
分かち合いのテーマ                                                                  May 31.2020 

 

●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  「私たちは主イエスの証人」使徒の働き 1章 3〜11節  高木牧人牧師 

                   

次週のメッセージ「希望に生きる神の教会」ローマ書 15章 13節、詩篇 46 篇 1、2節  関真士牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① 主イエスとともに行く弟子たちの旅路〜聖霊に導かれる使徒たちの新しい旅路〜そして今日在る

教会の旅路〜を見つめると、そこには、どのような神の計画、恵みと祝福があるでしょうか？ 

 

 

 

 

② 今日も私たちの間に働いておられる聖霊です。私たちの歩みの中で、聖霊の力を体験した瞬間は

ありましたか？（特にこのロックダウンになってから…） 

 

 

 

 

③ 主が遺された地上最期のことば（8節）は、使徒たちと同じく主を待ち望む私たちに、どのよう

に響いていますか？ 

 

 

 

 

 

●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 

 

 

 



 

使徒の働き 1章3～11節 

イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠をもって、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。

四十日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。 

使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。「エルサレムを離れないで、わたしから聞いた

父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなたがたは間もなく、聖霊によるバプテ

スマを授けられるからです。」 

そこで使徒たちは、一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。「主よ。イスラエルのために国を再興してくださ

るのは、この時なのですか。」 

イエスは彼らに言われた。「いつとか、どんな時とかいうことは、あなたがたの知るところではありません。

それは、父がご自分の権威をもって定めておられることです。 

しかし、聖霊があなたがたの上に臨むとき、あなたがたは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマ

リアの全土、さらに地の果てまで、わたしの証人となります。」 

こう言ってから、イエスは使徒たちが見ている間に上げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見え

なくなった。 

イエスが上って行かれるとき、使徒たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た二人の人が、彼らの

そばに立っていた。 

そしてこう言った。「ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなたがたを離れて天

に上げられたこのイエスは、天に上って行くのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになりま

す。」 



 

 

Ac 1:3–11 

He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during forty days and 

speaking about the kingdom of God.  

And while staying with them he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of 

the Father, which, he said, “you heard from me; for John baptized with water, but you will be baptized with the 

Holy Spirit not many days from now.”  

So when they had come together, they asked him, “Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?” 

He said to them, “It is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority. But 

you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and 

in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.” And when he had said these things, as they were looking 

on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, 

behold, two men stood by them in white robes, and said, “Men of Galilee, why do you stand looking into 

heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into 

heaven.”  

 

 


