
分かち合いのテーマ                                                                 June 28 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  「希望に生きる神の教会“命の泉”」ヨハネ 4章 14節 関真士牧師 

       

次週のメッセージ 「希望の生きる神の教会 ‟御言葉”」 詩篇 119篇 105節  

 

●分かち合いのポイント 

 

① 礼拝の再開が、ホノルル教会に心の分断をもたらすことがあるでしょうか。「喜ぶ者と共に喜

び、泣く者と共に泣きなさい」。（ローマ 12：15）を実践できるでしょうか。自分のこととし

て、どのように思いますか。 

 

 

  

 

② イエスに本当のことを言う、さらに主の御前で本音の自分であり続けることが大切です。それが

泉が湧き続ける秘訣です。あなたは、イエスに「本当のこと」を言える自分ですか。 

 

 

 

 

 

③ サマリヤの女性は、水がめを置いたまま村に戻って、救い主が来られたことを告げました。自分

を仲間外れにする者たちの所に、自分から入っていったのです。この行動をもたらした彼女のパ

ッションについてどう思いますか？ 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 130篇 5,6 節  Psalm  

私は、主を待ち望みます。私のたましいは、待ち望みます。主のみことばを、私は待ちます。私のたましい

は、夜回りが夜明けを、まことに、夜回りが夜明けを待つのにまさって、主を待ちます。 

I wait for the LORD, my soul waits, and in his word I hope;  my soul waits for the Lord more 

than watchmen for the morning, more than watchmen for the morning. 

 



ヨハネの福音書 4章 3〜18節  ３ユダヤを去って、再びガリラヤへ向かわれた。４しかし、サマリアを通っ

て行かなければならなかった。５それでイエスは、ヤコブがその子ヨセフに与えた地所に近い、スカルという

サマリアの町に来られた。６そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れから、その井戸の傍らに、た

だ座っておられた。時はおよそ第六の時であった。７一人のサマリアの女が、水を汲みに来た。イエスは彼女

に、「わたしに水を飲ませてください」と言われた。８弟子たちは食物を買いに、町へ出かけていた。９そのサ

マリアの女は言った。「あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に、飲み水をお求めになるので

すか。」ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。１０イエスは答えられた。「もしあなたが神の

賜物を知り、また、水を飲ませてくださいとあなたに言っているのがだれなのかを知っていたら、あなたのほう

からその人に求めていたでしょう。そして、その人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。」１１その女は言

った。「主よ。あなたは汲む物を持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水を、どこから手

に入れられるのでしょうか。１２あなたは、私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井

戸を下さって、彼自身も、その子たちも家畜も、この井戸から飲みました。」１３イエスは答えられた。「この水

を飲む人はみな、また渇きます。１４しかし、わたしが与える水を飲む人は、いつまでも決して渇くことがあり

ません。わたしが与える水は、その人の内で泉となり、永遠のいのちへの水が湧き出ます。」１５彼女はイエ

スに言った。「主よ。私が渇くことのないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私に下さい。」１

６イエスは彼女に言われた。「行って、あなたの夫をここに呼んで来なさい。」彼女は答えた。「私には夫がい

ません。」１７イエスは言われた。「自分には夫がいない、と言ったのは、そのとおりです。あなたには夫が五

人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。」 

John 4:3-18 

Now when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making 

and baptizing more disciples than John 2 (although Jesus himself did not baptize, but only 

his disciples), 3 he left Judea and departed again for Galilee. 4 And he had to pass through 

Samaria. 5 So he came to a town of Samaria called Sychar, near the field that Jacob had 

given to his son Joseph. 6 Jacob's well was there; so Jesus, wearied as he was from his 

journey, was sitting beside the well. It was about the sixth hour.7 A woman from Samaria 

came to draw water. Jesus said to her, “Give me a drink.” 8 (For his disciples had gone 

away into the city to buy food.) 9 The Samaritan woman said to him, “How is it that you, 

a Jew, ask for a drink from me, a woman of Samaria?” (For Jews have no dealings with 

Samaritans.) 10 Jesus answered her, “If you knew the gift of God, and who it is that is 

saying to you, ‘Give me a drink,’ you would have asked him, and he would have given 

you living water.” 11 The woman said to him, “Sir, you have nothing to draw water with, 

and the well is deep. Where do you get that living water? 12 Are you greater than our 

father Jacob? He gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his 

livestock.” 13 Jesus said to her, “Everyone who drinks of this water will be thirsty 

again, 14 but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty 

again. The water that I will give him will become in him a spring of water 

welling up to eternal life.” 15 The woman said to him, “Sir, give me this water, so that 

I will not be thirsty or have to come here to draw water.” 


