
English below 

スモールグループ・レッスン 

様々な人たちが、都市に関して様々な意見を持っているのを耳にすることがあるでしょう。ある
人々はその街が好きで、ある人々は嫌い。ある人はその街が騒がしくて、ペースが早く、混みすぎ
ていると思えば、別の人はその同じ街を、歩き回るのにちょうど良いサイズで、いつも何かが行
われていて、様々な人々と出会うことができると思うかも知れません。クリスチャンとして、私た
ちは街についてどう考えるべきでしょうか？街は重要でしょうか？神様は、街について何か言って
いるでしょうか？ 

話し合いましょう:  
• 街のことを考えた時、何が頭に思い浮かびますか？東京、札幌、広島、名古屋などを考え
てみましょう。 

• 街に住んでいることで、好きなこと、また好きではないことは何ですか？ 

クリスチャンとして、私たちは、神様がこの世を見るその見方で私たちもこの世を見ることが出
来るように努力したいと思います。私たちは神様の使節として、聖霊の力によってキリストの弟子
を作るためにイエス様によって送り出されました。使節として、私たちを送り出された方の心や
思いを知ることはとても大切です！聖書は私たちに、神様はその街の景観やそこで出来る経験な
どに心を動かされることはないが、その街にいる人々を心に留められると語っています。ヨナ書
の4章11節を見てみましょう。 

「ましてわたしは、この大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには、右も左も
分からない十二万人以上の人間と、数多くの家畜がいるではないか。」 

話し合いましょう:  
• どれだけの人口があなたの街とその周辺の地域に住んでいますか？もし知らなければ、イ
ンターネットで調べてみましょう。 

• その人口の99%がイエス様を知りません。あなたの街にそのような人が実際に何人いる
か、計算してみましょう。神様は、そのような人々をどう思っているでしょう？ 

神様のこの街への心を反映して、私たちのこの街に対する心も成長するべきです。旧約聖書から
新約聖書を通して、私たちは街を愛し、その平安を心に留めるよう招かれています。街は、神様に
深く愛された人々によって形作られているからです。 

福音は私たちに、街のもっとも豊かで、力のある人々と繋がり、良い知らせを伝えることが出来
るようにしてくれます。そしてまた街のもっとも貧しく、気にもされない人々と繋がり、良い知ら
せを伝えることが出来るようにしてくれます。イエス・キリストの福音は、神の恵みは信じて悔い
改める全ての人に与えられることを伝えています。この十字架のメッセージが良い知らせでない人
は、私たちの街に一人もいないのです。 

グループで時間をとってエレミヤ書29章4-7節を読みましょう。 



4,「イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。『エルサレムからバビロンへわたしが引いて行か
せたすべての捕囚の民に。5,家を建てて住み、果樹園を造って、その実を食べよ。6,妻を迎えて、
息子、娘を生み、あなたがたの息子には妻を迎え、娘を嫁がせて、息子、娘を産ませ、そこで増
えよ。減ってはならない。7,わたしがあなたがたを引いて行かせた、その町の平安を求め、その町
のために主に祈れ。その町の平安によって、あなたがたは平安を得ることになるのだから。 

神の民は異邦人の街で異郷に生きる者でした。しかし、神様は神の民に、この街から逃げ出すよ
うにとは言いませんでした。神様は彼らに、ここに永遠に住むわけじゃないから、少しの間だけ
我慢しろとは言いませんでした。 神様は彼らに、この街の生活に同化して、この街の平安を求め
よと言ったのです。 

街の平安を求めるために、あなたの教会は何をしていますか？街の平安を求めるために、あなた
は何をしていますか？ 

話し合いましょう:  
教会として、スモールグループとして、また個人として、どうやってこの街のために祈り、仕え、
福音を伝えることが出来るでしょうか？ 

答えるに当たって、以下の質問を考えてみてください: 
• もっと定期的に街のために祈るために、どうやってそれを自分に思い起こさせることが出
来るでしょうか？ 

• グループには、他の人に仕えるために、どんな使えるものがあるでしょうか？余暇の時間
ですか？お金？みんなで集まることのできる場所？ 

• あなたのコミュニティや影響の輪の中で、どんな必要があるのを知っていますか？誰かベ
ビーシッターを必要としていますか？近所の子供を学校へ車で送ってあげられますか？な
ど 

• あなたの家族や職場で、まだイエス・キリストにある神の彼らへの愛を聞いたことがない
人はいますか？グループとしてお互いに助け合えることはありますか？祈りましょう！食
事に招くことは？ 

• 今週、あなたが信仰を分かち合いたい、もしくは教会に誘いたい一人とは誰ですか？ 

キリストにあって、神様は私たちに寛大です。福音のゆえに、私たちはどのように私たちの街に対
して寛大になれるでしょうか？キリストにあって、神様は私たちに親切です。福音のゆえに、私た
ちはどのようにしてこの街に親切を示すことができるでしょうか？キリストにあって、神様は私た
ちを気にかけてくださいました。イエス様が再び戻ってこられる時まで、この世に神様がどのよ
うなお方かを示す教会となることが、私たちの勤めです。福音のゆえに、私たちはどのように私
たちの街に対して寛大になれるでしょうか？  

時間をとって、あなたの街のために祈り、街の平安をどのように求めることができるか計画を立
てましょう！ 



You are liable to hear a lot of varying opinions on cities from different kinds of people. Some people 
like them, while others don’t. One person might think that the city is noisy, fast-paced, and 
overcrowded. Another person might think that that very same city is just the right size to explore, 
there is always something going on, and they’re able to meet many different kinds of people. As 
Christians, what should we think about the city? Are cities important? Does God have anything to 
say about cities? 

Discuss:  
● What comes to your mind when you think about cities? Think of Tokyo, Sapporo, 

Hiroshima, Nagoya, etc. 
● What do you like and not like about living in a city? 

As Christians, we want to try and strive to see the world as God sees the world. We are his 
ambassadors, sent by Jesus to make disciples of Christ by the power of the Holy Spirit. As 
ambassadors, it’s important to know the heart and thoughts of the one who sends us! The 
scriptures tell us that God isn’t impressed with the sites and the experiences the city has to offer, 
but rather the people that are in the city. Take a look at Jonah 4:11: 

And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons 
who do not know their right hand from their left, and also much cattle? 

Discuss:  
● How many people live in your city and the surrounding area? Look it up online if you don’t 

know.  
● 99% of all of those people do not know Jesus. Do the math and figure out how many 

people that is in your city. How does God feel about those people? 

God’s heart is for the city, and our hearts should grow in reflecting God’s. From the Old Testament 
to the New Testament, we are called to love and care for the well-being of the city. The city is made 
up of people who are loved deeply by God. 

The gospel allows us to connect with and speak good news to the wealthiest; most powerful 
people in the city. It also allows us to connect to and speak with the poorest and least cared for 
people in our city. The gospel of Jesus Christ tells us that the grace of God is available to all who 
believe in faith and repent. There is no one in our city that the message of the Cross is not good 
news for. 

Take a moment as a group to read Jeremiah 29:4-7: 

Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile 
from Jerusalem to Babylon: Build houses and live in them; plant gardens and eat their 
produce. Take wives and have sons and daughters; take wives for your sons, and give your 
daughters in marriage, that they may bear sons and daughters; multiply there, and do not 
decrease. But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the 
Lord on its behalf, for in its welfare you will find your welfare. 

God’s people were living in a pagan city as exiles. But God didn’t tell his people to run from the 
city. He didn’t tell them to just put up with city life for a little while since it wouldn’t be their 
residence forever. He told them to assimilate to life in the city and seek the welfare of the city. 

What is your church doing to seek the welfare of the city? What are you doing to seek the welfare 
of the city? 

https://www.esv.org/Jon1.2
https://www.esv.org/Jon3.7
https://www.esv.org/Ezr6.10%253B1Tm2.1-2


Discuss: How can you individually, as a small group, or as a church pray for, serve, and 
evangelize the city? 

Consider the following questions to help you answer: 
● What could you do to remind you to pray for you city more regularly? 
● What resources does the group have that can be used to serve others? Extra time? 

Money? Space to have gatherings?  
● What needs do you know about in your community or your circle of influence? Does 

someone need a babysitter? Could you give some of the kids in your neighborhood a ride 
to school? Etc.  

● Does anyone in your families or workplaces have yet to hear about God’s love for them in 
Jesus Christ? What are ways that you as a group can help one another? Pray! Invite them 
over for a meal?  

● Who is one person this week you could share your faith with or invite to church? 

God, in Christ, has been generous to us. How can we be generous to our city because of the 
gospel? God, in Christ, has been kind to us. How can we show kindness to our city because of the 
gospel? God, in Christ, has cared for us. Until Jesus comes again, it is our job to be churches that 
show the world what God is like. 

Take time to pray for your city and make a plan for how you will seek the welfare of your city!  


