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   神様 国 民 必  救  回復         

1.サタンが征服する時代 2.サタンが裁きを受ける時代 3.神さまの子どもたちの使命
▲エドムが、イスラエルの国よりも強かった。つま

り、神の民たちよりも、未信者が強かった。

1)イザヤ 14:12-14(密雲の頂に上り、いと高き方の
ようになろう。』)
(1)サタンは、美しさや強さを持ち高慢になった。

2)オバデヤ 1:3-4(あなたは岩の裂け目に住み、高い
所を住まいとし、「だれが私を地に引きずり降ろ

せようか」と心のうちに言っている。)
(1)エドムの性質とサタンの性質が似ている。
(2)サタンの国が世の中を掌握していた。
(3)サタンは、全てをサタンの国に変えていった。

3)オバデヤ 1:10(あなたの兄弟、ヤコブへの暴虐の
ために、恥があなたをおおい、あなたは永遠に絶

やされる。)
(1)エドム族は、バビロンと一緒に攻めてきて、
イスラエルの民を苦しめた。

(2)民たちは、サタンに負けた。
4)ヨハネ 8:44(あなたがたは、あなたがたの父であ
る悪魔から出た者であって、あなたがたの父の欲

望を成し遂げたいと願っているのです。)
(1)サタンの特徴は高慢であり、人間を苦しめてる
(2)苦しみに対して人々は無感覚になっている。

▲2000 年前にサタンを滅ぼすために約束の通り
にキリストが来られた。

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。」)
(1)サタンの国を滅ぼすためにキリストが来た。
(2)悪魔の頭を打ち砕く真の王である。

2)マタイ 16:16(「あなたは、生ける神の御子キリ
ストです。」)
(1)真の王としてサタンを打ち砕いた。
(2)真の預言者として神様が私達を訪ねてきた。
(3)真の祭司として罪を赦して下さった。

3)マタイ 12:28(神の御霊によって悪霊どもを追い
出しているのなら、もう神の国はあなたがたの

ところに来ているのです。)
(1)聖霊が来られた時に神の国はなされる。
―サタンの国はサタンが治める国。

―神の国はキリストが治める国。

(2)神の国が来てサタンの国が滅ぼされる。
4)ヨハネ 16:11(さばきについてとは、この世を支
配する者がさばかれたからです。)
(1)サタンがすでに裁かれた。
(2)キリストが来たのはサタンの頭を打ち砕く為
(3)十字架でサタンの頭は踏み砕かれた。
(4)私達は、サタンを恐れる必要はない。

5)オバデヤ 1:18(火と炎はわらに燃えつき、これを
焼き尽くし、エサウの家には生き残る者がいな

くなる、と主は告げられた。)
(1)ヤコブの家は神の国,エサウの家は悪魔の国
(2)サタンの国であった領地が征服されていく。
(3)日本は必ずキリスト教国家になる。
(4)オバデヤ 1:19-20(エルサレムの捕囚の民は南
の町々を占領する。)
―神の子が強くなれば簡単にキリスト教国家に

することが出来る(フィリピン、南米)。
(5)日本をキリスト教国にする為に私を強くする

▲私はすでに使命を与えられている。

1)ヨハネ 1:12(この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々
には、神の子どもとされる特権をお与えになった。)
(1)私は、サタンを打ち砕く権威をもっている。
(2)私達を神様の養子として下さった(ローマ 8:15)
(3)養子のものは実子と同じように、祝福を頂いた。
(4)神様の祝福を常に味わうように。
―キリストが主人になった祝福を味わうように(ガラ 2:20)。
―私はキリストと共に死んで復活し天の右の座に着座した(エペ 2:6)。

2)聖霊充満
(1)キリストが私のうちにおられることを味わうように。
(2)私達が、聖霊に満たされるように。

3)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。それは、御子が多くの兄弟

たちの中で長子となられるためです。)
(1)私達は、御子と同じ姿に変えられた。
(2)キリストと同じ、まったきものとなれるように。
(3)いつもキリストと一つになっていることを味わう。
(4)私は神様の子どもであり、神様の形である。
(5)霊力、知力、体力、人力、経済力を求める。
―サタンの国を征服して、サタンの物を取り返す者となる(オバ 1:21)

4)編集、設計、デザインをする。
(1)ただキリスト、ただ聖霊、ただ神の国(サタンの国を砕く)を建てる
(2)自分の人生を、編集・設計・デザインをしていく。

5)Ⅰペテ 2:9(あなたがたは、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、
神の所有とされた民です。)
(1)私が、王、祭司、預言者の務めをする。
(2)強い王(見張り人)が立てば生かされていくようになる。
―システムの中に 3人ぐらいの強い弟子がいれば変わるようになる。
(3)悪魔はこの世を征服を出来ないように、現場、家庭に問題を与える。
―現場、職場、家庭の悪魔をイエス様の御名で打ち砕く祈りをする。

(4)トップの人を救い出してこそ、救いの働きがなるように。
(5)私はサタンの国を打ち砕く強い兵士―キリストと一つ(ヨ 15:4-5)

▲結論：私はサタンの国に完全に勝利する(エペソ 6:12、ローマ 16:20)



現場地教会（2021 年 7 月 4 日～2021 年 7 月⒑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】 「サタンの国を征服する使命」（オバデヤ 1:17-21）

【讃美】 393 われらの戦い血によらず

【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. 真の王であるキリストがサタンを裁かれ、サタンの国で滅びていた
私を救い出し、神様の子供とされたことを感謝します。

2. サタンの国を征服する霊的戦いの使命を掴むとき、私を通してサタ
ンの国が神の国に回復されることを信じます。

3. キリストとの結合と聖霊充満を 24時間味わい、自分の領域におけ
るサタンの国を征服して、日本をキリスト教国家にする霊的見張り

人・霊的医者・サミット大使の答えを受けますように。

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

3．24 時祈りのリレーへご参加ください。

担当：鶴見聖五

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


