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Colossians 3:12
Therefore, as the elect of 

God, holy and 

beloved, put on tender 

mercies, kindness, 

humility, meekness, 

longsuffering;

コロサイ 3:12

だから、あなたがたは、

神に選ばれた者、聖なる、

愛されている者であるか

ら、あわれみの心、慈愛、

謙そん、柔和、寛容を身

に着けなさい。

Clothed with 

Kindness

寛容という

服を着よう

 Ephesians 2:10 For we 
are His workmanship, 
created in Christ Jesus for 
good works, which God 
prepared beforehand that 
we should walk in them.

 Colossians 3:1&2 If then 
you were raised with Christ, 
seek those things which are 
above, where Christ is, 
sitting at the right hand of 
God. Set your mind on 
things above, not on things 
on the earth.

 Matthew 7:12 whatever 
you want men to do to you, 
do also to them

 No act of kindness is ever 
wasted

エペソ2:10わたしたちは神の
作品であって、良い行いをす
るように、キリスト・イエス
にあって造られたのである。
神は、わたしたちが、良い行
いをして日を過ごすようにと、
あらかじめ備えて下さったの
である。

コロサイ3:1&2あなたがたは
キリストと共によみがえらさ
れたのだから、上にあるもの
を求めなさい。そこではキリ
ストが神の右に座しておられ
るのである。あなたがたは上
にあるものを思うべきであっ
て、地上のものに心を引かれ
てはならない。。

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。

寛容なに接っする事は決して
無駄にならない

God’s Love is a Kind Love

1 Corinthians 13:4
• Kindness=Tolerant
• Tolerant people:

– Try not blame or criticize 
others even they may deserve

– Do not judge others easily
– Are willing to accept new 

people & new things
– Respect others no matter 

who they are

• To be tolerant, we need to 
have an unconditional love

• Are you overflowing with 
Christ’s kind love?

神様の愛は寛容な愛

1コリント 13:4
• 寛容=心が広い、寛大
• 心の広い人とは:

– 人に非があっても、責めな
いように心がける人

– 人をきやすく裁かない

– 新しい人や新しい事を、心
よく受け入れる人

– どのような相手にも敬意を
表する人

• 心を広くもつには、無条件
の愛が必要

• キリストの寛容なる愛があ
なたの内に溢れてますか?
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When you are Filled With 
the Spirit, you can Have 

Kindness

Galatian 5:22
• Overflowing with God’s 

love・ Spirit»Filled by 
God’s joy»Peace among 
people»Be kind to others

• Not work of the flesh 
(results of fleshly desire)

• Fruits of the Spirit bear 
when we are filled with the 
Spirit

• Not yet!? If you are 
continually filled with the 
Spirit, you’ll eventually bear 
(Psalm 1=Plant properly・
Root)

• To be filled with the Spirit, 
have you emptied yourself?

寛容は御霊に満たされて
いる時になるのです

ガラテヤ 5:22
• 神様の愛・霊に溢れている
»神様による喜びが満ち»
人々の中に平和・平安»周
りの人々に寛容になれる

• 肉の働き（肉欲の結果）で
はない

• 御霊の実は私達が神様自身
（聖霊）に満たされている
結果によって生まれる

• まだ出来ない!?御霊に満た
され続けていれば、時が来
ると実が（詩篇1=キチン
と植えられていれば・根）

• 御霊に満たされる為に、ま
ず空け渡せていますか?

With Kindness, Forgive 
Others as God has 

Forgiven us

Colossians 3:13
• The Living Bible: Be gentle 

and ready to forgive; never 
hold grudges. Remember, 
the Lord forgave you, so you 
must forgive others. 

• Without having forgiveness 
from God, it’s difficult to 
forgive others

• When we have love filled 
kindness, we would be able 
to forgive others

• Are you forgiving people 
around you?

寛容な心で神様が赦し
て下さっているように

人を赦そう

コロサイ 3:13
• リビング・バイブル:寛容
の精神を身につけ、いつで
も人を赦しなさい。 いつ
までも恨んでいてはいけま
せん。 主があなたがたを
赦してくださったのですか
ら、あなたがたも、人を赦
すべきではありませんか。

• 神様からの赦しを持ってい
ないと他の人を赦す事は難
しい

• 愛に満ちた寛容・寛大さを
持つと人を赦す事が出来る

• 周りの人を赦せています
か?

Lead us to be clothed with 

God’s Kindness:

 Pour out your kind love 

upon us so that it will 

overflow from us

 We release our ego, agenda, 

and fleshly desire. Fill us 

with Your Spirit so that we 

can bear the fruit of 

kindness.

 Thank you for Your 

forgiveness. Help us to 

forgive those around us.

寛容という神様の服を今
着れるように導いてくだ
さい:

 あなたの寛容な愛が私達
の内から溢れ出るように
注いで下さい。

 私達はあなたの御前で、
私達の自我や自分の思い、
肉欲を手放し捨てます。
あなたの御霊で満たし、
寛容の実を実らして下さ
い。

 あなたの赦しを感謝しま
す。あなたの赦しを持っ
て周りの人も赦せるよう
に助けて下さい。


