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セル ガイド

礼拝メッセージフィードバック

①祈り、賛美によって主がここにい
てくださることを信じ、聖霊様を
あがめます。
②互いの存在を感謝し、尊敬すると
ころを分かち合いましょう。
③ディボーションの分かち合いをし
ます。
④セルの目的と働きについてみなで
共有して、祈り、遣わされて行き
ましょう。

＜今日の聖書箇所は…＞
①神のみこころは？（信仰のあり方、希望
の約束、愛の満たしなど）

④この世にあって何を実践しますか？

L T G ガイド
①お互いへの感謝と誉めることを分
かち合いましょう。（２～３つ）

年長のクリスチャンがリードしてく
ださい。進め方にはいろいろな意見が
出るかもしれませんが、「主に期待す
る」信仰が最も大切です。 いつもの家
族のでいいのです。
①この１週間で神様はすばらしいと
感じたのはどんなこと？
②この１週間でお互いにどんなこと
を感謝しますか？（または誉めた
いですか？）１つだけ。
③聖書のみことばから、どんな実践
をして、またどんな恵みがありま
したか？
④互いの必要のために祈りましょう。

② 1 週間の罪を言い表して悔い改め、
互いに祈りましょう。

L T G Guide

③生き方にどう適用しますか？（あなたの
どの部分を主は扱おうとしておられます
か）

But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior
Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen. II
Peter 3:18

家族礼拝ガイド

Cell Group Guide

Family Worship

②どんな思いになりましたか？（感情や願
いなど）

2020.11.16-22

③礼拝メッセージの分かち合いをし
ます。
礼拝メッセージの分かち合いが難
しい場合はディボーションの分かち
合い（なるべく短く）
④預言の祈り（主の御心を宣言して
祈り）をします。

１６日 月曜
ダニエル
2:1 ネブカデネザルの治世の第二年に、ネ
ブカデネザルは、幾つかの夢を見、そのため
に心が騒ぎ、眠れなかった。
2:2 そこで王は、呪法師、呪文師、呪術者、
カルデヤ人を呼び寄せて、王のためにその夢
を解き明かすように命じた。彼らが来て王の
前に立つと、
2:3 王は彼らに言った。「私は夢を見たが、
その夢を解きたくて私の心は騒いでいる。」
2:4 カルデヤ人たちは王に告げて言っ
た。・・アラム語で。・・「王よ。永遠に生
きられますように。どうぞその夢をしもべた
ちにお話しください。そうすれば、私たちは
その解き明かしをいたしましょう。」
2:5 王は答えてカルデヤ人たちに言った。
「私の言うことにまちがいはない。もし、あ
なたがたがその夢とその解き明かしとを私に
知らせることができなければ、あなたがたの
手足を切り離させ、あなたがたの家を滅ぼし
てごみの山とさせる。
2:6 しかし、もし夢と説き明かしとを知らせ
たら、贈り物と報酬と大きな光栄とを私から
受けよう。だから、夢と説き明かしとを私に
知らせよ。」
2:7 彼らは再び答えて言った。「王よ。しも
べたちにその夢をお話しください。そうすれ
ば、解き明かしてごらんにいれます。」
2:8 王は答えて言った。「私には、はっきり
わかっている。あなたがたは私の言うことに
まちがいはないのを見てとって、時をかせご
うとしているのだ。
2:9 もしあなたがたがその夢を私に知らせな
いなら、あなたがたへの判決はただ一つ。あ

なたがたは時が移り変わるまで、偽りと欺
きのことばを私の前に述べようと決めてか
かっている。だから、どんな夢かを私に話
せ。そうすれば、あなたがたがその解き明
かしを私に示せるかどうか、私にわかるだ
ろう。」
2:10 カルデヤ人たちは王の前に答えて言っ
た。「この地上には、王の言われることを
示すことのできる者はひとりもありません。
どんな偉大な権力のある王でも、このよう
なことを呪法師や呪文師、あるいはカルデ
ヤ人に尋ねたことはかつてありません。
2:11 王のお尋ねになることは、むずかしい
ことです。肉なる者とその住まいを共にさ
れない神々以外には、それを王の前に示す
ことのできる者はいません。」
2:12 王は怒り、大いにたけり狂い、バビロ
ンの知者をすべて滅ぼせと命じた。
2:13 この命令が発せられたので、知者たち
は殺されることになった。また人々はダニ
エルとその同僚をも捜して殺そうとした。

しましょう。
①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

ネブカドネザル王は激しい勢いで隣国を征服し
ていました。その権力は誰からも止められないよ
うでしたが、唯一神だけは権力を上回る方であり、
うでしたが、唯一神だけは権力を上回る方であり、
さらにはこの王さえも用いる方でした。この世の
権力をも用いるのは神であり、今もそれは変わり
ません。そこには特徴的な要素があります。
権力のある者に限って、この王のように不安を
抱えています。敵が多いからかもしれません。自
分の立場がいつおびやかされるかと悩むものです。
分の立場がいつおびやかされるかと悩むものです。 ④この世にあって何を実践しますか？
またこの王の場合のように、その権力のゆえに神
はみわざを行われます。ここでも人々がおびえや
かされたゆえに、ダニエルたちにチャンスがおと
ずれました。
現代でも私たちにも同じ状況がおとずれるかも
しれません。この世の権力を用いられる神を信頼

１７日 火曜
ダニエル
せてくださいました。」
2:14 そのとき、ダニエルは、バビロンの知
者たちを殺すために出て来た王の侍従長アル
ヨクに、知恵と思慮とをもって応待した。
2:15 彼は王の全権を受けたアルヨクにこう
言った。「どうしてそんなにきびしい命令が
王から出たのでしょうか。」それで、アルヨ
クは事の次第をダニエルに知らせた。
2:16 ダニエルは王のところに行き、王にその
解き明かしをするため、しばらくの時を与え
てくれるように願った。
2:17 それから、ダニエルは自分の家に帰り、
彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤ
にこのことを知らせた。
2:18 彼らはこの秘密について、天の神のあわ
れみを請い、ダニエルとその同僚が他のバビ
ロンの知者たちとともに滅ぼされることのな
いようにと願った。
2:19 そのとき、夜の幻のうちにこの秘密がダ
ニエルに啓示されたので、ダニエルは天の神
をほめたたえた。
2:20 ダニエルはこう言った。「神の御名はと
こしえからとこしえまでほむべきかな。知恵
と力は神のもの。
2:21 神は季節と時を変え、王を廃し、王を立
て、知者には知恵を、理性のある者には知識
を授けられる。
2:22 神は、深くて測り知れないことも、隠さ
れていることもあらわし、暗黒にあるものを
知り、ご自身に光を宿す。
2:23 私の先祖の神。私はあなたに感謝し、あ
なたを賛美します。あなたは私に知恵と力と
を賜い、今、私たちがあなたにこいねがった
ことを私に知らせ、王のことを私たちに知ら

①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

神は世界の歴史を導かれるお方です。そして神
を崇め神のために生きる者には、神はしばしばそ
のご計画を教えてくださいます。それは個人的な
ことも、また教会やミニストリーに関することも
同様でしょう。
もしも具体的に固有名詞などはわからなくても、
もしも具体的に固有名詞などはわからなくても、
私たちは求めるなら、希望もまた時には警告をも
受けることができます。だからこのダニエルのよ
②どんな思いになりましたか？（感情や願い
うに、主に信頼し、また祈り深い者でありたいも
など）
のです。

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

④この世にあって何を実践しますか？

１８日 水曜
ダニエル
2:24 それからダニエルは、王がバビロンの
知者たちを滅ぼすように命じておいたアルヨ
クのもとに行き、彼にこう言った。「バビロ
ンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を
王の前に連れて行ってください。私が王に解
き明かしを示します。」
2:25 そこで、アルヨクは急いでダニエルを王
の前に連れて行き、王にこう言った。「ユダ
からの捕虜の中に、王に解き明かしのできる
ひとりの男を見つけました。」
2:26 それで王は、ベルテシャツァルという名
のダニエルに言った。「あなたは私が見た夢
と、その解き明かしを私に示すことができる
のか。」
2:27 ダニエルは王に答えて言った。「王が求
められる秘密は、知者、呪文師、呪法師、星
占いも王に示すことはできません。
2:28 しかし、天に秘密をあらわすひとりの神
がおられ、この方が終わりの日に起こること
をネブカデネザル王に示されたのです。あな
たの夢と、寝床であなたの頭に浮かんだ幻は
これです。
2:29 王さま。あなたは寝床で、この後、何が
起こるのかと思い巡らされましたが、秘密を
あらわされる方が、後に起こることをあなた
にお示しになったのです。
2:30 この秘密が私にあらわされたのは、ほか
のどの人よりも私に知恵があるからではなく、
その解き明かしが王に知らされることによっ
て、あなたの心の思いをあなたがお知りにな
るためです。
2:31 王さま。あなたは一つの大きな像をご
覧になりました。見よ。その像は巨大で、そ

の輝きは常ならず、それがあなたの前に
立っていました。その姿は恐ろしいもので
した。
2:32 その像は、頭は純金、胸と両腕とは銀、
腹とももとは青銅、
2:33 すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土
でした。
2:34 あなたが見ておられるうちに、一つの
石が人手によらずに切り出され、その像の
鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きまし
た。
2:35 そのとき、鉄も粘土も青銅も銀も金も
みな共に砕けて、夏の麦打ち場のもみがら
のようになり、風がそれを吹き払って、あ
とかたもなくなりました。そして、その像
を打った石は大きな山となって全土に満ち
ました。

①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

ダニエルは主から王が求める答えをいただきま
した。金、銀、青銅、鉄の国が現れますが、これ
らはバビロン帝国、メド・ペルシャ、ギリシャ、
ローマを表します。世の中の質がだんだん劣化し
ていくのが分かります。
しかし最後には、人によらない国が起こります。
しかし最後には、人によらない国が起こります。
これはローマ時代に実現したイエスによる神の国
です。もちろんこれは地上のものではなく、永遠
の天の領域のものです。
私たちはどんな権力よりも上の権威である、神
の国を崇める信仰を持ちましょう。
④この世にあって何を実践しますか？

１９日 木曜
ダニエル
2:36 これがその夢でした。私たちはその解
き明かしを王さまの前に申し上げましょう。
2:37 王の王である王さま。天の神はあなたに
国と権威と力と光栄とを賜い、
2:38 また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに
住んでいても、これをことごとく治めるよう
にあなたの手に与えられました。あなたはあ
の金の頭です。
2:39 あなたの後に、あなたより劣るもう一つ
の国が起こります。次に青銅の第三の国が起
こって、全土を治めるようになります。
2:40 第四の国は鉄のように強い国です。鉄は
すべてのものを打ち砕いて粉々にするからで
す。その国は鉄が打ち砕くように、先の国々
を粉々に打ち砕いてしまいます。
2:41 あなたがご覧になった足と足の指は、そ
の一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、
それは分裂した国のことです。その国には鉄
の強さがあるでしょうが、あなたがご覧に
なったように、その鉄はどろどろの粘土と混
じり合っているのです。
2:42 その足の指が一部は鉄、一部は粘土で
あったように、その国は一部は強く、一部は
もろいでしょう。
2:43 鉄とどろどろの粘土が混じり合っている
のをあなたがご覧になったように、それらは
人間の種によって、互いに混じり合うでしょ
う。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、
それらが互いに団結することはありません。
2:44 この王たちの時代に、天の神は一つの国
を起こされます。その国は永遠に滅ぼされる
ことがなく、その国は他の民に渡されず、か
えってこれらの国々をことごとく打ち砕いて、

絶滅してしまいます。しかし、この国は永
遠に立ち続けます。
2:45 あなたがご覧になったとおり、一つの
石が人手によらずに山から切り出され、そ
の石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕い
たのは、大いなる神が、これから後に起こ
ることを王に知らされたのです。その夢は
正夢で、その解き明かしも確かです。」
2:46 それで、ネブカデネザル王はひれ伏
してダニエルに礼をし、彼に、穀物のささ
げ物となだめのかおりとをささげるように
命じた。
2:47 王はダニエルに答えて言った。「あな
たがこの秘密をあらわすことができたから
には、まことにあなたの神は、神々の神、
王たちの主、また秘密をあらわす方だ。」
2:48 そこで王は、ダニエルを高い位につけ、
彼に多くのすばらしい贈り物を与えて、彼
にバビロン全州を治めさせ、また、バビロ
ンのすべての知者たちをつかさどる長官と
した。
2:49 王は、ダニエルの願いによって、シャ
デラク、メシャク、アベデ・ネゴに、バビ
ロン州の事務をつかさどらせた。しかしダ
ニエルは王の宮廷にとどまった。
この夢を見たのはネブカドネザル王でしたが、
神は彼にではなく、実はダニエルにこのご計画を
知らしめたのかもしれません。
どんな権力も滅びますから、今の状況は必ず変
わります。今、人に押さえつけられている状況の
私たちであっても同じです。しかし次の権力が来
るから安心かというとそうではなく、人間の世は
劣化してゆくものです。本当の安心は、この世の
権力にあるのではなく、「その国は永遠に滅ぼさ
れることがなく、その国は他の民に渡されず、か

えってこれらの国々をことごとく打ち砕いて、
えってこれらの国々をことごとく打ち砕いて、
絶滅してしまいます。しかし、この国は永遠
に立ち続けます。」という、神の国にあるの
です。この国に私たちは生きています。感謝
しつつ、神の権力によって生きましょう。
①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

④この世にあって何を実践しますか？

２０日 金曜
ダニエル
3:1 ネブカデネザル王は金の像を造った。
その高さは六十キュビト、その幅は六キュビ
トであった。彼はこれをバビロン州のドラの
平野に立てた。
3:2 そして、ネブカデネザル王は人を遣わし
て、太守、長官、総督、参議官、財務官、司
法官、保安官、および諸州のすべての高官を
召集し、ネブカデネザル王が立てた像の奉献
式に出席させることにした。
3:3 そこで太守、長官、総督、参議官、財務
官、司法官、保安官、および諸州のすべての
高官は、ネブカデネザル王が立てた像の奉献
式に集まり、ネブカデネザルが立てた像の前
に立った。
3:4 伝令官は大声で叫んだ。「諸民、諸国、
諸国語の者たちよ。あなたがたにこう命じら
れている。
3:5 あなたがたが角笛、二管の笛、立琴、三
角琴、ハープ、風笛、および、もろもろの楽
器の音を聞くときは、ひれ伏して、ネブカデ
ネザル王が立てた金の像を拝め。
3:6 ひれ伏して拝まない者はだれでも、ただ
ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。」
3:7 それで、民がみな、角笛、二管の笛、立
琴、三角琴、ハープ、および、もろもろの楽
器の音を聞いたとき、諸民、諸国、諸国語の
者たちは、ひれ伏して、ネブカデネザル王が
立てた金の像を拝んだ。
3:8 こういうことがあったその時、あるカル
デヤ人たちが進み出て、ユダヤ人たちを訴え
た。
3:9 彼らはネブカデネザル王に告げて言った。
「王よ。永遠に生きられますように。

3:10 王よ。あなたは、『角笛、二管の笛、
立琴、三角琴、ハープ、風笛、および、も
ろもろの楽器の音を聞く者は、すべてひれ
伏して金の像を拝め。
3:11 ひれ伏して拝まない者はだれでも、火
の燃える炉の中へ投げ込め。』と命令され
ました。
3:12 ここに、あなたが任命してバビロン州
の事務をつかさどらせたユダヤ人シャデラ
ク、メシャク、アベデ・ネゴがおります。
王よ。この者たちはあなたを無視して、あ
なたの神々に仕えず、あなたが立てた金の
像を拝みもいたしません。」

①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

世の権力は偶像礼拝の強要へと結び付きます。
権力者との共通の信仰対象を下に押し付けること
で、安定を図ろうとするからです。地域や家系で
③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
も同じことが起きているでしょう。それゆえ、生
の部分を主は扱おうとしておられますか）
きた全能の神のみを崇めようとするクリスチャン
は、時には秩序を乱すとの批判を受けてしまいま
す。
しかし、ひるむことはありません。安定といっ
てもそれは人間の権力欲からくるもであり、平和
といっても人間の欲が動機であるので、いつかは
制御の効かない争いになるからです。古代の国家
がそうであり、現代の組織や人間関係も同じです。
がそうであり、現代の組織や人間関係も同じです。
時には敵対関係に巻き込まれることもあります。
私たちはただ唯一の神を信じ従えばよいのです。
私たちはただ唯一の神を信じ従えばよいのです。
自分を守るために、神様をないがしろにするなら、
自分を守るために、神様をないがしろにするなら、
その時は身を守ったとしても、後にもっと大きな
④この世にあって何を実践しますか？
問題に巻き込まれるでしょうから、そうならない
ためにも主に従いましょう。

２１日 土曜
ダニエル
3:13 そこでネブカデネザルは怒りたけり、
シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴを連れ
て来いと命じた。それでこの人たちは王の前
に連れて来られた。
3:14 ネブカデネザルは彼らに言った。「シャ
デラク、メシャク、アベデ・ネゴ。あなたが
たは私の神々に仕えず、また私が立てた金の
像を拝みもしないというが、ほんとうか。
3:15 もしあなたがたが、角笛、二管の笛、立
琴、三角琴、ハープ、風笛、および、もろも
ろの楽器の音を聞くときに、ひれ伏して、私
が造った像を拝むなら、それでよし。しかし、
もし拝まないなら、あなたがたはただちに火
の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が、
私の手からあなたがたを救い出せよう。」
3:16 シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴは
ネブカデネザル王に言った。「私たちはこの
ことについて、あなたにお答えする必要はあ
りません。
3:17 もし、そうなれば、私たちの仕える神は、
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。神は私たちをあなたの手から
救い出します。
3:18 しかし、もしそうでなくても、王よ、ご
承知ください。私たちはあなたの神々に仕え
ず、あなたが立てた金の像を拝むこともしま
せん。」
3:19 すると、ネブカデネザルは怒りに満ち、
シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴに対す
る顔つきが変わった。彼は炉を普通より七倍
熱くせよと命じた。
3:20 また彼の軍隊の中の力強い者たちに、
シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴを縛っ

て、火の燃える炉に投げ込めと命じた。
3:21 そこで、この人たちは、上着や下着や
かぶり物の衣服を着たまま縛られて、火の
燃える炉の中に投げ込まれた。
3:22 王の命令がきびしく、炉がはなはだ熱
かったので、シャデラク、メシャク、アベ
デ・ネゴを連れて来た者たちは、その火炎
に焼き殺された。
3:23 シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴ
の三人は、縛られたままで、火の燃える炉
の中に落ち込んだ。

①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴはこの時
をチャンスとばかりに、その信仰を証ししました。
をチャンスとばかりに、その信仰を証ししました。
彼らは神の守りを信じていました。しかしその信
仰の動機は自分自身のための打算ではありません
でした。この神への信仰のために自分を犠牲にす
ことさえ、むしろ喜でもあったのです。
「私たちの仕える神は、火の燃える炉から私た
③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
ちを救い出すことができます。王よ。神は私たち
の部分を主は扱おうとしておられますか）
をあなたの手から救い出します。 しかし、もし
そうでなくても…」というのが、彼らの信仰で
あったのです。
人は試練の時にこそ、どれほど神を信頼してい
るか、また信念に対して誠実であるかがわかるも
のです。自分の信仰はどうであるか、私たちは自
分自身を吟味してみることも必要でしょう。主は
ご自身のために生きる者を支えてくださる方です。
ご自身のために生きる者を支えてくださる方です。

④この世にあって何を実践しますか？

２２日曜日曜
ダニエル
3:24 そのとき、ネブカデネザル王は驚き、
急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねて
言った。「私たちは三人の者を縛って火の中
に投げ込んだのではなかったか。」彼らは王
に答えて言った。「王さま。そのとおりでご
ざいます。」
3:25 すると王は言った。「だが、私には、火
の中をなわを解かれて歩いている四人の者が
見える。しかも彼らは何の害も受けていない。
第四の者の姿は神々の子のようだ。」
3:26 それから、ネブカデネザルは火の燃える
炉の口に近づいて言った。「シャデラク、メ
シャク、アベデ・ネゴ。いと高き神のしもべ
たち。すぐ出て来なさい。」そこで、シャデ
ラク、メシャク、アベデ・ネゴは火の中から
出て来た。
3:27 太守、長官、総督、王の顧問たちが集ま
り、この人たちを見たが、火は彼らのからだ
にはききめがなく、その頭の毛も焦げず、上
着も以前と変わらず、火のにおいもしなかっ
た。
3:28 ネブカデネザルは言った。「ほむべきか
な、シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴの
神。神は御使いを送って、王の命令にそむき、
自分たちのからだを差し出しても、神に信頼
し、自分たちの神のほかはどんな神にも仕え
ず、また拝まないこのしもべたちを救われた。
3:29 それゆえ、私は命令する。諸民、諸国、
諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、
アベデ・ネゴの神を侮る者はだれでも、その
手足は切り離され、その家をごみの山とさせ
る。このように救い出すことのできる神は、
ほかにないからだ。」

3:30 それから王は、シャデラク、メシャク、 ①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）
アベデ・ネゴをバビロン州で栄えさせた。
王の家来たちは身の安全のために王に従ってい
たでしょう。しかしその命令に従ったが、無残に
も焼き殺されてしまいました。（昨日の箇所で）
しかしシャデラク、メシャク、アベデ・ネゴには
神が共にいてくださり、守られました。
ここにクリスチャンの人生があります。この火
とは、肉体の死であり、病であり、試練であり、
時にはリストラや貧困や批判の火でもあるでしょ
う。自分を守ることよりも、主の御心を第一にし
た結果、守られるということです。本当に主を愛
する人は、そのような証しを喜びとするものです。
する人は、そのような証しを喜びとするものです。
ネブカデネザルの行動を見ると、彼が本当に信
仰を持ったとは思えません。しかし、この出来事
は神の勝利を示しています。またそれは三人の信
仰の勇者の勝利でもあります。神は私たちに「耐
えられないような試練を与えるようなことはなさ
らない」ので、私たちも同じように試練をもって、
らない」ので、私たちも同じように試練をもって、
信仰の証しをしたいものです。必ず勝利できるの
ですから。

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

④この世にあって何を実践しますか？

