
分かち合いのテーマ                                                                July 26. 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 ～まことのブドウの木 ①」 

ヨハネ福音書 15章 1節～4節  関真士牧師 

 

     次週のメッセージ 「主の愛に留まる ～父の愛～ ②」 ヨハネ福音書 15章 1節～4節 関真士牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 私たちは、イエスを信じて、イエスに繋がっているとき、祝福の存在となり、祝福の源となれる

のです。まず自分が天の父にとって「愛する子、わたしはあなたを喜ぶ」と言われている事を、

素直な心で受け入れることが出来ますか？ 

 

 

 

 

② まことのぶどうの木であるイエスに繋がる前に、偽りのブドウの木に繋がっていたとき、あなた

を動かしていたエネルギーは、どのようなものでしたか？ その時は、どんな実を結ばれていま

したか。今は、「まことのブドウの木」であるイエスに繋がっていると確信を持って言えます

か。 

 

 

 

 

③ まことのブドウの木であるイエスに繋がるためには、どうしたら繋がることが出来るのでしょう

か。（このポイントでは、明確な答えをみんなで確認してください） 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 119篇 5,6 節  Psalm  

私のたましいは、あなたの救いを慕って、絶え入るばかりです。私は、あなたの御言葉を待ち望んでいます。

私の目は、あなたの御言葉を慕って、絶え入るばかりです。 

My soul longs for your salvation; I hope in your word.  My eyes long for your promise; 

I ask, “When will you comfort me?” 



ヨハネ福音書 15 章 1 節～4 節 

わたしはまことのぶどうの木、わたしの父は農夫です。わたしの枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを

取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多く実を結ぶように、刈り込みをなさいます。あなたがたは、わた

しがあなたがたに話したことばによって、すでにきよいのです。わたしにとどまりなさい。わたしもあなたが

たの中にとどまります。枝がぶどうの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じ

ように、あなたがたもわたしにとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。 

 

John 15:1-4 

 I am the true vine, and my Father is the vinedresser. Every branch in me that does not bear 

fruit he takes away, and every branch that does bear fruit he prunes, that it may bear more 

fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in 

you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless 

you abide in me.  I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is 

that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. 

 

 

ヨハネ福音書 14 章 26 節 

しかし、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、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。 

 

創世記 12 章 1 節～3 節 

主はアブラムに言われた。「あなたは、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、わたしが示す

地へ行きなさい。そうすれば、わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなる

ものとする。あなたは祝福となりなさい。わたしは、あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者をのろう。

地のすべての部族は、あなたによって祝福される。 

 

Genesis 12;1-3 

Now the LORD said to Abram, “Go from your country and your kindred and your father's house to 

the land that I will show you. 2 And I will make of you a great nation, and I will bless you and 

make your name great, so that you will be a blessing. 3 I will bless those who bless you, and him 

who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed.” 

 

 

マタイ福音書 3 章 17 節 

そして、見よ、天から声があり、こう告げた。「これは、わたしの愛する子。わたしはこれを喜ぶ。 

 

エレミヤ書 2 章 21 節 

わたしは、あなたをみな、純種の良いぶどうとして植えたのに、どうしてあなたは、わたしにとって、質の悪

い雑種のぶどうに変わってしまったのか。 


