


「愛」

「信じる」

「祈る」

「与える」

「ささげる」

キーワード検索結果
（新改訳聖書第三版）
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“LOVE”

“BELIEVE”

“PRAY”

“GIVE”

“OFFER”
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「献金とはどのように
ささげるものなのか？」

“How should we give 
our offering?”

「献金とは何か？」

“What is the offering?”



①献金とは
「神の恵みへの応答」である

まず神さまご自身が
私たちに「与えて」「ささげて」下さった。

①Offering is “OUR RESPONSE
TO HIS GRACE”.

HOW MUCH WE HAVE RECEIVED 
FROM GOD and WHAT HE HAS 
GIVEN AND OFFERED.



「クリスチャン・スチュワードシップ」

いのちや能力、時間、財産などは、
すべて神様から与えられたもの。

⇒私たちは「恵みの管理人」



“Christian stewardship”

our health and education, our time, 
our belongings and our money are 
all things we have been graciously 
given by God.

⇒We become the caregivers 
or managers of those 
blessings and of that grace.



「それぞれが賜物を受けているのですから、

神のさまざまな恵みの良い管理者として、

その賜物を用いて、互いに仕え合いなさい。」

（Ⅰペテロ4：10）

「所有者」 「管理者」



“Each of you should use whatever gift you 
have received to serve others, as faithful 
stewards of God’s grace in its various 
forms.” （ⅠPeter4：10）

“owners” “caregivers”



②献金とは「献身である」

「あなたがたのからだを、神に受け入れられる、

聖い、生きた供え物としてささげなさい。

それこそ、あなたがたの霊的な礼拝です。」

（ローマ人への手紙12：1 ）



②The offering is 
giving of ourselves.

“Therefore I urge you, brothers and sisters, 
in view of God’s mercy, to offer your 
bodies as a living sacrifice, holy and 
pleasing to God—this is your true and 
proper worship.” （Romans12：1 ）



「献金とはどのように
ささげるものなのか？」

「どのぐらい」ささげるか

「どのように」ささげるか

神さまの関心は

私たちの「心の姿勢」に！



“How we should give”

“HOW MUCH ”

“WHAT KIND OF HEART ”

God wishes us to have as we 
give back to Him. 



①「心を込めてささげるもの」

「量」 「質」

「少しだけ」
・・・ 「けちけちして」との心の在り方

「豊かに」
・・・ 「物惜しみしないで」

との心の在り方



①“Fully from our hearts”

“Quantity” “Quality”

“sparingly” ・・・ a heart that is only giving 
because they feel they need to 
or are expected to do so.

“generously”・・・ gives joyfully and freely 
in response to the goodness 
they have received.



②「喜んで、自発的に献げるもの」

「ひとりひとり、いやいやながらでなく、

強いられてでもなく、心で決めたとおりに

しなさい。神は喜んで与える人を愛して

くださいます。」 （Ⅱコリント9：7）



②we are to give joyfully what we have decided 
and determined on our own to give.

“Each of you should give what you 
have decided in your heart to give, 
not reluctantly or under compulsion, 
for God loves a cheerful giver.”

（ⅡCorinthians9：7）



「みじめな」を意味する

“Miserable”

“Miser”（けちん坊）から派生

この世・・・「持てば持つほど幸せになる」

聖書・・・「与えれば与えるほど幸せになる」



「神は、あなたがたを、常にすべての
ことに満ちたりて、すべての良いわ
ざにあふれる者とするために、あら
ゆる恵みをあふれるばかり与えるこ
とのできる方です。」（Ⅱコリント9：8）

「ささげる」とは
・・・決して失うことではなく、

祝福に通ずる素晴らしい恵み！



“Miserable”

“Miser” comes from the same root.

Many people・・・“The more you have, 
the happier you are,”

Scripture・・・“It is more blessed to give 
than to receive.”



“And God is able to bless you 
abundantly, so that in all things 
at all times, having all that you 
need, you will abound in every 
good work.”（ⅡCorinthians9：8）

GIVING IS NOT LOSING SOMETHING 
BUT RATHER GAINING A BEAUTIFUL 
GRACIOUS BLESSING.




