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Acts 4:36

And Joses, who was also 
named Barnabas by the 
apostles (which is 
translated Son of 
Encouragement), a Levite 
of the country of Cyprus,

使徒 4:36

クプロ生れのレビ人で、使

徒たちにバルナバ（「慰め

の子」との意）と呼ばれて

いたヨセフ

The power of 

encouraging 

others

人を慰める
事の力

How can we encourage 
others?

• Encouragement =

comforting, supporting

• By words we speak

• By actions

• By spending time with each 

other

• Example: Good Samaritan

Luke 10:25-37

• Is there anyone around you 

who needs some 

encouragement?

どうやって、私達は人
を慰める事ができるか?

• 慰める=何かをして、一
時の悲しみや苦しみをま
ぎらせる。心を楽しませ
る。心をなごやかに静め
る。いたわる。励ます。

• 言葉を持って
• 行動を持って
• 時間を共に過ごす事に
よって

• 例 良きサマリヤ人
ルカ10:25-37

• あなたの周りに慰めや励
ましを必要としている人
はいませんか?

Comforting & encouraging 
others will lift, lead and 

bring them up

Acts 9:26-27
• What do you think people’s 

reaction to Paul/Saul’s 
conversion?

• Through Barnabas’ 
encouragement, they were 
able to let go their fear & 
preconceived idea. He also 
lead them to accept Paul.

• Without Barnabas, Paul 
would not have been 
accepted nor were able to 
do his work

慰めと励ましは、周り
の人を支え、成功に導

き、育てる

使徒 9:26-27
• 人々のパウロ/サウロの回
心の反応はどうだったで
しょうか?

• バルナバの慰めと励ましは、
人々の恐怖や不安や先入観
を捨てさせた。更に、パウ
ロを受け入れるように導い
た。

• バルナバの仲介無しには、
パウロは、受け入れられな
かっただろうし、その後の
働きも無かったでしょう。
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Encouraging others is 
what we all should be 

doing daily

Acts 11:22b-26
• Barnabas was sent to the 

church of Antioch, and 
people, who matured 
through his works, were 
called Christians

• What kind of church do you 
think Antioch was?

• Because they were filled 
with the Spirit and faith, 
they were able to 
encourage others.

• What do we need to do to 
see this church to be filled 
with encouragement?

慰めと励ましこそ、
我々が日々周りの人々
に行う事ではないか

使徒 11:22b-26
• バルナバは、アンテオケ教
会に遣わされ、彼の働きに
よって、成長していった
人々は、クリスチャンと呼
ばれるようになった。

• アンテオケの教会はどのよ
うな教会だったのでしょう
か?

• 聖霊と信仰に満ちていたか
ら、人を慰め励ませた

• この教会が慰めと励ましに
溢れる教会になるためには、
何をするべきでしょうか?

 As we prepare ourselves 

with repentance and 

baptismal, sanctify and 

guide us to be able to 

encourage others. 

 As You fill us with Your 

Spirit and faith, give us 

words of encouragements.

 Lead us to people whom 

we can encourage.

 As we receive love & joy of 

the Holy Spirit, overflow 

this church with the Spirit 

of encouragement.

 悔い改めとバプテスマを

持って周りの人を慰め励

ませるように、備えます

ので、私達を聖めて導い

て下さい。

 聖霊と信仰で私達を満た

し、慰めと励ましの言葉

を私達に与えてください。

 私達が慰め、励まし、支

えるべき人に導いて下さ

い。

 聖霊による愛と喜びを受

け入れますので、励まし

の霊に満ち溢れた教会へ

と導いて下さい。


