
分かち合いのテーマ                                                                July 19. 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 「一つのことを願い求めて」詩篇 27 篇 4〜6 節  高木牧人牧師 

 

    次週のメッセージ  関真士牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 主があなたのために、いつもどこでも用意しているあなたの「居場所」は、あなたにどのような

安らぎを与えてくれますか？ 

 

 

 

 

 

② あなたが主の家で、“Doing”(〜する)の前に、「一つのこと」“Being”(在り方そのもの)を選

びとっていく時、どのような体験を得ることができるでしょうか？思い巡らしつつ、自由に分か

ち合ってみましょう。 

 

 

 

 

 

③ 私たちから決して取り上げられない主は、あなたにとってどのような存在として、今日あなたと

ともにおられますか？(麗しいお方、優しい御声をかけてくださるお方、賛美すべきお方…など) 

 

 

 

 

 

●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?” 



 

詩篇 27 篇 4～6 節 

一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私のいのちの日の限り主の家に住むことを。主の麗

しさに目を注ぎその宮で思いを巡らすために。 

それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠しその幕屋のひそかな所に私をかくまい岩の上に私を上げてくだ

さるからだ。 

今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私は主の幕屋で喜びのいけにえをささげ主に歌いほめ

歌を歌おう。 

 

Ps 27:4‒6 

One thing have I asked of the LORD, that will I seek after: that I may dwell in the house of the LORD all the days 
of my life, to gaze upon the beauty of the LORD and to inquire in his temple.  

For he will hide me in his shelter in the day of trouble; he will conceal me under the cover of his tent; he will 
lift me high upon a rock.  

And now my head shall be lifted up above my enemies all around me, and I will offer in his tent sacrifices with 
shouts of joy;  

I will sing and make melody to the LORD.  
 

ルカの福音書 10 章 38〜42 節 

 さて、一行が進んで行くうちに、イエスはある村に入られた。すると、マルタという女の人がイエスを家に迎

え入れた。 

彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足もとに座って、主のことばに聞き入っていた。 

ところが、マルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、みもとに来て言った。「主よ。私の姉妹が私

だけにもてなしをさせているのを、何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするように、おっしゃってく

ださい。」 

主は答えられた。「マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って、心を乱しています。 

しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良いほうを選びました。それが彼女から取り上げられること

はありません。」 

 
Lk 10:38‒42 

Now as they went on their way, Jesus entered a village. And a woman named Martha welcomed him into her 
house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord’s feet and listened to his teaching. But Martha was 
distracted with much serving. And she went up to him and said, “Lord, do you not care that my sister has left 
me to serve alone? Tell her then to help me.” But the Lord answered her, “Martha, Martha, you are anxious and 
troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be 
taken away from her.”  


