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使徒 2:42 & 47

42そして一同はひたす
ら、使徒たちの教を守
り、信徒の交わりをな
し、共にパンをさき、
祈をしていた。

47神をさんびし、すべ
ての人に好意を持たれ
ていた。そして主は、
救われる者を日々仲間
に加えて下さったので

ある。

Acts 2:42 & 47

42 They were devoting 
themselves to the 
apostles’ teaching and 
to fellowship, to the 
breaking of bread and to 
prayer.

47 praising God and 
having the good will of 
all the people. And the 
Lord was adding to their 
number every day those 
who were being saved.

知恵に満た

されて

生きる

• 教会の誕生

• 失望の中から希望へ

• まず神様が私達の内に

• 神様が与えてくださる
知恵により、より良い
充実した生活を送る

• 教会の起源を検証する»
神様が望まれるクリス
チャンとしての生き方
を考える：聖書的知恵
の視点から
– 教えを大切にする

– 交わる

– 祈る

– 賛美する

• Birth of the church
• From distress to hope
• First, God living within 

us
• With God’s wisdom, we 

can live more fulfilled 
life

• By analyzing the 
church’s origin » 
Considering what God 
desire for Christians to 
be: Biblical wisdoms
– Value the Teaching

– Fellowship

– Pray

– Praise

教えを大切に

• 箴言3:1-2

• 詩篇119:11

わたしはあなたにむかっ
て罪を犯すことのないよ
うに、心のうちにみ言葉
をたくわえました

• 頭で知るだけではなく、
心にその教えを受け入
れる時、教えにもとづ
いて歩む事が出来る

• 心に神様の教えを受け
止め、心から御言葉に
倣った歩みが出来てい
ますか？

Value the Teaching

• Pro 3:1-2
• Psa 119:11
In my heart I store up your 
words, so I might not sin 
against you.
• Not only knowing the 

Word in your head but 
when we accepted in 
our hearts, we would be 
able to walk based on 
the teaching

• By accepting God’s 
teaching in your heart, 
are you living based on 
the Word?
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交わる

• 箴言27:17

• 人間の創造時：交わる
事の大切さを前提

• ホーニング・スチー
ル：刃先を真っ直ぐ(毎
回使うたびに)

• 1ヨハネ1:7
– 神様の光の中を歩む

– 互いに交わる

– 聖なる交わり(平安、和、
愛)»罪(自己中心的)から
のきよめ･自分から相手へ

• 神様の愛を持って、聖
なる交わりとなるよう
に努めていますか？

Fellowship

• Pro 27:17
• When God created, God 

intended the humanity 
to fellowship

• Honing Steel: straighten 
blade (every time)

• 1 John 1:7
– Walk in God’s light
– Fellowship with each other
– Holy fellowship (filled with 

peace, unity, love) » 
Cleanse of sin(selfishness) 
from you-center to others

• Are you maintaining the 
fellowship to be holy, 
filled with God’s love?

祈る

• 箴言15:29
• 義?
• ヤコブ5:16
互に罪を告白し合い、ま
た、いやされるようにお
互のために祈りなさい。
義人の祈は、大いに力が
あり、効果のあるもの
• 義人:罪を告白してる人

=完璧な人という意味
では無く、自己中心的
な人生を捨てている人。

• 共に励まし祈りあえる
人がいますか？

Pray

• Proverbs 15:29
• Righteous?
• James 5:16
Confess your sins to each other 
and pray for each other so that 
you may be healed. The earnest 
prayer of a righteous person has 
great power and produces 
wonderful results

• Righteous: Who are 
confessing sins=not 
perfect but releasing 
selfishness

• Do you have someone 
who can pray with you?

賛美する

• 箴言1:7

• 怖がるのではなく、神
様にふくす

• 旧約の神観=祭られ
る・尊ばれるべき方

• 旧約の賛美=ひれ伏す
事によって崇める

• 我々:低くなる»神様:引
き上げる=ほめ讃える

• 恐れる=謙遜に=知識の
はじめ

• 神様の事がもっとわか
るように、謙遜を持っ
て賛美していますか？

Praise

• Proverbs 1:7
• Not being afraid, but to 

bow down
• OT’s perspective of God 

= noble, sacred
• OT’s praise = worship 

through bowing down
• By humbling ourselves »

lift God = praise
• Fear=humbling=beginni

ng of the knowledge
• To know more about 

God, are you humbly 
praising God?

• 知恵を受け祝福された
クリスチャン生活を送
る為に：
– 心にあなたの御言葉を受
け入れ、心から御言葉に
忠実に歩めるようお導き
ください

– あなたが豊かな愛でみた
し、皆さんとあなたが共
におられる聖い交わりが
もてるように

– あなたが私達の祈りを聞
いてくださる事を感謝し
ます。自分を捨てて、皆
と共に一致して祈れるよ
うに助けてください。

– 謙遜の心を持って心から
賛美します。あなたの知
識と知恵を与えてくださ
い

• To receive God’s wisdom 
to live a blessed 
Christian life:

– Guide us to accept Your 
Words in our hearts and 
help us to walk faithfully to 
the Word

– Fill us with Your amazing 
love so that we can have 
God-centered Holy 
fellowship with one 
another

– Thank You for hearing our 
prayer. Help us to let go 
ourselves and pray in unity

– We humbly worship you 
from ur hearts. Give us 
Your wisdom & knowledge


