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Luke 9:16-17

Then He took the five loaves 
and the two fish, and looking 
up to heaven, He blessed and 
broke them, and gave them to 
the disciples to set before the 
multitude. So they all ate and 
were filled, and twelve 
baskets of the leftover 
fragments were taken up by 
them.

ルカ9:16-17

イエスは五つのパンと二ひ
きの魚とを手に取り、天を
仰いでそれを祝福してさき、
弟子たちにわたして群衆に
配らせた。みんなの者は食
べて満腹した。そして、そ
の余りくずを集めたら、十
二かごあった。

Don’t Go Home 

Empty-

Handed

空っぽで家へ

帰らないで

• Miracle of feeding 5000

• Key points of this passage

– Somebody willingly sacrificed

– God performed miracle

• This story is beyond a 

miracle story:

– Uniqueness of this miracle
• Involves the mass
• Did not depend on faith of 

recipients
• Happened in the midst of 

gathering/service

– Blue print of a local church: 
Same principles found in the 
Apostolic church in the book of 
Acts
• Birth of the church required 

sacrifice
• Miracles filled the church

• ５０００人を養う奇跡

• この聖句のポイント

– 自分から犠牲をした人がい
た

– 神様が奇跡を起こされた

• この話は、奇跡の話しだ
けでは終わりません

– この奇跡の特色

• 多くの人

• 受ける側の信仰は関係ない

• 集会の中で起きた

– 地方教会のあるべき姿：同じ
原理が使徒行伝の使徒の教会
に書かれている

• 教会は犠牲によって生まれた

• 奇跡が伴った

Teachings of Biblical 
Truth

Luk. 9:11
• Although the original intent 

was to take a break, Christ 
never missed an 
opportunity to share the 
Truth
– talking about Kingdom=New 

Birth (John 3)
– Born again in water & the 

Spirit 

• Never leave Christ’s 
presence without being 
born again

• The church was launched 
by the preaching of Simon 
Peter & people’s response 
to the calling (Acts 2)

聖書の真実を教える

ルカ 9:11

• 元は、休憩をする為にだっ
たが、キリストは決して、
聖書の真理を語るチャンス
を逃されなかった
– 神の国について=生まれ変わ
る事によって（ヨハネ３）

– 水と霊のバプテスマによって
生まれ変わる

• 生まれ変わりを経験せずに
決してキリストの元を離れ
る事をしないように

• 教会は、ペテロの説教と
人々が応答した事によって
始まった（使徒２）
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Empowering People
by the Spirit

Luk. 9:13-16

• Not many miracles are 
recorded in 4 gospels that 
were performed by people 
other than Jesus.
– Christ intentionally used 

disciples & the boy

– Jesus is interested in 
empowering us

• Be filled with His Spirit and 
being empowered

• But you shall receive 
power when the Holy Spirit 
has come upon you; 
and you shall be witnesses 
to Me… (Acts 1:8)

人々を霊で満たし用いる

ルカ 9:13-16

• 4福音書内には、イエス以
外がおこなった奇跡は多く
書かれていない

– キリストは意図的に弟子達と
少年を用いた

– イエスは、我々を用いようと
しておられる

• 神様の霊に満たされ力強め
られましょう

• 聖霊があなたがたにくだる
時、あなたがたは力を受け
て…わたしの証人となるで
あろう」（使徒1:8）

Time of Fellowship

Acts 2:41-42

• Actions that people who 
responded Simon Peter’s 
message (2:14-39)

• There’s love in the midst of 
fellowship

• Eat together

• Pray for each other

• Luke 9: Fellowship

• Are you sharing God’s love 
with others and praying for 
each other?

交わりの時

使徒2:41-42

• ペテロのメッセージ

（2:14-39）に応答した人

達がとった次の行動

• 交わりの中に愛がある

• 共に食べる

• 祈り合う

• ルカ9：交わり

• 神様の愛を分かちあい、又

みなさんの愛を受け、共に

祈りあえてますか？

More than Enough

Luk. 9:17

• Everyone who was willing 
to receive, receive more 
than enough

• You don’t have to leave this 
place empty. You can 
receive all you need & more

• Were there anyone left 
without receiving?

• People were filled with the 
Spirit in Acts 2

• Are you ready to receive 
everything that God has for 
you?

満腹以上

ルカ 9:17

• 願った人は全員満腹になっ
た。あまる程だった

• 教会から、カラ手で帰る必
要はありません。神様はあ
なたに必要な物それ以上を
与えられます。

• 去ってしまった人は？

• 人々は霊に満たされた：使
徒行伝２

• 神様があなたの為に備えて
おられる全てを受ける心構
えができていますか？

To live with Christ fully:

– Grow us in the Word as 
we thank the Word and 
receive It as the food for 
our souls.

– Strengthen us with Your 
Spirit as you empower us 
and use us. Use us to 
fulfill Your and the 
church’s mission.

– Thank You for Godly 
fellowship. Fill each one 
of us with your love.

– Overflow our souls with 
Your Spirit.

満たされてキリストと共
に生きていく為に：

– 聖書の御言葉を感謝し、
霊の糧として受け入れま
すので、御言葉をもって
成長させてください。

– あなたの霊でつよめてく
ださい。あなたのそして
教会の使命の為に用いて
ください。

– 神様による交わりを感謝
します。この教会の私達
一人一人があなたの愛で
満たされますように。

– 今、あなたの霊が私達一
人一人にも豊かに溢れま
すように。


