


「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがた
は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、
ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに

至るまで、わたしの証人となる。」 
(使徒言行録1:8) 

 
“But you will receive power when the Holy 

Spirit has come upon you; and you will be 

my witnesses in Jerusalem, in all Judea and 

Samaria, and to the ends of the earth.” 

(Acts 1:8) 



「それから、バルナバはサウロを捜しにタルソス
へ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰っ
た。二人は、丸一年の間そこの教会に一緒に
いて多くの人を教えた。このアンティオキアで、
弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるように
なったのである。(使徒言行録11:25-26) 

 
Then Barnabas went to Tarsus to look for 

Saul, and when he had found him, he 

brought him to Antioch. So it was that for an 

entire year they associated with the church 

and taught a great many people, and it was 

in Antioch that the disciples were first 

called „Christians‟. （Acts 11:25-26) 



「アンティオキアでは、そこの教会にバルナバ、
ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、
領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど、

預言する者や教師たちがいた。 
(使徒言行録13:1) 

 
“Now in the church at Antioch there were 

prophets and teachers: Barnabas, Simeon 

who was called Niger, Lucius of Cyrene, 

Manaen a member of the court of Herod the 

ruler, and Saul.”  （Acts 11:25-26) 
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彼らが主を礼拝し、断食していると、
聖霊が告げた。「さあ、バルナバとサウ
ロをわたしのために選び出しなさい。
わたしが前もって二人に決めておいた

仕事に当たらせるために。」 
(使徒言行録13:2) 



「そこで、彼らは断食して祈り、 
二人の上に手を置いて 

出発させた。」 
(使徒言行録13:3) 



While they were worshiping the Lord 

and fasting, the Holy Spirit said,  

“Set apart for me Barnabas and Saul for 

the work to which I have called them.”  

(Acts 13:2) 



“So after they had fasted and 

prayed, they placed their hands on 

them and sent them off.” 

(Acts 13:3) 



使徒 Acts 11:27-29 大飢饉 

「そこで、弟子たちは 
 それぞれの力に応じて、 
ユダヤに住む兄弟たちに 
 援助の品を送ることに 
  決めた。」(29節） 



Acts11:27-29 A Severe Famine 

“The disciples, as each  

one was able, decided  

to provide help for the  

brothers and sisters  

living in Judea.” (v. 29) 



• 命の湖 
• 「出口」がある。 

• 死の湖 
• 生き物は一匹たりと
も生きられない。 
• 死海には「入り口」は
あっても「出口」がない。
水を受けるばかり。 



• Lake with lives. 
• Has an “exit.” 

• Lake of death. 
• No creature can live. 
• Dead sea has an   
   “entrance” but has   
    no “exit.” 
• Only receiving water. 



「愛する者たち、互いに愛し合いましょう。
愛は神から出るもので、愛する者は皆、
神から生まれ、神を知っているからです。」 

（1ヨハネ4:7） 



「どうか、御父が、その豊かな栄光に従い、
その霊により、力をもってあなたがたの内
なる人を強めて、信仰によってあなたがた
の心の内にキリストを住まわせ、あなたが
たを愛に根ざし、愛にしっかりと立つ者と
してくださるように。」 
          （エフェソ3:16～17） 



“Dear friends, let us love one 

another, for love comes from God. 

Everyone who loves has been born 

of God and knows God.” 

 (1 John 4:7) 



“I pray that out of his glorious riches 

he may strengthen you with power 

through his Spirit in your inner being, 

so that Christ may dwell in your hearts 

through faith. And I pray that you, 

being rooted and established in love.”   

                                         (Eph. 3:16-17)           
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“While they were worshiping the Lord 

and fasting, the Holy Spirit said, “Set 

apart for me Barnabas and Saul for 

the work to which I have called them.” 
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「力を捨てよ、知れ、わたしは神。」 
            （詩編46:11） 

 「力を捨てる」＝「緊張を和らげる」 
                     「手放す」 



He says, “Be still,  

       and know that I am God” 

                （Psalm 46:10) 

             “Be still”= “release”  

             “let go” 






