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守れ             
        Protect the Gospel from Distortion 

「ゆだねられたもの」“entrusted” 

• 12節 v.12 
• 14節  v.14 
• 1 テモテ 1:11  1 Tim. 1:11 

 
 
• 1 テモテ 6:20  1 Tim. 6:20 

＝「福音」“The Gospel” 



宣べ伝える 
        Proclaim the Word of God 

「ゆだねられたもの」“entrusted” 

• テトス1:3 Titus 1:3 
 

 ＝「宣教」“The Preaching” 

「教会は、説教によって立ちもし 
          倒れもするのです。」 
「説教こそは教会の生命線である。」  

           - 説教塾 加藤常昭 



「だから、あなたがたは行って、すべての民を 
わたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖
霊の名によって洗礼を授け、あなたがたに命
じておいたことをすべて守るように教えなさい。
わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと
共にいる。」（マタイ28:19～20 大宣教命令） 

“Therefore go and make disciples of all nations, 
baptizing them in the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit, and teaching them 
to obey everything I have commanded you. And 
surely I am with you always, to the very end of the 
age.” (Matt. 28:19-20  The Great Commission) 



宣べ伝える 
        Proclaim the Word of God 

• 2テモテ4:2～4  2 Tim. 4:2-4 



手渡せ 

        Pass the Gospel to the Next generation 

「私にとって人生は、はかなく消え去るろうそくの
火ではなく、燃えさかるたいまつである。私は今、
このたいまつを手にしている。この火を次の世代
に手渡す前に、精一杯明るく燃やそうと思う。」 
                    - ジョージ・バーナード・ショー 
 

“Life is no brief candle to me. It is a sort of 
splendid torch which I’ve got ahold of for a 

moment, and I want to make it burn as brightly 
as possible before handing it on the future 

generations.” - George Bernard Show  



手渡せ 

        Pass the Gospel to the Next generation 

 見よ、わたしがわたしの神、主から命じられたとおり、 
あなたたちに掟と法を教えたのは、あなたたちがこれから
入って行って得る土地でそれを行うためである。あなた
たちはそれを忠実に守りなさい。そうすれば、諸国の民
にあなたたちの知恵と良識が示され、彼らがこれらすべ
ての掟を聞くとき、「この大いなる国民は確かに知恵が
あり、賢明な民である」と言うであろう。・・・ただひたすら
注意してあなた自身に十分気をつけ、目で見たことを
忘れず、生涯心から離すことなく、子や孫たちにも語り
伝えなさい。（申命記4:5～6、9）  



手渡せ 

        Pass the Gospel to the Next generation 

   See, I have taught you decrees and laws as the LORD my 
God commanded me, so that you may follow them in the 
land you are entering to take possession of it. Observe 
them carefully, for this will show your wisdom and 
understanding to the nations, who will hear about all 
these decrees and say, “Surely this great nation is a wise 
and understanding people.” … Only be careful, and watch 
yourselves closely so that you do not forget the things 
your eyes have seen or let them fade from your heart as 
long as you live. Teach them to your children and to 
their children after them. (Deuteronomy 4:5-6, 9) 



手渡せ 

        Pass the Gospel to the Next generation 

 キリスト教は、いつの時代も、 
  絶滅から一世代しか離れていない！ 
 

 Christianity is always just one   
  generation away from extinction! 



手渡せ 

        Pass the Gospel to the Next generation 

「というのは、わたしは自分が信頼している方を
知っており、わたしにゆだねられているものを、
その方がかの日まで守ることがおできになると
確信しているからです。」（2テモテ１:12） 

“because I know whom I have believed, 
and am convinced that he is able to 
guard what I have entrusted to him until 
that day.” (2 Timothy 1:12) 



2テモテ4:6～8  2 Tim. 4:6-8 
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