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1.正しい祈り 2.正しい考えと心 3.正しい目標
▲私達が、祈りをすることで勝利をすることが出来る。

１)1列 3:3-4(この祭壇の上に一千頭の全焼のいけにえをささげた。)
(1)ソロモンが王になって祈りをした。ソロモンは、生け贄を一千頭捧げた。
―血の生贄を捧げることで神様に出会うことが出来る。

(2)私達が、神様に出会う道はイエス・キリストである。
―私達は、福音を味わう祈りをするように。

２)御座の神様、時空を超えた神様
(1)キリストは御座に着座されて、三位一体の神様が共におられる。
(2)インマヌエルを味わうと、感謝が生まれてくるようになる。

３)身分、力
(1)身分と力を味わう者となるように。
―キリストが御座に位置しておられ、神様の子供の身分にして下さった。

(2)身分と力を味わうと知恵が与えらえる。
(3)私達も王、祭司、預言者の務めを与えてくださった。

４)５つの力(霊力、知力、体力、人力、経済力)―1列王 3:12(見よ。わたしは
あなたに知恵の心と判断する心とを与える。)
(1)ソロモンが福音とインマヌエルを味わって祈った後に知恵を求めた。
(2)ソロモンが、正しい判断力を求めると、全ての知恵を与えて下さった。
(3)キリストとの結合を味わう時に、キリストの力が、私の力となる。
―神様が、５つの力を与えてくださる。

５)２３７の人々を癒すこと出来る。
(1)祈りをして、237か国の人を癒してサミットレムナントを生かす。

６)静か、平安、感謝
(1)三位一体の神様が共にいるので、心が静かとなり、平安、感謝になる。
―キリストと一つとなることを味わう祈りをするように。

７)呼吸
(1)現代人は、脳に負担のかかる仕事が多い、
(2)ストレスがある人は、呼吸が短くなる―脳に酸素が供給をされるべき。
(3)１分あたり、10回以下で呼吸をする(ゆっくりと呼吸をする・特に吐く
息を長く・鼻呼吸をするように)。
(4)自分の身体に、酸素がとどまっている時間が長くなるように。
(5)呼吸の祈りは、聖書の中にあるものである(創 2:7、ヨハネ 20:22)。
(6)24時間、平安の中で祈りをするように。深い呼吸をしながら祈る。
※知恵と力は脳から出るもの。脳が健康になるために、正しい祈りをする。

▲正しい祈りが出来ると、正しい考えと心にな

ることが出来る。

〇ソロモンは、3000の箴言を書くほど知恵が与
えられた。

１)箴言 16:1(人は心に計画を持つ。主はその舌
に答えを下さる。)
(1)考えは自分でするが答えは神様が下さる。
(2)心で信じて義と認められ、口で告白をして
救われる。⇒信仰の告白も神様がさせる。

(3)私達の言葉も主が司ってくださる。
(4)私達はサタンを縛る祈りをするように。
―神様の御心の話を出来るように。

２)箴言 16:3(あなたのしようとすることを主に
ゆだねよ。そうすれば、あなたの計画はゆる

がない。)
(1)私のしようとすることを主に委ねる。
―委ねる時に、神様がなされる。

(2)家庭、ビジネスの主人はキリストである。
(3)神様がなされることを分かると、焦る必要
もなく、神様の御心の通りに歩める。

３)箴言 16:9(その人の歩みを確かなものにする
のは主である。)
(1)神様がなされる計画がある。
(2)神様がなされることを分かると、全て感謝

４)ローマ 8:28(神がすべてのことを働かせて益
としてくださることを、私たちは知っていま

す。)
(1)神様の目的があって、全てのことを働かせ
て益としてくださる。

(2)神様の目的のために、全てを実行される。
(3)信仰があるといつも平安で味わえる。
(4)苦難の中でも、神様の計画を見上げる。
(5)苦難は、私達に福音、伝道、宣教の必要性
を悟らせるためのものである。

▲神様は、はじめから正しい目標を持っている。

神様の「策定」がある。

○創世記１:１のように神様の目的のために、人間
を創造された。神の国を造るために、アダムとエ

バを神の国の管理人としてたてた。

○しかし、悪魔は、自分のものに奪うようにする。

それの為トップの者(管理者)を誘惑して奪った。
１)創 3:15
(1)神様の目的は、サタンの国を打ち砕くこと
―それのためにキリストを遣わす。

(2)私達に起こる問題は、サタンが攻撃をした為
―サタンがどれほど悪い者であるかを分かる

２)イザ 42:6-8(わたしは主、これがわたしの名。
わたしの栄光を他の者に、わたしの栄誉を刻ん

だ像どもに与えはしない。)
(1)神様の栄誉を偶像崇拝をする者に与えない
―主は神様の栄誉をサタンのものにはしない

(2)神様の民を通して神様の栄光を現す。
(3)神様が私達の手を握って守って下さる。

３)２３７
(1)２３７の人々の光として私達を召された。

４)癒し
(1)２３７の人々を癒すようにする。

５)サミット
(1)神の国を立てるために、政治家、指導者が
神の側の人になることが出来るように。

(2)権力者を生かすことが出来るように。
―国家の福音化がなされるようになる。

(3)権力は全て神様が与えた権威(ローマ 13:1)
(4)権力者のために祈る(1テモテ 2:1-2)。
(5)サタンの国を砕いて、神の国を取り戻す。
―私の仕事、勉強を通して、神の国をたてる。



現場地教会（2021 年 4 月 18 日～2021 年 4 月 24 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】 「主の知恵と心」(箴言 16:1-9)

【讃美】 456 主とともに歩む

【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. イエス・キリストの十字架・復活・結合という正しい福音をくださ
り、サタンへの偶像の祈りではなく、真の神様に正しい祈りができる

ことを感謝します。

2. 代任された神様の絶対目標に向けて祈るとき、五つの力が与えら
れ、すべてのことを働かせて益としてくださることを信じる正しい考

えと心が与えられることを信じます。

3. 237・癒し・サミット Rt運動を通して、サタンにすべてを奪われ
ているサタンの国から神様の栄光を取り返す神の国を立てる正しい

目標に向かうことができますように。

お知らせ

1．5 月 4日～5日 10:00～17:00 新しい家族の訓練

2．5月 29 日 10:00―18:00 働き人修練会

3．日本語学科の開設のためにお祈りをお願いします。

4．河村市長が、4月 25 日の選挙に当選されて、神の国が名古屋市に

たてられるようにお祈りをお願いします。

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


