
地の塩、世界の光 
〜 Salt of the Earth,  
Light of the World 〜

マタイによる福音書 
Matthew 

５：１３〜２０



「私たちは誰？」 
“Who are we?”



「塩」 
“Salt”



A. 清める／Purifies
B. 味をつける／Seasons
C. 素材の味を引き出す 
　  Improves the taste of the food

D. のどを渇かせる／Creates thirst

「塩／Salt」

E. 長期保存する／Preserves



「光」 
“Light”



A.光は物を見えるようにする 
  Light enables us to see things



B.光は安心を与える 
  Light gives us  
  　　a sense of security/relief



「わたしは、あなたがたにわたしの平安を 
与えます。わたしがあなたがたに与えるのは、

世が与えるのとは違います。」 
ー ヨハネ 14:27

“Peace I leave with you; my peace  
I give you.  I do not give to you  

as the world gives.”  ー John 14:27

B.光は安心を与える 
  Light gives us  
  　　a sense of security/relief



C.光は導いてくれる 
  Light guides us



D.光は成長を助け、 
　       力(エネルギー)をくれる 
  Light enables growth,  
　           and gives us energy



「あなたがたは行って、あらゆる国の人々を 
弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の 
御名によってバプテスマを授け、また、 

わたしがあなたがたに命じておいたすべての 
ことを守るように、彼らを教えなさい。」 

ー マタイ 28:19～20

D.光は成長を助け、 
　       力(エネルギー)をくれる 
  Light enables growth,  
　           and gives us energy



“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.”   
ー Matthew 28:19～20

D.光は成長を助け、 
　       力(エネルギー)をくれる 
  Light enables growth,  
　           and gives us energy



１.御霊によって、神様の力によって、 
　 イエス様のために 
　By the Spirit, in God’s power, 　 
   and for Jesus

「わたしは、世の光です。 
わたしに従う者は、決してやみの中を歩む 
ことがなく、いのちの光を持つのです。」 

ー ヨハネ  8:12b
“I am the light of the world.   

Whoever follows me will never walk in 
darkness, but will have the light of life”  

ー John 8:12b



１.御霊によって、神様の力によって、 
　 イエス様のために 
　By the Spirit, in God’s power, 　 
   and for Jesus

「私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、
鏡のように主の栄光を反映させながら、 
栄光から栄光へと、主と同じかたちに 
姿を変えられて行きます。これはまさに、 
御霊なる主の働きによるのです。」 

ー 第2 コリント  3:18



１.御霊によって、神様の力によって、 
　 イエス様のために 
　By the Spirit, in God’s power, 　 
   and for Jesus

“And we, who with unveiled faces  
all reflect the Lord’s glory, are being 
transformed into his likeness with ever 
̶increasing glory, which comes from 

the Lord, who is the Spirit.”   
ー 2 Corinthians 3:18



１.御霊によって、神様の力によって、 
　 イエス様のために 
　By the Spirit, in God’s power, 　 
   and for Jesus

第2 コリント人への手紙 4:1～7   
2 Corinthians 4:1～7



２.個人として、そしてコミュニティー 
　 としての「あなたがた」 
　 “You”both as an individual,  
　  and as a gathered community

「わたしがあなたがたを愛したように、 
あなたがたも互いに愛し合いなさい。 

もし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のです。」 
ー ヨハネ  13:34～35



２.個人として、そしてコミュニティー 
　 としての「あなたがた」 
　 “You”both as an individual,  
　  and as a gathered community

“As I have loved you,  
so you must love one another.   

By this all men will know that you are 
my disciples, if you love one another.”   

ー John 13:34～35



３.あなたがたこそ! ほかにはいない! 
　 It’s you and it’s only you!!



前に向かって、共に 
Going Forward Together




