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Biblical Advice 
for Longevity

聖書が教える
長寿の為の
アドバイス

Honor Your Parents

Exo. 20:12
• 10 Commandments 
• Honor belongs to the 

parents not because of their 
greatness but because they 
are provisions from God

• Parents do give us our 
future but also the symbol 
of our past

• When we learn to make 
peace with our parents, we 
can discover our hope & 
heal from our wounds

• Honor/love/ forgive
• Are you loving your parents 

heartfully with God’s love?

親を敬う

出エジ20:12

• 十戒

• 親が凄いとか、完璧だから
敬うのではなくで、親だか
ら（神様が備えられた存
在）

• 親は、我々の将来を生み出
し、過去の象徴でもある

• 親との和解は希望を生み、
過去の傷を癒やす

• 敬う・愛する・赦す

• 心から両親を神様の愛を
持って愛せていますか?

Gain Godly Wisdom

Prov. 3:13 & 16

• Wisdom (Prov. 4:6-8) You: 

protect, guard, exalt, honor

– Listen to others (Prov. 12:15)

– Careful to evil (Prov. 14:16)

– Seek knowledge (Prov. 18:15)

• Jam. 1:5 But if anyone is 

deficient in wisdom, he 

should ask God…will be 

given to him

• Are you living a life built 

upon God’s wisdom?

神様の知恵を得る

箴言3:13 & 16

• 知恵（箴言4:6-8）あなた
を:守る、保つ、高くあげ
る、尊くする

– 人の意見を聞き入れる人（箴
12:15）

– 悪に対して用心深い人（箴
14:16）

– 知識を求める人（箴18:15）

• ヤコブ1:5知恵に不足して
いる者：願い求める»与え
られる

• 神様の知恵に建てられた人
生を送れていますか？

Revere God

Deut. 6:1-2

• Fearing God is not about 
being afraid but revere and 
honor

• Because we revere Him »
honor His words & desire to 
live according to the Word

• Bible: principles of healthy 
living
– Food

– Maintain healthy mental state: 
peace, joy

– Healthy life style: rest, diet

• Are you daily living God 
revering life?

神様を崇める

申命記6:1-2

• 恐れているのは、恐怖では
無く、敬意を表し尊ぶ

• 崇めているから»御言葉を

尊び、御言葉に沿った人生
を歩みたくなる

• 聖書：健康の原理

– 食べ物

– 健康な精神状態を維持する方
法：平安、喜び

– 生活習慣：休む、節食

• 神様を日々崇める生活を送
れていますか?
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Living a Repentant Life

Prov. 10:27

• “Righteous” VS “Wicked”

– Diligent (v. 4)

– Accepts instruction (v. 8)

– Lives in integrity (v. 9)

– Foolish talk, wicked speech (v. 
8 & v. 11)

– Heeds instructions (v. 17)

• We are not naturally 
righteous: Justified by God

• Are you living a repented 
life cutting off your wicked 
part?

悔い改めの人生を生きる

箴言10:27

• 「正しい人」VS「悪しき
人」

– 勤勉（4節）

– 戒めを受け入れる（8節）

– まっすぐに歩む（9節）

– 無駄口や暴言を履かない（8
節、11節）

– 教訓を守る（17節）

• 自然に正しくないから：神
様によって正しくされる

• 悔い改めを持って人生の悪
しき部分を捨て去って生き
れていますか?

To live a blessed healthy life 
based on the Word of God:

– Guide us to love and 
honor our parents with 
forgiveness and love 
equipped with God’s love

– Fill our lives with Your 
wisdom

– Fill us with Your Spirit to 
live a holy life according 
to Your Word as we 
revere and worship you

– As we continued to live a 
repented life and follow 
You, help us.

聖書の御言葉にそって祝
福あふれた健康な人生を
歩む為に：

– あなたの愛を持って自分の
親を心から赦し、愛し、敬
う事ができるように導いて
下さい

– あなたの知恵で私の人生を
満たしてください。

– あなたを崇め、御言葉に
沿った聖い生活が日々おく
れる様にあなたの霊で満た
してください。

– 悔い改めを持ってあなたに
従いますから、日々あなた
が助けて下さい


