
 

分かち合いのテーマ                                                                 Nov 29. 2020 

 

●スモールグループの心得  

心を傾けて聴こう、理解しよう、共感しよう。教えない、否定しない、批判しない。そのままを受け入れよう。 

 

 

今日のメッセージ  

     「主の愛にとどまる 15 選びと任命」 ヨハネ福音書 15 章 16 節～17 節 関真士牧師 

               次週のメッセージ「インマヌエル 神は我ら共にいる」  

                           マタイ福音書 1 章 18 節～25 節 関真士牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① あなたは愛の内にイエスにあって選ばれていたのです。だからイエスを信じることを選ぶことが出来たの

です。自分が選ばれた者であるということについて、どのように思いますか。 

 

 

 

 

② 置かれた所で咲きなさい。あなたは、どうでしょうか？ 神があなたを置かれた所に、自分も行くという

意志を持てますか。 

 

 

 

 

③ 「互いに愛し合いなさい」というイエスの命令の前に立ち、あなたは、どう受け止め、考え、何を選ぶで

しょうか。 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉  詩篇 48 篇 1,2 節 Psalm 48:1,2 

 主は大いなる方。大いにほめたたえられるべき方。主の聖なる山私たちの神の都で。主は大いなる

方。大いにほめたたえられるべき方。主の聖なる山私たちの神の都で。 

Great is the LORD and greatly to be praised in the city of our God! His holy mountain, beautiful 

in elevation, is the joy of all the earth, Mount Zion, in the far north, the city of the great King. 

 



ヨハネの福音書 15 章 12～15 節 

わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合うこと、これがわたしの戒めです。人が自分

の友のためにいのちを捨てること、これよりも大きな愛はだれも持っていません。わたしが命じることを行う

なら、あなたがたはわたしの友です。わたしはもう、あなたがたをしもべとは呼びません。しもべなら主人が

何をするのか知らないからです。わたしはあなたがたを友と呼びました。父から聞いたことをすべて、あなた

がたには知らせたからです。 

 

John 15:12－15 
 “This is my commandment, that you love one another as I have loved you.  Greater love has no 

one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I 

command you.  No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is 

doing; but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known 

to you.  

 

 
エペソ書1章4,5節 

すなわち神は、世界の基が据えられる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる、傷のない者にし

ようとされたのです。神は、みこころの良しとするところにしたがって、私たちをイエス・キリストによって

ご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられました。 

 

Ephesians 1:4,5 

even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and 

blameless before him. In love 5 he predestined us[a] for adoption to himself as sons through Jesus 

Christ, according to the purpose of his will, 

 

 

「置かれた所で咲きなさい。でも、どうしても咲けない時もあります。雨風が強い時、日照り続きで咲

けない日、そんな時には無理に咲かなくてもいい。その代わりに根を下へ下へと降ろして根を張るの

です。次に咲く花がより大きく 

美しいものとなるために。」（渡辺和子著「置かれた所で咲きなさい」より抜粋） 

Bloom where you are placed. But there are times when it is impossible to bloom. When it's raining 

and windy, or on days when you can't bloom because of constant] sunshine, you don't have to force 

it to bloom. Instead, let the roots come down and take root downward. The next bloom will be 

bigger. To be a beautiful thing. (By Kazuko Watanabe[Bloom where you are placed] 

 


