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あなたの使命を見つける 
井戸場にいたサマリアの女 

                  ランダル・フルシマ牧師 
 

 
しかし、サマリアを通って行かなければならなかった。5 それでイエスは、ヤコブが

その子ヨセフに与えた地所に近い、スカルというサマリアの町に来られた。6 そこ

にはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れから、その井戸の傍らに、ただ座

っておられた。時はおよそ第六の時であった。7 一人のサマリアの女が、水を汲み

に来た。イエスは彼女に、「わたしに水を飲ませてください」と言われた。8 弟子た

ちは食物を買いに、町へ出かけていた。9 そのサマリアの女は言った。「あなたは

ユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に、飲み水をお求めになるのです

か。」ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。10 イエスは答えら

れた。「もしあなたが神の賜物を知り、また、水を飲ませてくださいとあなたに言っ

ているのがだれなのかを知っていたら、あなたのほうからその人に求めていたで

しょう。そして、その人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。」11その女は言っ

た。「主よ。あなたは汲む物を持っておられませんし、この井戸は深いのです。そ

の生ける水を、どこから手に入れられるのでしょうか。12 あなたは、私たちの父ヤ

コブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を下さって、彼自身も、その

子たちも家畜も、この井戸から飲みました。」13 イエスは答えられた。「この水を飲

む人はみな、また渇きます。14 しかし、わたしが与える水を飲む人は、いつまでも

決して渇くことがありません。わたしが与える水は、その人の内で泉となり、永遠

のいのちへの水が湧き出ます。」15彼女はイエスに言った。「主よ。私が渇くことの

ないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私に下さい。」  
                                 (ヨハネ 4:4～15 新改訳) 
 
 
あなたの使命を見つけるための４つの教訓： 
 

1. 神様があなたに何かを                
5それでイエスは、ヤコブがその子ヨセフに与えた地所に近い、スカルとい

うサマリアの町に来られた。6そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅

の疲れから、その井戸の傍らに、ただ座っておられた。時はおよそ第六の時

であった。7一人のサマリアの女が、水を汲みに来た。イエスは彼女に、「わ

たしに水を飲ませてください」と言われた。(ヨハネ 4:5～7 新改訳) 
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2. 神様はあなたがしっかりと   を向けることを求められる 

 
8弟子たちは食物を買いに、町へ出かけていた。(ヨハネ 4:8 新改訳) 

 
31その間、弟子たちはイエスに「先生、食事をしてください」と勧めていた。
32ところが、イエスは彼らに言われた。「わたしには、あなたがたが知らな

い食べ物があります。」33そこで、弟子たちは互いに言った。「だれかが食べ

る物を持って来たのだろうか。」34イエスは彼らに言われた。「わたしの食べ

物とは、わたしを遣わされた方のみこころを行い、そのわざを成し遂げるこ

とです。」(ヨハネ 4:31～34 新改訳) 

 

 

3. 神様は、あなたが知っていることを、より偉大なものに 

             くださる 

 
10イエスは答えられた。「もしあなたが神の賜物を知り、また、水を飲ませ

てくださいとあなたに言っているのがだれなのかを知っていたら、あなたの

ほうからその人に求めていたでしょう。そして、その人はあなたに生ける水

を与えたことでしょう…13 イエスは答えられた。「この水を飲む人はみな、また

渇きます。14しかし、わたしが与える水を飲む人は、いつまでも決して渇くことがあ

りません。わたしが与える水は、その人の内で泉となり、永遠のいのちへの水が

湧き出ます。」 (ヨハネ 4:10,13～14 新改訳) 

 

 

4. あなたが自分の心をもっと明かそうとするとき、 

神様もご自分の心を       明らかにしてくださる 
 

15彼女はイエスに言った。「主よ。私が渇くことのないように、ここに汲み

に来なくてもよいように、その水を私に下さい。」 (ヨハネ 4:15 新改訳) 

 

 

 

 

 



New Hope Tokyo Message Note                                                                               9/25/2022 

 

FINDING YOUR DESTINY 
The Samaritan Woman at the Well 

 
Pastor Randy Furushima 

 
But [Jesus] had to go through Samaria. 5 So he came to a Samaritan city 
called Sychar, near the plot of ground that Jacob had given to his son 
Joseph.6 Jacob’s well was there, and Jesus, tired out by his journey, was 
sitting by the well. It was about noon. 7 A Samaritan woman came to draw 
water, and Jesus said to her, “Give me a drink.” 8 (His disciples had gone to 
the city to buy food.) 9 The Samaritan woman said to him, “How is it that you, 
a Jew, ask a drink of me, a woman of Samaria?” (Jews do not share things in 
common with Samaritans.) 10 Jesus answered her, “If you knew the gift of 
God and who it is that is saying to you, ‘Give me a drink,’ you would have 
asked him, and he would have given you living water.” 11 The woman said to 
him, “Sir, you have no bucket, and the well is deep. Where do you get that 
living water? 12 Are you greater than our ancestor Jacob, who gave us the 
well and with his sons and his flocks drank from it?” 13 Jesus said to her, 
“Everyone who drinks of this water will be thirsty again, 14 but those who 
drink of the water that I will give them will never be thirsty. The water that I 
will give will become in them a spring of water gushing up to eternal 
life.” 15 The woman said to him, “Sir, give me this water, so that I may never 
be thirsty or have to keep coming here to draw water.”  (John 4:4-15 NRSV) 
 
 
FOUR LESSONS IN FINDING YOUR DESTINY 
 

1. God will be                  you for something. 
 5 So he came to a Samaritan city called Sychar, near the plot of ground that 
Jacob had given to his son Joseph. 6 Jacob’s well was there, and Jesus, tired 
out by his journey, was sitting by the well. It was about noon. 7 A Samaritan 
woman came to draw water, and Jesus said to her, “Give me a drink.” (John 
4:5-7) 
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2. God will need your undivided                .  

 
 8 (His disciples had gone to the city to buy food.) (John 4:8) 
31 Meanwhile the disciples were urging him, “Rabbi, eat something.” 32 But he 
said to them, “I have food to eat that you do not know about.” 33 So the 
disciples said to one another, “Surely no one has brought him something to 
eat?” 34 Jesus said to them, “My food is to do the will of him who sent me and 
to complete his work. (John 4:31-34) 
 
 

3. God will                  what you know into  
something greater.  

 

10 Jesus answered her, “If you knew the gift of God and who it is that is 
saying to you, ‘Give me a drink,’ you would have asked him, and he would 
have given you living water.” . . . 13 Jesus said to her, “Everyone who drinks 
of this water will be thirsty again, 14 but those who drink of the water that I 
will give them will never be thirsty. The water that I will give will become in 
them a spring of water gushing up to eternal life.” (John 4:10, 13-14) 
 
 

4. God will reveal                 of His heart 
when you begin to reveal more of yours. 

 
The woman said to him, “Sir, give me this water, so that I may never be 
thirsty or have to keep coming here to draw water.” (John 4:15) 
 


