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神の導きに従って生きる！
「私のたましいよ、黙ってただ神を待ち望め。私の望みは神から来る
からだ。
」(詩篇 62:5 新改訳 2017)
「
「神にとって不可能なことは何もありません。」マリアは言った。
「ご
覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのおことばどお
り、この身になりますように。」すると、御使いは彼女から去って行っ
た。
」（ルカ 1：37～38 新改訳 2017）

・

にいつも助けていただく

「そのとき、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい、
敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また、聖
霊が彼の上におられた。26 そして、主のキリストを見るまでは決して
死を見ることはないと、聖霊によって告げられていた。27 シメオンが
御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために、両親が幼子イ
エスを連れて入って来た。28 シメオンは幼子を腕に抱き、神をほめた
たえて言った。29「主よ。今こそあなたは、おことばどおり、しもべ
を安らかに去らせてくださいます。30 私の目があなたの御救いを見た
からです。31 あなたが万民の前に備えられた救いを。32 異邦人を照ら
す啓示の光、御民イスラエルの栄光を。
」33 父と母は、幼子について語
られる様々なことに驚いた。34 シメオンは両親を祝福し、母マリアに
言った。
「ご覧なさい。この子は、イスラエルの多くの人が倒れたり立
ち上がったりするために定められ、また、人々の反対にあうしるしと
して定められています。35 あなた自身の心さえも、剣が刺し貫くこと
になります。それは多くの人の心のうちの思いが、あらわになるため
です。
」(ルカ 2:25～35 新改訳 2017)

聖霊がしてくださること：
a.

いてくださる

b.あなたに

を示してくださる

c.あなたを

と導いてくださる
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FOLLOW HIS LEAD
“
“My soul, wait silently for God alone, for my expectation is from Him.”
(Psalms 62:5 NKJ)
“For no word from God will ever fail.” 38 “I am the Lord’s servant,”
Mary answered. “May your word to me be fulfilled.”Then the angel left
her.” (Luke 1:37—38 NIV)

・ ALLOW THE HOLY SPIRIT TO BE YOUR HELPER
“Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous
and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy
Spirit was on him. 26 It had been revealed to him by the Holy Spirit that
he would not die before he had seen the Lord’s Messiah. 27 Moved by
the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in
the child Jesus to do for him what the custom of the Law required, 28
Simeon took him in his arms and praised God, saying: 29 “Sovereign
Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace.
30 For my eyes have seen your salvation, 31 which you have prepared
in the sight of all nations: 32 a light for revelation to the Gentiles, and
the glory of your people Israel.” 33 The child’s father and mother
marveled at what was said about him. 34 Then Simeon blessed them
and said to Mary, his mother: “This child is destined to cause the falling
and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against,
35 so that the thoughts of many hearts will be revealed. And a sword
will pierce your own soul too.” (Luke2:25—35 NIV)

WHAT THE HOLY SPIRIT WILL DO
a. HE WILL BE
b. HE WILL REVEAL TO YOU
c. HE WILL MOVE YOU IN
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