
6/15/2014

1

第一ヨハネ3:16 & 18

主は、わたしたちのた
めにいのちを捨てて下
さった。それによって、
わたしたちは愛という
ことを知った。

子たちよ。わたしたち
は言葉や口先だけで愛
するのではなく、行い
と真実とをもって愛し
合おうではないか。

1 John 3:16 & 18

Hereby perceive we the 
love of God, because he 
laid down his life for us: 
and we ought to lay 
down our lives for the 
brethren.

My little children, let us 
not love in word, 
neither in tongue; but in 
deed and in truth.

行動が

語る愛

• 愛されているから・愛
に溢れているから»行動
になる（イエスの十字
架の愛）

• 愛による行動は、見え
ない信仰の表れである

• 行動は神様の愛への反
応である

• 男は背中で語る・父の
背中を見て育つ

• 言葉に出しにくい愛・
行動で伝わる･言葉以上
の愛

• 神様の愛に溢れた4人
のお父さんの行動を
伴った信仰

• Because we are loved 
and filled with God’s 
love » Actions (Jesus’s 
sacrificial love)

• Actions by love is a way 
we display our faith

• Action is our response 
to the love of God

• When it is difficult to say 
it, we sometime display 
our love by actions
beyond words

• 4 fathers who were 
filled with God’s love 
and displayed their faith 
through actions

忠実である

• 1サムエル1:3

• サムエルの父：祈りの
答えは得られていな
かった。祈りは必ず聞
かれる

• 神様の私達の愛が無条
件のように私達の神様
への愛も又無条件であ
るべき

• やがて祈りは聞かれた･
諦めなければやがて聞
かれる

• 忠実な神様に対して、
私達の日常の行動はど
うでしょうか？

Faithful

• 1 Samuel 1:3
• Samuel’s father: faithful 

even when the prayer 
was not answered. 
Prayer will be answered

• As God’s love to us is 
unconditional, our love 
to Him also ought to be 
unconditional

• Eventually, his prayer 
was answered. He will 
always answer if you 
don’t quit

• How is our daily action 
toward our faithful God?
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家族の為に

• ヘブル11:7

• ノア：箱舟作り=論理
的に考えればおかしい
事

• まず家族・愛する対象
を優先にする。家族の
幸せの為に

• 自己愛ではなく、愛を
分かち合う対象=視点
はどこか?

• 自分に囚われずに、ま
ず神様の愛を他の人に
分かちあえられていま
すか？

For the Family

• Hebrews 11:7
• Noah: Building the ark =

did not make sense
• First priority is the 

family/object of our love. 
Ensure the happiness of 
the family

• Not selfish love but ones 
to share the love = 
Where’s our focus?

• Have you been sharing 
God’s love with others 
instead of being caught 
up with yourself?

いるべきところ
にいる

• ヘブル11:8
• 創世22:11
• アブラハム:難しい選択
• いるべきところにいる
と受けるべき物を受け
られる。アメフト

• 教会の中で重要な奉仕
の一つ：いるべきとこ
ろにいる=礼拝に来る

• 洗礼=人生を手渡す
• 神様が導いておられる
所は何処でしょうか？

To Be Where You Are 
Supposed To Be

• Hebrews 11:8
• Genesis 22:11
• Abraham: Difficult
• When you are where 

you supposed to be, you 
can receive what you 
supposed to receive
Football

• Your presence=One of 
the most important 
service

• Baptism=Turning your 
life to God

• Where is God leading 
you to?

希望を持つ

• ヨブ19:25

• ヨブは全てを失ったが
あがない主・償われる
方がいる事

• その方が全てを良しと
してくださるという事

• 神様に頼りきっている
所から生まれる希望

• 失望の中の祈り
• 神様に失望をあけ渡す
時、神様は希望で満た
してくださる

• 失望を手放せています
か?

To Be Hopeful

• Job 19:25
• Job has lost all but he 

believed in the 
Redeemer

• He will make everything 
OK

• Hope that comes from 
completely depending 
on God

• Praying in the hopeless 
situation

• When we turn our 
hopeless case to God, He 
will fill us with His hope

• Have you let go of 
hoplessness?

• 愛に動かされたクリス
チャン生活を送る為
に：

– あなたの無条件の愛と霊
に満たされ、あなたを無
条件に忠実に求められる
ように力強めて下さい

– あなたの溢れる愛で周り
の人々、家族に愛を分か
ち合えるように助けて下
さい

– あなたを信頼します、私
達がいるべき所へ悔い改
めと洗礼を持って導いて
ください

– 失望の心を今、あけ渡し
ます。あなたの希望で満
たして下さい。

• Living love-driven 
Christian life:

– Fill us with your 
unconditional love, and 
strengthen us to seek you 
unconditionally

– Fill us with Your amazing 
love and help us to share 
that love with others

– We trust You, please lead 
us to the place where we 
need to be through 
repentance and baptismal

– We release our 
hopelessness. Please fill us 
with Your hope.


