


「（ヘロデ王は）ヨハネの兄弟
ヤコブを剣で殺した。」

使徒12:2

“He (Herod the king) killed 
James the brother of John with 

the sword.”

Acts 12:2



ダニエル書3:5～6 Daniel 3:5-6



ダニエル書3:17～18

Daniel 3:17-18

「私たちが仕える神は、火の燃える炉から私た
ちを救い出すことができます。王よ、あなたの
手からでも救い出します。しかし、たとえそうで
なくても、王よ、ご承知ください。私たちはあな
たの神々には仕えず、あなたが建てた金の像
を拝むこともしません。」

“If we are thrown into the blazing furnace, the God 
we serve is able to deliver us from it, and he will 
deliver us from Your Majesty’s hand. 18 But even if he 
does not, we want you to know, Your Majesty, that 
we will not serve your gods or worship the image of 
gold you have set up.”



「（ヘロデ王は）ヨハネの兄弟
ヤコブを剣で殺した。」

使徒12:2

“He (Herod the king) killed 
James the brother of John with 

the sword.”

Acts 12:2



「そして、それがユダヤ人に喜ばれる
のを見て、更にペトロをも捕らえよう
とした。」 使徒12:3

“When he （Herod the king) saw 
that this met with approval 
among the Jews, he proceeded 
to seize Peter also.

Acts 12:3



「こうして、ペトロは牢に入れられて
いた。教会では彼のために熱心な
祈りが神にささげられていた。」

使徒12:5

“So Peter was kept in prison, 
but the church was earnestly 

praying to God for him.”

Acts 12:5



「彼らは、使徒の教え、相互の交わり、パ
ンを裂くこと、祈ることに熱心であった。」

使徒2:42
“They devoted themselves to the apostles’ 
teaching and to fellowship, to the breaking 
of bread and to prayer.” Acts 2:42



教会の祈り会使徒/Acts 4:23-31

The Church Prayer Meeting



教会の祈り会使徒/Acts 4:23-31

The Church Prayer Meeting



教会の祈り会使徒/Acts 4:23-31

The Church Prayer Meeting

「主よ、あなたは天と地
と海と、そこにあるすべ
てのものを造られた方
です。」

“Sovereign Lord, You made the heaven 
and the earth and the sea and 

everything in them.”

使徒4:24

Acts 4:24



「主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、
あなたの僕たちが、堂々と御言葉を語
れるようにしてください。どうか、御手を
伸ばし、聖なる僕イエスの名によって、
病気が癒やされ、しるしと不思議な業
が行われるようにしてください。」

使徒4:29～30



“And now, Lord, look upon their threats and 
grant to your servants to continue to speak 

your word with all boldness, 30 while you 
stretch out your hand to heal, and signs and 
wonders are performed through the name 

of your holy servant Jesus.”

Acts 4:29-30



「祈りが終わると、一同の集まっていた場
所が揺れ動き、皆、聖霊に満たされて、

堂々と神の言葉を語りだした。」

And when they had prayed, the 
place in which they were 

gathered together was shaken, 
and they were all filled with 
the Holy Spirit and continued 

to speak the word of God with 
boldness.” Acts 4:31

使徒4:31



「悪魔の策略に対抗して立つことができるように、
神の武具を身に着けなさい。わたしたちの戦いは、
血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇
の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にす

るものなのです。」

私たちの戦闘態勢
Our Fighting Pose

エフェソ
/ Ephesians 

6:11-12

“Put on the full armor of God, so that you can take your 
stand against the devil’s schemes. 12 For our struggle is not 
against flesh and blood, but against the rulers, against the 

authorities, against the powers of this dark world and 
against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.”



「私たちの戦いの武器は肉のものではなく、
神から与えられた力であって、砦を破壊する

ことさえできます。」

私たちの戦闘態勢
Our Fighting Pose

2 コリント
/ 2 Corinthians

10:4

“The weapons we fight with are not the 
weapons of the world. On the contrary, they 
have divine power to demolish strongholds.”



教会の祈り会使徒 12章 / Acts 12

The Church Prayer Meeting



使徒/Acts 
13:13～16



「彼らが開けてみ
ると、ペトロがいた
ので驚いた。」

“When they opened 
the door and saw him, 
they were astonished.”

16節

v. 16



使徒/Acts 
13:21-23

「主は真実な人を守り、高ぶる者には
厳しく報いる。」

“The LORD preserves those who are true to him,
but the proud he pays back in full.”

詩編31:24
（23節/新改訳）

Psalm 31:24



「神の言葉はますます広まり、
信者の数が増えていった。」

使徒13:24

But the word of God continued to 
spread and flourish.

Acts 13:24



「私の家は、祈りの家と呼ばれる。」

マタイ / Matthew 21:13
マルコ / Mark 11:17
ルカ / Luke 19:46 




