
ヨハネ15:16

あなたがたがわたしを
選んだのではない。わ
たしがあなたがたを選
んだのである。そして、
あなたがたを立てた。
それは、あなたがたが
行って実をむすび、そ
の実がいつまでも残る
ためであり、また、あ
なたがたがわたしの名
によって父に求めるも
のはなんでも、父が与
えて下さるためであ
る。

John 15:16

You did not choose me, 
but I chose you and 

appointed you to go and 
bear fruit, fruit that 

remains, so that 
whatever you ask the 
Father in my name he 

will give you.



祈り：

神の子の

特権



• 我々は愛される対象と
して、神様に選ばれ、
創られた

• 祈り=神様の愛と御言
葉への反応・愛を深め
るコミュニケーション
（信頼を深め、関係を
強める）

• 文句や苦情や訴状の様
な祈りはやめよう

• もし、あなたの伴侶や
友が文句や苦情ばかり
なら、どういう感情を
持つでしょうか？

• We were chosen and 
created to be loved by 
God

• Prayer=Response to 
God’s love and the 
Word/Communication 
tool to deepen love 
(establish the trust, and 
strengthen the 
relationship)

• Quit complaining 
through prayer

• What if your spouse or 
friends always complain, 
how would you feel?



賛美を持って

• マタイ6:9＆ルカ11=御
名があがめられますよ
うに

• 崇める=愛の表れ（エ
ステル）

• 使徒16：パウロとシラ
スの解放と勝利=祈り
と賛美を持って

• 愛は表現されて意味が
ある

• 心からの賛美を捧げら
れていますか?

With praise

• Lord’s prayer: Matt 6:9 
& Luke 11=Name to be 
honored

• Honor=Display of love 
(Esther)

• Acts 16: Deliverance of 
Paul & Silas=with prayer 
& praise

• Love becomes 
meaningful when it is 
expressed

• Is your worship a 
heartfelt praise?



まず神様の意思を
求める

• マタイ6:10

• 御国=神様が治め

• 御国を求める=神様に
従う（マタイ6:33）

• 治める=保護する・世
話する義務

• 勝手な人は、世話もで
きない

• 自己を制して、神様に
委ねる人生（御心）

• 天国に行く人は求めて
いる人･完璧でなくて

• 神様をまず求められて
いますか？

Seek God’s Will

• Matt 6:10
• His Kingdom=God 

reigns
• Seeking the 

Kingdom=Follow God 
(Matt 6:33)

• Reign=God takes the 
responsibility of us

• Selfish people can not be 
taken care

• Release your selfishness 
and lean onto God

• Heaven is for seekers / 
not for perfect people

• Is God first in everything 
of your life?



感謝の心

• マタイ6:11

• 「与えてください」は
請願ではなく、神様の
必要性を示している

• 神様によって生かされ
ている

• 全て神様の物»感謝する
という信仰 （1テサ
ロニケ5:18）

• ありがとう=人間の基
本

• 全ての事について感謝
できていますか？

Heart of Thanksgiving

• Matt 6:11

• “Give” does not mean 
beg, but it means the 
necessity of God

• God is allowing us to live

• Everything belongs to 
God » Thanksgiving
(1Thessalon. 5:18)

• Thank you=Basic of 
humanity

• Have we been able to 
thank God for 
everything?



赦す事であなたは
自由になる

• マタイ6:12-15

• 神様からの赦しを持っ
てゆるす=赦されてい
るから、赦せる

• 赦さない心 » 妬み、恨
み、苦い心を生む

• しかし、赦しは開放と
自由を生む=過去を引
きずらず、神様によっ
て新しく生かされる»救
い

• 神様の赦し受け入れ、
心から体験できていま
すか?

Freedom Through 
Forgiveness

• Matt 6:12-15
• Forgiving others by 

God’s forgiveness=We 
can forgive others 
because God forgave us

• Unforgiving » to envy, 
resentment & bitterness

• Forgiveness produces 
deliverance & freedom =
not dragging the 
past/becoming new in 
Christ » Salvation 

• Have you accepted and 
experienced God’s 
forgiveness?



• 神の子として、日々強
められ生きていく為
に：

– あなたの霊で満たして下
さい。霊を持って賛美で
きるように導いて下さい

– まずあなたを求めます、
御心を私達の上に行って
ください

– 日々、祝福して下さって
感謝します。益々あなた
の祝福で満たして下さい

– あなたが私の罪を赦して
くださり感謝します。悔
い改めと洗礼を持って受
け入れます。回りの人を
赦せるように助けて、又
悪しき者からお守り下さ
い。

• As we continue to live as 
a child of God:

– Fill us with your Spirit, and 
lead us to praise you with 
the Spirit

– We seek you first. Let the 
will of God be done in our 
lives

– Thank you for blessing us 
daily. Please continue to 
bless us

– Thank You for Your 
forgiveness. We receive It 
with the repentance and 
baptism. Help us to forgive 
others, and protect us from 
evil.


