
1/25/2015

1

Luke 15:4-6
“What man of you, having a 
hundred sheep, if he loses 
one of them, does not leave 
the ninety-nine in the 
wilderness, and go after the 
one which is lost until he 
finds it? And when he has 
found it, he lays it on his 
shoulders, rejoicing. And 
when he comes home, he 
calls together his friends 
and neighbors, saying to 
them, ‘Rejoice with me, for I 
have found my sheep which 
was lost!’

ルカ 15:4-6
「あなたがたのうちに、百

匹の羊を持っている者がい

たとする。その一匹がいな

くなったら、九十九匹を野

原に残しておいて、いなく

なった一匹を見つけるまで

は捜し歩かないであろう

か。そして見つけたら、喜

んでそれを自分の肩に乗

せ、家に帰ってきて友人や

隣り人を呼び集め、『わた

しと一緒に喜んでください。

いなくなった羊を見つけま

したから』と言うであろう。

For that one 1人の為に

• For that one sheep
• A shepherd and sheep lived 

together. It was his family. 
Searched as a display of 
love

• 99:1 profitability!?
• There were other 

shepherds who took care
• For one person to be saved, 

there are many people that 
are involved in the process.
The Kingdom of God is a 
team work.

• We were one of them to be 
searched

• Who is the one that you can 
reach and share God’s love?

• 1匹の羊の為に

• 羊飼いは羊と共同生活して
いた。彼にとっては家族同
様。探しに行ったのは愛の
表現。

• 99対1の利害関係!?

• この羊飼いには他に番をし
てくれる人がいた。

• 一人の人が救いに導かれる
プロセスには何人の人々が
関わっている。神の王国の
チームワーク。

• 探しに行かれた一人は私達
だった

• 今、あなたが神様の愛を分
かち合える人は誰でしょう
か?

1-on-1 communication can 
impact and influence 

others

• 1-on-1 communication with 
God
– Abraham
– Moses (Wilderness, Mt Sinai)
– Zaccaeus
– Thomas

• People desire for care
• Communication creates the 

trust. Through trusting 
relationship, we can 
influence others

• Personal time with God
• Are you spending a quality 

time with important people 
in your life?

１対１のコミュニケー
ションは影響をおよぼす

• 神様の１対１のコミュニ
ケーション
– アブラハム
– モーセ（荒野、シナイ山）
– ザアカイ
– トマス

• 人は気にかけて欲しいとい
う欲求をもっている

• コミュニケーションが信頼
を産み、信頼関係を持って
人を影響する事ができる。

• 神様との時間
• 大切な人と充実した時間を
過ごせていますか?
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To tell the good news, 
we need to be and live 

that good news

Matt. 5:13-16
• Matt. 5 Beattitude=Desired 

life style and attitudes of 
Christians・Revolutionary

• Salt of earth=Salt pulls out 
the flavor. Pulls out God’s 
flavor. Importance.

• Light=Shine God/the light. 
Show God’s color

• We are a living 
testimony/message

• We are to plant the seed / 
Word, & pour water / love: 
1 Corinthians 3:6 God 
gives the increase.

良い知らせを人に伝える
には私達自身が良い知ら
せであるべきです

マタイ5:13-16
• マタイ5 真福九端=クリ
スチャンの精神性・生活態
度のあるべき姿・革命的

• 地の塩=塩は本来の味を引
き出す役。神様の味を引き
出す。味付けの大切さ。

• 世の光=神様・光を照らす。
神様の色を見せる。

• 私達自身が生きた証・メッ
セージ

• 御言葉の種を植え、愛とい
う水を注ぐという使命:１
コリント3:6成長させて下
さるのは、神である。

To accept them who 
they are is the way to 

display God’s love

Luke 15:20
• Because we are filled with 

God’s unconditional love, 
we can accept and love 
others (not natural)

• Not transactional
• While he’s yet to the house
• While it is important to live 

according to the Word as a 
Christian, we shouldn’t 
judge others whether they 
are lovable by the same 
standard.

ありのままを受け入れる
という神様の愛の

表現方法

ルカ 15:20

• 神様の無条件の愛に満ちあ
ふれているから、他の人を
受け入れ、愛せる。（自然
の行為ではない）

• 条件付き・取引ではない

• まだ敷地内（いるべき所）
に到達していないのに

• クリスチャンとしてあるべ
き姿は大事だが、それは人
を愛するか愛さないかの対
象にしないように。

•
We pray as to be able to share 
God’s love and the Word with 
people around us:
 Give us the wisdom to 

develop deeper trusting and 
good relationships.

 Guide us as we seek you and 
to live a holiness life style 
according to the Word.

 Thank you for allowing us to 
connect with people in all 
types of background. Fill us 
with Your unconditional love 
as we would be able to 
accept as the way they are.

 Help us as we commit to 
pray and share God’s love for 
the one that we feel led in 
next 90 days.

我々の周りにいる人達に神様の
愛と御言葉を分かち合えるよう
に祈ります:
 深い信頼関係と良い人間関
係を作り上げられるように
知恵を与えてください。

 あなたを慕い求め、聖書が
教えるあなたの様に聖い生
活ができるように導き助け
て下さい。

 様々なバックグラウンドを
持った人と関わらさせて下
さり感謝します。私達の周
りの人を受け入れられるよ
うに、あなたの無条件の愛
で満たして下さい。

 これから90日間示された人
の為に祈り、愛をわかち
あっていきますから助けて
下さい。


