
分かち合いのテーマ                                                                  May 24.2020 

 

●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  「苦難が生み出すもの」  ローマ書 5章 1節～5節    関真士牧師 

                   

次週のメッセージ   高木牧人牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 聖書的な苦難の定義は、「神のことばにしか立てなくなる状況」と言えると思います。私たちの

人生にも、そのような苦難があったと思います。その時に、どのような神の言葉に立ちました

か？ 

 

 

 

 

② 自分は、今、神に練られているなと実感することがありますか？ その度ごとに、自分のキャラ

クターは、良いものに変えられてきているでしょうか。 

 

 

 

 

 

③ 私は、苦難さえも喜びます。なぜなら＊＊＊が、私の心に＊＊＊いるからです。＊＊＊の言葉を

確認してみましょう。 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 42 篇 5 節  Psalm 42：5 

わがたましいよ、なぜおまえはうなだれているのか。私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望

め。私はなおも神をほめたたえる。御顔の救いを。 

Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I 

shall again praise him, my salvation 

 



ローマ人への手紙 5 章 1〜5 節 

こうして、私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を

持っています。このキリストによって私たちは、信仰によって、今立っているこの恵みに導き入れられまし

た。そして、神の栄光にあずかる望みを喜んでいます。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それ

は、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと、私たちは知

っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によっ

て、神の愛が私たちの心に注がれているからです。 

 

Romans 5:1-5 

Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus 

Christ. 2 Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, 

and we rejoice in hope of the glory of God. 3 Not only that, but we rejoice in our sufferings, 

knowing that suffering produces endurance, 4 and endurance produces character, and character 

produces hope, 5 and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our 

hearts through the Holy Spirit who has been given to us. 

 

 

1 コリント 15章 58 節 

ですから、私の愛する兄弟たち。堅く立って、動かされることなく、いつも主のわざに励みなさい。あなたが

たは、自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。 

 

1corinthians 15:58 

Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the 

Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. 

 

 

マタイの福音書 7章 24〜27節 

ですから、わたしのこれらのことばを聞いて、それを行う者はみな、岩の上に自分の家を建てた賢い人にたと

えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても、家は倒れませんでした。岩

の上に土台が据えられていたからです。また、わたしのこれらのことばを聞いて、それを行わない者はみな、

砂の上に自分の家を建てた愚かな人にたとえることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその

家に打ちつけると、倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。 

 

Matthew 7;24-27 

24 “Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who 

built his house on the rock. 25 And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat 

on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. 26 And everyone who 

hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on 

the sand. 27 And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that 

house, and it fell, and great was the fall of it.” 


