
分かち合いのテーマ                                                                  May 10.2020 

 

●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  「命にまさる恵み」   詩篇 62篇 1 節～3 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 神の御前で、私は＊＊＊です。 あなたは、この＊＊＊を、どのように答えますか？ 

 

 

 

 

 

② あなたの神のイメージが、あなたの人生を造ります。あなたの神は、どのような神ですか？  

 

 

 

 

 

③ 「命にまさる恵み」 あなたにとって、それはどんな恵みでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 

 



詩篇 63 篇 1 節～3 節 

神よ、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。水のない衰え果てた乾いた地で、私のたましいはあなた

に渇き、私の身もあなたをあえぎ求めます。 

私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖所であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは、いのちにも

まさるゆえ、私の唇はあなたを賛美します。 

 

Psalm 63:1-3 

O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as 

in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the 

sanctuary, beholding your power and glory. Because your steadfast love is better than life, my 

lips will praise you. 

 

 

 

ヨハネの福音書 20 章 24〜29 節 

十二弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。 

そこで、ほかの弟子たちは彼に「私たちは主を見た」と言った。しかし、トマスは彼らに「私は、その手に釘

の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じません」と言った。 

八日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスが

やって来て、彼らの真ん中に立ち、「平安があなたがたにあるように」と言われた。 

それから、トマスに言われた。「あなたの指をここに当てて、わたしの手を見なさい。手を伸ばして、わたし

の脇腹に入れなさい。信じない者ではなく、信じる者になりなさい。」 

トマスはイエスに答えた。「私の主、私の神よ。」 

イエスは彼に言われた。「あなたはわたしを見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。」 

 

John 20 :24-29 

 

24 Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came. 25 So the 

other disciples told him, “We have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I see in his hands 

the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his 

side, I will never believe.” 26 Eight days later, his disciples were inside again, and Thomas was 

with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, “Peace 

be with you.” 27 Then he said to Thomas, “Put your finger here, and see my hands; and put out 

your hand, and place it in my side. Do not disbelieve, but believe.” 28 Thomas answered him, “My 

Lord and my God!” 29 Jesus said to him, “Have you believed because you have seen me? Blessed 

are those who have not seen and yet have believed.” 

 


