


「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのも
とに来なさい。休ませてあげよう。わたしは柔和で
謙遜な者だから、わたしの軛(くびき)を負い、わた
しに学びなさい。そうすれば、あなたがたは安らぎ
を得られる。わたしの軛は負いやすく、わたしの荷
は軽いからである。」（マタイ11:28～30） 

 

“Come to me, all you who are weary and burdened,  

and I will give you rest. Take my yoke upon you and  

learn from me, for I am gentle and humble in heart,  

and you will find rest for your souls. For my yoke is easy 

and my burden is light.” (Matthew 11:28-30)  





「互いに重荷を担いなさい。そのように
してこそ、キリストの律法を全うすること
になるのです。」（ガラテヤ6:2）  

 “Carry each other’s burdens,  
and in this way, you will fulfill the 

law of Christ.” (Galatians 6:2) 



「互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそ、
キリストの律法を全うすることになるのです。」

（ガラテヤ6:2）  

 “Carry each other’s burdens, and in this way, 
you will fulfill the law of Christ.” (Galatians 6:2) 

「めいめいが、自分の重荷を担うべきです。」
（ガラテヤ６:5）  

 “Each one should carry his own load.” 
(Galatians 6:5) 

機能的自立 

関係的依存 

Relational dependence 

Functional independence 



「このほかにもまだあるが、その上に、日々わたし
に迫るやっかい事、あらゆる教会についての 
心配事があります。だれかが弱っているなら、 
わたしは弱らないでいられるでしょうか。 

だれかがつまずくなら、わたしが心を燃やさない 
でいられるでしょうか。」(2コリント11:28) 

 “Besides everything else, I face daily the 
pressure of my concern for all the churches. 
Who is weak, and I do not feel weak? Who is 

led into sin, and I do not inwardly burn?”  
(2 Corinthians 11:28-29) 



「兄弟たち、わたしたちの主イエス・キリストに
よって、また、“霊”が与えてくださる愛によってお
願いします。どうか、わたしのために、わたしと

一緒に神に熱心に祈ってください。」 
（ローマ15:30） 

 
「また、わたしが適切な言葉を用いて話し、 
福音の神秘を大胆に示すことができるように、

わたしのためにも祈ってください。」 
（エフェソ6:19） 



“I urge you, brothers and sisters, by our 
Lord Jesus Christ and by the love of the 

Spirit, to join me in my struggle by 
praying to God for me.”  

(Romans 15:30) 
 

“Pray also for me, that whenever I speak, 
words may be given me so that I will 

fearlessly make known the mystery of the 
gospel.” (Ephesians 6:19) 





「つまり、あなたがたには、キリストを信じる
ことだけでなく、キリストのために苦しむこと
も、恵みとして与えられているのです。」

（フィリピ1:29） 

“For he has graciously granted you the 
privilege not only of believing in Christ, 

but of suffering for him as well.” 
(Philippians 1:29 NRSV) 



「神は、あらゆる苦難に際してわたしたちを慰めて 
くださるので、わたしたちも神からいただくこの慰めに
よって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めること
ができます。キリストの苦しみが満ちあふれてわたし
たちにも及んでいるのと同じように、わたしたちの 
受ける慰めもキリストによって満ちあふれているから

です。」（２コリント1:4~5） 

“God comforts us in all our troubles, so that we can 
comfort those in any trouble with the comfort we 
ourselves receive from God. For just as we share 
abundantly in the sufferings of Christ, so also our 
comfort abounds through Christ.” (2 Cor. 1:4-5) 



「だから主にいやしていただくために、罪を告
白し合い、互いのために祈りなさい。正しい
人の祈りは、大きな力があり、効果をもたらし

ます。」（ヤコブ5:16） 
 

“Therefore confess your sins to each other 
and pray for each other so that you may be 
healed. The prayer of a righteous person is 

powerful and effective.” (James 5:16) 


