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Ruth 4:14-15

Then the women said to 
Naomi, 
“Blessed be the LORD, who 
has not left you this day 
without a close relative; 
and may his name be 
famous in Israel!

And may he be to you a 
restorer of life and a 
nourisher of your old age; 
for your daughter-in-law, 
who loves you, who 
is better to you than seven 
sons, has borne him.”

ルツ 4:14-15
そのとき、女たちはナオミ
に言った、「主はほむべき
かな、主はあなたを見捨て
ずに、きょう、あなたにひ
とりの近親をお授けになり
ました。どうぞ、その子の
名がイスラエルのうちに高
く揚げられますように。

彼はあなたのいのちを新た
にし、あなたの老年を養う
者となるでしょう。あなた
を愛するあなたの嫁、七人
のむすこにもまさる彼女が
彼を産んだのですから」

God-given 

people
神様から与え
られた人達

• Naomi lost all=Do not call 

me Naomi; call me Mara, for 

the Almighty has dealt very 

bitterly with me. Ruth 1:20

• To Ruth: Go, return to 

mother’s house Ruth 1:8

• God send all kind of people

• In chapter 1, what was Ruth 

to Naomi?

• What if Ruth left Naomi?

• God always give us and 

prepare people in our lives 

that we’d need.

• 財産も家族も失ってし
まったナオミ=わたしを
ナオミ(楽しみ)と呼ばず
に、マラ(苦しみ)と呼ん
でください。ルツ1:20

• ルツに「自分の母の家に
帰って行きなさい」1:8

• 神様は私達に様々な人々
を送ってくださる。

• 1章でのナオミにとって
のルツとは?

• もし、ルツがナオミから
はなれていってしまって
いたら?

• 神様はあなたに必要な
人々を必ず備えて下さる。

God uses people around 
us to bless us

• King David Ruth’s Great-
grandson

– Bears & Lions=practice 
for a greater victory

– Goliath=opportunity to 
become more successful

– Michel=Helped David to 
escape

• Disciples of Christ=God 
send all types of people & 
use them to grow

• Who has God sent in your 
life?

神様はあなたの周りに
いる人を用いて祝福し

て下さる

• ダビデ王 ルツのひ孫

– クマや獅子=成長の場

– ゴリアテ=出世の糸口

– ミカル=ダビデを敵の

刺客から逃がす

• キリストの弟子たち=神

様は教会に様々な人々を

送り、その人達を用いて

教会を建てあげられる。

• あなたの周りに神様はど

のような人を送ってくだ

さっているでしょうか?
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How to deal with God-
given people around 

you

1 Thessalonais 5:15

• Advice to become a healthy 

church

• Encourage each other 11

• Lift each other 11

• Love & respect 13

• Deal peacefully 13

• Encourage those that are 

discouraged 14

• Help the weak14

• Deal patiently14

• Always do good deeds 15

神様が与えてくださっ
ている周りの人達への

接し方

1テサロニケ5:11-15
• 健全なる教会へのアドバイ
ス

• 励まし合おう 11
• お互いの向上に心がけよう

11
• 愛をもって心から尊敬しあ
おう 13

• 互いに平和に過ごそう 13
• 気落ちしている者たちを励
まそう 14

• 弱い者たちを助けよう 14
• 忍耐強く接しよう 14
• いつも善を行うよう努めよ
う 15

To deal with others 
right, we must first 

need the help of God

1 Thess. 5:8 & 16-23
• What does it mean to have 

faith and love? 8
• What’s the hope of 

salvation? 8
• How do you live soberly?  8
• How do you rejoice always?

16
• Do you pray always? 17
• Are you thanking God 

always? 18
• What does it mean to be on 

fire with the Spirit? 19
• Are you holding fast for 

good & abstaining from 
evil? 21-22

• God sanctifies us 23

周りの人達にうまく接
する為に、まず私達自
身が神様に助けれられ

1テサロニケ5:8&16-23
• 信仰と愛を持つという事
は?  8

• 救いの希望とは? 8
• 身を慎んで生きるとは? 8
• どうやっていつも喜ぶの
か? 16

• たえず祈れていますか? 17
• どんなことにも感謝できて
いますか? 18

• 聖霊に燃やされるとは? 19
• 良い物を大事にし、悪いも
のから遠ざかれています
か? 21-22

• 私達を備え聖めて下さるの
は神様 23

 Fill us with Your love & 
peace so that we can have 
confidence in faith & 
receive Your salvation. 

 Help us to be able to 
accept people & things 
you are sending.

 Overflow us with Your 
Spirit so that we can 
rejoice always.

 Lead us to hold fast on 
good things as we seek 
You, and deliver us from 
evil.

 Sanctify us so that we can 
be thankful for people You 
are giving, and we can deal 
with them with love

 確かな信仰を持ち、救いを
得られるように、あなたの
愛と希望を与えてください。

 あなたが与えてくださって
いる物や人を受け入れられ
るように助けて下さい。

 いつも喜び溢れていられま
すように、聖霊の溢れでる
満たしを与えてください。

 良い物を大事にし、あなた
を求め、悪いものから遠ざ
かれる生活ができるように
導いてください。

 あなたが与えてくださって
いる人々を感謝し、愛を
持って接する事ができるよ
うに、私達を聖め備えてく
ださい。


