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1.キリスト 2.聖霊 3.残りの者の勝利
▲キリストによって人間の根本問題が解決された。

1)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。)
・キリストが女の子孫として悪魔の頭を踏み砕く。

2)王―ミカ 5:2(あなたはユダの氏族の中で最も小さいも
のだが、あなたのうちから、わたしのために、イスラ

エルの支配者になる者が出る。)
・救い主は、ベツレヘムで生まれることを預言。

・キリストがサタンを打ち砕く真の王として来られる。

3)祭司―ミカ 7:19(私たちをあわれみ、私たちの咎を踏み
つけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。)
・真の祭司として罪と咎を解決をされることを約束。

・人間に対しては、真の哀れみを持って来られる。

・哀れみと慈しみで全ての罪を赦して下さる。

4)マタイ 16:16(シモン・ペテロが答えて言った。「あなた
は、生ける神の御子キリストです。」)

5)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。)
・約束の通りに、サタンの頭を踏み砕いて下さった。

6)マルコ 10:45(多くの人のための、贖いの代価として、
自分のいのちを与えるためなのです。)
・約束の通りに、祭司として全ての罪を赦した。

・神様の子どもにして下さり天国も保証をされた。

7)ヨハネ 19:30(「完了した」と言われた。)
・神様の子どもになった時に全てを頂いた。

・神様の子どもになった時に、全ての問題は終わった。

▲キリストを信じた時に、聖霊が宿る。全てのことを知ることを出

来るようにするために聖霊を宿らせた。

1)御言葉―ヨハネ 14:26(助け主、すなわち、父がわたしの名によっ
てお遣わしになる聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、ま

た、わたしがあなたがたに話したすべてのことを思い起こさせて

くださいます。)
・私の内におられる聖霊様を認めるように(Ⅰコリ 3:16)。
・自分の努力では、信仰の成長をすることは出来ない。

・聖霊様が、全てのことを教えて下さり、信仰を成長させる。

・キリストを信じるようにする方が、聖霊様である。

・聖霊が働いてくださいと祈るように。

2)祈り―ローマ 8:26-27(御霊も同じようにして、弱い私たちを助け
てくださいます。私たちは、どのように祈ったらよいかわからな

いのですが、御霊ご自身が、言いようもない深いうめきによって、

私たちのためにとりなしてくださいます。)
・私達は、御子と一緒に全てのものを頂いた。

・聖霊が私の為にとりなしをして、祈りを出来るようにしている

・聖霊がキリストと一つにして神様と交わりが出来るようにする

3)伝道―使徒 1:8(聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたが
たは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全

土、および地の果てにまで、わたしの証人となります。)
・伝道も自分の力ではできない。

・聖霊の力によって伝道も出来るようになる。

○聖霊様が、私達を変化をするようにして下さっている。

―キリストは、私をキリストの人格に変えるようにしてくださる。

⇒ローマ 8:29(神は、あらかじめ知っておられる人々を、御子のか
たちと同じ姿にあらかじめ定められたからです。)
⇒ガラテヤ 5:22-23(御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、
善意、誠実、柔和、自制です。)
・聖霊様の働きによって、御霊の実を結ぶようにさせている。

▲残りの者は、福音を信じる人である。残りの者

は自分の姿を知っているから謙遜な人である。

○残りの者として弱い者が用いられる。

1)ミカ 4:7(わたしは足のなえた者を、残りの者と
し、遠くへ移された者を、強い国民とする。)
・足のなえた者―障がいがある人。

・障がいがあったとしても神の国を成し遂げる

・残りの者によって神の国がたてられる。

・誰もがキリストを信じなければいけない。

・弱い者であるほど、キリスト,聖霊に頼る。
○Ⅰコリ 1:27-28(しかし神は、知恵ある者をは
ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、

強い者をはずかしめるために、この世の弱い者

を選ばれたのです。)
・始めは弱い者であるが、キリストと聖霊を

頼る人が世界を変えるようになる。

2)ミカ 4:13(あなたは多くの国々の民を粉々に砕
き、彼らの利得を主にささげ、彼らの財宝を全

地の主にささげる。)
・私のような弱い人を用いて主の働きをする。

・弱い人がキリスト、聖霊に頼り、強い人と

なり日本をキリスト教国にする(イザ 60:22)
3)ミカ 5:7(ヤコブの残りの者は、多くの国々の民
のただ中で、主から降りる露、青草に降り注ぐ

夕立のようだ。)
・残りの者は、キリスト、聖霊に頼る者。

―獅子のように強い者に変わる(ミカ 5:8-9)。
4)ルカ 10:19
5)Ⅰペテロ 2:9
▲結論―自分の力ではなく、聖霊の力で出来る

○エペソ 4:30(神の聖霊を悲しませてはいけま
せん。)
○1テサ 5:19(御霊を消してはなりません。)



現場地教会（2021 年 7 月 18 日～2021 年 7 月 25 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】 「残り者の勝利」（ミカ 4:10-13）

【讃美】 391 十字架のつわもの

【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. サタンの奴隷になって偶像崇拝し、裁きを受けて滅びるしかない私
を、ただキリストがサタンを踏み砕き、私のすべての罪を赦して、救

い出してくださったことを感謝します。

2. ただ聖霊様の助けを求めるとき、御言葉が信じられ、祈りと伝道が
できるように働かれ、弱い私を残りの者として勝利させてくださるこ

とを信じます。

3. いつも共にいて強くしてくださる聖霊様を 24時覚えて、サタンの
国を神の国に奪還し、日本をキリスト教国家にする残りの者の勝利を

味わいますように。

お知らせ

1．世界レムナント大会 8月 3 日～5日

2．リーダー修練会

1次：7月 28 日 9 時、7月 29 日 18 時

3．日本伝道集会：オンラインリアルタイム生放送

第１講義：9月 23 日(木)10:00、2 講義：同日 11:00

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


