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Open 

Blessing of 

Open Living

オープンな
人生が導く
オープンな
祝福

1. God wants to use us 
and things that He has 

already given us

John 6:5 & 9
• Things, people & talents that 
God have already given to 
us??

• A lunch of nameless boy
• Disciples
• God has already given us 
everything we need 2 Pet 
1:3

• I have no silver or gold, but 
what I do have I give you »
Christ = priceless Acts 3:1-8

• Anapanman’s greatest 
weapon is himself

• Because we are filled, we can 
share

• What can we do now?

1. 神様は私達と私達が既に
与えてくださっている物を
用いようとされています

ヨハネ6:5 & 9
• 既に与えられている物や人や才
能？?

• ちっぽけ名も無き少年のお昼ご
はん。弟子たち

• 神様は既に私達に必要な物を与
えてくださっている 2ペテロ
1:3

• 金銀は我にないが、あるものを
»キリスト=金銭で買える物よ
り価値がある。

使徒3:1-8
• アンパンマンの最大の武器は自
分自身

• 満たされているからシェアが
• まず今私達が出来る可能な事と
は何でしょうか?

2. The blessing that 
begins by sharing ends 

with the blessing beyond 
what you share

John 6:12-13
• A boy didn’t cling to what he 

had, but shared »Miracle 

Moses’ mom Exodus 2
• Open vs closed hand
• Create a space where you can 

be filled with blessing
• When we are open to what God 

has given us, God may take 
things away from us but that’s 
for God to give us greater 
blessing to replace what has 
taken away

• Are you clinging to things and 
people that God has given to 
you?

2. シェアする事から始
まる祝福は、シェアした
以上に祝福される

ヨハネ 6:12-13
• 少年は、自分の持っているもの
にしがみつかなく、シェアした
»奇跡 モーセの母親 出エジ
プト2

• オープンな手 VS 握り占める手
• 溢れる祝福を受け入れるスペー
スを作ろう

• 神様が与えて下さった物に対し
て、オープンである時、神様は
取り去られる物があるかもしれ
ないが、それは、取り去られた
事によって更なる祝福を受け入
れる場所ができたと感謝しよう。

• 与えられている物や人を握り占
めていませんか?

 As we reassess our lives 
through repentance, open 
our hearts to prepare us to 
greater blessing.

 Thank you for what You 
have already given. Fill us 
with the Holy Spirit and 
greater blessing.

 To share with others, fill 
us with Your love, 
forgiveness, blessing, 
victory, peace and joy 
through the Holy Spirit.

 悔い改めを持って私達自
身を整理しますので、あ
なたの更なる祝福が受け
入れられるように心が開
かれるよう整えて下さい

 あなたが既に与えてくだ
さっている物や人やチャ
ンスに感謝し、さらなる
あなたの祝福と聖霊を受
け入れますので、お与え
ください。

 シェアするために、私達
自身を聖霊による、愛と
赦しと祝福と勝利と平安
と喜びで満ち溢れさせて
下さい。


