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エペソ2:8-10 

あなたがたは、恵みにより、キリストを信じることによって救われた
のです。しかも、そのキリストを信じることすらも、あなたがたから
自発的に出たことではありません。それもまた、神からの賜物（贈
り物）です。 9救いは、私たちの良い行いに対する報酬ではありま
せん。ですから、だれ一人、それを誇ることはできません。 10私た

ちをこのように造り変え、キリスト・イエスによる新しい生活に入れ
てくださったのは神です。この新しい生活は、神がずっと以前から
計画してくださったものであり、私たちが互いに助け合って過ごす
ためでした。



“I mean that you have been saved by grace because you 
believed. You did not save yourselves; it was a gift from 
God. You are not saved by the things you have done, so 
there is nothing to boast about. God has made us what we 
are. In Christ Jesus, God made us new people so that we 
would spend our lives doing the good things he had 
already planned for us to do.”

Ephesians 2:8-10 ERV



• 神様のことばを読む

1なんと幸いでしょう。悪者のたくらみに耳を貸したり、
罪人といっしょになって神のことをさげすんだりしない人は。
2その人は、主がお望みになることを何でも喜んで行い、

いつも、主の教えを思い巡らしては、もっと主のみそばを歩
もうと考えます。
3その人は、川のほとりに植えられた、季節が来ると甘い実

をつける木のようです。その葉は決して枯れず、その人の
することは、みな栄えます。
詩篇1:1-3 



• Reading God’s Word

“Great blessings belong to those who don’t listen to evil 
advice, who don’t live like sinners, and who don’t join 
those who make fun of God. Instead, they love the Lord’s 
teachings and think about them day and night. So they
grow strong, like a tree planted by a stream— a tree that 
produces fruit when it should and has leaves that never 
fall. Everything they do is successful.”
Psalms 1:1-3 ERV



• 祈り Prayer
• 感謝をささげる Giving Thanks...

16いつも喜びにあふれていなさい。
17いつも祈りに励みなさい。
18どんなことにも感謝しなさい。これこそ、キリスト・イエスにあって、
神があなたがたに望んでおられることです。
第1テサロニケ5:16-18

“Always be full of joy. Never stop praying. Whatever happens, 
always be thankful. This is how God wants you to live in Christ 
Jesus.” 1 Thessalonians 5:16-18 ERV



• ささげる

6しかし、次のことは心にとめておいてください。すなわち、

少ししか与えない者は、少ししか受け取れないということで
す。少ししか種をまかない農夫は、わずかの収穫しか得ら
れません。たくさんまけば、たくさん刈り取ります。 7ただし、

いくらささげたらよいかは、各自が決めるべきです。自分は
これだけささげようと思っている人に、もっとたくさんささげ
るように強制してはいけません。神様にとっては、喜んで与
えるかどうかが大事なのです。
第2 コリント9:6-7 ERV



• Giving...

“Remember this: The one who plants few seeds will have a 
small harvest. But the one who plants a lot will have a big 
harvest. Each one of you should give what you have 
decided in your heart to give. You should not give if it 
makes you unhappy or if you feel forced to give. God loves 
those who are happy to give.” 

2 Corinthians 9:6-7 ERV



• 仕える...

8何よりも、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は、多くの欠けた点を
補うからです。 9食べる物に困り、宿のない人がいたら、気持ちよく
家に迎え入れてあげなさい。10神はあなたがた一人一人に賜物を

与えておられます。それぞれに与えられた賜物によって、互いに
助け合い、神からのあふれる恵みを他の人と分かち合いなさ
い。 11説教するために選ばれた人は、神があなたを通してじかに

お語りになるように語りなさい。人に奉仕するために選ばれた人は、
神が下さる力に満たされて人々を助けなさい。それは、すべてのこ
とにおいて、イエス・キリストを通して神がほめたたえられるためで
す。どうか、栄光と力がいつまでもキリストにありますように。アー
メン。第1 ペテロ 4:8-11 



• Serving...

“Most important of all, love each other deeply, because love 
makes you willing to forgive many sins. Open your homes to each 
other and share your food without complaining. God has shown 
you his grace in many different ways. So be good servants and use 
whatever gift he has given you in a way that will best serve each 
other. If your gift is speaking, your words should be like words 
from God. If your gift is serving, you should serve with the 
strength that God gives. Then it is God who will be praised in 
everything through Jesus Christ. Power and glory belong to him 
forever and ever. Amen.”
1 Peter 4:8-11 ERV


