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今日、神のみことばからのメッセージをみなさんと分かち合う機会を感謝します。私のメッセージの進

め方はいつも、何、なぜ、どのようにという３つの質問に焦点をあてて進めていきます。 

今日のメッセージは、使徒言行録からですが、このような３つの質問にそって進めていきます。   

1) 今日は、何について話しているのでしょう。  

2) この主題はなぜ重要なのでしょう。  

3) 私たちの生活にこのメッセージをどのように適用させるのでしょう。  

では、まず祈りましょう。  

天の父よ、あなたは天地をお創りになった創造主なる神であられます。生けるまことの神であり、新年

と新しい始まりの神であられます。初代教会の人々のように、私たちが新しい年、新しい始まりのとき

を迎えるにあたり、神に与えられた賜物を知ることができるよう助けてください。また、あなたの御子

イエス・キリストにあって、あなたが恵みをもって与えてくださったものを知ることができるよう、お

助けください。 

信じる者と真理を求める者にとって、今日のメッセージがあなたからの語りかけとなり、新たに目が開

かれますように。 

キリストの名によって 

アーメン 

今日のメッセージのタイトルは、「あるものをささげる」です。「ない袖は振れない」と題してもよか

ったのですが、肯定的なメッセージをお伝えしたかったので、「あるものをささげる」としました。こ

れから、このメッセージの聖書的根拠と、今日このトピックを分かち合うことになったきっかけについ

てお話していきたいと思います。 

今日の聖書箇所は、使徒 3：1-16 です。中心聖句は使徒 3：6 です。では、ともにみことばを読みましょ

う。 

1.1.1.1. 主題は主題は主題は主題は何何何何でしょう。今日の話は、何についてでしょうか。でしょう。今日の話は、何についてでしょうか。でしょう。今日の話は、何についてでしょうか。でしょう。今日の話は、何についてでしょうか。        

a. 聖書朗読 （使徒 3:1-16） – 起立してともに    

◆ペトロ、足の不自由な男をいやす 

 3:1 ペトロとヨハネが、ペトロとヨハネが、ペトロとヨハネが、ペトロとヨハネが、午後三時の祈りの時に神殿に上って行った。神殿に上って行った。神殿に上って行った。神殿に上って行った。 3:2 すると、生まれながら足の不

自由な男が運ばれて来た。神殿の境内に入る人に施しを乞うため、毎日「美しい門」という神殿の門の

そばに置いてもらっていたのである。 3:3 彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て、施しを

乞うた。 3:4 ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、「わたしたちを見なさい」と言った。 3:5 その

男が、何かもらえると思って二人を見つめていると、  

3:6 ペトロは言った。「わたしには金や銀はないが、持っているものをあげよう。持っているものをあげよう。持っているものをあげよう。持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キイエス・キイエス・キイエス・キ

リストの名によってリストの名によってリストの名によってリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。」 3:7 そして、右手を取って彼を立ち上がらせた。する
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と、たちまち、その男は足やくるぶしがしっかりして、 3:8 躍り上がって立ち、歩きだした。そして、

歩き回ったり躍ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入って行った。 3:9 民衆は皆、彼が歩き回

り、神を賛美しているのを見た。 3:10 彼らは、それが神殿の「美しい門」のそばに座って施しを乞うて

いた者だと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。 

 ◆ペトロ、神殿で説教する 

 3:11 さて、その男がペトロとヨハネに付きまとっていると、民衆は皆非常に驚いて、「ソロモンの回廊」

と呼ばれる所にいる彼らの方へ、一斉に集まって来た。 3:12 これを見たペトロは、民衆に言った。「イ

スラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また、わたしたちがまるで自分の力や信心によって、なぜこのことに驚くのですか。また、わたしたちがまるで自分の力や信心によって、なぜこのことに驚くのですか。また、わたしたちがまるで自分の力や信心によって、なぜこのことに驚くのですか。また、わたしたちがまるで自分の力や信心によって、

この人を歩かせたかのように、なぜ、わたしたちを見つめるのですか。この人を歩かせたかのように、なぜ、わたしたちを見つめるのですか。この人を歩かせたかのように、なぜ、わたしたちを見つめるのですか。この人を歩かせたかのように、なぜ、わたしたちを見つめるのですか。 3:13 アブラハムの神、イサクの

神、ヤコブの神、わたしたちの先祖の神は、その僕イエスに栄光をお与えになりました。ところが、あ

なたがたはこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みま

した。 3:14 聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦すように要求したのです。 3:15 あなたがたは、

命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。

わたしたちは、このことの証人です。 3:16 あなたがたの見て知っているこの人を、イエスの名が強くしあなたがたの見て知っているこの人を、イエスの名が強くしあなたがたの見て知っているこの人を、イエスの名が強くしあなたがたの見て知っているこの人を、イエスの名が強くし

ました。それは、その名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰が、あなたがた一同の前でこました。それは、その名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰が、あなたがた一同の前でこました。それは、その名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰が、あなたがた一同の前でこました。それは、その名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰が、あなたがた一同の前でこ

の人を完全にいやしたのです。の人を完全にいやしたのです。の人を完全にいやしたのです。の人を完全にいやしたのです。 

b. 個人的視点 （コリント第二 8:12） ― ない袖は振れない     

i.i.i.i. 私個人の体験「何が起こるかわからない」（*新年の始まりには、その年に何が起こ

るか誰も知りません。）    

1.1.1.1. 夏のガーナ行き（友人のセンヨさん・野球） – 新しい経験・冒険– 初めて行

く場所で、生徒を引率     

2.2.2.2. 秋のアメリカ行き（日本 � ペンシルバニア、オハイオ、テネシー、カナダ、

カリフォルニア� 日本） ― 6 日間のうちに飛行機 14 便、北米 5 ヶ所訪問

（今までしたことがない）    

a.a.a.a. 有名校ではない、生徒数も少ない、魅力的なマーケティングの材料

もない    

i.i.i.i. 私がアメリカへ発つ前日のダン牧師のメッセージ     

3.3.3.3. 結論 ―神は、私たちが持っていないものでなく、持っているものを基準に、

私たちのささげものを受け入れてくださいます。 （コリント第二 8:12）    

c. 聖書的視点（ヨハネ 3:16） ― 神はすべてをささげてくださった    

i.i.i.i. 神の模範 ―  神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信

じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。（ヨハネ 3:16）.    

ii.ii.ii.ii. 神の召し、管理責任（歴代誌上 29:14） ― すべてはあなたからいただいたもの、わ

たしたちは御手から受け取って、差し出したにすぎません。（歴代誌上 29:14）    

d. まとめ – 何    

i.i.i.i. あるものをささげる（コリント第二 8:12） ―  進んで行う気持があれば、持たない

ものではなく、持っているものに応じて、神に受け入れられるのです。    

ii.ii.ii.ii. 神はすべてをささげてくださった（ヨハネ 3:16） ―3:16 神は、その独り子をお与え

になったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命

を得るためである。    
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iii.iii.iii.iii. 神があなたに与えられた（特別な）賜物を責任もって管理する（歴代誌上 29:14） 

―29:14 このような寄進ができるとしても、わたしなど果たして何者でしょう、わた

しの民など何者でしょう。すべてはあなたからいただいたもの、わたしたちは御手

から受け取って、差し出したにすぎません。    

というわけで、これが今日の話の内容であり、年の始まりにあたって、この題材を取り上げたきっかけ

です。 

2.2.2.2. なぜなぜなぜなぜこれは重要なのでしょう。なぜ留意する必要があるのでしょう。なぜ「あるものをささげる」これは重要なのでしょう。なぜ留意する必要があるのでしょう。なぜ「あるものをささげる」これは重要なのでしょう。なぜ留意する必要があるのでしょう。なぜ「あるものをささげる」これは重要なのでしょう。なぜ留意する必要があるのでしょう。なぜ「あるものをささげる」

ことが大切なのでしょう。（使徒ことが大切なのでしょう。（使徒ことが大切なのでしょう。（使徒ことが大切なのでしょう。（使徒    3:1 3:1 3:1 3:1 ----10101010））））    

a. 聖書的視点（1 つめ）    ―――― 短く言えば、聖書がそう言っているからです。神のみことばは信頼

できるものです。    

i.i.i.i. まず、聖書は神が私たちとコミュニケーションを取る手段です。聖書を毎日読むこ

とで、神をよりよく知り、神が私たちの人生に何を求めておられるのかもよくわか

るようになります。     

1.1.1.1. 私たちがないものをささげられないのと同じように、神が私たちに聖書を与

えてくださらなかったら、私たちは人生の地図もなく、さまよいます。当て

もなく生きつづけなければなりません。だからこそ、日々、神のみことばに

ふれるのが重要なのです。    

2.2.2.2. 聖書は、神とのコミュニケーション手段を提供してくれます。これは非常に

重要です。それは、神のみことばと、神のお約束（神は嘘をつかれません）、

そして、私たちの人生における神のみこころを知る必要があるからです。    

b. 個人的視点（2 つめ） – 現実的な視点から見ると、ホテル、コンサルティング、教育などこ

れまでのさまざまな業界経験をとおして、誰もが何でも上手にこなせるわけではないことが

わかっています。    

i.i.i.i. 自分ができると思っても、…実際にはそうでもないのです。それは思い込みです。    

1.1.1.1. 常に自分より、上には上、下には下がいます。     

2.2.2.2. それでよいのです。神は、私たちにすべてをうまくこなすように望んでおら

れるわけではありません。     

c. 祈りの視点（3 つめ、かつ、最重要） – 祈りとは、神と私たちの会話です。神のみことばが、

神の奥深いみこころや望みをあらわす、神から私たちへの語りかけだとするなら、祈りは、

私たちから神への語りかけです。     

i.i.i.i. あらまし – 今日の聖書箇所にはたくさんのことが書いてありますが、３つの要点に

しぼっていきます。    

1.1.1.1. 日常のすべきことをこなす（あるものをささげる、ベストを尽くす– 祈りを

とおして神と時を過ごす）    

2.2.2.2. イエス・キリストの名によって（イエス・キリストの名による信徒の祈りを、

神は大いに用いることができます）    

3.3.3.3. 最善の結果（ベストを尽くす – ささげる一つの方法は祈り・あとは神を信じ

てゆだねる）    

ii. 日常のすべきことをする– ペトロとヨハネは、自分たちにあるものをささげた（3.1

を読む） 
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3:1 ペトロとヨハネが、ペトロとヨハネが、ペトロとヨハネが、ペトロとヨハネが、午後三時の祈りの時に神殿に上って行った。神殿に上って行った。神殿に上って行った。神殿に上って行った。 

 

1.1.1.1. ペトロとヨハネは、「日常のすべきこと」をし、神に最善をささげていまし

た。―与えられた能力     

a.a.a.a. 柱と目されるおもだった人たち（ガラテヤ 2:9）.      

b.b.b.b. ヨハネの兄弟ヤコブと並んで、彼らは特にイエスと近しい使徒たち

でした。    

i.i.i.i. ともに旅し、ともに捕えられるなど、よく行動をともにしま

した。一日三度の祈りもともにささげました。     

iii.iii.iii.iii. イエス・キリストの名によってイエス・キリストの名によってイエス・キリストの名によってイエス・キリストの名によって    ––––    自分の力ではない自分の力ではない自分の力ではない自分の力ではない（（（（自分にないものは与えられな自分にないものは与えられな自分にないものは与えられな自分にないものは与えられな

い。い。い。い。（（（（3.63.63.63.6 を読むを読むを読むを読む））））    彼らは、謙虚に、かつ力をもって祈っています。－信仰により。彼らは、謙虚に、かつ力をもって祈っています。－信仰により。彼らは、謙虚に、かつ力をもって祈っています。－信仰により。彼らは、謙虚に、かつ力をもって祈っています。－信仰により。    

 

3:6 ペトロは言った。「わたしには金や銀はないが、持っているものをあげよう。持っているものをあげよう。持っているものをあげよう。持っているものをあげよう。ナ

ザレの人イエス・キリストの名によってイエス・キリストの名によってイエス・キリストの名によってイエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。」  

 

クリスチャンにとって、「イエス・キリストの名によって」祈ることは力がありま

す。なぜでしょう。 

a. クリスチャンは、生けるまことの神と直接コミュニケーションを取

れる。（*偽りの死んだ神々ではない） 

b. クリスチャンは、主であり救い主である方との交わりがある。 

i. 交わり = ともに分かち合う、仲間に入る 

1. 神との交わりは、神の子であるクリスチャンの信仰

の成長と発達を助ける  

a. 私たちは、賛美、ニーズ、願い、苛立ちな

ど、すべてを天の父と分かち合うことがで

きる。 

c. クリスチャンにとって、この父なる神との双方向コミュニケーショ

ンは、神との関係を築き、成長させるプロセスにおいて、重要な要

素です。 

i. この聖書箇所で、ペトロとヨハネは、神に救われた神の子で

あり、神の代弁者です。彼らは、自分のできる限りのベスト

を尽くして、主であり救い主なるイエス・キリストに仕えた

いと思っています。  

1. このような神との関係があるからこそ、二人はイエ

ス・キリストの名によって権威をもって祈ることが

できました。 

ii. ペトロとヨハネには、神との交わりと聖霊の力がありました。  

1. イエス・キリストの名によって、目に見える世界を

動かすことができました。足の不自由な物乞いを癒

したのです。 

iii.  そうすることによって、超自然的な奇跡をとおして、イエ

ス・キリストの権威を明らかにすることができました。  
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1. これによって、彼らは、神とキリストを指し示す人

として仕えることができました。  

a. ここで重要なことは、聖霊によって、彼ら彼ら彼ら彼ら

自身の力ではなく、自身の力ではなく、自身の力ではなく、自身の力ではなく、メシアの権威によって、

この男性が癒されたということです。 

d. クリスチャンとして（特に年の初めにおいて）、イエス・キリスト

の名によって信仰をもって祈る祈りは、特別なものです。― そのへ

んの神に祈っているのではありません。– この世の救い主に祈って

いるのです。 

i. 主権者なる神のひとり子であり、人類の救い主であると宣言

しているお方はただ一人です。― それはイエス・キリスト

です。  

1. イエスは、ご自身が誰だとおっしゃいましたか。ペイエスは、ご自身が誰だとおっしゃいましたか。ペイエスは、ご自身が誰だとおっしゃいましたか。ペイエスは、ご自身が誰だとおっしゃいましたか。ペ

トロはどのように応答しましたか。トロはどのように応答しましたか。トロはどのように応答しましたか。トロはどのように応答しましたか。（（（（マタイマタイマタイマタイ 16: 16: 16: 16: 

13131313----16161616））））16:13 イエスは、フィリポ・カイサリア地方

に行ったとき、弟子たちに、「人々は、人の子のこ

とを何者だと言っているか」とお尋ねになった。 

16:14 弟子たちは言った。「『洗礼者ヨハネだ』と

言う人も、『エリヤだ』と言う人もいます。ほかに、

『エレミヤだ』とか、『預言者の一人だ』と言う人

もいます。」 16:15 イエスが言われた。「それでは、

あなたがたはわたしを何者だと言うのか。」 16:16 

シモン・ペトロが、「あなたはメシア、生ける神の

子です」と答えた。16:17 すると、イエスはお答え

になった。「シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。

あなたにこのことを現したのは、人間ではなく、わ

たしの天の父なのだ。（マタイ 16:13-17） 

2. イエス・キリスト（または父なる神）の名によって

祈ることで、この世にあふれる偽りの神に祈ってい

るのではないことをはっきりさせています。  

iv. 結果― ペトロはイエスがどういうお方かわかっていました。そして、自分にあるも

のをイエスにささげました。つまり、キリストの名によって信仰をもって祈ったの

です。（イエス・キリストの力と権威に基づいて）…そして、どうなったでしょう。

では、もとの聖書箇所に戻りましょう。 

 

3:7 そして、右手を取って彼を立ち上がらせた。すると、たちまち、その男は足やくるぶし

がしっかりして、 3:8 躍り上がって立ち、歩きだした。そして、歩き回ったり躍ったりして

神を賛美し、二人と一緒に境内に入って行った。    

 

1. ペトロが男性の手を取って立ち上がらせました。足が不自由だった物乞いの

男性は、癒され、足がしっかりしました。そして、歩き回ったり躍ったりし歩き回ったり躍ったりし歩き回ったり躍ったりし歩き回ったり躍ったりし

て神を賛美し、て神を賛美し、て神を賛美し、て神を賛美し、境内に入って行ったのです。����    驚くべき出来事です驚くべき出来事です驚くべき出来事です驚くべき出来事です  

a. 私は控え目なほうです。…感情的になることもありますが。けれど

も、もし私が 40 年以上も歩くことができなくて、突然歩けるように
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なったら―私もきっと歩きまわって飛んだり跳ねたりしながら、神

を賛美するでしょう。  

i. 私は歩けますが、ここで自分に問いかけます― 私の人生に

どんな奇跡が起こったら、私は歩きまわって飛んだり跳ねた

りしながら、神を賛美するでしょうか。（私の心の中には、

いくつかの願いがあります ―神はそれらをご存知です）  

b. あなたの心の中の願いはどうでしょうか。  

i. 皆さんが心の奥底で望んでいることを私は知る由もありませ

ん。しかし、神はご存知です。 

1. 神は、あなたの心の奥底の願いを知っておられます。  

2. イエス・キリストの名によって、それらの願いを神

に伝え続けてください。  

v. まとめ― なぜ 

1. いつもしていることをしながら、あるものをいつでもささげられるようにし

ておく（ないものはささげられないので） 

2. イエス・キリストの名によって、信仰をもって行う  

a. イエス・キリストの名によって、という部分に力があります。 

i. 心と思いを、最善のものの源であるお方に集中させることが

できます。  

b. 誰もがすべてのことを上手にこなせるわけではありません。実際、

神以外に、何もかもうまくできる人はいないのです。  

3. ですから、信仰をもってキリストにあってベストを尽くし、あとは神にゆだ

ねましょう。 

a. あなたが祈り求めている奇跡は、神の手の届かないことや、神に理

解できないようなことではありません。  

b. ダン牧師がこの聖書箇所のメッセージをされたとき、イエスご自身

も何度も宮で祈られたので、足の不自由な物乞いの前を通っただろ

うと話されました。けれども、そのときは癒されませんでした。ペ

トロやヨハネも何度も彼の前を通りすぎだでしょう。しかし、この

時以前には、イエスもペトロもヨハネも彼を癒しませんでした。40

年間も、この男性は物乞いをしました。けれども、ダン牧師が言わ

れたように、神のタイミングはいつも最善のタイミングなのです。  

i. 神の目的は完全に果たされます。神の方法で、神の時に。 

 

3.3.3.3. どのようにどのようにどのようにどのように機能するのでしょう。あるものをささげるとは、どのように行われるのでしょう。機能するのでしょう。あるものをささげるとは、どのように行われるのでしょう。機能するのでしょう。あるものをささげるとは、どのように行われるのでしょう。機能するのでしょう。あるものをささげるとは、どのように行われるのでしょう。（（（（****

「「「「JOYJOYJOYJOY----イエス、他の人、自分」の原則と深い関係があるイエス、他の人、自分」の原則と深い関係があるイエス、他の人、自分」の原則と深い関係があるイエス、他の人、自分」の原則と深い関係がある））））        

a. 祈りをささげる…    

i.i.i.i. 信仰をもって信仰をもって信仰をもって信仰をもって（（（（使徒使徒使徒使徒 3:63:63:63:6）））） ―イエスを祈りの中心に据える。イエスの名によって毎日

祈ろう。イエス・キリストの名によって。     

1. 足の不自由な物乞いの例に見られるように、とても力強い。  

a. 使徒 3 章のペトロとヨハネは、ここで見習うべき模範です。 

b. これが、JOY の原則のイエスを指す「J」の部分です。 

ii.ii.ii.ii. 心から信じて（マタイ心から信じて（マタイ心から信じて（マタイ心から信じて（マタイ    22:36 22:36 22:36 22:36 ––––    40404040））））    
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1. 責任ある管理者となる ― あなたには、神から与えられた賜物や才能があり

ます。  

a. 神に与えられた賜物や才能を、他の人の祝福のために用いましょう

―自分の置かれたその場所で。心からささげましょう。 

i. 自分の状況、事情、至らなさにかかわらず。 

b. これが、JOY の原則の、他の人を指す「O」の部分です。 

1. 22:36 「先生、律法の中で、どの掟が最も重要でし

ょうか。」 22:37 イエスは言われた。「『心を尽く

し、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神で

ある主を愛しなさい。』 22:38 これが最も重要な第

一の掟である。（キリストの名によって祈ることで、

主に対する愛を目に見える方法であらわしています） 

22:39 第二も、これと同じように重要である。『隣

人を自分のように愛しなさい。』 22:40 律法全体と

預言者は、この二つの掟に基づいている。」  

2. 一瞬（ほんの一瞬）、聖書の他の部分は忘れて、イ

エスが言われたことだけを考えてみましょう。  

3. 心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あな

たの神である主を愛しなさい。―これは深くて広い

愛です。力強い、すべてを包み込む心からの愛です。

― 神への愛、そして、他の人に仕える愛です。 

iii. 今（今すぐ神にささげよう） – 信仰をもって、キリストの名によって祈り、真心こ

めて、…今すぐに。  

1. 2012 年はどのような年になるでしょう。「絶叫」マシーンのような年か、

くつろげる温泉のような年でしょうか。  

a. 2012 年を神にささげましょう；神に与えられた賜物を、神に栄光を

もたらす方法で用いましょう（*叫びたくなるような状況であれ、ゆ

ったりした状況であれ） 

2. 週報といっしょにお配りしたプリントに、いくつかの祈りの例が載っていま

す。みなさんの今置かれた状況や神との歩みによって、どれにあてはまるか

考えてみてください。  

a. もし、この祈りがひとつでもあてはまるなら、どうぞ活用してくだ

さい。 

b. もし、この祈りが今の状況にひとつもあてはまらなくても、けっこ

うです。少し時間をとって、心を探り、あなたの今置かれている場

所で神が出会ってくださるように祈りましょう。クリスチャンにも、

ノンクリスチャンにもあてはまるような祈りをいくつか挙げていま

す。 

（（（（会衆に、プリントを見てもらい、「どのように」をまとめる。自分の心の願いを天の父と静かに分か会衆に、プリントを見てもらい、「どのように」をまとめる。自分の心の願いを天の父と静かに分か会衆に、プリントを見てもらい、「どのように」をまとめる。自分の心の願いを天の父と静かに分か会衆に、プリントを見てもらい、「どのように」をまとめる。自分の心の願いを天の父と静かに分か

ち合う時間をしばらく取り、最後の一言と結びの祈りで締めくくる。ち合う時間をしばらく取り、最後の一言と結びの祈りで締めくくる。ち合う時間をしばらく取り、最後の一言と結びの祈りで締めくくる。ち合う時間をしばらく取り、最後の一言と結びの祈りで締めくくる。））））    

iv. まとめ – どのように 
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1. イエス・キリストの名によって信仰をもって祈る 

2. イエス・キリストの名によって信仰をもって、心から祈る 

3. いますぐに 

あるものをささげたいと思っている人のための祈りあるものをささげたいと思っている人のための祈りあるものをささげたいと思っている人のための祈りあるものをささげたいと思っている人のための祈り（マタイ（マタイ（マタイ（マタイ    22:3622:3622:3622:36----40 40 40 40 ―    心、精神、思い心、精神、思い心、精神、思い心、精神、思い））））    

- イエス・キリストよ、私の心と精神と思いをあなたに似たものとしてください。あなたの示してくださった、

人に仕えるという模範に倣うことができるよう助けてください。また、新年に新たな決意をもって、神に栄光

をもたらす方法で与えられた賜物を用いることができるよう助けてください。イエス・キリストの名によっ

て。アーメン。     

罪に苦しんでいる人のための祈り罪に苦しんでいる人のための祈り罪に苦しんでいる人のための祈り罪に苦しんでいる人のための祈り    （（（（1111 コリントコリントコリントコリント    10:13  10:13  10:13  10:13  ―    神は耐えられないような試練に遭わせることはなさらな神は耐えられないような試練に遭わせることはなさらな神は耐えられないような試練に遭わせることはなさらな神は耐えられないような試練に遭わせることはなさらな

いいいい））））    

- イエス・キリストよ、私のすべてのニーズの答えをあなたのうちに見出すことができるように助けてくださ

い。また、偽りの満足を離れ、まことの生ける神であるあなたのうちに成長できるよう助けてください。絡み

つく罪をかなぐり捨てて、信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、自分に定められている競走

を忍耐強く走り抜く力を与えてください。イエス・キリストの名によって。アーメン。    

- 真理を求める人のための祈り真理を求める人のための祈り真理を求める人のための祈り真理を求める人のための祈り（（（（ヨハネヨハネヨハネヨハネ    8:32  8:32  8:32  8:32  ―    あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にするあなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にするあなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にするあなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする））））    

- イエス・キリストよ、あなたは道であり、真理であり、いのちだと言われました。あなたについてゆく犠牲を

おそれることのないよう助けてください。私は今、あなたについていくべきか考えています。あなたの言われ

たことが本当なら、どうか導き、教え、あなたがどういうお方なのかという真理に目を開かせてください。論

理的で説得力のある方法であなたのことをわからせてください。また、あなたの約束してくださったいのちに

至る方法で、あなたのことを知ることができるよう助けてください。イエス・キリストの名によって。アーメ

ン。 

キリストを受け入れたいと思っている人のための信仰キリストを受け入れたいと思っている人のための信仰キリストを受け入れたいと思っている人のための信仰キリストを受け入れたいと思っている人のための信仰の祈りの祈りの祈りの祈り（マタイ（マタイ（マタイ（マタイ: 21:22  : 21:22  : 21:22  : 21:22  ―    信じるなら、得られる信じるなら、得られる信じるなら、得られる信じるなら、得られる））））    

- イエス・キリストよ、私は自分が思っているより弱く、罪深い人間です。けれども、あなたをとおして、自分

が望む以上に愛され、受け入れられているのです。私の罪の代価を十字架上で支払ってくださったことを感謝

します。完全な赦しを与えるために、私が負うべき罰を代わりに負ってくださってありがとうございます。あ

なたが死からよみがえられたことを信じ、罪を離れ、あなたを救い主であり主として受け入れます。イエス・

キリストの名によって。アーメン。 
 

    

結びの祈り結びの祈り結びの祈り結びの祈り    

愛する天の父よ、  

あなたは、わたしたちの持っていないものをささげろとはおっしゃいません。持っていないものはささ

げられないからです。2012 年の忙しいペースに飲み込まれてしまう前に、今、あなたの前に静まり、あ

るものをささげる時を持ちました。私たちはあなたに大いに期待します。使徒言行録に出てくる宮の群

衆のように、驚くべきことを見せていただきたいと期待しています。 

私たち一人一人が、この 2012 年、あるものをあなたにささげることができるよう助けてください。そし

て、私たちの人生の中に、また OIC で、あなたのみこころがなされますように。  

あなたはアルファでありオメガ、最初の者にして最後の者、初めであり終わりであるお方です。主の恵

みが、神の民といつもありますように。  

イエス・キリストの名によって。アーメン。    


