


「従って、あなたがたはもはや、外国人でも寄
留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家
族であり、使徒や預言者という土台の上に建
てられています。そのかなめ石はキリスト・イエ
ス御自身であり・・・」（エフェソ2:19~20） 

“Consequently, you are no longer foreigners and 
strangers, but fellow citizens with God’s people 
and also members of his household, 20 built on 
the foundation of the apostles and prophets, 

with Christ Jesus himself as the chief 
cornerstone.” (Ephesians 2:19-20) 







1.  
         

We are the Church who emphasizes 

“unity in diversity.” 



「わたしは道であり、真理であり、命
である。わたしを通らなければ、だれ
も父のもとに行くことができない。」

（ヨハネ14:6） 

 
 
 
 



 
Syncretism 
Pluralism 
Relativism 



「こうして、キリストご自身が、ある人を使徒、ある人を
預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師と
して、お立てになったのです。それは、聖徒たちを整え
て奉仕の働きをさせ、キリストのからだを建て上げる
ためであり、ついに、私たちがみな、信仰の一致と神
の御子に関する知識の一致とに達し、完全におとな
になって、キリストの満ち満ちた身たけにまで達するた
めです。」（エフェソ4:11～13 新改訳） 

. Be Equipped. 

 



“So Christ himself gave the apostles, the prophets, 
the evangelists, the pastors and teachers,  to equip 
his people for works of service, so that the body of 
Christ may be built up until we all reach unity in 
the faith and in the knowledge of the Son of God 
and become mature, attaining to the whole 
measure of the fullness of Christ.” (Ephesians 4:11-
13) 

２. Be Equipped. 

 Ministries are done  
 by the saints (members)! 



「こうして、キリストご自身が、ある人を使徒、ある人を
預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師と
して、お立てになったのです。それは、聖徒たちを整え
て奉仕の働きをさせ、キリストのからだを建て上げる
ためであり、ついに、私たちがみな、信仰の一致と神
の御子に関する知識の一致とに達し、完全におとな
になって、キリストの満ち満ちた身たけにまで達するた
めです。」（エフェソ4:11～13 新改訳） 



“So Christ himself gave the apostles, the prophets, 
the evangelists, the pastors and teachers,  to 
equip his people for works of service, so that the 
body of Christ may be built up until we all reach 
unity in the faith and in the knowledge of the Son 
of God and become mature, attaining to the 
whole measure of the fullness of Christ.” 
                   (Ephesians 4:11-13) 



. ! 

         We are not a perfect Church! 

「正しい者はいない。一人もいない。」 
（ローマ3:10）  

“There is no one righteous,  
not even one.” (Romans 3:10) 



すると主は、「わたしの恵みはあなたに十分であ
る。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるの
だ」と言われました。だから、キリストの力がわ
たしの内に宿るように、むしろ大いに喜んで自
分の弱さを誇りましょう。（２コリント12:9） 

「事実、御自身、試練を受けて苦しまれたか
らこそ、試練を受けている人たちを助けること
がおできになるのです。」（ヘブライ2:18）  

. ! 



３. We are not a perfect Church! 

But he said to me, “My grace is sufficient for 
you, for my power is made perfect in 
weakness.” Therefore I will boast all the 
more gladly about my weaknesses, so that 
Christ’s power may rest on me. (2 Cor.12:9) 

“Because he himself suffered when he 
was tempted, he is able to help those 
who are being tempted.” (Hebrews 2:18) 



4.   
    

主なる神は言われた。「人が独りでいるの
は良くない。彼に合う助ける者を造ろう。」 

（創世記2:18） 

 



The LORD God said, “It is not good for 
the man to be alone.  I will make a 

helper suitable for him.” (Gen. 2:18) 

Neither too close nor too 
distant from each other  

4. Humans cannot grow up alone! 
    We need the body of Christ!  



「むしろ、愛に根ざして真理を語り、あらゆ
る面で、頭であるキリストに向かって成長し
ていきます。キリストにより、体全体は、あら
ゆる節々が補い合うことによってしっかり 
組み合わされ、結び合わされて、おのおの
の部分は分に応じて働いて体を成長させ、

自ら愛によって造り上げられてゆく 
のです。」（エフェソ4:15～16） 

 



“Instead, speaking the truth in love,  
we will grow to become in every respect 
the mature body of him who is the head, 
that is, Christ. From him the whole body, 

joined and held together by every 
supporting ligament, grows and builds 
itself up in love, as each part does its 

work.” (Eph. 4:15-16) 

God gave us the gift – the body of 
Christ, so that we can grow in love! 



「ふたりでも三人でも、わたしの名に
おいて集まる所には、わたしもその

中にいるからです。」 
（マタイ18:20） 

“For where two or three gather in 
my name, there am I with them.” 

(Matthew 18:20) 


