神殿を建築していく使命を握り、オールインをした。

2)ダビデは神殿建築を準備した(1歴代 22:2、1歴代 22:5)
(1)問題を通して福音を味わっていく福音化の恵みがあった

3)私達が神様の神殿である(1コリ 3:16)。
(1)神殿になるためには、聖霊が宿ることが必要である。
(2)私達の内にキリストがおられることを信じる。
―この事実を信じられる事が神殿を建てあげる意味である。

－信じられる時にサタンは逃げていくようになる。

4)私が神殿となって、他の人も神殿とする(エペ 2:20-22)
(1)キリストが建物の礎石である。
－礎石の上に材料が重なって建物となっていく。

(2)救われて終わるのではなくて、救われた人達が集められ
て、全体の神殿が建てられるようになる。

(3)それのために、自分が何％キリストを確信して信じてい
るかが重要である。

(4)家族、職場、地域の人々が福音を信じるように。
5)キリストがサタンに完全に勝利する(マタイ 16:18)。
(1)私が信じるときに教会を建てられるようになる。
(2)私達の周りの人々が救われるようになる。

6)全ては神様の御手から出てくる(1歴代 29:16)。

▲信仰生活は、私の中に神様が共におられることを

味わうことである。御座の中におられるキリストが

私の中に生きておられる。

1)聖霊（ヨハ 14:16）－御座
(1)聖霊を通してキリストと私は一つ(ヨハ 14:20)
(2)キリストと結合をしている。
(3)自分の考えもいらない。
―自分の考えでビジネスをしたら失敗をする。

―キリストが私と一つになっていることを味わう

ほどにアイデアが生まれてくるようになる。

(4)聖霊充満を求めて祈る(使徒 1:8、使徒 1:14)
－深く呼吸をしながら祈りをするように。

2)天使－5つの力(霊力,知力,体力,人力,経済力)
(1)天使たちが助ける(2列王 6:17)
(2)5つの力を与えて下さる。
(3)神様が私を祝福をするのは伝道、宣教のため。

3)伝道
(1)伝道の門を開いて下さる。
(2)対象者の問題に対して、キリストで解決をされ
ることを伝達をするように(1ペテロ 2:9)
(3)伝道の中にすべての経済も含まれている。
(4)コロナや様々な災いがくるしかない。
―キリストにより災いは終わる(1歴 21:27)

▲結論

(1)キリストがすべてをなさるようになる。
(2)キリストが私の中に生きいる事を味わう。
(3)キリストにより自分の災いは終わり、他の人の
災いを止める者となれるように。



現場地教会（2021 年 2 月 21 日～2021 年 2 月 27 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】 「ただ福音とただ福音化」(1 歴代 21:18-27)

【讃美】 486 主イエスよ、我に恵みを

【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. サタンに騙されて神様に逆らい、裁きを受けるしかなかった私のた
めに、神の御子キリストが十字架で代わりに死なれ、サタンの頭を踏

み砕き、呪いから救ってくださったことを感謝します。

2. キリストとの結合を味わう個人福音化、家庭や職場の人が救われる
現場福音化のために霊的戦いをするとき、勝利者キリストが戦われる

ので、圧倒的勝利者になることを信じます。

3. 自分の考えに留まらず、祈りでキリストと一つになる霊的サミット
を味わい、個人福音化・現場福音化を決断して、個人と現場の災いを

祝福に変える答えを受けますように。

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

2．2月 28 日 10:00～暗唱聖句大会

3．2月 23 日 栗田執事、李希永執事結婚式

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


