
2/2/2014

1

第一ヨハネ４：８－１０

愛さない者は、神を知ら
ない。神は愛である。神
はそのひとり子を世につ
かわし、彼によってわた
したちを生きるようにし
て下さった。それによっ
て、わたしたちに対する
神の愛が明らかにされた
のである。わたしたちが
神を愛したのではなく、
神がわたしたちを愛して
下さって、わたしたちの
罪のためにあがないの供
え物として、御子をおつ
かわしになった。ここに
愛がある。

1 John 4:8-10

Whoever does not love 
does not know God, 
because God is love. his is 
how God showed his love 
among us: He sent his one 
and only Son into the 
world that we might live 
through him. This is love: 
not that we loved God, but 
that he loved us and sent 
his Son as an atoning 
sacrifice for our sins.

愛の表現
の仕方

• 神＝愛

• 聖書のテーマ＝愛

• 神様を知る＝愛を理解
する事

• 私達がほかの人に伝え
る神様のメッセージ＝
愛を分かちあう

• マルコ１２：３１
『自分を愛するように
あなたの隣り人を愛せ
よ』

• God = Love

• The Bible’s theme = 
Love

• Knowing God = 
Understanding His Love

• For us to share God’s 
message = sharing God’s 
love

• Mark 12:31 “Love your 
neighbor as yourself”

無条件に

• ローマ５：５－８

• 第一コリント１３：４
－７

• 雨のように

• もし、神様が私達に条
件をつけて愛されるの
なら？裁かずに愛せて
いるでしょうか？

Unconditionally

• Rome 5:5-8

• 1 Corinthians 13:4-7

• Like rain

• What if God only loves 
us based on conditions? 
Are we loving others 
without judging?
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全てを持って

• ヨハネ３：１６

• ヨハネ１５：１３

• 自己を捨てる愛＝神様
の愛

• 相手を優先する＝仕える

• 神様：行動・犠牲を持っ
て愛を表された＝新しい
側面

• 相手を優先、仕え愛せて
いるでしょうか？

Wholeheartedly

• John 3:16

• John 15:13

• To let go of self=God’s 
love

• Put others first = serve

• God acted upon his Love 
(sacrifice) = New 
dimension

• Are we putting others 
first though serving and 
loving?

限りない

• エレミヤ３１：３

• 神様は何処？

• 絶望的な中でも

• 神様は愛として現れる

• 限りない神様の愛に満た
されていると自然にその
愛を分かちあう事ができ
ます

• 限りない神様の愛にあふ
れているでしょうか？

Everlastingly

• Jeremiah 31:3

• Where is God?

• Hopeless circumstance

• God appears in the form 
of love

• When we are 
overflowing with His 
everlasting love, we can 
naturally share His Love

• Are we filled with God’s 
everlasting love?

一人の為に

• ルカ１５：４－５

• ９９匹の羊をおいても

• 失われた者こそが本当
に必要としているから

• 無条件に、犠牲的に、限
りない愛を持っておられ
る方：理解しがたい、真
実の愛は論理と倫理を
超える

• 誰かに神様の愛を分か
ちあっているでしょうか？

Individually

• Luke 15:4-5

• Leaving 99 others

• The lost one needs the 
most

• Unconditional, 
sacrificial, everlasting 
love of God: does not 
make sense = true love 
is beyond logic or moral

• Who are we sharing 
God’s love?


