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マルコ12:29-31

イエスは答えられた、「第
一のいましめはこれである、
『イスラエルよ、聞け。主
なるわたしたちの神は、た
だひとりの主である。心
をつくし、精神をつくし、
思いをつくし、力をつくし
て、主なるあなたの神を愛
せよ』。第二はこれである、
『自分を愛するようにあな
たの隣り人を愛せよ』。こ
れより大事ないましめは、
ほかにない」。

Mark 12:29-31

Jesus answered, “The most 
important is: ‘Listen, Israel, 
the Lord our God, the Lord 
is one. Love the Lord your 
God with all your heart, 
with all your soul, with all 
your mind, and with all 
your strength.’ The second 
is: ‘Love your neighbor as 
yourself.’ There is no other 
commandment greater than 
these.”

お金で

買えない

幸せの素

• 繋がり»幸せ=お金では
買えません

• イエス様は繋がりこそ
がもっとも重要な物と
説いておられます

• 1: 神様との関係

• 2: 回りの人との関係

• 神様は今あなたとしっ
かりと繋がった関係を
願っておられれます。
基本は愛。

• 最も大切な物=私達と
神様＆人との繋がり=
幸せの素

• Relationship » 
Happiness = Priceless

• Christ taught that the 
relationship is the most 
important thing

• 1: God’s relationship
• 2: Relationship with 

others
• God desires a solid 

relationship with you 
based on  love

• The most important 
thing = Our 
relationships with God 
& Others = source of 
happiness

愛を受け愛を
分かち合える

• ヨハネ13:34

• 全ての健康的な繋が
り・関係の基礎は愛

• 愛があるから人（不完
全な物）を受け入れ・
赦せる

• 無条件に人を愛するに
は、無条件の愛を神様
から受ける必要がある

• 持っていない物を人に
あげる事は出来ない

• 神様の無条件の愛に溢
れているでしょうか？

Receiving His Love to 
Share with Others

• John 13:34
• The foundation of every 

healthy relationship is 
love

• We can accept and 
forgive others (and their 
imperfections)

• To love someone 
unconditionally, we 
must first receive God’s 
unconditional love

• Can’t give what we don’t 
have

• Are you filled with God’s 
unconditional love?
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心からの
コミュニケーション

• マタイ12:34

• 繋がり・関係を深める
道具＝コミュニケー
ション»信頼

• コミュニケーションは
言葉以上：心が出る

• 50％以上は言葉以外
• 上辺だけじゃない、愛
のある真心のこもった

• 心からの神様に祈れて
いますか？御言葉を心
から受け入れられてま
すか？

Communication From 
the Heart

• Matt 12:35
• Tool to deepen 

relationship =
communication » trust

• Communication is more 
than words: shows 
attitudes

• More than 50% non-
verbal

• Not surface 
communication but 
heartfelt 

• Is your prayer from your 
heart? Are you receiving 
the Word directly to 
your heart?

不変な黄金律の真理

• ルカ 6:31
• 黄金律:主格は相手

• 無私無欲の時、人は影
響を与える事をする。
例・イエス様

• 仕える人・マタイ
23:11-12「いちばん偉
い者は、仕える人…自
分を低くする者は高く
される」

• 愛を持って仕える＝最
高の伝道方法・否定で
きない

• 相手を思う行動が出来
ていますか？

Unchanging truth of 
the Golden Rule

• Luke 6:31
• Its main focus is others
• When we are selfless, 

we do things that are 
impacting. i.e. Jesus

• Servant: Matt 23:11-12 
“The greatest among 
you will be your 
servant…whoever 
humbles himself will be 
exalted.”

• Serve with love=best 
evangelism strategy 
/undeniable

• Do our actions put 
others first?

祝福へと導く和

• 詩篇133:1 & 3

• 和合=神様が喜ばれる»
祝福・一致している教
会は祝福される

• 和=日本人の心

• 一致の重要性：神様の
体の一部だから

• 聖書的和の心を実行：
共に・祈る、礼拝す
る・学ぶ・勝利を祝
う・交わる・聖餐

• あなたがこの教会の為
に出来る事は？

Unity Leads to Blessing

• Psalm 133:1 & 3

• Unity = pleases God » 
Blessing: unified church 
will be blessed

• “Wa” = Japanese attitude

• The reason for unity: 
Because we are a part of 
the body of Christ 

• To fulfill Biblical unity: 
together: pray, worship, 
Celebrate the victory, 
fellowship, communion

• What can you do for this 
church?

• 神様と周りの人と豊か
に繋がれるように：

– あなたの愛を豊かに注い
で、その愛を多くの人に
無条件に分かち合えるよ
うに満たして下さい。

– 心のこもった、愛のある
思いやりのあるコミュニ
ケーションを取れるよう
に知恵を与えてください

– 無私無欲の心構えを持っ
てあなたと周りの人々に
仕えられるように導いて
ください

– 神の体の一部として、私
を用いてください

• To develop solid 
relationships with God 
and others:

– Overflow us with your love, 
and help us to share that 
love with others 
unconditionally

– Give us Your wisdom to 
help us to have thoughtful 
communication with 
others with godly love 

– Guide us to serve You and 
others with selfless 
attitude

– Use us as a part of the 
body of Christ


