
分かち合いのテーマ                                                               Apr 12.2020 

 

●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①」 マタイ 18章 1節～10節 関真士牧師 

                             

次週のメッセージ 「復活の力、希望、使命②」マタイ 28章 16節～29節 関真士牧師 

 

 

●分かち合いのポイント 

 

① あなただったら、大きな石で塞がれ、封印され、兵士が見張っている状況で、墓の中に収め

られているイエスのお身体に香油を塗るために出かけていきますか？ 

 

 

 

 

 

② 「どうせ」という封印は打ち破られていますが、自分の考え方の中に「どうせ」という言葉

がありますか？ 「どうせ」の反対語は何でしょうか。その言葉を受け取っていきましょ

う。 

 

 

 

 

 

③ 「墓から出て来なさい」と、イエスは大声で叫ばれました。大声で叫んでいるイエスのお姿

をイメージしましょう。その声に応えることはできるでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

●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 1〜10節 

さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行っ

た。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りて来て石をわきに転がし、その上に座っ

たからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに番兵たちは震え上が

り、死人のようになった。御使いは女たちに言った。「あなたがたは、恐れることはありません。十字架に

つけられたイエスを捜しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられたとお

り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。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。」 

 

Matthew 28:1-10  

Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene 

and the other Mary went to see the tomb. 2 And behold, there was a great earthquake, for an 

angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on 

it. 3 His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. 4 And for fear of him 

the guards trembled and became like dead men. 5 But the angel said to the women, “Do not be 

afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. 6 He is not here, for he has risen, as 

he said. Come, see the place where he[a] lay. 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.” 

 

ヨハネ福音書 11 章 40節 43節 

イエスは彼女に言われた。「信じるなら神の栄光を見る、とあなたに言ったではありませんか。」そこで、

彼らは石を取りのけた。イエスは目を上げて言われた。「父よ、わたしの願いを聞いてくださったことを感

謝します。あなたはいつでもわたしの願いを聞いてくださると、わたしは知っておりましたが、周りにい

る人たちのために、こう申し上げました。あなたがわたしを遣わされたことを、彼らが信じるようになる

ために。」そう言ってから、イエスは大声で叫ばれた。「ラザロよ、出て来なさい。」 

 

John 11:40-43 

Jesus said to her, “Did I not tell you that if you believed you would see the glory of God?” 41 So 

they took away the stone. And Jesus lifted up his eyes and said, “Father, I thank you that you 

have heard me. 42 I knew that you always hear me, but I said this on account of the people 

standing around, that they may believe that you sent me.” 43 When he had said these things, 

he cried out with a loud voice, “Lazarus, come out.” 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew%2028:1-10&version=ESV#fen-ESV-24198a

