
 

分かち合いのテーマ                                                                 Nov 15 . 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 13 主の友となる」   ヨハネ福音書 15章 12節～15節 関真士牧師 

               次週のメッセージ「主の愛にとどまる 14 主の友として生きる」  

                          ヨハネ福音書 15章 12 節～15 節 関真士牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① イエスとの友情は、何でもすべてを打ち明け合える関係です。イエスは、すでに全てを打ち明けてくれま

した。あなたも、イエスの友になりますか。 

 

 

 

 

② イエスとの友情とは、存在に満足し合える関係です。イエスはそのように、ただあなたの存在に満足して

います。あなたも、イエスの友になりますか。 

 

 

 

 

③ イエスとの友情とは、喜んで犠牲を払い合える関係です。イエスは、すでに命を捧げてくださいました。

あなたも、イエスの友になりますか。 

 

 

 

 

 

 

●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.  
 
いつくしみ深き 友なるイェスは 罪咎（つみとが）憂いを 取り去り給う 

心の嘆きを 包まず述べて などかは下ろさぬ 負える重荷を 

いつくしみ深き 友なるイェスは 我らの弱きを 知りて憐れむ 

悩み悲しみに 沈めるときも 祈りに応えて 慰め給わん 

いつくしみ深き 友なるイェスは 変わらぬ愛もて 導き給う 

世の友我らを 捨て去るときも 祈りに応えて 労（いたわ）り給わん 

What a friend we have in Jesus, All our sins and griefs to bear! 
What a privilege to carry, Everything to God in prayer! 
O what peace we often forfeit, O what needless pain we bear, 
All because we do not carry, Everything to God in prayer! 

Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? 
We should never be discouraged, Take it to the Lord in prayer. 
Can we find a friend so faithful, Who will all our sorrows share? 
Jesus knows our every weakness, Take it to the Lord in prayer. 

Are we weak and heavy laden, Cumbered with a load of care? 
Precious Savior, still our Refuge, Take it to the Lord in Prayer. 
Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in Prayer; 
In His arms He'll take and shield thee, Thou wilt find a solace there. 


