Message “Walk in the name of the Lord”
January 25, 2015 English Service
1. Introduction
Many things may be solved by money, but some important things are not so. Can we
find in our Church what important things we can never buy?
2. Acts 3:1-10 (New Testament)
Central Phrase may be “Silver or Gold I do not have. But what I have I will give you. In
the name of Jesus Christ of Nazareth, walk”
3. Three kinds of people
(1) Witness of Jesus Christ
 Life changed after encounter with Jesus
 As representative of Jesus Christ the savior
 Those looking at them and guided by their hand will be led to the way of the savior
(2) The healed
 In the face of difficult problems of life we tend to seek for tentative answer
 Jesus’ witness invites us rather to “walk” together with Jesus from there
 Choice: Sticking to the tentative solution, or staking our life forward together with
Jesus
 Those who began walking in the name of Jesus Christ testifies his radical change
by his new life commitment
(3) Those amazed at the miracle
 Many people believe we have nothing but to help suffering people tentatively
 When people stumbling with difficulty begin walking in the name of Jesus Christ,
those around them experience shock
4. Church with those walking in the name of Jesus Christ
 Our church has witnesses, those who are healed, and those shocked by that.
 You may be one of them, you may be eager to be one of them, or you may want to
invited somebody else to become one of such people
 Church is built by people who walk in the name of the Lord, and those influenced
by them.

メッセージ 「イエス・キリストの名によって歩く」
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１．序
お金で多くのことが解決する時代の中で、大事ことが未解決。その中で、お金では買えない肝
心の道を、教会において見いだせるのだろうか？
２．新約聖書・使徒の働き 3 章 1－10 節
中心となる言葉は「金銀は私にはない。しかし、私にあるものを上げよう。ナザレのイエス・
キリストの名によって、歩きなさい。
」
３．3 種類の人々
（１） イエス・キリストの証人
・イエスと出会い、人生を変えられた人々
・彼らは救い主を体現する。
・彼らを見、彼らの差しのべた手にひかれる人は、救い主の道に導き入れられる
（２） 癒された人
・人生の困難に行き詰る私たちは、当座の解決を求める
・イエスの証人は当座の解決の支援よりも、むしろその場所からイエスと共に歩くよ
う招く
・当座の解決に固執する道と、イエスの道にかけて前に進む道に分かれる
・イエス・キリストの名によって歩き始めた人は、どこまでもついていくことで、そ
の人の歩み方自体が根底から変わったことを証する
（３） 奇跡に驚く人々
・行き詰った人の周囲には、当座の支援くらいしかないと思う人たちがいる
・行き詰った人がイエス・キリストの名によって歩み始めるときに衝撃が襲う

４．イエス・キリストの名によって歩く人々がいる教会
この教会にも、あるいは証人、あるいは癒された人々、また奇跡を目撃して衝撃を受ける人々
がいる。あなたはどれかに当てはまるか。どれかでありたいと願うか。人をその道に招こうと
思うか。そのようなお互いが、目に見えない富を生きる、イエス・キリストの名で歩く人々の
教会を作り上げる。

