
  It’s important to continue 

Acts 2:42 

続けていく事に意義がある 

使徒 2:42 

Setting: 

A. The story of the church’s beginning 

 Acts 2:1-41  
o Prayer meeting that sought after God 
o Gathered in unity 
o Filled with the Holy Spirit 
o New birth experience with repentance, 

water baptismal, and the gift of the 
Holy Spirit 

o People were added 

 The promise of salvation isn’t just for us but 
generations after V. 39 ⇨ praying horizontally (for 
others around us) is important but praying 
vertically (beyond generations) is also important. It 
ought to be passed on to your children & 
grandchildren 

 3 John 4 
B. Continued… 

 The beginning story of the church is dramatic but 
that’s not the end of the story 

o Keep apostle’s doctrine, study it and 
live it = Living a Biblical life style 

o Value the fellowship among saints 
o Share the bread (word of God), 

communion 
o Praying together 

 Church is never meant to be a one-time thing, but 
built to be continued 

 When we continue on…  Galatians 6:9 

聖句の背景:  

A. 教会の誕生のストーリー 

 使徒 2:1-41  

o 神様を慕い求める祈祷会 

o 心を一つとして集められる 

o 聖霊に満たされる 

o 悔い改めと水のパブテスマと聖霊の賜物により新

しく生まれ変わる体験 

o 人が加えられていく  

 救いの約束は、私達だけの物だけでなく、次世代にも 

39節 ⇨ 横の祈り（周りの人の為の祈り）も大切だ

が、縦（世代を超えた）祈りも大切である。 自分の子

供達、孫達にも、受け継がれていくべき。 

 ３ヨハネ ４ 

 

B. 続けられた 

 教会の誕生のストーリーはドラマチックだが、そこで終わり

ではない 

o 使徒達の教えを守ること、学び実践する事＝聖

書的に生きるライフ・スタイル 

o 信者の間での交わりを大切にする 

o パン（神様の言葉）をシェアし、聖餐式 

o 共に祈る 

 教会は一過性の物ではなく、続けていかれる為に建て上

げられたのです 

 続けていく時に、ガラテヤ 6:9 

 Application: 

When we faithfully live for God, God will lead us to 

great results and blessing 

 When we continue faithfully, we’ll encounter God’s 
blessing, and will eventually make it to our destiny, 
heaven 

 What if you quit in the middle of the way? 
 Even when things get rough, let’s press on just a 

little more. God will bear fruits to those who will 
continue without quitting 

聖句の適用方法:  

私達が日々忠実に信仰生活に励む時、やがて神様からの

素晴らしい結果と祝福をへ導いてくださいます 

 努力が生むのではなく、続けていく時に、私達は神様の祝

福に遭遇し、やがて目的地である天国にたどりつきます 

 途中でやめてしまったら？ 

 諦めそうになっても、もう少し頑張ろう。神様は、諦めない

時に必ず、実を結ばさせて下さる。 

Prayer: 

 Guide us into Your blessing and grace unto 

heaven as we continue to trust you without 

giving up 

 Fill this church with the Holy Spirit, and build 

us to be the strong biblical church 

いのり: 

 諦めずに、続けていく信仰を私達与え、あなたの祝福

と恵みの中に天国まで導いてください 

 あなたの聖霊でこの教会を満たし、ずっと続けられる

力強い聖書的な教会へと建て上げてください 

 


