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チームで一緒に建て上げる 
 
 

「しかし実際、神はみこころにしたがって、からだの中にそれぞれの部分を備えて

くださいました。19 もし全体がただ一つの部分だとしたら、からだはどこにあるので

しょうか。20 しかし実際、部分は多くあり、からだは一つなのです。」 
                                          (1 コリント 12:18～20 新改訳) 
 
「一つの部分が苦しめば、すべての部分がともに苦しみ、一つの部分が尊ばれ

れば、すべての部分がともに喜ぶのです。27 あなたがたはキリストのからだであ

って、一人ひとりはその部分です。」 (1 コリント 12:26～27 新改訳) 
 
 
１.チームで建て上げるには、                  が必要である 
「そのころ、弟子の数が増えるにつれて、ギリシア語を使うユダヤ人たちから、ヘ

ブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのやもめたちが、毎

日の配給においてなおざりにされていたからである。2 そこで、十二人は弟子たち

全員を呼び集めてこう言った。『私たちが神のことばを後回しにして、食卓のこと

に仕えるのは良くありません。』」 （使徒 6：1～2 新改訳） 
 
 
2. チームで建て上げるために、それぞれが                     
「『そこで、兄弟たち。あなたがたの中から、御霊と知恵に満ちた、評判の良

い人たちを七人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、4私

たちは祈りと、みことばの奉仕に専念します。』 5この提案を一同はみな喜

んで受け入れた。そして彼らは、信仰と聖霊に満ちた人ステパノ、およびピ

リポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの改宗

者ニコラオを選び、」 （使徒 6：3～5 新改訳） 
 
 
3. チームで建て上げるから、                  が生まれる 
「この人たちを使徒たちの前に立たせた。使徒たちは祈って、彼らの上に手を置

いた。7 こうして、神のことばはますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が

非常に増えていった。また、祭司たちが大勢、次々と信仰に入った。」 
                                  （使徒 6：6～7 新改訳） 



New Hope Tokyo Message Note                                                                               7/3/2022 

BUILDING TOGETHER AS A TEAM 
 

“But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as 
he wanted them to be. 19 If they were all one part, where would the body be? 
20 As it is, there are many parts, but one body.”  (1Corin.12:18-20 NIV) 
 
“If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every 
part rejoices with it. 27 Now you are the body of Christ, and each one of you is 
a part of it.” (1Corin. 12:26-27 NIV) 
 
 
1. Building together takes                           
“In those days when the number of disciples was increasing, the Hellenistic 
Jews among them complained against the Hebraic Jews because their 
widows were being overlooked in the daily distribution of food. 2So the 
Twelve gathered all the disciples together and said, ‘It would not be right for 
us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables.’”  
                                                   (Acts 6:1-2 NIV) 
 
2. Building together requires us to                      
“’Brothers and sisters, choose seven men from among you who are known to 
be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them 
4and will give our attention to prayer and the ministry of the word.’ 5This 
proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith 
and of the Holy Spirit; also, Philip, Procorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and 
Nicolas from Antioch, a convert to Judaism.” (Acts 6:3-5 NIV) 
 
  
3. Building together yields                          
“They presented these men to the apostles, who prayed and laid their hands 
on them. 7So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem 
increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the 
faith.” (Acts 6:6-7 NIV) 
 
 


