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エペソ5:14-17

明らかにされたものは皆、
光となるのである。だから、
こう書いてある、「眠って
いる者よ、起きなさい。死
人のなかから、立ち上がり
なさい。そうすれば、キリ
ストがあなたを照すであろ
う」。そこで、あなたが
たの歩きかたによく注意し
て、賢くない者のようにで
はなく、賢い者のように歩
き、今の時を生かして用い
なさい。今は悪い時代なの
である。だから、愚かな者
にならないで、主の御旨が
なんであるかを悟りなさい。

Ephesians 5:14-17

For everything made 
evident is light, and for this 
reason it says:

“Awake, O sleeper! Rise from 
the dead, and Christ will 
shine on you!”

Therefore be very careful 
how you live—not as 
unwise but as wise, taking 
advantage of every 
opportunity, because the 
days are evil. For this reason 
do not be foolish, but be 
wise by understanding what 
the Lord’s will is.

今日

とは…

• 記念日・祭日：ゴール
デンウィーク

• 忙しい毎日で一番大切
な日

• 今日はあなたにとって
どんな日でしょうか？

• 無意味な一日！？

• 今は一度しかない

• 充実した日を送れてい
るだろうか！？

• 愚かに生きず、賢く生
きよう

• Anniversary/holiday: 
Golden Week

• In our busy daily life, 
today is the most 
important day

• What does today mean 
to you?

• Meaningless day!?

• Today happens only 
once

• Are we living a fulfilling 
day!?

• Not foolishly but live 
wisely

喜びの日

• 詩篇118:24

• 神様が創って下さった
日

• 喜び楽しむ=私たちに
最低できる事

• 喜びはどこから？

• 詩篇16:11あなたの前に
は満ちあふれる喜びが
あり

• 愚痴や文句を捨て、心
から喜びに溢れている
でしょうか？

Day of Rejoicing

• Psalm 118:24
• God created
• Rejoice, Enjoy, Happy= 

least we can do
• Where does joy come 

from?
• Psalm 16:11 You lead 

me in the path of life;
I experience absolute 
joy in your presence

• Are we letting go of 
complaints and rejoicing 
from the bottom of our 
hearts?
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勝利を得る日

• 申命 20:3-4
• 敵と戦う日かもしれない
• でも、戦いの向こう側に
必ず勝利を設けておられ
る

• だから今日は勝利を得る
日でもある

• 気おくれしない

• 恐れない

• あわてない

• 驚かない

• 戦いを神様に委ね、頼
りきれていますか？

Day of Victory

• Deut 20:3-4
• May battle against 

enemies
• But there’s always God’s 

victory on the other side
• Also, a victorious day
• Don’t be fainthearted
• Don’t fear
• Don’t tremble
• Don’t be terrified
• Have we completely 

given our battle to God 
and depend on Him?

神様の民とされる日

• 申命 26:17-18
• 神の民とは？
• 神の国の住民

– 守り
– 養い
– 備え
– 癒し
– 勝利を与え
– 祝福し
– 愛し

• 主をあなたの神とし、
その道を歩めています
か？

Day to Become His 
People

• Deut 26:17-18

• God’s people?

• Citizen in God’s 
Kingdom
– Protect

– Provide

– Heal

– Give us victories

– Bless

– Love

• Have you made Christ as 
your God and walking in 
His way?

救いの日

• ２コリント6:2

• 救いによって（恵みの
中に）

• 既に赦されている

• ザアカイ：ルカ19
– 臨在の中

– ただ求めて

• 今日以上に救いを受け
入れるベストな日は無
い

• 十字架での赦しを受け
入れ救いに預かる人生
をおくれていますか？

Day of Salvation

• 2 Cor 6:2

• Accepted us to be saved 
(by grace)

• You are already forgiven

• Zaccaeus: Luke 19
– In His presence

– Simply sought

• There’s no better day 
than today to be saved

• Have you accepted 
Christ’s forgiveness at 
the Cross and living a 
saved life?

• イエス様に充実した今
日を生きるよう導いて
いただく為に：

– あなたの臨在の中で、あ
なたの前に出て行きます。
あなたの喜びで溢れさせ
て下さい。

– 戦いを明け渡し、勝利を
信じより頼みます。

– わたしの様な者でも、神
の民のさせてくださる事
を感謝します。あなたの
民として歩めるよう導い
て下さい。

– 罪を悔い改めます、水と
聖霊のバプテスマによっ
て、救いへと導いてくだ
さい。

• To allow Jesus to guide 
us to live a fulfilled day

– We come to Your presence. 
Fill us with Your joy.

– We will turn our battle to 
You and believe in Your 
victory.

– Thank You for allowing us 
to be a part of Your people. 
Guide us to walk as Your 
people.

– We repent our sins. 
Baptize us with water and 
the Spirit and lead us to 
Your salvation.


