
分かち合いのテーマ                                                                 Sep 27. 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⑧ ～ことばにとどまる～」 

ヨハネ福音書 15章 7節～10節 関真士牧師 

次週のメッセージ「主の愛にとどまる⑨  ～愛にとどまる～」 

  ヨハネ福音書 15章 7節～10節   関真士牧師 

 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 聖書のことばは、あなたにとって、全面的に、安心して、受け入れることの出来ることばでしょ

うか。あなたの耳は、神のことばに対していつも開かれているでしょうか。 

 

 

 

 

② 御言葉の光に照らされるとき、自分の心が岩のように固くなることがありますか。イエスの愛

は、その固い岩のような心を砕き、根のように食い込んでいる、そんなイメージができますか。 

 

 

 

 

 

③ この世の茨で傷つき、クリスチャンとしての自尊心が損なわれることがありますか。敗北感を感

じることがありますか。私たちは、その敗北感をどのように乗り越えることができるでしょう

か。 

 

 

 

●賛美の御言葉  詩篇 73篇 28節 Psalm 73:28   

 しかし、私にとって、神のみそばにいることが、幸せです。私は、神である主を、私の避けどころ

とし、あなたのすべてのみ業を語り告げます。 

 But for me it is good to be near God; I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all 

your works. 

 



ヨハネの福音書 15章 7〜10節 

あなたがたがわたしにとどまり、わたしのことばがあなたがたにとどまっているなら、何でも欲しいものを求

めなさい。そうすれば、それはかなえられます。あなたがたが多くの実を結び、わたしの弟子となることによ

って、わたしの父は栄光をお受けになります。父がわたしを愛されたように、わたしもあなたがたを愛しまし

た。わたしの愛にとどまりなさい。わたしがわたしの父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じよ

うに、あなたがたもわたしの戒めを守るなら、わたしの愛にとどまっているのです。 

 

John 15:7－10 

 If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for 

you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. As 

the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love.  If you keep my commandments, 

you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. 

 

 

ヨハネ福音書 1 章 1 節 

初めに、ことばがあった。ことばは神と共にあった。ことばは神であった。 

John 1:1 

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 

 

マルコの福音書 4章 14〜20節 

種蒔く人は、みことばを蒔くのです。道端に蒔かれたものとは、こういう人たちのことです。みことばが蒔か

れて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て、彼らに蒔かれたみことばを取り去ります。岩地に蒔かれたものと

は、こういう人たちのことです。みことばを聞くと、すぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなく、し

ばらく続くだけです。後で、みことばのために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。もう一

つの、茨の中に蒔かれたものとは、こういう人たちのことです。みことばを聞いたのに、この世の思い煩い

や、富の惑わし、そのほかいろいろな欲望が入り込んでみことばをふさぐので、実を結ぶことができません。

良い地に蒔かれたものとは、みことばを聞いて受け入れ、三十倍、六十倍、百倍の実を結ぶ人たちのことで

す。」 

 

Mark 4:14-20 

14 The sower sows the word. 15 And these are the ones along the path, where the word is sown: 

when they hear, Satan immediately comes and takes away the word that is sown in them. 16 And 

these are the ones sown on rocky ground: the ones who, when they hear the word, immediately 

receive it with joy. 17 And they have no root in themselves, but endure for a while; then, when 

tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. 18 And 

others are the ones sown among thorns. They are those who hear the word, 19 but the cares of the 

world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the 

word, and it proves unfruitful. 20 But those that were sown on the good soil are the ones who hear 

the word and accept it and bear fruit, thirtyfold and sixtyfold and a hundredfold.” 

 


