
Why did Christ give us the deliverance & the 

freedom?  Galatians 5:13 

なぜキリストは私達に解放と自由をあたえて下さったのか? 

ガラテヤ 5:13 

Setting: 
A. Christians of Apostolic-age 

 Jews=Under the rule of roman empire » Revolution 
for the independence (similar to 18th century America 
or the Exodus days of Jews) 

 Led by the Word of God, who is the Christ (the Lamb 
of God) and identified by His blood, gained their own 
identity 

 Resurrection of Christ=the deliverance from death 
Gained the freedom over the sin, death and bondage, 
and becoming a member of the Kingdom of God 
through New Birth experience 

 Freedom & deliverance was a real issue to them 
B. 18th Century America 

 Americans were under the rule of Europeans 
 Was led by the Word of God, & claimed their own 

identity 
 Gain the freedom through becoming an own nation 

under God 
C. The deliverance & freedom at the Exodus 

 Jews were under the rule of Egyptians 
 Under the leadership of Moses, being led by the 

Word of God, they regained their own identity 
through the blood of lambs 

 Gain the complete freedom by being delivered from 
Egypt, and establish their own God-centered nation 

聖句の背景:  

A. 使徒時代のクリスチャン 

 ローマ支配下にあったユダヤ人等の人々»独立運動 

(18世紀のアメリカ、及び出エジプト時代に類似) 

 御言葉に導かれ、キリスト（神の子羊）の血を印とし

し、自分達の独自性を表した 

 キリストの復活＝死からの解放»クリスチャンとしての、罪

と死と束縛からの解放と自由を得、新生体験により神の

国の国民になる 

 自由と解放は彼らにとっては、現実的な課題 

B. 18世紀のアメリカ 

 ヨーロッパ支配下にあったアメリカ人 

 御言葉に導かれ、独自性を訴え 

 神様を土台とする国として独立し、自由を得た 

C. 出エジプト時代の解放と自由 

 エジプト支配下にあったユダヤ人 

 モーセの指導の元、御言葉に導かれ、子羊の血を印とし

し、自分達の独自のアイデンティティーを表した 

 神様の助けを得、エジプトから実際に脱出する事により

自由を得、自分達の神様を中心とする国を建国 

 Application: 
We can advance with the Freedom in Christ as we serve 

each other with unconditional love 
 As we are a New Testament Christian, we have also 

gained the freedom & the deliverance through the 
Blood of Christ as a sign, & His resurrection. However, 
we are granted for us to serve each other with love. 
The freedom in Christ ≠ selfish, self-centered, 
ignorant 

 Freedom in Christ is not a one-time thing, but it is 
eternal and meant to be inherited to us 

 What are you bounded by? 
 How can you experience the freedom in Christ? » The 

freedom we experience when we are filled with the 
Holy Spirit = fruits of the Spirit  Galatians 5:22-23 

 Let’s remind ourselves about the freedom, of serving 
each other with love, which we gained through the 
blood of Christ and His resurrection by taking a 
communion 

聖句の適用方法:  

無条件の愛をもって互いに仕え合う時、私達はキリストに

よる自由のうちに前進する事ができます 

 新約聖書のクリスチャンである私達も、またキリストの血を

印とし、そしてキリストの復活による、解放と自由を得ていま

す。しかし、それは、愛をもって互いに仕え合う為です。キリ

ストにある自由≠勝手、自己中心、やりたい放題 

 キリストによる自由は、一時的なものではなく、恒久的に私

達に継がれていく自由です 

 あなたが束縛されている物は？ 

 どうやって、キリストによる自由を体験できるのか？ » 聖

霊に満たされる時にあたえられる自由＝御霊の実     

ガラテヤ 5:22－23 

 聖餐をもって、もう一度、私達のキリストの血と復活による、

愛を持って互いに仕えあう自由を思いましょう 

Prayer: 

 Thank you for giving us the complete freedom 

and the victory through dying on the cross to pay 

for our sins and the resurrection from the death 

 Fill us with Your Spirit, and guide us to serve 

others with love. 

いのり: 

 あなたが 2000 年前、私達の為に十字架にかかり、そ

の血潮をもって、私達自身の罪と死からの自由との代

価を払ってくださり、復活により完全なる自由の勝利

を与えて下さった事を感謝します。 

 あなたの御霊で私達を満たし、愛をもって互いに仕え

合えるように導いてください。 


