
分かち合いのテーマ                                                                 Aug 2. 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 「主の愛にとどまる ② ～父の愛～」 

ヨハネ福音書 15章 1節～4節  関真士牧師 

 

     次週のメッセージ 「主の愛にとどまる ③ ～愛されている子として～」  

ヨハネ福音書 15章 1節～4節 関真士牧師 

 

●分かち合いのポイント 

 

① あなたにとって、天の父と肉の父のイメージがダブっている所がありますか。あるいは正反対の

天の父を創作していませんか。あなたの持っていた天の父のイメージに関して、何か新しい気づ

きがありましたか。 

 

 

 

② ヨハネ 3章 16節を開いて、天の父の愛を、一つ一つ確認してみましょう。 

 

 

 

 

③ その天の父が、あなたの真の父です。天の父を「わたしのお父さま」と呼ぶことができますか。 

 

 

 

 

 

 

●賛美の御言葉 詩篇 27篇 4節  Psalm  

一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私のいのちの日の限り主の家に住むことを。

主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らすために。 

One thing have I asked of the LORD, that will I seek after: that I may dwell in the house of 

the LORD all the days of my life, to gaze upon the beauty of the LORD and to inquire in his 

temple. 

 



ヨハネ福音書 15 章 1 節～4 節 

わたしはまことのぶどうの木、わたしの父は農夫です。わたしの枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを

取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多く実を結ぶように、刈り込みをなさいます。あなたがたは、わた

しがあなたがたに話したことばによって、すでにきよいのです。わたしにとどまりなさい。わたしもあなたが

たの中にとどまります。枝がぶどうの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じ

ように、あなたがたもわたしにとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。 

 

John 15:1-4 

 I am the true vine, and my Father is the vinedresser. Every branch in me that does not bear 

fruit he takes away, and every branch that does bear fruit he prunes, that it may bear more 

fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in 

you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless 

you abide in me.  I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is 

that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. 

 

 

ヨハネ福音書 14 章 8 節～9 節 

ピリポはイエスに言った。「主よ。私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。」イエスは、彼に言

われた。「ピリポ、こんなに長い間、あなたがたと一緒にいるのに、わたしを知らないのですか。わたしを見

た人は、父を見たのです。どうして、あなたは「私たちに父を見せてください」と言うのですか。 

John 14:8,9   Philip said to him, “Lord, show us the Father, and it is enough for us.” Jesus said 

to him, “Have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen 

me has seen the Father. How can you say, ‘Show us the Father’? 

 

ヨハネ福音書 3 章 16 節 

神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びる

ことなく、永遠のいのちを持つためである。 

John3:16  “For God so loved the world,[a] that he gave his only Son, that whoever believes in him 

should not perish but have eternal life. 

 

ヨハネ福音書 1 章 12 節 

しかし、この方を受け入れた人々。、すなわち、その名を信じた人々には、神の子どもとなる特権をお与えに

なった。 

John 1:12   But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to 

become children of God, 

 

ローマ 5 章 8 節 しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによっ

て、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+3%3A16&version=ESV#fen-ESV-26126a

