
Always with God’s love 

1 Corinthians 16:14  

いつも神様の愛を持って 

１コリント 16:14 

Setting: 

A. After all, it’s meaningless without the love 

 Theological teachings, recommendations, & advice to 
the Corinthian church: unity, God’s power, Holiness, 
Gifts of the Spirit, etc 

 Meaningless without the love: 1 Corinthians 13: 1 
Love is the foundation of the gospel 

 What is God’s love? Unconditional & unlimited 

 God displayed His love: sacrifice, forgiveness, extra 
effort, even when criticized » influenced people, 
change = The power of God’s love? 

 The reason, for us to believe in the Gospel, and talks 
about it to others, should be the love 

B. The power of love 

１Corinthians 13:4-7 

 benefits of love » people who are full of God’s 
love=patient, kind, not jealous, boastful, proud, rude, 
doesn’t demand its own way, not irritable, keeps no 
record of being wronged, does not rejoice about 
injustice, rejoices whenever the truth wins, never 
gives up, never loses faith, always hopeful, endures 

聖句の背景:  

A. なんだかんだ言っても愛が無ければ意味がない 

 コリントの教会への神学的な教え、勧め、忠告：一致の勧

め、神の力、聖別された生活、霊の賜物、等 

 でも、そこに愛がなければ無に等しい。１コリント 13:１ 

福音の基礎は愛です。 神様の愛とは？無条件かつ無限 

 神様の愛の表現：犠牲、赦し、わざわざ、批判されても 

» 人に影響を与えた、変えた＝神様の愛の力とは？ 

 私達が福音を信じ、語る理由は神様への、そして周りの人

への愛であるべきです 

B. 愛の力 

１コリント 13:４-7 

 愛の効力»神様の愛にあふれている人は＝忍耐強い、親

切、ねたまない、自慢しない、高慢にならない、思い上がら

ない、自分の利益を求めない、無礼なふるまいをしない、

自分のやり方を押し通そうとはしない、いらいらしない、腹を

立てない、恨まない、悪いことをされても気にしない、不正

を喜ばない、真理が勝つ時いつも喜ぶ、犠牲をはらう、誠

実であろうとする、信じる、最善を期待する、いのちがけで

守り抜く 

Application: 
When we deal with others with God’s unconditional 

love, we would be able to deal with others effectively 
with the power of love 

 Sometimes, we struggle in communication with 
words and actions 

 Before we can share unconditional and unlimited 
love, we need to be filled with God’s love. The 
fountain of love 

 Deal with others like the sun=love filed words & 
actions!? Patience, thoughtful, humble, positive 
thinking, sacrificial/giving 

 Colossians 4:6 Let your speech always be with 
grace, seasoned with salt, that you may know how 
you ought to answer each one. 

 Maturity: TPOA=Attitude, sermon on the mount 
Matthew 5:3-12 

 Even when someone will misunderstand, ignore or 
hurt you, deal with the love of Jesus Christ 

 Don’t try to get them understand you, but try to get 
them to understand God’s love 

 We need the help of God’s love because we can’t 
touch others on our own 

聖句の適用方法:  

神様の無条件の愛のメッセージを持って常に人と接する

時、愛の力によって周りと上手く接する事ができる 

 時々、行動や言葉のメッセージが上手く伝わらない 

 人に無条件、無限の愛を分かち与えるには、まず私達が

愛に溢れなければならない。愛の泉となる。 

 太陽的な接し方＝愛溢れる言葉や行動!? 忍耐、思い

やり、謙虚、プラス思考の対応、献身的 

 コロサイ 4:6 いつも、塩で味つけられた、やさしい言葉を使

いなさい。そうすれば、ひとりびとりに対してどう答えるべき

か、わかるであろう 

 大人な対応:TPOA＝心構えが大切 山上の垂訓 マタ

イ 5:3-12 

 誤解されたり、無視されたり、傷つけられても：イエス・キリ

ストの愛を持って 

 あなたを理解してもらおうと努力するのではなく、神様の愛

を理解してもらう事に努力しよう 

 私達だけでは無理だから、神様の愛の助けを 

Prayer 
 To share others, fill us with Your unconditional, 

and unlimited love 
 For others around us can experience Your love 

through us, help us to deal with others with 
Your love 

 Since we can’t do it on our own naturally, fill us 
with Your Spirit as we surrender our lives to you 

いのり 

 周りの人と分かち合えるように、あなたの無条件かつ

無限の愛で私達を満ち溢れさせて下さい 

 周りにいる人達があなたの愛を私達を通して体験でき

るように、あなたの愛を持って人と接する事が出来る

ように助けて下さい 

 私達だけでは自然には無理ですから、あなたに私達の

人生を服しますので、あなたの霊で満たして下さい 



 


