
Sharing God’s Love: By gifts filled with love 
1 John 4:8-11 

神の愛を分かち合う：愛の詰まった贈り物をもって 
第一ヨハネ 4:8-11 

Setting: 
A. Jesus Christ=a gift as an expression of love 

 The core concept of the Gospel=God loves us with 
unconditional love » sacrificial love 

 The important thing about a gift it not about the 
value but the love inside of it 

 When we express our love through gifts 
B. God gave to show His love to us, so that we can 

know Him deeper & believe stronger in Him 
 A gift is a clear way to express the love 
 Through receiving Jesus Christ, the gift, we can 

experience the love of God 
 God’s love is beyond our understanding  Eph. 3:17-19 
 But we can experience » as the Spirit fills our lives, 

and Christ lives within us 
C. Through giving, the space to receive greater blessing 

from God is created 
 1 Kings 17  a widow who baked bread for Elijah out of 

her last stock=not the amount but the attitude » flour 
and oil never run out=blessed more than ever 

 Malachi 3:8-10 Trust 10% to God, and create a space 
where G/od can bless us while we live with 
90%+God’s ∞ blessing. How big is the windows of 
heaven? 

聖句の背景:  

A. イエス・キリスト＝愛の表現としての贈り物です 

 福音の中心コンセプト=神様が深い無条件の愛をもって
私達を愛して下さっている»犠牲という愛の結晶 

 贈り物は価値より愛が詰まっているかが大事なのでは 
 贈り物で愛を表す時 
B. 神様が愛を贈り物で表現された理由は、私達が深く神

様を知り、又より強く信じる事ができるように 

 贈り物は、明確な愛の表現方法 
 イエス・キリストという贈り物を頂く事によって、より神様の

愛を体験する事ができる 
 神様の愛は人知を遥かに超えている エペソ 3:17-1９ 
 でも、感じ、体験する事ができる»キリストが私達の内に

住んでくださり、霊に満たされる時 
C. 贈る事によって、更なる神様が祝福して下さるスペー

ス、キャパができる 

 列王記上 17章 エリヤの為に少ない残りからパンをつく
った女性=量ではなく、贈る側の心意気が重要»粉は
尽きず、油は絶えなかった＝更なる祝福 

 マラキ 3:8-10 10％を神様に信頼し、神様が私達祝
福できるスペースを作る時、私達は 90％+神様の∞の
祝福の中に生きる事ができる。 天の窓の偉大さ？ 

Application: 

As Jesus Christ is a gift displaying God’s love, we can 

experience God and be filled with His blessing by 

sharing God’s love  

 We ought to give a love filled gift cheerfully 
2 Corinthians 9:6-9  

6 Remember this—a farmer who plants only a few seeds 
will get a small crop. But the one who plants generously 
will get a generous crop. 7 You must each decide in your 
heart how much to give. And don’t give reluctantly or in 
response to pressure. “For God loves a person who gives 
cheerfully.” 8 And God will generously provide all you 
need. Then you will always have everything you need and 
plenty left over to share with others. 9 As the Scriptures 
say, “They share freely and give generously to the poor. 
Their good deeds will be remembered forever.” 
o Give because you want to not for a benefit 
o Attitude of giving is important: a widow who gave 

what she can give with a penny VS a rich man who 
gave with a sour attitude Mark 12, Luke 21 

 Think about real life application 
o To God? Giving=Worship, to trust 
o To others? Love filled gifts 
o To church? A ministry of supporting 

聖句の適用方法:  

イエス・キリストが愛の結晶としての贈り物であるように、私

達も愛の詰まった贈り物をもって愛をわかちあう時に神様を

体験し、祝福に満たされて歩む事ができる 
 愛溢れる贈り物は喜んで献げるべきです 

第２コリント 9:6-9 （塚本訳） 
6 わたしの言うのはこのことである。──（まき方の）けちな者
はけちな刈り取りをし、（まき方の）豊かな者は豊かな刈り取り
をするであろう。7 めいめいが、しぶしぶでなくあるいは強いられて
でもなく、心に決めたとおりにせよ。『神は喜んで与える人を』愛さ
れるのだから。8 しかし神はあなた達にすべての恩恵をあふれさ
せることがお出来になるので、あなた達はすべてのものに、あなた
達はすべての時に、すべての点で十分な暮らしをし、（その上）
すべての善い行いにあふれるのである。9 『彼は散らして貧乏人
に与えた、彼の善行は永遠に無くならない。』と（聖書に）書い
てあるとおりである。 
o 贈りたいから、贈るのであって、ご利益の為ではない 
o 贈る心意気が大事：出来る限りの１￠を捧げた女

性 VS 金額は大きかったがしぶしぶ格好をつける為に
捧げた金持ち マルコ 12章、ルカ 21章 

 実用方法を考えてみましょう 
o 神様に対して？献げる＝礼拝、お任せする信頼 
o 周りの人に対して？ 愛の詰まった贈り物 
o 教会に対して？ サポートというミニストリー 

Prayer 
 Fill us with your blessing as we completely trust you 

and worship you through giving 
 Help us to give with love as You have given Yourself 

as an expression of love 
 Multiply our giving & use effectively as we support 

for the church to advance & fulfill its mission. 

いのり 
 献げ物をもってあなたを完全に信頼し、礼拝していき
ますので、あなたの祝福で満たして下さい 

 あなたが、私達への愛の結晶であられるように、愛を
もって人と交わられるように助けてください 

 あなたの教会が更に前進し、使命が全うできるように
支えていきますので、献げる物を豊かに用いてください 


