
Spirit -Empowered Worship Leading 

Foundational Verse: John 4:23-24 

 

The Holy Spirit is always seeking to raise up a new kind of worship leader. Leaders who would recognize 

the need for Him and His Power.  

 

We Are All Under Obligation To Know The Lord -To seek the Lord with all our hearts, souls, minds, and 

strength. And to make Him known 

 

聖霊様はいつも新しいタイプのワーシップリーダーを建て上げようとなさっています。主

とその力の必要を理解しているリーダーをです。 

 

我々は全員「主を知る」と言う義務を持っています。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽く

し、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、と聖書にある通りです。そしてま

た、主をまだ知らない人に知らせる事です。 

 

”The Holy Spirit matters." 

“聖霊様は重要です” 

 

We all need to ask ourselves, "what are you relying on most?" 

What we are attempting to do is impossible in our own efforts. 

Think About It! Attempting to lead people into the Throne Room of God, and to 

know Him in the way He desires to reveal Himself. 

 

自分に問いかけてみましょう。一体自分は何に頼って生きているのだろうかと。 

我々が試みている事は、我々の努力だけでは無理です。 

考えてもみましょう！人々を神の王座へ導き、また、主が御自身を現されたい通りに

我々が主を知るという試みです。 

 
REVELATION: Comes fom the word “reveal” 

 

黙示録の英語 REVELATION の語源は 「啓示、明るみに出す-reveal」から来ました。 
 

Your people need a revelation every time they come together. 

And they need to take that revelation home with them to feed on. 

They will take the experience home. 

They will take a song home if they can remember it. 

 

共に集まるときはいつも主からの“啓示”が必要です。 

そして、成長する為にはその“啓示”をいつも持っていてください。 

人々は賛美での経験を家に持ってかえります。 

人々は賛美で歌った曲を家に持ってかえります。 

 

 

For me, my alone time with Jesus is very important 

I can't bring people somewhere where I haven't been before. 



私にとって主と静かに過ごす時間はとても大切です。 

誰かを自分が行った事のない場所に連れて行く事はできません。 

 
Can you get out of the way when leading?  

賛美を導くとき、聖霊様の声を聞いていますか？ 
 

In other words, are you spiritually in tune enough with the Holy Spirit to be 

able to sense His guiding direction during a worship time? 

言い換えるならば、私たちの賛美の時間は聖霊の導きに従っているでしょうか？ 

 

See: “TREE of LIFE “Page:  

善悪の木のページを見てください： 

 

＊I would not translated this part . yuka 
Revelation is what brings m__________  

Revelation is what brings s____________  

Revelation is what b_________ _____ _______  

Revelation is what causes the g_______ in them 

 

Six Things To KEEP IN MIND for Every Worship Time: 

賛美の時間に覚えておいてほしい６つの事： 
 

1. Ask for a true revelation of the Holy Spirit.  

2. Ask for a sense of expectation and focus within your hearts.  

3. Ask for a fresh love for your flock.  

4. Know what your spiritual goal is in every time of corporate worship. Can you easily articulate it and 

make it a prayer?  

5. Learn what spiritual flow is: Conversing with God. Not choppy or disjunct.  

6. Balance: Knowing God over time in all His Nature and Character. (Eph. 3:14-19) 

 

1. 聖霊様が現されるよう祈ってください。 

2. 心にフォーカスと期待が与えられるよう祈ってください。 

3. 仲間を愛する心が一新されて与えられるよう祈ってください。  

4.会衆と共に賛美をする時には、あなたの霊的なゴールがなんであるか常に知っていてください。それを

明確に表現し、祈る事  

5. 聖霊様の流れを感じ取ってください。主と会話しましょう。 

 6. バランス：時間を掛けて主を知り、その御性質を知る。 (エペソ人への手紙.3:14-19) 

 

こういうわけで、わたしはひざをかがめて、 天上にあり地上にあって「父」と呼ばれているあら
ゆるものの源なる父に祈る。 どうか父が、その栄光の富にしたがい、御霊により、力をもってあ
なたがたの内なる人を強くして下さるように、 また、信仰によって、キリストがあなたがたの心
のうちに住み、あなたがたが愛に根ざし愛を基として生活することにより、 すべての聖徒と共に
、その広さ、長さ、高さ、深さを理解することができ、 また人知をはるかに越えたキリストの愛を
知って、神に満ちているもののすべてをもって、あなたがたが満たされるように、と祈る。 
 
Five Things To DO In Every Worship Setting: 

賛美の中で毎回行う５つの事： 

 
1. Connect With Your Flock. Greet them as friends. Welcome them. Remind them why you are all here! 

Call them "church" or "loved ones" or "dear friends". Be a shepherd to them.  



2. Get them through the gate. (Ps.100:4) Use thanksgiving, celebration, rejoicing. Only this will truly open 

their hearts up for the rest of what is coming. Note: There is a growing shortage of this element of worship 

in current songs.  

3. Rehearse what you will do in between the songs. It’s a chance to build focus and concentration, or to lose 

it. Don't overdo the planning, but at least have a plan that doesn't include....confusion.  

4. Plan to say one thing during each worship time. Not long. Make it succinct. It may be an introduction to 

a song, or a story from your own life, but most of all it needs to be about what the Holy Spirit is saying and 

desiring to reveal about God in that worship time,.  

5. Be sensitive to His leading. Don't be afraid to modify your plan, or to say something you hadn't thought 

of before 

 
1. 会衆とつながる。友達として挨拶を交わし、招き入れ、どうしてここに集っているのかを再度思い起こさ

せる。会衆に対し、「教会」「愛する皆さん」「友人の皆さん」と呼びかけ、彼等を導く羊飼いとなる。 

2. 感謝しつつ、その門に入り、ほめたたえつつ、その大庭に入れ。主に感謝し、そのみ名をほめまつれ。

（詩編１００章：４節）これこそ、人々の心を開かせる。最近の賛美にはこの要素のものが多くある。 

3. 曲と曲の間に何をするか練習する。ここは、会衆をフォーカスまたはそれを逃す場でもあるので注意

が必要。しかし、プランしすぎない程度にプランし、混乱させない事。  

4. 一回の賛美ごとに一つ言いたい事をプランする。長くならないように、簡潔に。歌の紹介でも、自分の

人生からの話でも良いが、要するにこの賛美の中で聖霊様が何を語っていらっしゃるか、何を現わそうと

しているかについてであるべき。 

5. 聖霊様の導きに敏感になる。自分の決めていたプランを変更しても構わないし、プランにない事をして

も良い。 

 
Duff Rowden also teaches clinics on Worship, Musicianship, and Worship Leading.  Let his thirtyplus 

years of experience help you reach your goals for you and your church.  

 

Duff Rowden は賛美、音楽、賛美リードを専門に教えています。 

30 年の経験をどうぞあなたとあなたの教会のゴールの為に生かしてください。 

 

• Learning to Identity the spiritual elements in worship songs that lead to revelation.  

• How to put songs together to help create memorable worship times and strong disciples.  

• How to segue’ successfully from song to song.  

• How to conduct productive, enjoyable rehearsals.  

• Creating team unity and responsibility.  

• Creative and Effective Planning.  

• Coaching also available on Skype and Facetime. 

 

 主の啓示を音楽賛美の中に見いだす導く方法を学びましょう。 

 心に残る賛美の曲の選び方。 

 どのように曲と曲をつなげるか 

 楽しいリーハーサルの仕方 

 チームの一致と責任 

 効果のあるプランの仕方 

 スカイプやフェースタイムを通じてのコーチングも行っています。 

 

 

 

 


