
Breaking Free:  
Fully Surrendered  

to God  
Acts 19 

「自由になる」  
〜神様に完全に委ねる〜  

使徒言行録１９章 



使徒言行録１６章 − 準備して、意欲して     

Acts 16 – Being Prepared & Willing 

使徒言行録１７章 − 分かち合う人と方法  

Acts 17 – Look For The Person & The Way 

使徒言行録１８章 − すべての人ができる！   

  

Acts 18 – This Is For Everyone! 

使徒言行録１９章 − ？？？    

Acts 19 – ??? 



Paul travels from Corinth ( modern day Greece ) 

to Ephesus ( modern day Turkey ) 

パウロはコリント市（ 現代ギリシャ ）から 

エペソ市（ 現代トルコ ）へ  



聖霊様のいただく                       使徒言行録１９：１−７ 

Gift of the Holy Spirit          Acts 19:1-7 



癒し 

 
 

* 肉体的 

 

* 霊的 

 

（１９章８〜２２節） 

Healing 

 
 

* Physical 

 

* Spiritual 

 

(Acts 19:8-22) 



聖霊様の力は
事実です！ 

 
 

 
The 

Holy Spirit’s 

power 

is real! 

私たちの 
人生には 

聖霊様の力が
必要なことも 
事実です！ 

 
 

The 

Holy Spirit’s 

power 

released in 

our lives is 

necessary! 



使徒言行録１９：２３−４１             Acts 19:23-41 

 



アルテミス 

 

ARTEMIS 

(DIANA) 



抵抗 ・ 壁 
Resistance 



１。あなたには、わたしをおいて他に神があってはならない。 
1. You shall have no other gods before me. 

-  出エジプト記２０：３  Exodus 20:3 

２。あなたはいかなる像も造ってはならない。あなたは  それ

らに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはなら
ない。 

2. You shall not make for yourself an idol.   

You shall not bow down to them 

or worship them. 

-  出エジプト記２０：４−６  Exodus 20:4-6 

 



「彼は父アサの道をそのまま歩み、それを離れず、主の目に  

かなう正しいことを行った。しかし、聖なる高台は取り除かな
かった。民は依然として聖なる高台でいけにえをささげ、香を  
たいていた。」 − 列王記上２２：４３、４４ 
 

“In everything he walked in the ways of his father Asa 

and did not stray from them; he did what was right in the 

eyes of the LORD.  The high places, however, were not 

removed, and the people continued to offer sacrifices and 

burn incense there.” - 1 Kings 22:43 



「ヨアシュは、。。。主の目にかなう正しいことを行った。ただ聖
なる高台は取り除かれず、民は依然として聖なる高台で   
いけにえを屠り、香をたいた。」 − 列王記下１２：３、４ 
 

“Joash did what was right in the eyes of the LORD… 

The high places, however, were not removed; the 

people continued to offer sacrifices and burn incense 

there.”  - 2 Kings 12:2-3 

 



「ヨシヤはまたサマリアの町々にあった聖なる高台の神殿を
すべて取り除いた。これらはイスラエルの王たちが造って主
の怒りを招いたものであった。」       − 列王記下２３：１９ 

 

“Just as he had done at Bethel, Josiah removed and 

defiled all the shrines at the high places that the 

kings of Israel had built in the towns of Samaria that 

had provoked the LORD to anger.”  - 2 Kings 23:19 

 



私たちの心や人生には「高台・偶像」があり、 

イエス様がそれを取り壊すことを拒んでしまうことがある。 

エフェソの会堂の人たちやデメトリオのように、 

神様に自分を委ねるよりも、神様と争ってしまう時も 

あるかもしれない。 

 

 

 

 

 

Each one of us has high places/idols 

in our hearts and lives that we have not allowed 

God to tear down.  Like the people in the 

Ephesian synagogue, and like Demetrius, we may 

even choose to fight God rather than 

allow Him to have control. 



でも事実は：  
私たちは聖霊様が 

必要です！  私たちは主イ

エス様の支配することに委
ねて、神様が 

私たちの心にある 

「高台・偶像」を壊していた
だくことが必要です。 

 

 

The fact is:  

we need the Holy Spirit!  

We must release 

ourselves to  

Jesus’ Lordship and 

allow God to tear down 

the high places  

in our hearts. 

 



わたしの心と人生の中にある、神様に壊していただいてない「高台」
は何ですか。 

What are the high places in my life that have not yet been 

released to God? 

心を開いたエフェソの１２人弟子たちのようにでなく、わたしはどのよ
うにデメトリオのように神様に抵抗していますか。 

 

How am I showing resistance like Demetrius, instead of 

acceptance like the twelve Ephesian disciples? 

私の人生で、聖霊様に導かれイエス様が必要ことを 

どのように他の人に気づいてもらうことができるでしょうか。 

 

By my life, how can I show to others the need each of us 

has to be led by the Holy Spirit towards God? 



祈り             Prayer 


