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Matthew 11:28-30

Come to Me, all you who labor 

and are heavy laden, and I will 

give you rest. Take My yoke 

upon you and learn from Me, 

for I am gentle and lowly in 

heart, and you will find rest 

for your souls. For My yoke  

is easy and My burden is 

light.”

マタイ11:28-30

すべて重荷を負うて苦労し

ている者は、わたしのもと

にきなさい。あなたがたを

休ませてあげよう。わたし

は柔和で心のへりくだった

者であるから、わたしのく

びきを負うて、わたしに学

びなさい。そうすれば、あ

なたがたの魂に休みが与え

られるであろう。わたしの

くびきは負いやすく、わた

しの荷は軽いからである

Walking 

together with 

God

神様と共に

歩む

Communication 
facilitates stronger 

trusting relationship

John 10:10 & 14
• A sheep can’t live without a 

shepherd » a sheep must 
know who the shepherd is

• Philippians 4:7-9 peace of 
God, which surpasses all 
understanding; things 
which you learned & 
received & heard & saw in 
me, these do, & the God of 
peace will be with you

• Are you seeking to know 
more about Him through 
the Word, preaching & 
prayer?

コミュニケーションを
持って知り合う事によっ
て信頼関係を強める

ヨハネ10:10 & 14
• 羊は羊飼い無しには生きて
いけない»羊にとって羊飼
いを知る必要がある。

• ピリピ4:7-9人知では理解
できない、計り知れない事
でも、神様の愛と力を知る
時に、平安を得る。学んだ
事、受けた事、聞いた事、
見たことを実行する»神様
がともにおられる。

• 聖書の学びやメッセージ、
祈りによって神様をもっと
知るように求めてますか？
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With unconditional love & 
sacrifice, God displayed 

our trust toward us & 
invited us to walk together

Ephesians 5:24-25
• Church & God » husband & 

wife (everlasting love)
• Love of God = Sacrificial 

unconditional
• Love? » I can die for you
• How should we love?
• Luke 10:27 You shall love 

the LORD your God with all 
your heart, with all your 
soul, with all your strength, 
and with all your mind

• How are you responding to 
God’s love?

神様は無条件の愛と犠牲
によって私達への信頼を
示し共に歩もうとまねい

てくださった

エペソ5:24-25
• 教会と神様の関係»夫婦の
関係（永遠の愛の関係）

• 神様の愛=犠牲、無条件
• 愛とは?»あなたの為なら死
ねるヨハネ15:13

• 私達はどう愛せばよいのか
• ルカ10:25心をつくし、精
神をつくし、力をつくし、
思いをつくして、主なるあ
なたの神を愛せよ

• 神様の愛に対して、あなた
はどのような対応をしてい
ますか?

Joint efforts produce 
greater results beyond 
what we can do alone

John 15:4
• By connecting to the source 

of life, we can bear fruits
• What if a portion of plant is 

disconnected? » twigs
• Connect » screw: ridges 

allow to fasten 
• Accept (love) Release (flesh, 

selfishness)
• God as our partner
• 1 John 4:4 He who is in you 

is greater than he who is in 
the world.

• Have you received God & 
turned the focus upon Him?

直接繋がる事によって、
私達だけでは出来ない
結果を生む事ができる

ヨハネ15:4
• 結果・実がなるのは、命の
源につながっているから

• もし、植物の一部が切断さ
れていたら?»枝切れ

• 繋がる»ネジ:でこぼこだか
ら、外れない

• （愛）受け入れ（欲・自分
中心な生き方）明け渡す

• パートナーである神様が
• 1ヨハネ4:4あなたがたの
うちにいますのは、世にあ
る者よりも大いなる者

• 神様を心に受け入れ、神様
に焦点を置いてますか?

• Guide us to know more 
about you as You fill us 
with Your unconditional 
love.

• I now recognize that I am 
an imperfect sinful being 
and repent my selfish 
ways. As I trust You as my 
savior, I invite You into 
my life and commit to 
walk with You as You fill 
us with Your mighty 
power.

• Lead us as You fill us with 
Your Holy Spirit.

• あなたの無条件の愛を受け
入れ、あなたの事をもっと
知る事ができるよう導いて
ください。

• 今、私はあなたの前で私が
罪深い不完全な人間である
ことを認め、自分勝手な行
動や自己中心な考えに陥い
りやす事を悔い改めます。
神様あなたを救い主と信じ、
日々の人生にあなたを招き
入れ、あなたを信頼し、あ
なたと共に歩むよう努力し
ますので、大いなる力で満
たして下さい。

• あなたの霊で満たし導いて
ください


