


「主よ、私たちの神よ。あなたこそ栄光と誉れと力を受
けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。
みこころのゆえに、それらは存在し、また創造されたの
です。」 [黙示録 4:11]

“You are worthy, O Lord our God, to receive glory and 
honor and power. For you created all things, and they 
exist because you created what you pleased.”
Revelation 4:11 NLT



わたしの一番目の目的は
神様を礼拝すること

MY 1ST PURPOSE IS TO Worship God!



イエスは答えられた。「第一の戒めはこれです。『聞け、イスラ
エルよ。主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽く
し、いのちを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、
主を愛しなさい。』 [マルコの福音書 12:29,30]

“The most important one,” answered Jesus, “is this: ‘Hear, O 
Israel: The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your 
God with all your heart and with all your soul and with all your 
mind and with all your strength.’”
Mark 12:29-30 NIV



ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、あなたがた
に勧めます。あなたがたのからだを、神に喜ばれる、聖なる生
きたささげ物として献げなさい。それこそ、あなたがたにふさわ
しい礼拝です。[ローマ人への手紙 12:1]

“Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s 
mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and 
pleasing to God—this is your true and proper worship.” 
Romans 12:1 NIV



定義:礼拝とは神様に喜びをもたらすこと、
神様の愛に応答すること。

礼拝は音楽を遥かに超えるもの。
礼拝はライフスタイルです。

Definition: WORSHIP is responding to God’s love by 
bringing pleasure to Him. 

Worship is much more then music.
IT IS A LIFESTYLE!



礼拝とは:神様に焦点を当てること
WORSHIP IS: FOCUSING ON GOD



肉の思いは死ですが、御霊の思いはいのちと平安です。なぜ
なら、肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に
従いません。いや、従うことができないのです。
[ローマ人への手紙 8:6,7]

“The mind governed by the flesh is death, but the mind 
governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by 
the flesh is hostile to God; it does not submit to God’s law, nor 
can it do so.” Romans 8:6-7 NIV



この世と調子を合わせてはいけません。むしろ、心を新たにす
ることで、自分を変えていただきなさい。そうすれば、神のみこ
ころは何か、すなわち、何が良いことで、神に喜ばれ、完全で
あるのかを見分けるようになります。
[ローマ人への手紙 12:2]

“Do not conform to the pattern of this world, but be 
transformed by the renewing of your mind. Then you will be 
able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing 
and perfect will.” Romans 12:2 NIV



礼拝とは:私達の神様への愛を表現すること
WORSHIP IS: EXPRESSING OUR AFFECTION TO GOD



“いけにえはいらない。わたしを愛してほしいのだ。 ささ
げ物もいらない。わたしを知ってほしいのだ。”
ホセア書 6:6 JCB

“I don’t want your sacrifices – I want your love! I don’t 
want your offerings – I want you to know Me!” 
Hosea 6:6 (LB)



礼拝とは:私達の能力を神様のために使うこと
WORSHIP IS: USING OUR ABILITIES FOR GOD



何をするにも、人に対してではなく、主に対してするよう
に、心から行いなさい。[コロサイ人への手紙 3:23]

“Work willingly at whatever you do, as though you 
were working for the Lord rather than for people.” 
Colossians 3:23 NLT




