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Preparing for 

Your Life’s 

Next Step

あなたの人生
の次の

ステップへの
準備

As we fellowship with love 
and share, we become 

strengthen as God’s family

Luke 22:19-20
• Dining/fellowship » 

Strengthens relationships: 
after the service or at Bible 
studies

• God=The Spirit; Jesus=body
• As Jesus’ flesh dies, God 

wanted us to be God’s body 
to fulfill His missions

• Blood of the covenant? One 
body has one blood. By the 
blood of Jesus, we became 
one body, and God’s family

• Are you being a part of 
God’s family and the Body 
to move forward?

愛をもって交わり、わか
ちあう事によって、神の
家族として強められる

ルカ22:19-20
• 食事・交わり » 関係を強く
する:礼拝後やバイブルス
タディでの交わり

• 神様=霊；イエス=体
• イエスの肉体が無くなる、
次の時代には私達自身が、
神の体となって使命を続
行する事を望まれた

• 契約の血? 1つの体には1種
類の血が流れている。イ
エスの血によって1つの体、
神の家族とされた

• 神の家族・体の一部として
協力して歩めていますか?

As we humble ourselves 
to serve, we are able to 

connect with God 
directly

John 13:4-6&8
• Feet=the bottom of our 

body, dirty
• Whoever receives this little 

child in My name receives 
Me; and whoever receives 
Me receives Him who sent 
Me. (Luke 9:48)

• As Jesus humbly served 
others, have you released 
your selfishness and 
following God through 
serving others?

へり下って仕える時に
神様と直接繋がる事が

できる

ヨハネ13:4-6&8
• 足=体の一番下・汚い
• だれでもこの幼な子をわた
しの名のゆえに受けいれる
者は、わたしを受けいれる
のである。そしてわたしを
受けいれる者は、わたしを
おつかわしになったかたを
受けいれるのである。（ル
カ9:48）

• イエス様がへりくだって仕
えられたように、自分を捨
てて、神様に従い、周りの
人に仕えられていますか?

In times of trouble, 
discover who God & His 

hope on the other side of 
our troubles.

• When we are in trouble or 
confused, learn to find out 
“who” God is and not why 
we are going through?

• As they were about to face 
trials, they were prepared
– John: I (Jesus am):

• Resurrection & life（11:17-27）

• The Way & The Truth（14:6-14）

• Holy Spirit（14:15-31）

• The Vine（15:1-10）

• Overcomer（16:25-33）

– Matthew: 7 Parables to explain 
about heaven (ch. 21-25)
• To enter heaven?
• Importance of faithfulness

• Are you seeking to know 
who God is?

苦しい時にこそ、神様
が何者であるかを明確
に知り、苦難の向こう
側にある希望をみよう

• 苦しい時や迷いの時に、
「なぜ」と問うよりも、
神様が「だれ」であるか
という事を知ろう

• 次の時代に彼らが面する
であろう苦難の準備とし
– ヨハネ: 私（イエス）は
• 復活と命（11:17-27）

• 道であり真理（14:6-14）

• 聖霊として助ける（14:15-31）

• ぶどうの木（15:1-10）

• 既に勝っている（16:25-33）

– マタイ:天国を譬えを用い説明
（21章～25章）7つ
• 天国に入るとは?
• 忠実に生きる事の大切さ

• 神様自身を知り求める事に
努めていますか?
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Thank you for preparing and 

leading us to our next step:

 Thank you for this church as 

you have given us as the 

family of God. Guide us as we 

help each others

 Give us a stronger 

connection with you as we 

serve and accept those 

around us as you have 

served others humbly

 Lift our faith as we seek You 

in times of troubles, and give 

us insight on Your marvelous 

power

あなたが、今私達の次のス
テップへ導かれる為に備え
て下さっている事を感謝し
ます:
 神の家族として備えて下
さったこの教会の人々と共
に、協力しあっていきます
ので、私達を導いて下さい

 あなたがへりくだり、人に
仕えられたように、私達も
周りの人を受け入れ仕えま
すので、あなたと強く繋が
らさせてください

 苦しい時に、あなたを求め
ますので、あなたの大いな
る力を私達に理解させ、又
私達の信仰を引き上げてく
ださい


