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Acts 16:25-26

But at midnight Paul and 
Silas were praying and 
singing hymns to God, 
and the prisoners were 
listening to them.

Suddenly there was a 
great earthquake, so that 
the foundations of the 
prison were shaken; and 
immediately all the doors 
were opened and 
everyone’s chains were 
loosed.

使徒 16:25-26

真夜中ごろ、パウロとシ

ラスとは、神に祈り、さ

んびを歌いつづけたが、

囚人たちは耳をすまして

聞きいっていた。

ところが突然、大地震が

起って、獄の土台が揺れ

動き、戸は全部たちまち

開いて、みんなの者の鎖

が解けてしまった。

When we pray 

with praise, 

we can 

become 

closer to God

賛美をもって
祈る時、神様
ともっと近づ
く事ができる

• Paul & Silas were thrown 
into a prison unreasonably

• Prison = Dungeon
• Removed from the rest of 

the world & friends
• When they prayed with 

praise » quake = evidence of 
the invisible God

• No matter how far we feel 
from God, He’ll be there 
with us when we pray with 
praise.

• God dwells in our praise 
Psalm 22   Matthew 18

• Love of a blind: When we 
seek God with all of our 
senses, we’ll be able to 
experience the invisible God.

• 不遇の理由で獄に入れられ

たパウロとシラス

• 獄=地下牢/ダンジョン

• 外界から、そして仲間から

の疎外

• 賛美を持って祈る»地震=見

えない神様の存在の証

• 私達がどんなに神様との距

離を遠く感じようが、私達

が賛美を持って祈る時に神

様はそこにいてくださる。

• 私達の賛美の中に神様はい

て下さる詩篇22 マタイ18

• 盲人の愛：全ての感覚を

もって神様を求める時、視

覚では見えない神様を経験

する事ができる。

Let’s begin our prayer 
with praise unto God

Matthew  6:9
• As an example, God has 

started off the Lord’s prayer 
by praise

• In heaven=God is different 
from earthly things, special

• Our=we belong to God, 
possessive case

• Father » what’s your view 
of a father? trustworthy, 
providing, protecting, 
responsible

• Hallowed be Your name: 
salvation, healing, answers, 
make us righteous

• What does praise mean to 
you?

まず、神様への賛美から
祈り始めよう

マタイ 6:9
• イエス様は例として、主
の祈りを、賛美から始め
るように教えておられる

• 天にいます=神様は地の
物とは違う、特別

• われらの=私達は神様に
寄り頼む存在、所有格

• 父よ»あなたにとっての
お父さん像とは?信頼でき、
養い、守り、責任を持ち

• 御名があがめられます:救
い、癒やし、願いを叶え、
我々を義とされる名

• あなたにとって賛美とは?
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When we pray, pray 
with praise of 
thanksgiving 

Philippians  4:6
• Don’t be anxious/worry
• V.7 the peace of God, which 

surpasses all 
understanding

• V.13 I can do all things  
through Christ who 
strengthens me

• V.19 my God shall supply 
all your need

• prayer & praise=display of 
our love

• Are you praying with praise 
of thanksgivings rather 
than just praying the 
prayer of requests?

祈る時には、感謝という
賛美を持って祈ろう

ピリピ 4:6
• 思い煩わずに
• 7節:人知ではとうてい測
り知ることのできない神
の平安

• 13節:わたしを強くして
下さるかたによって、何
事でもすることができる。

• 19節:いっさいの必要を、
キリスト・イエスにあっ
て満たして下さる

• 祈り&賛美=愛の表現
• ただ神様に願いを申し出
るだけでなく、感謝とい
う賛美をもって祈れてい
ますか?

Prayer with Praise

 In every circumstance, we 
thank You for everything, 
first. We are grateful that 
we are in Your care. Daily, 
You allow us to live. Thank 
you for making everything 
works for good.

 We praise You that You are 
the omnipresent, 
omnipotent God.

 We completely depend on 
You.

 We praise Your powerful 
Name.

賛美を伴う祈り:
 どのような境遇をも、ま
ず、あなたに全ての事に
ついて感謝します。あな
たのケアの中に我々が居
られる事を感謝します。
日々生かされている事を
感謝します。あなたが全
てを良きとして下さる事
を感謝します。

 あなたが全知全能の神で
ある事を賛美します。

 私達はあなたを寄り頼み
ます。

 あなたの力ある名を褒め
讃えます。


