
20 Font size is Minimum 20 ~

神の御国を建てあげる

キングダムマインドを持った教会



こういうわけで、このように多くの証人たちが、雲のように私たちを
取り巻いているのですから、私たちも、一切の重荷とまとわりつく

罪を捨てて、自分の前に置かれている競走を、忍耐をもって走り続
けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエス
から、目を離さないでいなさい。この方は、ご自分の前に置かれた
喜びのために、辱めをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右
に着座されたのです。あなたがたは、罪人たちの、ご自分に対する
このような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなたがた
の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。[へ
ブル人への手紙 12:1-3]



#2We have all these great people around us as examples. Their lives tell us 
what faith means. So we, too, should run the race that is before us and 
never quit. We should remove from our lives anything that would slow us 
down and the sin that so often makes us fall. We must never stop looking to 
Jesus. He is the leader of our faith, and he is the one who makes our faith 
complete. He suffered death on a cross. But he accepted the shame of the 
cross as if it were nothing because of the joy he could see waiting for him.
And now he is sitting at the right side of God’s throne. Think about Jesus. He 
patiently endured the angry insults that sinful people were shouting at him. 
Think about him so that you won’t get discouraged and stop trying.”
Hebrews 12:1-3 ERV



1. 受け入れあう Acceptance



#4ですから、神の栄光のために、キリストがあなたがたを受け入れ
てくださったように、あなたがたも互いに受け入れ合いなさい。
[ローマ人への手紙 15:7]

“Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to 
bring praise to God.” Romans 15:7 NIV



1. 受け入れあう Acceptance
2. つながり合う Association



イエスは彼に言われた。「『あなたは心を尽くし、いのちを尽くし、知
性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。』これが、重要な第一の
戒めです。『あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい』という第
二の戒めも、それと同じように重要です。[マタイの福音書 22:37-39]

“Jesus answered, “‘Love the Lord your God with all your heart, all 
your soul, and all your mind.’ This is the first and most important 
command. And the second command is like the first: ‘Love your 
neighbor the same as you love yourself.’”
Matthew 22:37-39 ERV.



1. 受け入れ合う Acceptance
2. つながり合う Association
3. 支え合う Assistance



恐れるな。わたしはあなたとともにいる。たじろぐな。わたしがあなた
の神だから。わたしはあなたを強くし、あなたを助け、わたしの義の
右の手で、あなたを守る。[イザヤ書 41:10]

“So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am 
your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with 
my righteous right hand.” Isaiah 41:10 NIV



一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ撚りの糸
は簡単には切れない。[伝道者の書4:12]

“Though one may be overpowered, two can defend themselves. A 
cord of three strands is not quickly broken.” Ecclesiastes 4:12 NIV



私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛
すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄
弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛す
る者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。
[ヨハネの手紙第一 4:19ー21]

“We love because he first loved us. Whoever claims to love God yet hates a 
brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, 
whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. And he 
has given us this command: Anyone who loves God must also love their 
brother and sister.1 John 4:19-21 NIV
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