




そこで、わたしもあなたに言います。あなたはペテ
ロです。わたしはこの岩の上に、わたしの教会を建
てます。よみの門もそれに打ち勝つことはできませ
ん。[マタイの福音書 16:18]

“And I tell you that you are Peter, and on this rock I 
will build my church, and the gates of Hades will not 
overcome it.” Matthew 16:18 NIV



また、もしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけの
ところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは
自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、ほかに一人か二人、
一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証人の証言によって、すべての
ことが立証されるようにするためです。それでもなお、言うことを聞き入れない
なら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦
人か取税人のように扱いなさい。[マタイの福音書 18:15-17]

“If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between
the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will
not listen, take one or two others along, so that ‘every matter may be
established by the testimony of two or three witnesses.’ If they still refuse to
listen, tell it to the church; and if they refuse to listen even to the church, treat
them as you would a pagan or a tax collector.” Matthew 18:15-17 NIV





こういうわけで、あなたがたは、もはや他国人でも寄留者でもなく、聖徒た
ちと同じ国の民であり、神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土
台の上に建てられていて、キリスト・イエスご自身がその要の石です。この
キリストにあって、建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮

となります。あなたがたも、このキリストにあって、ともに築き上げられ、御霊
によって神の御住まいとなるのです。[エペソ人への手紙 2:19-22]

“Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow
citizens with God’s people and also members of his household, built on the
foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the
chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to
become a holy temple in the Lord. And in him you too are being built
together to become a dwelling in which God lives by his Spirit.”
Ephesians 2:19-22 NIV



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。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかってい
るのです。」[マタイの福音書 22:37-40]

Jesus replied: “ ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your
soul and with all your mind.’ This is the first and greatest commandment.
And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’ All the Law and
the Prophets hang on these two commandments.”” Matthew 22:37-40 NIV



それでは、兄弟たち、どうすればよいのでしょう。あなたがたが集ま
るときには、それぞれが賛美したり、教えたり、啓示を告げたり、異
言を話したり、解き明かしたりすることができます。そのすべてのこ
とを、成長に役立てるためにしなさい。
[コリント人への手紙第一 14:26]

“What then shall we say, brothers and sisters? When you come 
together, each of you has a hymn, or a word of instruction, a 
revelation, a tongue or an interpretation. Everything must be done 
so that the church may be built up.” 1 Corinthians 14:26 NIV





一つのからだには多くの器官があり、しかも、すべての器官が同じ
働きをしてはいないように、大勢いる私たちも、キリストにあって一
つのからだであり、一人ひとりは互いに器官なのです。
[ローマ人への手紙 12:4,5]

“For just as each of us has one body with many members, and these
members do not all have the same function, so in Christ we, though 
many, form one body, and each member belongs to all the others.”
Romans 12:4-5 NIV




