
分かち合いのテーマ                                                               Apr 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  「復活の力、希望、使命②」 マタ 28章 7 節～10 節 16節～20 節 関真士牧師 

                             

次週のメッセージ 「目を高くあげて」イザヤ書 40章 26 節 高木牧人牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 私たちの伝える内容は、「そこでイエスに会える」です。あなたにとっての「そこ」とは、どこ

でしょうか。 

 

 

 

 

 

② 私たちには「伝える」という使命が与えられています。その使命を果たすためには「聴いていた

だく」ことが必要です。どうしたら聴いてもらえるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

③ 伝えるという使命の働きには、苦難、困難があります。しかし、その働きの途上でイエスは何度

も何度も、ご自身を現して伝える者を励ましてくださいます。これまで、主に励まされた経験が

あったら分かち合ってみましょう。 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 47 篇 6,7 節  Psalm 47:6,7 

ほめ歌を歌え。神にほめ歌を歌え。ほめ歌を歌え。私たちの王にほめ歌を歌え。まことに神は全地の

王。ことばの限り、ほめ歌を歌え。 

 Sing praises to God, sing praises! Sing praises to our King, sing praises! For God is the King of 

all the earth; sing praises with a psalm! 



マタイの福音書 28 章 7 節〜10 節 16 節～20 節 

そして、急いで行って弟子たちに伝えなさい。『イエスは死人の中からよみがえられました。そして、あなた

がたより先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます』と。いいですか、私は確かにあなたがたに伝え

ました。」彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走

って行った。すると見よ、イエスが「おはよう」と言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足

を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。「恐れることはありません。行って、わたしの兄弟たちに、ガ

リラヤに行くように言いなさい。そこでわたしに会えます。」 

 

さて、十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。

ただし、疑う者たちもいた。イエスは近づいて来て、彼らにこう言われた。「わたしには天においても地におい

ても、すべての権威が与えられています。ですから、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさ

い。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、わたしがあなたがたに命じておいた、すべてのこと

を守るように教えなさい。見よ。わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいます。 

 

Matthew 28:7-10  16-20 

 

7 Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going 

before you to Galilee; there you will see him. See, I have told you.” 8 So they departed quickly 

from the tomb with fear and great joy, and ran to tell his disciples. 9 And behold, Jesus met them 

and said, “Greetings!” And they came up and took hold of his feet and worshiped him. 10 Then 

Jesus said to them, “Do not be afraid; go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will 

see me.” 

 

16 Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed 

them. 17 And when they saw him they worshiped him, but some doubted. 18 And Jesus came and 

said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 19 Go therefore 

and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of 

the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am 

with you always, to the end of the age.” 

 

1 コリント 15：13，14，20 

もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そして、キリストがよみがえらな

かったとしたら、私たちの宣教は空しく、あなたがたの信仰も空しいのです。＊＊＊＊ 20 しかし、今やキリ

ストは、眠った者の初穂として死者の中からよみがえりました。」 

１ Corinthians 15:13,14,20  

13 But if there is no resurrection of the dead, a then not even Christ has been raised. 14 And if Christ 

has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain.  

20 But in fact Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. 


