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Romans 12:4-5

For just as in one body 

we have many members, 

and not all the members 

serve the same 

function, so we who are 

many are one body in 

Christ, and individually 

we are members who 

belong to one another.

ローマ12:4-5

なぜなら、一つのからだ

にたくさんの肢体がある

が、それらの肢体がみな

同じ働きをしてはいない

ように、わたしたちも

数は多いが、キリストに

あって一つのからだであ

り、また各自は互に肢体

だからである。

Biblical 
Principles 
Found in 

Jigsaw 
Puzzles

ジグソー

パズルで見る

聖書の原理

• Every piece is unique on its 
own but meaningless alone

• Each piece is important, 
valuable, and irreplaceable

• May not see the value if you 
are only focus on you, but 
becoming as one in God’s 
body, we find the value

• When the body part is 
separated(dead)

• To be connected (John 15)

• The Holy Spirit flowing

• 全て一つ一つがユニークだ
が、一つだけでは意味がな
い

• 一つ一つが大切であり価値
がありかけがえのない

• 自分だけをみつめていたら、
価値を見出す事はできない
かもしれないが、神様の体
の一部とされる時に意味が
ある

• 体から離れた体位(死)

• つながれる(ヨハネ15)

• 聖霊が溢れ流れる

Accepting

Romans 15:7

• Christ accepted us 

unconditionally

• Story of sewer (Matt 13) / 

Same seeds, but difference 

in the soil affects growth

– Wayside, thorny, stoney

– Good ground

• As Christ has accepted us, 

are we accepting Christ and 

others around us?

受け入れる

ローマ15:7

• キリストは私たちを受け入
れてくださった・無条件で

• 種まきの話(マタイ13)・同
じ種を蒔いても、土壌が受
け入れないと育たない

– 道端、いばら、石が詰まった

– よい地

• キリストが受け入れられた
ように、私たちもキリスト
を周りの人を受け入れられ
ていますか？
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Sharing Heart is God’s 
Heart

John 3:16

• Giving as a display of love

• How can we give and share?

• You will not be able to give 
and share what you do not 
have

• Give to create a space to 
receive

• In our daily life, what can 
we share with others?

分かち合うは神様の心

ヨハネ3:16

• 与えるという愛の表現

• どうして与え分かち合える
事ができるのか？

• 持っていない物を与え分か
ち合う事ができない

与える事によって受け入れ
るスペースができる

• 日々の生活の中で、何を
人々に分かち与える事がで
きるでしょうか?

Unify as One

Eph. 4:1-3
• Heart of “Wa”

• Unifying small efforts to 
move something bigger

• Psa 133:1 Look! How good 
and how pleasant it is when 
brothers live together!

• Unity

– Birth of church (Acts 2)

– Falling of Jericho’s wall / 
miracle / victory (Josh 6)

• As a part of God’s family, are 
you uniting with others?

一つとなる時

エペソ4:1-3

• 和の心

• 少しづつの力を一致させて
大きな物を動かす

• 詩篇133:1見よ、兄弟が和
合して共におるのはいかに
麗しく楽しいことであろう。

• 一致によって
– 教会の誕生(使徒2)

– エリコの城壁が崩れ・奇跡・
勝利(ヨシュア6)

• 神の家族の一員として
周りの人と一致団結で
きていますか？

It’s Meaningless Unless 
You Finish it

Gal 6:9

• What if Noah’s ark was 
incomplete!?

• What if God does things 
half-way and not complete

• Patience  / Rom 12:12 
Rejoice in hope, endure in 
suffering, persist in prayer

• Are you waiting on God’s 
patiently?

最後までやらないと意味
がない

ガラテヤ6:9

• 中途半端にやめたら:ノア
の箱舟は!?

• もし、神様が中途半端な神
様なら

• 忍耐/ローマ12:12望みを

いだいて喜び、常に祈りな
さい

• 忍耐強く神様を待ち望めて
いますか？

To live as Christians based on 

Biblical principles:

– Help us and cleans us to accept 

You

– Fill us with Your amazing love 

so that we can share with 

others

– Fill us with Your Spirit, and 

lead us to be unified as one

– We wait upon you. Strengthen 

us as You promised in Isaiah 

40: to soar like an eagle, and 

not to be weary or be weaken

聖書が語る原理に基づいて
生きるクリスチャンとなる
為に：

– あなたを受けとめられるよう
に、助け又私たち自身を清め
てください

– あなたの偉大なる愛が私たち
を満たし、周りの人と分かち
合えますように

– あなたの霊に満たされ、一致
団結できるように導いてくだ
さい

– あなたを待ち望みます。イザ
ヤ40の約束のように力を与え、
鷲のようにのぼり、疲れ弱る
事がないように。


