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Walk Wisely

Four Steps
賢く歩く

4つのステップ

1. Walk Carefully

Ephesians 5:15-17
• Not where you walk but 

how you walk
• Our lives may lead us to 

walk in different places, but 
the value system & beliefs 
that we base on how we 
walk should not change

• With God (Psalm 23)
• Looking up to God 

(Hebrews 12:1-2)
• The way you walk?
• It’s easier to stumble by 

pebbles than a large rock
• Are you walking together 

with God everyday?

1. 歩き方によく注意する

エペソ5:15-17
• どこを歩くではなく、どう
歩くか

• 人生の中で様々な所を歩く
かも知れないが、どう歩く
かという価値観と信心は変
わるべきではない

• 神様と共に歩む(詩篇23)
• 神様を仰ぎ見つつ歩む(ヘ
ブル12:1-2)

• 歩き方とは?
• 小石の方が大きな岩よりつ
まづきやすい

• 毎日神様と2人3脚で歩め
ていますか?

2. Be Filled with the Spirit

Ephesians 5:18
• An identity is decided by 

contents Empty ourselves = 
dedicate ourselves through 
repentance

• What does it mean to be 
filled with the Spirit? (Acts 2)

• Fruits of the Spirit: Galat. 
5:22-23= love, joy, peace, 
longsuffering, kindness, goodness, 
faithfulness, gentleness, self-
control

• Not expecting out from 
people or things, wouldn’t 
you want to experience the 
real love, joy, peace, and 
kindness through being 
filled with the Holy Spirit?

2.聖霊に満たされる

エペソ5:18
• 中身でアイデンティティが
決まる»満たされる前に空
に=自分を捧げ悔い改める

• 聖霊に満たされるとは?
(使徒2)

• »御霊の実：ガラテヤ5:22-
23=愛、喜び、平和、寛容、
慈愛、善意、忠実、柔和、
自制

• 人や物に求めるのではなく
聖霊に満たされて、本物の
愛や、喜び、平安、優しさ
を体験してみませんか?

3. Always singing praises 
and thanksgivings

Ephesians 5:19-20
• Words=Expression of who 

we are
• James 3:6-8 6the 

tongue is a fire, a world of 
iniquity. 8 no man can tame 
the tongue. It is an unruly 
evil, full of deadly poison. » 
We may make mistakes 
unintentionally by words

• We must intentionally put 
praise and thanksgiving in 
our mouths » Help us to 
reduce the chance to make 
mistakes  by words

• What comes out of your 
mouth daily?

3.いつも賛美と感謝を
くちづさむ

エペソ5:19-20
• 言葉=私達自身の表現方法
• ヤコブ3:6-8 6舌は火であ
る。不義の世界である。8
舌を制しうる人は、ひとり
もいない。それは、制しに
くい悪であって死の毒に満
ちている。»無意識に言葉
で誤りを犯しやい

• 意図的に、賛美と感謝(肯
定的なこと)を口づさむ必
要がある »誤りを犯す言葉
を発すチャンスを摘み取る

• 日々、何を口づさんで生活
していますか？



5/17/2015

2

4. Serve together

Ephesians 5:21
• Preface to verses :Husband-

wife should serve & love 
each other

• Whether inside or outside 
of the church, we must 
learn to accept, serve and 
love each other (The Great 
Commission)

• As the family/community of 
God, together we walk, 
connect with God be filled 
with His Spirit, worship and 
give thanks » Communion

• How can you serve 
together?

4.互いに仕え合う

エペソ5:21 
• 22-33節への前置き:夫婦の
仕え、愛し合う関係

• 教会内外でも、私達は周り
の人を受け入れ、支えあい、
愛しあうべきである(大宣
教命令・使命)

• 神の家族として、共に、歩
み、神様に繋がり、満たさ
れ、賛美と感謝を持って礼
拝する共同体»聖餐式

• あなたはどのように共に仕
える事が出来ますか?

Lead us to walk wisely in Your Will:

 Guide our walk daily as we walk 

with You & look upon You

 As we empty ourselves, please 

fill us with Your Holy Spirit and 

Your blessing

 Remove negative words or 

things that will hurt others from 

our mouth as we fill our mouth 

with praise and thanksgivings 

daily

 Help us to accept, serve and 

love each others as we serve as 

the body of Christ and the 

community of God.

あなたのみ旨の中に賢く歩めるよ

うに導いてください：

 あなたと共に、あなたを仰ぎ

見て歩んで行きますので、

我々を日々導いて下さい。

 私達を空っぽにしますから、

あなたの下さる聖霊と祝福で

私達を満たしてください。

 あなたへの賛美と感謝を日々

口づさみます、ネガティブな

言葉や人を傷つけるような言

葉を私達の口から取り除いて

下さい。

 共に、キリストの体として、

神様の共同体として仕えて行

きますので、周りの人を受け

入れ、支えあい、愛し合える

ように助けて下さい。


