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John 3:16

For God so loved the 
world that He gave His 
only begotten Son, that 
whoever believes in Him 
should not perish but 
have everlasting life. 

James 1:17

Every good gift and 
every perfect gift is from 
above, and comes down 
from the Father of lights, 
with whom there is no 
variation or shadow of 
turning. 

ヨハネ3:16

神はそのひとり子を賜
わったほどに、この世を
愛して下さった。それは
御子を信じる者がひとり
も滅びないで、永遠の命
を得るためである。

ヤコブ1:17

あらゆる良い贈り物、あ
らゆる完全な賜物は、上
から、光の父から下って
来る。父には、変化とか
回転の影とかいうものは
ない。

Gifts From 

God
神様からの
贈り物

• Giving gift is one of love 
languages=We are not 
seeking for the benefits of 
receiving gifts but this is 
how God display His love

• What do you receive from 
God in daily basis?
– Love
– Forgiveness
– Blessing
– Peace
– Salvation
– The Word/Truth
– Power
– Hope
– Miracle
– Provision
– Protection

• 贈り物という愛を伝える方
法=贈り物という御利益を
求めているのではなく、こ
れが、神様の父としての愛
である

• あなたは、神様から日々何
を頂いていますか?
– 愛
– 赦し
– 祝福
– 平安
– 救い
– 御言葉/真理
– 力
– 希望
– 奇跡
– 備え
– 守り

Let’s receive what God 
wants to give to us by 
seeking His presence

Exodus 24:12
• Feast of Weeks / Pentecost 

=Celebrating God giving 5 
books of Moses (Torah)

• What does a gift of the 
Word mean to you in daily 
basis?

• Worship in the mountain 
(John 4)=intentionally seek 
God’s presence » Worship 
in Spirit & Truth (Joh 4:24)

• For you, what does it mean 
to worship?

神様の臨在を求めて神様
が与えようとしておられ
る物を受け取りましょう

出エジプト 24:12
• 五旬節/7週の祭り=神様か
らモーセ5書(トーラー)を
頂いた事をお祝いする日

• 御言葉という贈り物はあな
たにとって日々どういう意
味がありますか?

• 山に登って礼拝する(ヨハ
ネ4)=神様の臨在を意図的
に求める»霊と真理を持っ
て礼拝する(ヨハネ4:24)

• あなたにとって礼拝すると
はどういう事でしょうか?
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Let’s give a freewill 
offering to God as He 

blesses you

Deuteronomy 16:10
• Feast of Weeks / Pentecost 

= The day to give a freewill 
offering as God blesses

• God blesses us so that we 
can share with others

• Freely you have received, 
freely give (Matthew 10:8)

• More you share, more you 
are blessed (more space)

• How can you share with 
God’s blessing with others? 
(Love, testimony, hope, etc)

神様の祝福に応じて、
自発の捧げものを

しよう

申命記 16:10
• 五旬節/7週の祭り=祝福に
したがって、力に応じ、自
発の供え物をする日

• 神様の祝福はわかちあうた
めに与えられる

• ただで受けたのだから、た
だで与えるがよい。(マタ
イ10:8)

• 分かち合えば分かち合う程、
益々祝福される(スペース)

• あなたはどの様な祝福を神
様から与えられ、周りの人
と分かち合う事が出来ます
か?(愛、証、希望、etc)

When we pray in unity, 
God will fill us with the gift 

of the Holy Spirit

Acts 2:1-4
• (NT) Feast of Weeks / 

Pentecost=Fill with the 
Spirit= The wind blows 
where it wishes, and you 
hear the sound of it, but 
cannot tell where it comes 
from and where it goes. So 
is everyone who is born of 
the Spirit. (Joh 3:8 fulfilled)

• When we are unified, God 
will give us the gift (Acts 
2:38) » Many were saved, 
and the church was born

• Are you prepared to be 
filled with the gift of the 
Holy Spirit?

一致して祈る時に神様
は私達を聖霊という贈
り物で満たして下さる

使徒 2:1-4
• (新約)五旬節/7週の祭り=
聖霊に満たされる=風は思
いのままに吹く。あなたは
その音を聞くが、それがど
こからきて、どこへ行くか
は知らない。霊から生れる
者もみな、それと同じであ
る(ヨハネ3:8予言の成就)

• 一致している所に神様は必
ず素晴らしい贈り物を(使
徒2:38) »多くの人が救わ
れた、又教会が誕生した

• 聖霊の満たしという贈り物
を受け入れる体制がとれて
いますか?

Thank You for showing your 

unconditional love to us 

through Your gifts.

 Provide us what we need 

as we worship You with 

the Spirit &  the Truth and 

seek Your presence.

 We share Your blessing as 

You continue to pour out 

Your blessing to us.

 Fill us with Your Spirit, as 

we pray united as the 

church and repent, and 

baptize in Jesus’ name

あなたが、様々な贈り物を
持って私達にあなたの無条
件の愛を示して下さってい
る事を感謝します:

 霊と真理を持ってあなた
を礼拝し、あなたの臨在
を求めますので、私達に
必要な物をお与えくださ
い

 あなたが大いなる祝福を
下さっている事を感謝し、
心からの捧げものを致し
ます

 教会として一致して祈り、
悔い改め、イエスの名に
よる洗礼を受けますので、
聖霊で私達を満たして下
さい。


