
 

分かち合いのテーマ                                                                   Dec 6. 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  

     「インマヌエル 神は我ら共にいる」マタイ福音書 1章 18 節～25 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 ヨセフの苦悩は、正しい人であるからこそ、マリヤを愛するからこその苦悩です。あなたの正しさは、人

を裁く正しさでしょうか。それとも人を生かす正しさでしょうか。 

 

 

 

 

② 神は、私たちに眠りを与えます。ヨセフに与えられた眠りの意味、私たちに与えられている眠りの意味と

は、何でしょうか。 

 

 

 

 

③ イエスは、インマヌエルと呼ばれるお方です。神が共にいてくださる、そのことですべてが満たされる。

その恵みを分かち合いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉  ルカ福音書 2 章 14 節 Luke 2:14 

 いと高き所で、栄光が神にあるように。地の上で、平和が。み心にかなう人々にあるように。 

“Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased!”  



マタイの福音書 1 章 18〜25 節 

イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならな

いうちに、聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアをさらし者にした

くなかったので、ひそかに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが

夢に現れて言った。「ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿ってい

る子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民を

その罪からお救いになるのです。」このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためで

あった。「見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」それは、

訳すと「神が私たちとともにおられる」という意味である。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じたとお

りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そして、その子の名をイエス

とつけた。 

 

Matthew 1:18-25 
 Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed 

to Joseph, before they came together she was found to be with child from the Holy Spirit. And 

her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her 

quietly.  But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a 

dream, saying, “Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is 

conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name 

Jesus, for he will save his people from their sins.” All this took place to fulfill what the Lord had 

spoken by the prophet: 

 “Behold, the virgin shall conceive and bear a son, 

    and they shall call his name Immanuel” 

(which means, God with us).  When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord 

commanded him: he took his wife, but knew her not until she had given birth to a son. And he 

called his name Jesus. 

 

詩篇 127 篇 1〜2 節 

主が家を建てるのでなければ建てる者の働きはむなしい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りはむなし

い。あなたがたが早く起き遅く休み労苦の糧を食べたとしてもそれはむなしい。実に主は愛する者に眠りを与

えてくださる。 

 Psalm 127:1,2 

Unless the LORD builds the house, those who build it labor in vain. Unless the LORD watches 

over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to 

rest, eating the bread of anxious toil; for he gives to his beloved sleep. 

 


