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Matthew 22:39

And a second is like it: You 

shall love your neighbor as 

[you do] yourself.

マタイ 22:39

第二もこれと同様である、

『自分を愛するようにあな

たの隣り人を愛せよ』。

Together as 

God’s Family

神の家族

として共に

• The greatest 
commandment=love God

• 2nd: Love others = basic 
principle of the Abrahamic 
covenant (Genesis 12:2-3) 
& The Great commission 
(Mark 16:15)
– And you shall be a 

blessing
– And in you all the families 

of the earth shall 
be blessed

– Go into all the world and 
preach the gospel (John 
3:16 – sacrifice / 
salvation as a display of 
love) to every creature

• Focus must be others

• 最も重要な律法=神様を愛
すること

• ２番目には周りの人を愛す
事=アブラハム契約（創世
記12:2-3）と大宣教命令
（マルコ16:15）の基本理念

– あなたは祝福の基となる
であろう

– 地のすべてのやからは、
あなたによって祝福され
る

– すべての造られたものに
福音（ヨハネ3:16-犠牲・
救いという愛の表現）を
宣べ伝えよ

• 焦点は自分以外の者

Christians are called 
live a life style of unity

Eph. 4:1-3 & 25-31
• How to be unified

– Lowliness
– Gentleness
– Longsuffering
– Bearing with one another in 

love
– Putting away lying & speak 

truth
– Don’t get angry
– Don’t speak corrupt words, but  

good for necessary edification
– Be kind, tendered hearted, 

forgive one another
• What are you doing to 

encourage the unity in the 
church?

クリスチャンとして相
応しい歩みとは一致し
て歩むことである

エペ 4:1-3 & 25-32
• 一致する方法

– 謙虚
– 柔和
– 寛容
– 愛をもって
– 互に忍びあう
– 偽りを捨て真実を語る
– 怒らない
– 人の徳を高める事を言って聞
いてる者の益となるように

– 悪意を捨て去る
– 情け深く、憐れみ深く、赦し
あう

• 教会内の一致を促す事に対
して何ができていますか?
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Church in unity is filled 
with God’s blessing

Ps. 133:1-5
• Unity!?

– What is “wa”?
• Common factor with all 

types of people that gather 
at a church = God

• Example-disunited 
community: Israelites in 
wilderness

• Examples-unified 
community
– Jericho’s wall
– First church

• Wa-fu church is a church 
that seeks for unity

和合している教会は
神様の祝福に

満ちた教会である

詩篇 133:1-5
• 和とは!？

– 日本人にとっての和
• 教会に集う様々な人々の共
通点=神様

• 和合していない共同体の
例：荒野をさまよったイス
ラエル人

• 和合している共同体の例
– エリコの壁
– 初代教会の人々

• 和風教会とは、和合を求め
ている教会である

By supporting and helping 
each other, a health church 

thrives

1 Corinth. 12:21-27
• The reason God created 2 

people is because each of us 
need others. Genesis 2:18 
Adam needed Eve

• This church needs everyone 
of you. Everyone is useful in 
this church

• Cover each other, Care each 
other

• Together: we suffer, pray, 
rejoice

• What can you do for the 
church family?

人が支えあって、助け
あって健全なる教会は成

り立つのです

1コリント12:21-27

• 人間を二人創造されたのは、
我々は他の人も必要だから
である創世記2：18 アダ
ムにはイブが必要だった

• この教会には、皆さんが必
要なのです・不必要な人な
んて一人もいない

• かばい合い、いたわり合い

• 共に:悩み、祈り、喜び

• 神の家族である教会の方々
に何ができるでしょうか?

• We move our focus from 
ourselves to you and those 
whom you created

 Fill us with Your Spirit, 
and as You fill us with It, 
give us the unity of the 
Spirit

 Help us to become wa-fu
Christians that build wa-
fu church

 Thank you for those make 
up this family of God from 
all types of back group. 
Guide us to cover and 
care each others as we 
pray and rejoice together

• 今、我々の焦点を自分自身
から、神様あなたと、あな
たの創造された人々に向け
ます
 今、あなたの霊で満たし
て下さい。そしてその霊
の満たしによる一致を与
えて下さい

 私達が和風のクリスチャ
ンとして和風の教会を建
て挙げられる助けてくだ
さい

 様々なバックグラウンド
から導かれた神の家族を
与えて下さった事を感謝
します。共にかばい合い、
いたわり合い、祈り、喜
べるように導いてくださ
い


