
English below 

スモールグループ・レッスン 
2018/9/30-2018/10/13 
 
まずはじめにレッスンの聖書箇所を読んで、心を神のことばに向けま

しょう。ローマ人への手紙15:14-24。 
 
[14]私の兄弟たちよ。あなたがた自身が善意にあふれ、すべての知恵に

満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信し

ています。[15]ただ私が所々、かなり大胆に書いたのは、あなたがたに

もう一度思い起こしてもらうためでした。(…)[18]私は、キリストが異

邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと

以外に、何かを話そうなどとはしません。キリストは、ことばと行ない

により、[19]また、しるしと不思議をなす力により、さらにまた、御霊

の力によって、それを成し遂げてくださいました。その結果、私はエル

サレムから始めて、ずっと回ってイルリコに至るまで、キリストの福音

をくまなく伝えました。[20]このように、私は、他人の土台の上に建て

ないように、キリストの御名がまだ語られていない所に福音を宣べ伝え

ることを切に求めたのです。(…)[22]そういうわけで、私は、あなたが

たのところに行くのを幾度も妨げられましたが、[23]今は、もうこの地

方には私の働くべき所がなくなりましたし、また、イスパニヤに行くば

あいは、あなたがたのところに立ち寄ることを多年希望していましたの

で、[24]――というのは、途中あなたがたに会い、まず、しばらくの間

あなたがたとともにいて心を満たされてから、あなたがたに送られ、そ

こへ行きたいと望んでいるからです。――(…) 
 

もう一度思い起こす 
9月30日の説教で、私たちはローマ人への手紙の書かれた目的がまだイ

エス・キリストの福音が伝わっていないところに福音を伝えることだと

学びました。クリスチャンの信仰と生き方は、すべて福音伝道につなが

ります。 
 



［質問］4月からはじまった「ローマ人への手紙」シリーズで、最後に

私たちの信仰や生き方を福音伝道に結びつけるためにもう一度思い起こ

すべきことはありますか？話し合いましょう。 
 

「送られる」 
24節でパウロはローマのクリスチャンたちと会い、心が満たされてか

ら、「送られ」、イスパニア（スペイン）に伝道に行きたいと言ってい

ます。「送られ」ということばはギリシャ語でpropempōと言い、ほぼ

クリスチャンたちのあいだでしか使われない用語で、地方で福音を伝え

まわるクリスチャンを助けるという意味があります。 
 
クリスチャンが教会を開拓する使命をもって「送られ」るために、私た

ちはなにができるでしょうか？ 
 

● お金で祝福されている人は、経済支援によって教会開拓を助ける

ことができます。 
 

● 才能や特技といった賜物で祝福されている人は、奉仕によって教

会を助けることができます。奉仕する人が増えれば教会が自立し

ます。すると新しい都市に教会を開拓するために送る人を増やす

ことができるようになります。 
 
例：掃除や礼拝の準備／説教の通訳／賛美バンド／音響やスライ

ド／グリーティング・チーム／ファーストステップでキリスト教

の基礎を教えること／英会話やこども食堂のボランティア／日曜

礼拝のあとにクリスチャンでない人たちにクリスチャンの信仰や

生き方を積極的に伝える／ほかのクリスチャンが霊的に成長する

手助けをする 
 

● 信仰で祝福されている人は、送られる側として教会開拓に参加す

ることができます。 
 



イエス・キリストの福音を広げるために教会を開拓していくことは一部

の人の使命ではありません。教会にいるすべての人の使命です。教会に

はあなたが必要です。 
 
［質問］あなたはどのように教会を支え、そしてほかの地方に教会を開

拓するために貢献することができますか？パウロのようにあなたが一生

をささげられる使命はなんですか？話し合いましょう。 
 
《祈り》私たち一人ひとりが教会の必要を満たしていくことでひとつと

なれるように祈りましょう。 
 

切に求める 
なぜ私たちは教会を開拓しつづけるべきなのでしょうか？これが神の思

いだからです。もう一度ローマ15:20を読みましょう。 
 
[20]このように、私は、他人の土台の上に建てないように、キリストの
御名がまだ語られていない所に福音を宣べ伝えることを切に求めたので
す。 
 
日本はクリスチャン人口が1％以下の国です。日本の各都市に教会を開
拓していくことは、神の思いに沿ったMUSTARD SEEDクリスチャン教
会の使命です。私たちの思いを神の思いに一致させ、日本に多くの福音
が伝えられることを切に求めましょう。 
 
《祈り》キリストの御名がまだ語られてない日本の多くの都市に福音が
宣べ伝えられるように切に求めて祈りましょう。 
 
  



Small Group Lesson 
2018/9/30-2018/10/13 
 
First let’s read the Scripture passage for the lesson and direct our hearts 
to God’s word. Romans 15:14-24: 
 
[14] I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves 
are full of goodness, filled with all knowledge and able to instruct one 
another. [15] But on some points I have written to you very boldly by way 
of reminder, because of the grace given me by God [16] to be a minister 
of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of 
God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by 
the Holy Spirit. [17] In Christ Jesus, then, I have reason to be proud of 
my work for God. [18] For I will not venture to speak of anything except 
what Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to 
obedience—by word and deed, [19] by the power of signs and wonders, 
by the power of the Spirit of God—so that from Jerusalem and all the 
way around to Illyricum I have fulfilled the ministry of the gospel of 
Christ; [20] and thus I make it my ambition to preach the gospel, not 
where Christ has already been named, lest I build on someone else's 
foundation, [21] but as it is written, 
 
“Those who have never been told of him will see, 
    and those who have never heard will understand.” 
 
[22] This is the reason why I have so often been hindered from coming 
to you. [23] But now, since I no longer have any room for work in these 
regions, and since I have longed for many years to come to you, [24] I 
hope to see you in passing as I go to Spain, and to be helped on my 
journey there by you, once I have enjoyed your company for a while. 



Recall 
In the September 30 sermon, we learned the purpose Romans was 
written was to spread the gospel of Jesus Christ to places it hadn’t 
spread yet. A Christian’s life and faith all connect to evangelism. 
 
[Question] Is there anything we should recall from the Romans series 
(which started in April) in order to bring together evangelism and our 
faith and the way we live? Discuss. 

“Helped” 
Paul in verse 24 says that after meeting the Christians in Rome and 
being encouraged by their company, he wants to be “helped” on his way 
to go evangelize in Spain. This word “helped” (Greek: propempō) is 
terminology used almost exclusively among Christians and means to 
help a Christian who is going around spreading the gospel in some 
region.  
 
What can we do to “help” Christians with a church-planting mission?  
 

● People who have been blessed with money can help church 
planting with financial support. 

 
● People blessed with talent or skill can help the church by serving. 

If more people serve, the church becomes independent. Then the 
church will be able to increase the number of people they send to 
plant a church in a new city. 
 
Examples: cleaning and worship service prep / sermon translation / 
praise band / sound board and slides / greeting team / teaching the 
basics of Christianity with First Steps / volunteering for eikaiwa or 
Kodomo Shokudō / actively sharing the Christian faith and way of 
life with non-Christians after Sunday service / helping another 
Christian spiritually mature 

 



● People blessed with faith can join in church planting on the 
“helped” side.  

 
Planting churches to spread the gospel of Jesus Christ isn’t just some 
people’s mission. It’s the mission of everyone in the church. The church 
needs you. 
 
[Question] How can you support the church and contribute to the 
planting of churches in other regions? To what mission would you, like 
Paul, dedicate your life? Discuss. 
 
{Prayer} Pray we would be able to come together as one as each one of 
us serves the church’s needs.  

Make it my Ambition 
Why should we continue to plant churches? Because it’s God’s ambition. 
Let’s read again Romans 15:20: 
 
[20] ...and thus I make it my ambition to preach the gospel, not where 
Christ has already been named, lest I build on someone else's 
foundation…. 
 
Japan is a country with a Christian population of less than 1%. Planting 
churches in the cities of Japan is, in keeping with God’s ambition, the 
mission of Mustard Seed Christian Church. 私たちの思いを神の思いに
一致させ、日本に多くの福音が伝えられることを切に求めましょう。
Let’s conform our ambition to God’s ambition and make it our ambition to 
share the gospel a lot in Japan. 
 
{Prayer} Pray with the ambition that the gospel would be preached in 
the many cities of Japan where Christ’s name is not known.  
 


