


「だから、以前のような生き方をして情欲に
迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ
捨て、心の底から新たにされて、神にかた
どって造られた新しい人を身に着け、真理に
基づいた正しく清い生活を送るようにしなけ
ればなりません。」（エフェソ4:22～24） 

“You were taught, with regard to your former way of 
life, to put off your old self, which is being corrupted by 
its deceitful desires; to be made new in the attitude of 
your minds; and to put on the new self, created to be 
like God in true righteousness and holiness.” 
                                              (Ephesians 4:22-24) 



• セルフケア 
• 悲しみ 
• 心の葛藤 
• 私たちの健康的な夢や願

い 

• アウトドアを喜び愛す
ること―ハイキング、
湖、海、山 

• 黙想と独りきりになる
時間を持つ必要 

• 大家族の存在 
• 意識的な個人的成長 
• 素晴らしい結婚生活 

• Self-care 
• Grief 
• Struggles 
• Our healthy dreams and 

desires 
• Delight and love for the 

outdoors – hiking, lakes, 
oceans, mountains 

• Need for silence and 
solitude 

• Extended family 
• Intentional personal 

growth 
• Great marriage 
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「わたしについて来たい者は、自分を捨
て、日々、自分の十字架を背負って、
わたしに従いなさい。」（ルカ9:23） 

 

“Whoever wants to be my disciple 
must deny themselves and take up 

their cross daily and follow me.” 
(Luke 9:23) 

1. 間違ったものに死んではならない！ 
        Do not Die to the Wrong Things! 



「神に与えられた短い人生の日々に、飲み食いし、
太陽の下で労苦した結果のすべてに満足するこ
とこそ、幸福で良いことだ。それが人の受けるべ
き分だ。神から富や財宝をいただいた人は皆、そ
れを享受し、自らの分をわきまえ、その労苦の結
果を楽しむように定められている。これは神の賜
物なのだ。彼はその人生の日々をあまり思い返す
こともない。神がその心に喜びを与えられるのだ

から。」（コヘレトの言葉5:17～19） 

1. 間違ったものに死んではならない！ 
        Do not Die to the Wrong Things! 



主はアブラムに言われた。「あなたは生まれ
故郷父の家を離れて、わたしが示す地に 
行きなさい。わたしはあなたを大いなる国民
にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。
祝福の源となるように。・・・地上の氏族は
すべて、あなたによって祝福に入る。」 
      （創世記12:1～3） 

1. 間違ったものに死んではならない！ 
        Do not Die to the Wrong Things! 



「この世で富んでいる人々に命じなさい。 

高慢にならず、不確かな富に望みを置くので

はなく、わたしたちにすべてのものを豊かに与

えて楽しませてくださる神に望みを置くように。

善を行い、良い行いに富み、物惜しみをせず、

喜んで分け与えるように。真の命を得るため

に、未来に備えて自分のために堅固な基礎を

築くようにと。」（1テモテ6:17～19） 

1. 間違ったものに死んではならない！ 
        Do not Die to the Wrong Things! 



“It is appropriate for a person to eat, to 
drink and to find satisfaction in their 
toilsome labor under the sun during the few 
days of life God has given them—for this is 
their lot. Moreover, when God gives 
someone wealth and possessions, and the 
ability to enjoy them, to accept their lot 
and be happy in their toil—this is a gift of 
God.”   (Ecclesiastes 5:18-19)  

1. 間違ったものに死んではならない！ 
        Do not Die to the Wrong Things! 



The LORD had said to Abram, “Go from your 
country, your people and your father’s 
household to the land I will show you.  
I will make you into a great nation, and  
I will bless you; I will make your name 
great, and you will be a blessing…; and all 
peoples on earth will be blessed through 
you.”   (Genesis 12:1-3) 

1. 間違ったものに死んではならない！ 
        Do not Die to the Wrong Things! 



“Command those who are rich in this present 
world not to be arrogant nor to put their hope in 
wealth, which is so uncertain, but to put their 
hope in God, who richly provides us with 
everything for our enjoyment. Command them to 
do good, to be rich in good deeds, and to be 
generous and willing to share. In this way they will 
lay up treasure for themselves as a firm foundation 
for the coming age, so that they may take hold of 
the life that is truly life.” (1 Tim. 6:17-19) 

1. 間違ったものに死んではならない！ 
        Do not Die to the Wrong Things! 



2. 自分の罪深い部分に死ぬ！ 
   Die to the sinful parts of who we are! 

• すぐに防御的になって
しまう姿勢 

• 他の人たちから身を引い
て、関係から遠ざかろう
としてしまう生き方 

• 高慢 
• 頑なさ 
• 偽善 
• 人を裁くこと 
• 人に弱さを見せられな

い点 

• Defensiveness 
• Detachment from others 
• Arrogance 
• Stubbornness 
• Hypocrisy 
• Judgmentalism 
• A lack of vulnerability 



• 涙を流した（ルカ19:41） 
• 喜びに溢れた 
     （ルカ10:21） 
• 悲しんだ（マルコ14:34） 
• 怒った（マルコ3:5） 
• 悲しみもだえた 
      （マタイ26:37） 
• かわいそうに思った 
      （ルカ7:13） 
• 驚いた 
   （マルコ6:6、ルカ7:9） 
• 苦痛を感じた 
 （マルコ3:5、ルカ12:50） 

 

• He wept over it. 
        (Luke 19:41) 
• Full of joy  
      (Luke 10:21) 
• Overwhelmed with 

sorrow  
    (Matthew 26:37) 
• His heart went out on 

to her (Luke 7:13) 
• He was amazed  
     (Mark 6:6, Luke 7:9) 
• Deeply distressed  

(Mark 3:5, Luke 12:50) 





• A lack of self-respect. 
• Depriving yourself of God-given gifts. 
• Depriving pleasures that nurture your 

unique life in him. 


