
Sharing God’s Love: Spending quality time together 
John 15:4-5, 7-9 

神の愛を分かち合う：有意義な時間を共有する 

ヨハネ 15:4-5,7-9 

Setting: 

A. Spending time with God=Connected 

 When we are connected with God, we can live a  
fruitful and a meaningful life (as a vine) 

 When God created, he desired to be with us » in His 
love = living within the presence of God (Holy Spirit) 

 The Garden of Eden was more about the 
environment than a physical location. Environment: 
living in the presence of God 

B. The Purpose of Jesus Christ = to be with us 
Matthew 1:23 

 Together with God, not alone 
 God display His love by spending time with us (Psalm 

23- He is watching over us) 
C. Good things Job’s 3 friends did (Job) 

 Gladly sacrificed their time 
 Sought to understand other’s feeling 
 Put themselves in other’s shoes 
 Showed respect 
 Listened=listening is also an important part of 

communication “I have often regretted speech but 
never silence” Their mistake = talking negatively 
afterwards. People often need someone to listen, not 
necessary an advice 

聖句の背景:  

A. 神様と時間を共有する=繋がっている 

 神様と共に繋がっている時に、私達は実りのあり意義あ
る人生を送る事ができる（ぶどうの木に実がなるように） 

 神様が人間を創造された時に望まれた事は、共にいる 
» 愛のうちにいる=神様の臨在(聖霊)の中に住む 

 エデンの園は場所ではなく、環境だった。神様の臨在の
中に住むという環境 

B. イエス・キリストの目的＝私達と共にいる 

マタイ 1:23 
 2人 3脚の人生、一人じゃない 
 神様は、私達と共におられる事で愛を示してくださってい

る （詩篇 23篇ー見守って下さっている） 

C. ヨブの3人の友達のした良い事 (ヨブ記) 

 時間という犠牲を喜んで払った 
 心を察する 
 相手側の立場にたって考える 
 敬意を表する 
 聞いてあげた＝聞くのも大事なコミュニケーションの一部 

“言葉を発して失敗した事はあるが、沈黙する事で失敗
した事はない” 彼らの過ち＝後のマイナス・トーク » 聞い
てもらえる事が必要で、アドバイスが要るわけではない 

Application: 

The strong bond, developed by sharing a quality time 

with God’s love, would create a synergy (1+1=3) 

 There is no special skill or talents needed to spend a 
quality time. Anyone can do it. 

 Let’s think of real life application 
o To God? 

 Daily focus on God 
 Spend time with God through prayer & 

meditation 
 Living Word=Enjoy the Word of God 

o To people around us? 
 Spend time together as respecting others 
 Listening to other carefully 
 Have a meaningful conversation 
 Take a special time to enjoy each other 

routinely 
o To church? 

 Become a part of worship gathering, Bible 
studies, and other church’s activities=Being 
present is the ministry itself 

 This church needs you  Matthew 18:20 

聖句の適用方法:  

神様の愛ある有意義な時間を共有する事により作り上げ

られる、強い絆は、相乗効果(1+1=3)を生み出す 

 有意義な時間を共有する事にスキルや才能はいりません。
誰にでも出来ます 

 実用方法を考えてみましょう 
o 神様に対して？ 
 日々、神様に焦点をあてる 
 神様との祈りと瞑想の時間を持つ 
 生ける言葉＝聖書の御言葉を噛みしめながら読む 

o 周りの人に対して？ 
 親身になって、相手を思って時間を過ごす 
 人の話を注意して聞く 
 言葉を聞くだけでなく、感情を察する努力をする 
 意義のある会話をする 
 定期的に、共に過ごす特別に時間を作る 

o 教会に対して？  
 礼拝やバイブル・スタディ等の教会のアクティビティに

参加する＝そこにいる事がミニストリーである 
 この教会にはあなたが必要です。 マタイ 18:20 

Prayer 
 Walk with us as we daily focus on You with prayer 

and the word 
 Help us to have quality time with others as we 

respect them and try to have a good communication 
with them 

 Touch us and transform us as we gather every 
Sunday to seek Your present with the church family 

いのり 
 日々あなたに焦点をあて祈と御言葉をもって歩みます
ので、あなたが私達と共に歩んで下さい 

 周りの人を大事にして、人とコミュニケーションをとって
いきますので、有意義な愛溢れる時間として下さい 

 毎週礼拝に参加し、教会の人々と共にあなたの臨在
を求めますので、私達に触れて変えて下さい 


