
分かち合いのテーマ Dec13.2020

●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 「捜し求め、礼拝する」マタイ２章 1〜12節 高木牧人牧師

次週のメッセージ 「あなたのおことばどおりに」ルカ１章 26〜38節 関真士牧師

●分かち合いのポイント

① 神様は、博士たちをイエス様のところに導くために、彼らの占星術という賜物を用いられました。

あなたを求道の旅に連れ出し、イエス様のところに導いた賜物は何だったでしょう。

（仕事、趣味、人間関係、その他出来事など…）

② 求道を経て、博士たちは救い主を前に、感激の喜びで身震いしました。あなたは、その時のことを

覚えていますか？救い主イエス様を知った日の感動を自由に分かち合いましょう。

③ 神様の素晴らしい贈り物、主イエス・キリストに、私たちはどのような贈り物をもって応答（礼拝）

できるでしょうか？私たちの礼拝について、一緒に考えてみましょう。

●賛美の御言葉 ルカの福音書 2章 14節

「いと高き所で、栄光が神にあるように。

地の上で、平和がみこころにかなう人々にあるように。」

Lk 2:14.

“Glory to God in the highest,

and on earth peace among those with whom he is pleased!”



マタイの福音書 2章 1～12節

イエスがヘロデ王の時代に、ユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士た

ちがエルサレムにやって来て、こう言った。

「ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを

見たので、礼拝するために来ました。」

これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。

王は民の祭司長たち、律法学者たちをみな集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。

彼らは王に言った。「ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。

『ユダの地、ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたか

ら治める者が出て、わたしの民イスラエルを牧するからである。』」

そこでヘロデは博士たちをひそかに呼んで、彼らから、星が現れた時期について詳しく聞いた。

そして、「行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むから」

と言って、彼らをベツレヘムに送り出した。

博士たちは、王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ。かつて昇るのを見たあの星が、彼ら

の先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。

その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。

それから家に入り、母マリアとともにいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、

黄金、乳香、没薬を贈り物として献げた。

彼らは夢で、ヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰って行っ

た。

Mt 2:1–12

Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from

the east came to Jerusalem, saying, “Where is he who has been born king of the Jews? For we saw

his star when it rose and have come to worship him.” When Herod the king heard this, he was troubled,

and all Jerusalem with him; and assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired

of them where the Christ was to be born. They told him, “In Bethlehem of Judea, for so it is written by

the prophet:

“ ‘And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah;

for from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel.’ ”

Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had

appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, “Go and search diligently for the child, and when

you have found him, bring me word, that I too may come and worship him.” After listening to the king,

they went on their way. And behold, the star that they had seen when it rose went before them until it

came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly

with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down

and worshiped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and

myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by

another way.


