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1.福音は全ての問題の解決 2.福音ですべてを得た 3.伝道者の生活
▲福音で私達の全ての問題の解決が解決された。

○神様は人間を神様の形に作られた。アダムとエバを、神の

国の管理者として作られた。それこそが喜び、幸せの生活で

あった。しかし、悪魔は神の国が嫌であった。それで悪魔が、

アダムとエバを騙した。

1)福音‐創 3:15
(1)悪魔に騙された後、すぐに神様は福音を下さる。
(2)キリストがサタンの支配から解放する。

2)信仰・義―創 15:6
(1)神様はアブラハムに空の星のように多くの子孫とする
と約束した。

(2)アブラハムが信じた時に義と認められた。
(3)キリストだけを信じれば全ての問題を解決される。

3)新しい契約―エレ 31:31-32
(1)神様は、民たちにモーセの十戒を与えて下さった。
(2)人々は、十戒の約束をことごとく破ってしまった。
(3)民が、律法をことごとく破ってしまったので滅びた。
(4)人間はどんな人でも自分の力では救われない。
‐古い契約では人間は救われない。

(5)新しい契約である福音によって救われる(創 3:15)。
4)マタイ 16:16(「あなたは、生ける神の御子キリストです。」)
(1)王―Ⅰヨハ 3:8
・私達をサタンの手から救い出して下さった。

(2)祭司―マタイ 26:28
・キリストの血により過去,現在,未来の罪を赦された。
(3)預言者―ヨハ 14:6
・死から解放をしてくださった。

5)ヨハネ 19:30
・キリストが、十字架で全ての問題を解決された。

6)信仰‐ローマ 1:17
・ただ福音を信じる時に救われる。

・福音により全ての問題が終わった事を信じられるように

▲私達は、福音で全て得るようになった。

1)神の子ども‐ヨハネ 1:12
(1)私達は神様の子どもになることが出来た。
‐全てを得るようになった。

(2)神様の子どもには、素晴らしい特権がある。
2)聖霊の内住‐ヨハネ 14:16-17
・キリストを信じ、神様が私達の内におられる。

・共におられる人は全ての物を与えられた。

3)キリストとの結合‐ヨハネ 15:5
・イエス様と一つになった事を味わう。

・味わう中で祈りが答えられる。

・イエス様に力があるので、委ねればよい。

4)1コリ 3:16
・神様が私と共におられるのであれば、最高の

幸せをもらった人である。

・その満足がないから、他の道に行く。

・全ての問題が終わり、全てをもらった。

5)Ⅱコリ 13:5
・キリストが私の内におられることを信じる

6)ローマ 8:15
・イエス様の御霊が私達のうちに入られた。

・聖霊様が私のうちにいるので、天の父なる神

様をアバ父と呼ぶことが出来る。

・イエス様のものが私のものである。

7)コロ 2:3
・キリストの中に知恵と知識の宝が全てある。

・キリストが全てを回復して下さった。

・キリストの福音で私はすべてを得た。

○信じる為に、御言葉をよく聞く(ローマ 10:17)

▲私達の人生の目的は、サタンの国を滅ぼして、神の国を取り

返すことである。

1)王‐エペソ 6:12
(1)キリストが王である－私達はキリストと共に王になった。
(2)キリストはサタンを打ち砕く王である。
(3)私達は、様々なことを恐れる必要はない。
(4)イエス・キリストの名でサタンを縛る。

2)祭司‐1テサロニケ 5:16-18
(1)祭司は礼拝・祈りをすることである。
(2)いつも喜び、絶えず祈り、全てを感謝をするように。
(3)全てを与えて下さったことを喜び、感謝をする。
―私達が喜び、感謝をする時に祝福が臨まれる。

(4)ローマ 12:1‐私達は神様の為に生きる者となので、神様に
自分を捧げる

・ヨシュア 13:33‐レビ族に相続地を与えなかった。レビ部族
には、神様が相続地であるからである。私達は、肉的なも

ので左右されることなく、神様のものを受け取るように。

神様の物が私の物。

・マタイ 6:20-21‐天に宝をたくわえる。正しい献金観を持つ
ように。献金が一番の投資である。自分の財産を 100倍に
するのは献金(マル 10:30)。私達は、天国にお金を預ける。

3)預言者(伝道者)‐イザ 60:1、1ペテロ 2:9
(1)キリストの光を放つように。
‐福音は、王たち、次世代を生かすものである。

(2)経済・健康はすべてついてくる。
(3)私達を伝道者となるようにしてくださった。
(4)伝道者として生きる人生が最高の人生である。

▲結論‐エペソ 4:13、使徒 1:8、
〇伝道者 12:13-14‐神様の命令は福音を信じなさいという事
・私の人生は、伝道者の人生である。

・福音を信じれば最高の人生に変わるようになる。

・全世界の福音化がなされるように。



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】 「伝道者の人生は最高の人生」（伝道者の書 12:11-14）

【讃美】 473 心にあるこの安きを

【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. サタンの国で滅びるしかない私のために、真の王・大祭司・預言者
であるキリストがサタン・罪・死から私を解放され、この福音を信じ

る信仰ですべての問題が解決されたことを感謝します。

2. サタンは、福音がすべてだと信じられず、他のものを求める空しい
人生を送らせますが、キリストが私と内住して一つになっておられる

ので、福音ですべてを得たことを信じます。

3. 御言葉によって福音で十分・完全・満足になり、キリストと共に霊
的戦いをする王・礼拝と献金する祭司・福音の光を放つ預言者の生活

を送る、最高な伝道者の人生になりますように。

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


