
「深みに漕ぎ出せ」
“Put out into Deep Water”

ルカによる福音書5:1～11
Luke 5:1-11



「深みに漕ぎ出して網を降ろし、

漁をしなさい。」

(4節）

「先生、私たちは夜通し苦労
しましたが、何もとれません

でした。」
（5節）



“Put out into deep water, and 
let down the nets for a 

catch.” (v. 4)

“Master, we’ve worked hard 
all night and haven’t caught 

anything.”
(v. 5)



「しかしお言葉ですから、
網を降ろしてみましょう。」

（5節）

“But because you say so, 
I will let down the nets.”

(v. 5)



「今から後、あなたは
人間をとる漁師になる。」

（10節）

“From now on, you will 
fish for people.”

(v. 10)



1）宣教は、神の働き。

聖書が教える伝道/宣教

- いっしょに参加しようと、神が私たちに
呼びかけておられる。

2）宣教は、一人でやるものではない。

- 自分がではなく、神がすでにしておら
れることに参加する。

- 教会コミュニティみんなでやるイメージ
がとても大切。



1) It is God’s work.

Evangelism/Mission the Bible Teaches

- God calls us to join His mission.

2) It is not something I do alone.

- It is something we join in 
what God is already doing.

- We do it together
as a Church community.



「主よ、わたしから離れてください。
わたしは罪深い者なのです。」

（8節）

“Go away from me, Lord. 
I am a sinful man!”

2. 弟子作りを深める
Deepen Our Discipleship



聖なる神を知り、礼拝し、神に
仕えるための訓練を与えること。

教会の教育の目的



To know the Holy God, worship 
Him, and equip to serve Him.

The Whole Purpose of Church Education



マスターである神様に
マスターされているか？

聖書の読み方・学び方



マスターである神様に
マスターされているか？

聖書の読み方・学び方

聖書を読む。
＜ 聖書に読まれているか？

神について知っている。
＜ 神に知られているか？



「神よ、わたしを究め、わたしの心を
知ってください。わたしを試し、悩みを
知ってください。御覧ください。わたし
の内に迷いの道があるかどうかを。」

（詩編139：23～24）

聖書を読む。
＜ 聖書に読まれているか？

神について知っている。
＜ 神に知られているか？



Are we mastered 
by our Master?

How We Read/Study the Bible

Do we read the Bible? 
<  Do we allow the Bible to read us? 

Do we know about God? 
<   Are you known by God? 



“Search me, God, and know my 
heart; test me and know my anxious 

thoughts. See if there is any 
offensive way in me.”

(Psalm 139:23-24)

Do we read the Bible? 
<  Do we allow the Bible to read us? 

Do we know about God? 
<   Are you known by God? 



3. 交わりを深める
Deepen Our Fellowship

• 母なる教会 “Mother Church”
• 教会の交わりは、神をもっと礼拝
する礼拝者になるように励まして
くれるもの。



3. 交わりを深める
Deepen Our Fellowship

• 母なる教会 “Mother Church”
• Fellowship is to encourage us to 

become more passionate 
worshippers of God.



• 祈りの交わり

• Fellowship of Prayers

• 時間が必要。
• That requires time!

3. 交わりを深める
Deepen Our Fellowship



「深みに漕ぎ出して網を降ろし、

漁をしなさい。」

“Put out into Deep Water, and 
let down the nets for a catch.”


