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Phil. 2:15b - 16

in which you shine as 

lights in the world by 

holding on to the word of 

life so that on the day of 

Christ I will have a reason 

to boast that I did not run 

in vain nor labor in vain.

ピリ2:15b-16

あなたがたは、いのちの
言葉を堅く持って、彼ら
の間で星のようにこの世
に輝いている。このよう
にして、キリストの日に、
わたしは自分の走ったこ
とがむだでなく、労した
こともむだではなかった
と誇ることができる。

Your Bright 
Shining Life

キラキラ輝く

キミの人生

• Living a bright shining life?

• Matt 5:14 you are the light 
of the world

• Light of the world? 16 Keep 
open house; be generous 
with your lives. By opening 
up to others, you’ll prompt 
people to open up with God

• Light = God

• Our shining life / lifestyle =
Testimony of God = Seeing 
God in us

• How?

• 輝いている人生を生きてい
ますか？

• マタイ5:14 世の光である

• 世の光とは? 16あなたが
たの光を人々の前に輝かし、
そして、人々があなたがた
のよいおこないを見て、天
にいますあなたがたの父を
あがめるようにしなさい

• 光=神様

• 日々の輝いている人生・ラ
イフスタイル=神様が生き
ておられる証=私達の中に
神様を見る

• どうしたら?

Continue to Work Out 
Your Salvation

Phil. 2:12-13

• Don’t forget about your 

ultimate goal of salvation

• In the midst of challenges, 

don’t lose the true purpose

• We can not do it on our own  

but by the help of God who 

lives in us

• Are you releasing your ego 

& with your obedient heart 

living a bright shining life?

救いの
達成に努める

ピリピ2:12-13

• 救いの達成というわれわれ
のゴールを忘れないように

• 日々の苦しい時に、真の目
的を見失わない

• 私達だけでは到達できない
しかし我々の内にいてくだ
さっている神様によって

• 従順な心で自我を捨てる時
に、神様が我々の中で光輝
いてくださっていますか？
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Don’t Get Trapped by 
Negatives

Phil 2:14

• If you are caught up with 
negatives, you will begin to 
think negatively

• When you start 
complaining, can’t stop

• Illness begins in mind

• Shining people are positive 
people

• Are you giving your 
negatives to God & living 
daily life positively?

マイナスに囚われない

ピリピ2：14

• マイナスな事に囚われて生

きると、全てをマイナスに

考えて生きてしまう

• 愚痴り始めたら止まらない

• 病は気から!?

• 輝いている人はプラス思考

• マイナスな物を神様にささ

げプラス思考で日々を歩め

ていますか?

Becoming More 
Purified

Phil. 2:15

• 1 Joh 1:7&9 if we walk in 
the light as he himself is in 
the light, we have 
fellowship with one another 
and the blood of Jesus his 
Son cleanses us from all 
sin. But if we confess our 
sins, he is faithful and 
righteous, forgiving us our 
sins and cleansing us from 
all unrighteousness.

• Being filled with God’s light, 
are you living a holy life 
based on the Word?

純真な者へと

ピリピ2：15
• 1ヨハ1:7&9 神が光の中に
いますように、わたしたち
も光の中を歩くならば、わ
たしたちは互に交わりをも
ち、そして、御子イエスの
血が、すべての罪からわた
したちをきよめるのであ
る。もし、わたしたちが
自分の罪を告白するならば、
神は真実で正しいかたであ
るから、その罪をゆるし、
すべての不義からわたした
ちをきよめて下さる

• 神様の光に満たされで御言
葉に基づく聖なる日々を歩
めていますか?

Rejoice Together

Phil. 2:17-18

• 1 Thess. 5:16-18 Always 
rejoice, constantly pray, in 
everything give thanks. For 
this is God’s will for you in 
Christ Jesus.

• Together=blessing             
Psalm 133:3

• Rejoice = Praise / Worship

• Worship together =
Communion’s principle

• With unity, are you 
worshipping and rejoicing 
together with God’s family?

共に喜ぼう

ピリピ2:17-18

• １テサ5:16-18いつも喜ん
でいなさい。絶えず祈りな
さい。すべての事について、
感謝しなさい。これが、キ
リスト・イエスにあって、
神があなたがたに求めてお
られることである

• 共に=祝福 詩篇133:3

• 喜ぶ=賛美･礼拝

• 共に礼拝=聖餐式の原理

• 神の家族と一致して喜びの
心を持って賛美･礼拝でき
ていますか?

To live a bright shining life:

– Work within us as we 

obediently follow You

– Guide us to walk in faith 

without grumblings and 

doubts

– Help us to live a holy life style 

based on the Word as You fill 

us with Your Spirit

– We worship for giving us an 

eternal life. Fill this church 

with the Spirit of Unity

キラキラ輝く人生を歩む為
に：

– 従順にあなたに従って行きま
すから、今我々の内に働きか
けてください

– つぶやきと疑いを捨てあなた
の力を心から信じて歩めるよ
うに導いてください

– あなたの霊に満たされ、聖書
に基づいた聖なるライフスタ
イルを歩めるように助けて下
さい

– 永遠の命を与えてくださった
あなたを賛美します。共に賛
美する中でこの教会を霊によ
る一致で満たして下さい


