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Biblical 

Guidance on 

Relationships

Luke 10:25-37

聖書が教える
人間関係の
道標

ルカ10:25-37

 Jesus was tried
 Samaritan=persecuted 

people » Jesus
 The traveler and the 

Samaritan were enemies
 Ritual-only face VS Active 

faith » Living witness = 
Effective work of God

 Jesus’ teachings were living 
guidance beyond laws » 
believing =Not the amount 
of knowledge but how you 
live (walk / life style)

 Challenging to act:v. 28&37
 Salt/flavor that highlights 

the best out of lives: Matt 
5:13

 Light that shows beautiful 
colors in the darkness Matt 
5:14-16

 試されるイエス様
 サマリヤ人=迫害されて
いた人達»イエス

 旅人とサマリヤ人は敵対
関係であった

 格式（形）だけの信仰
VS 行動を伴った（生き
た）信仰»生きた証=わか
りやすい神様の業

 イエスの教えは、法を超
えた生き方の道標»信じ
る=何を知っている（理
解）ではなく、どう生き
ているか（歩み/ライフ
スタイル）

 実行の勧め: 28節&37節
 味/人生の素晴らしさを
最善に引き出す塩マタイ
5:13

 暗闇の中で美しい色を引
き出す光 マタイ5:14-16

Before we can share, we 
need to be filled with God’s 

love and mercy

Luke 10:27
• Love as yourself
• Healthy self love? Not self-

centered, but love as God’s 
creation (Luke 9:23-24 
Deny yourself & follow God)

• Seeing for other’s point of 
view=think what you want 
Matt. 7:12 whatever you 
want men to do to you, do 
also to them

• Are you filled with God’s 
love & grace? (you can’t 
share what you don’t have)

人に分かち合うためにま
ず、私達自身が神様の愛
と憐れみに満ち溢れよう

ルカ 10:27
• 自分のように。
• 健全な自分愛とは? 自分中
心ではなく、神様の作品と
して愛する。(ルカ 9:23-
24自分を捨て、神様中心
に従って歩む)

• 相手の視点で物事を見る= 
自分がして欲しい事を考え
る。 マタイ7:12何事でも
人々からしてほしいと望む
ことは、人々にもそのとお
りにせよ

• 神様の愛と憐れみを心一杯
に受け入れ、満ち溢れてい
ますか?(持っていない物は
わかちあえない)

Let’s do our best within 
our ability

Luke 10:27 & 34-35
• Setting: important law
• 4 dimensions of human 

wellness (with our all)
– Heart (emotional)
– Soul (spiritual)
– Strength (physical)
– Mind (intellectual)

• 2 denari = about $10
• Not quantity but quality 

Luke 21:1-4 2 mites, “this 
poor widow has put in more 
than all”

• 5 loaves of bread & 2 fish
• What can you do for God 

and people around you?

出来る範囲で出来るかぎ
りの事を

ルカ10:27 & 34-35
• 背景:大切な法 27節
• 健全なる人間の4面(私達の
全てを持って)
– 心(感情)
– 精神(霊的)
– 力(物理的)
– 思い(知性)

• 2デナリ=約$10
• 量ではなく質 ルカ21:1-4
銅貨2枚だけど、「だれよ
りもたくさん入れた。」

• 5つのパンと2匹の魚
• あなたが神様や周りの人に
出来る事は何でしょうか?
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Let’s be the neighbor 
instead of looking for a 

neighbor

Luke 10:29 & 36-37

• Response in v. 36~37 to a 
question of v. 29

• It’s not about who is our 
neighbor but whether we 
have neighborly love » we 
are to be the neighbor

• Other two were too caught 
up on their own agenda

• Are you looking around 
your surrounding rather 
than just seeing your 
forward direction?

隣人を探すのではなく、
私達自身が隣人に

なろう

ルカ 10:29 & 36-37

• 29節の質問に対しての36
～37節の応答

• 誰が隣人であるかが大事
なのではなく、私たちの
心の中に隣人愛があるか
が大切である。»隣人に
なるのは、私たち自身

• 他の２人は自分の事ばか
りが大切だった

• 自分の進行方向以外の周
りを見つつ歩めています
か?

 As we open our hearts to 

accept, fill us with Your 

love and mercy in the Holy 

Spirit to share with others

 As we give our best to you, 

please multiply and bless 

our efforts

 As we release our selfish 

mentality to serve those 

around us, lead us to love 

others as our neighbor 

and be a witness with acts.

 あなたの愛と憐れみを周
りの人に分かち合う為に、
心を開けて受けいれます
ので、私達を聖霊に伴う
あなたの愛と憐れみで満
たしてください。

 私達のベストを捧げます
ので、あなたが私達のベ
ストを持って大いに倍増
の祝福を与えて下さい。

 自己中心的な考えをすて
周りに仕える者となりま
すので、周りの人の隣人
として愛し、行動を伴う
証となるように導いてく
ださい。


