
  A lesson from Mother’s Prayer 

Acts 1:14 

母の祈りから学ぶ 

使徒 1:14 

Setting: 

A. The ministry of Mary 

 Mary’s ministry was praying 

 Mary’s ministry of prayer was not a one-time only 

prayer, but continuous prayer 

 Let’s pray continuously instead of praying only 

when we are in need or in trials 

B. Mary’s Prayer 

Luke 1:38 (NCV) 

 “I am the servant of the Lord. Let this happen to 

me as you say!” 

o Setting at Luke 1: Mary just found out that 

Jesus Christ is going to be born out of her for 

the first time 

o Emotions of Mary=Fear of being judged by 

others, uncertain of future, confused about 

incomprehensible things happening in her life 

 If it was you, what kind of prayer would you pray? 

 Humbling, surrendering, seeking His will 

C. Mary’s prayer at Acts 1 

 Emotions of Mary=Fear, uncertainty, confusion 

 What kind of prayer, did Mary and others pray? 

 Praying together with others in unity 

聖句の背景:  

A. マリアの働き 

 マリアのミニストリー（奉仕）は祈りだった 

 マリアの祈りのミニストリーは、一時的な物ではなく、継続さ

れていった物である。 

 一時的な苦しい時の神頼み的な祈りより、継続的に祈る

者となりましょう 

B. マリアの祈り 

ルカ 1:38 (JLB) 

 「私は主の召使にすぎません。 何もかも主のお言いつけど

おりにいたします。 どうぞ、いま言われたとおりになりますよう

に」 

o ルカ 1章での設定：イエス・キリストがマリアを通してお

生まれになる事を初めて知った 

o ルカ 1章でのマリアの心境=周りの人の批判への恐

れ、将来への不安、理解できない事が起きている事態

に対する動揺 

 私達ならどのような祈りをするでしょうか？ 

 謙遜、服従、神様の御旨を求める 

C. 使徒1章でのマリア達の祈り 

 マリア達の心境=恐れ、不安、動揺 

 マリア達はここでどのような祈りをささげたのか？ 

 周りの人と共に祈る一致の祈り 

Application: 

When we pray surrendering and seeking to God’s will 

filled with humility, God will fill us with the Holy Spirit 

 When we are filled with the Holy Spirit Galatians 
5:22-23 (NCV) 

“But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our 
lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, 
faithfulness, gentleness, and self-control “ 

 Can we always be equipped with these? 

 We need these things to be given by God 

聖句の適用方法:  

私達が神様の御旨を求める、謙遜に満ちた従う祈りに対

し、神様は私達を聖霊で満たしてくださる 

 私達が聖霊で満たされる時 ガラテヤ 5:22-23 (現代

訳) 

“しかし、御霊に導かれる者は、御霊がすばらしい実を結ばせ

てくださる。それは、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、忠

実、柔和、自制” 

 これらのものを常に持っている事ができるでしょうか？ 

 これらのものは、神様から頂く必要があるのです 

Prayer: 
 Fill us with the Holy Spirit as we surrender our 

lives complete to You with a humble heart 
seeking Your will 

 Allow us to bear the fruits of the Spirit as You 
fill us with the Holy Spirit 

 Help us to live a life style of continuous prayer 
rather than a pray for the time of need  

いのり: 

 あなたの御旨を求め、謙遜の心であなたに完全に従

いますので、聖霊で満たしてください 

 聖霊に満たされ私達の上に御霊の実が実りますように 

 一時的な祈りだけではなく、継続的な祈りがライフ・ス

タイルの一部となるように助けてください 


