
5/2/2015

1

Ephesians 5:15-17

See then that you walk 

circumspectly, not as 

fools but as 

wise, redeeming the time, 

because the days are evil. 

Therefore do not be 

unwise, 

but understand what the 

will of the Lord is.

エペソ5:15-17

そこで、あなたがたの歩
きかたによく注意して、
賢くない者のようにでは
なく、賢い者のように歩
き、今の時を生かして

用いなさい。今は悪い時
代なのである。だから、

愚かな者にならないで、
主の御旨がなんであるか
を悟りなさい。

Walk Wisely

Enjoy Living 

Today to the 

Fullest

賢く歩く

今日を精一杯
楽しんで
生きよう

Walking wisely means to 
treat others with graceful 

speech

Colossians 4:5-6
• Positive words are 

lubricants in dealing with 
others

• Salt?
• Matthew 5:13 We=salt of 

the earth » Have a flavor: 
What flavor?

• What is God’s flavor? Love, 
joy, peace, kindness, 
forgiveness, hope, grace, 
compassion

• What kind of words are we 
using in our daily 
conversation?

賢く歩くという事は、周
りの人に寛容な言葉を
もって上手に付き合う事

コロサイ 4:5-6

• ポジティブな言葉は人と上
手く付き合う潤滑油

• 塩とは?

• マタイ5:13 私達=地の塩
»味がある：何の味?

• 神様の味は? 愛、喜び、
平安、寛容、赦し、希望、
恵み、憐れみ

• 私達の日々の会話の中でど
のような言葉で話ししてい
ますか?

Enjoy the day God has 
given us with joy

Psalm 118:24
• What is today to you?
• Special day that God created 

for us=God’s gift » let’s be 
thankful

• Live today as a special day 
rather than just another 
regular day

• We can’t live past or future, 
today=Don’t get caught up 
in the past & trust God for 
tomorrow

• How are you going to live 
today? 

神様が下さった今日を
喜び楽しもう

詩篇 118:24
• あなたにとって今日は、ど
のような日?

• 神様が私達の為に創って下
さった祝日=神様からの贈
り物»感謝しよう

• 今日を当たり前のように生
きるのではなく、特別な日
として生きよう

• 過去や将来を今、生きる事
はできない=過去に囚われ
ず、将来を神様に任せ

• あなたは、今日どのように
して一日を過ごしますか?
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Living a life with the right 
priority will lead you to 
God’s amazing blessing

Matthew 6:33-34
• V. 25-32 Don’t let your daily 

fleshly desire to drive you 
(gentiles) Because Father 
God who is the source of 
our blessing will always 
meet our needs (Abrahamic 
Covenant – Genesis 12)

• Believe and declare in 
prayer that God will meet 
our needs even though we 
may not get everything we 
want

• Why don’t you take a time 
to reprioritize your life?

正しい優先順位を持って生
きている人には、必ず神様
の大いなる祝福がある

マタイ6:33-34 
• 25-32節日々の自分の欲求
に振り回されるな（異邦
人）。なぜなら、祝福の源
である父なる神様は必ず必
要を満たして下さるから
(アブラハム契約 創世12)

• 全て欲しい物は与えられな
いかもしれないが、必要は
必ず満たされると信じ宣言
する祈りをしよう

• もう一度、あなたの中での
優先順位を見なおしてみま
せんか?

Thank you for allowing us to 

walk our lives to the fullest:

 Give us wisdom to speak 

positively with others and 

remove negative words that 

may hurt others from our 

mouths.

 Don’t let us get caught up in 

our past and give us the joy 

of living today as we depend 

our future on You.

 As we seek You, fill us with 

Your Holy Spirit and blessing.

あなたと共に今日を精一杯楽し

く歩める事を感謝します:

 いつも、ポジティブな言葉

で人と接する知恵を与え、

ネガティブな言葉や人を傷

つけるような言葉を私達の

口から取り除いて下さい。

 過去に囚われず、将来をあ

なたに委ねますので、今日

という日を生きる喜びで満

たして下さい。

 あなたを求めて歩んでいき

ますから、あなたが下さる

聖霊と祝福で私達を満たし

てください。


