
Church filled with love 

Ephesians 3:17-21 

愛に満ち溢れる教会 

エペソ 3:17-21 

Setting: 

A. Pauls’ passion & the challenge to the church 

regarding to reaching gentiles 

Ephesians 3:1-13 
B. When we receive the Spirit, we receive the power 

(verse 16) 

 you shall receive power when the Holy Spirit has 
come upon you and you shall be a witness Acts 1:8 = 
Church’s mission, Great Commission 

C. What does it mean when the Holy Spirit is working 

within us? 

 Rooted in love, Life based on love 
 Being filled with the Spirit ≅ Being filled with Love 

»both understand & experience God’s love 
 When the Spirit works within us » God will do things 

beyond our imagination 
 God desires to fill our lives with His Spirit, love, the 

word and the blessing 

聖句の背景:  

A. パウロの異邦人宣教の熱意と教会へのチャレンジ 

エペソ 3:1-13 

B. 聖霊に満たされる時、私達は力を受ける (16節) 

 聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受け…私の

証人となる 使徒 1:8 =教会の使命、大宣教命令 

C. 聖霊が私達の内に働かれているという事は？ 

 愛が根ざし、愛に基づく人生 

 聖霊に満たされる ≅ 愛に満たされる»神様の愛を理解

し、又体験する事となる 

 聖霊が私達の内に働かれる時 » 私達の思いをはるかに

超えた事を神様はしてくださるのでは？ 

 神様は、私達を聖霊と愛と御言葉と祝福で満ち溢れさせ

たいと願っておられる 

Application: 

When we are filled with the power of the Holy Spirit and 

the Love, God will do things beyond our thoughts 

 Is God living in your soul or just visiting your soul as a 

guest? 

o Creating a space for God to dwell: time, 

priority 

o Partnering with God 

o What if you are the God, would you want to 

live with yourself? 

o Think “What would God do?” 

 Is God’s love (God Himself) the foundation of your 

life? 

o Motivated by the unconditional love 

o Christian lifestyle, value system 

 Are you understanding & experiencing God’s love? 

 Are you hoping boldly and trusting fully to God who 

possesses mighty power? 

 A love-filled church is built by love-filled members 

who is willing to unify to be a part of the body of 

Christ = revolved around God’s love 

 Matthew 22:37-39 Love God, Love each other » our 

mission, Reaching through sharing love 

聖句の適用方法:  

私達が聖霊の力とその愛に満ちあふれている時、神様は私

達の思いをはるかに超える事をして下さいます 

 あなたの心のうちに神様は住んでおられますか?それとも、た

だお客さんとして訪れるだけですか？ 

o 神様が住んで下さるスペース作り:時間、優先順位 

o 神様との 2人 3脚 

o もし、あなたが神様なら、自分と共同生活してみたい

ですか？ 

o “神様ならどうなされるか?”を考えてみる 

 神様の愛（ご自身）があなたの人生の基盤となっていま

すか？ 

o 無条件の愛を原動として 

o クリスチャンという生き方・価値観 

 神様の愛を理解し、又体験できていますか？ 

 偉大なる力をもっておられる神様を信頼し、大胆に願いを

もとめられていますか？ 

 愛溢れる教会は、神様の愛に満ち溢れる会員が神の体と

して一つとなって出来上がります = 神の愛が中心 

 マタイ 22:37-39 神を愛し、周りの人に愛をわかちあう

»私達の使命。愛を分かち合うという宣教方法 

Prayer 
 Fill us with Your Holy Spirit & love more than ever 

 Help us to love and serve You, Your church, and 
people with Your amazing love 

 Allow us to experience Your love once, again, and 
guide us to trust You more than ever before 

いのり 

 益々私達を聖霊と愛で満ち溢れさせて下さい 

 あなたの素晴らしい愛をもって、あなたとあなたの教

会と人を愛し仕えられるように、助けて下さい 

 あなたの愛を再度体験し、更に寄り頼めるよう導いて

下さい 


