




“Just as our bodies have many parts and each part has 
a special function, so it is with Christ’s body. We are 
many parts of one body, and we all belong to each 
other.” Romans 12:4-5 NLT

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]





お互いにつながる仲間が必要！
We Need Each Other to Connect To!



“Then the Lord God said, “It is not good for the man 
to be alone. I will make a helper who is just right for 
him.”” Genesis 2:18 NLT

また、神である主は言われた。「人がひとりでいるのは
良くない。わたしは人のために、ふさわしい助け手を造
ろう。」 [創世記 2:18]



仲間がいるから成長できる
We Need Each Other to Grow 



“Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for 
God can be trusted to keep his promise. Let us think of ways to 
motivate one another to acts of love and good works. And let us 
not neglect our meeting together, as some people do, but 
encourage one another, especially now that the day of his return 
is drawing near.” Hebrews 10:23-25 NLT

約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、
しっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また、愛と善行
を促すために、互いに注意を払おうではありませんか。ある人たち
の習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合
いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、
ますます励もうではありませんか。[へブル人への手紙 10:23,24,25]



“He makes the whole body fit together perfectly. As 
each part does its own special work, it helps the other 
parts grow, so that the whole body is healthy and 
growing and full of love.” Ephesians 4:16 NLT

キリストによって、からだ全体は、あらゆる節々を支えと
して組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分が
その分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに建て
られることになります。[エペソ人への手紙 4:16]



お互いを大切にし合う
We Commit Ourselves to Each Other



“Don’t look out only for your own interests, but take 
an interest in others, too.” Philippians 2:4 NLT 

それぞれ、自分のことだけでなく、ほかの人のことも顧
みなさい。[ピリピ人への手紙 2:4]



“A person standing alone can be attacked and 
defeated, but two can stand back-to-back and conquer. 
Three are even better, for a triple-braided cord is not 
easily broken.” Ecclesiastes 4:12 NLT

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]



“If one person falls, the other can reach out and help. 
But someone who falls alone is in real trouble.” 
Ecclesiastes 4:10 NLT

どちらかが倒れるときには、一人がその仲間を起こす。
倒れても起こしてくれる者のいないひとりぼっちの人は
かわいそうだ。[伝道者の書 4:10]



出で行くために、仲間が必要
We Need Each Other to Go!



“Your love for one another will prove to the world that 
you are My disciples.” John 13:35 (NLT) 

互いの間に愛があるなら、それによって、あなたがたが
わたしの弟子であることを、すべての人が認めるように
なります。」 [ヨハネの福音書 13:35]



“For the Spirit God gave us does not make us timid, 
but gives us power, love and self-discipline.” 
2 Timothy 1:7 NIV

神は私たちに、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を
与えてくださいました。[テモテへの手紙 第二 1:7]




