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Matthew 25:14

His master said to him, 

‘Well done, good 

and faithful servant. You 

have been faithful over a 

little; I will set you over 

much. Enter into the joy 

of your master.’

マタイ 25:14

また天国は、ある人が

旅に出るとき、その僕

どもを呼んで、自分の

財産を預けるようなも

のである。

Becoming 

Meaningful 

When 

Utilized

活用してこそ

意義がある

 Parable about Heaven

 The Master (Jesus who 
would return to heaven) 
timing=Holy Week

 3 servants (us)

 5: doubled

 2: doubled

 1: hid / no profit

 A chance given from God 

 One who took an advantage, 
and other wasted

 Simon Peter (walked on 
the water) other disciples
Matthew 14:22-33

 2 criminals at Golgotha 
Matthew 27:41-44

天国の喩え話

旅にでる主人（天国へ戻る
イエス様）時期=受難週

3人の召使（私達）

 ５: 二倍増

 ２: 二倍増

 １: 埋める・無益

 神様からのチャンス

 有効に用いた人と、無駄
にした人

 ペテロ（水の上を歩
く）とその他の弟子た
ち マタイ14:22-33

 ゴルゴダの2人の死刑
囚 マタイ27:41-44

God Blesses us so That we 
Would Utilize the Blessing 

not for the Selfish Gain

Matt 25:20-21
• Be faithful for what God has 

already given to us
• David took care father’s 

business & was a shepherd 
even after he was anointed 
as a king

• What has God already 
blessed you with?
– God’s forgiveness & the 

privilege to be saved (authority 
as a child of God)

– Holiness, compassionate love & 
strength through being filled 
with the Holy Spirit  Acts 1:8

– Provision of our daily needs
– life ; time ; health

神様が祝福して下さるのは
自分の欲に任せて利益とす
る為ではなく、活用される

ためです

マタイ25:20-21
• 今、ある物に忠実であろう

• ダビデは王として油注がれ
た後も、父親のお使いをこ
なし、羊飼いをしていた

• 既に与えれれている神様か
らの祝福とは何ですか?

– 罪の赦しと救いへの特権
（神の子としての権威）

– 聖霊の満たしによる聖め
と慰めの愛と力 使徒1:8

– 日常の必要の満たし
– 命・時間・健康



3/21/2015

2

You may not Have 
Everything Physically, but 

you have God Who Will 
Provide Your Needs

• Psychology of 1 talent 
servant who hid: not 
enough!? (logical!?)

• Even when we thing it is not 
enough or impossible, it is 
enough for the Supernatural 
God 5 loaves & 2 fish to feed 
5000+ Matt. 14:13-21

• Miracle at the Wedding of 
Cana John 2:1-11

• What is impossible with 
man is possible with God. 
Luke 18:27

• Do you wholeheartedly 
believe that God is able & 
not limit God?

物理的には足りないよう
に見えるが、全てを備え
て下さる神様がいる

• 1タレントを埋めた人の心
境: 不充分!? （正論!?）

• 私達の考えでは足りない・
無理な事でも、超自然なる
神様の中では充分に足りて
いる=5つのパンと2匹魚で
5000人強を養う マタイ
14:13-21

• カナの婚礼の奇跡 ヨハネ
2:1-11

• 人にはできない事も、神に
はできる ルカ18:27

• 神様を制限せずに、可能で
あると信じきってますか?

When You are Being Used, 
You Will be Filled With 

More Blessings & Victories

Matthew 25:28-29
• New Living Translation:

To those who use well what 
they are given, even more 
will be given, and they will 
have an abundance. (29a)

• Muscles & Brains: more you 
use, gets better » not being 
used get worse 

• Pray, praise & worship, give
• How is God wanting to use 

you & things God has 
equipped you with?

活用されるとさらなる
祝福と勝利で
満たされる

マタイ25:28-29
• リビング・バイブル:与え
られたものを上手に使う者
にはもっと多くのものが与
えられて、ますます豊かに
なる。（29a）

• 筋肉も脳も使えば使う程よ
くなる»使用していないと
たるんでくる

• 祈り、賛美・礼拝、捧げる
• 神様はあなたと、あなたに
任せられている物をどう用
いようとしておられるで
しょうか?

Thank you for filling us with 
the Holy Spirit & overflowing 
us with Your Blessings:

 Lead us to utilize God’s 
blessings as we are 
empowered and sanctified 
by the Holy Spirit according 
to Acts 1:8

 Help us where we need You 
as we declare that 
everything is possible to 
You

 Use us as we surrender 
ourselves and completely 
depend on You

あなたからの溢れる祝福

と聖霊の満たしを感謝し

ます:

 聖霊により我々を聖別し、

備え、あなたが下さった

祝福を活用できるように

使徒1:8のように力を与え

導いてください

 あなたには全てが可能で

ある事を宣言しますので、

足りない所に触れて助け

て下さい

 私達をあなたに委ね、空

け渡しますので、どうぞ

用いてください


