
Seek the Welfare of the City 
その町の繁栄を求める 

Jeremiah エレミヤ 29:7
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1. Our Highest Calling  
  私たちの最高の召し 

2. Our Common Callings 
  私たちの共通の召し 

3. Our Specific Callings 
  私たちの特定の召し





4 “Thus says the LORD of hosts, the God of 
Israel, to all the exiles whom I have sent into 
exile from Jerusalem to Babylon: 5 Build houses 
and live in them; plant gardens and eat their 
produce. 6 Take wives and have sons and 
daughters; take wives for your sons, and give 
your daughters in marriage, that they may bear 
sons and daughters; multiply there, and do not 
decrease.”

Jeremiah 29:4-6



4 イスラエルの神、万軍の主は、こう仰せられる。「エルサ
レムからバビロンへわたしが引いて行かせたすべての捕囚
の民に。5 家を建てて住みつき、畑を作って、その実を食
べよ。6 妻をめとって、息子、娘を生み、あなたがたの息
子には妻をめとり、娘には夫を与えて、息子、娘を産ませ、
そこでふえよ。減ってはならない。」

エレミヤ 29:4-6



「わたしがあなたがたを引いて行ったその町の繁栄を　
求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄は、あなたがた
の繁栄になるのだから。」

エレミヤ・Jeremiah 29:7

“But seek the welfare of the city where I have 
sent you into exile, and pray to the LORD on  
its behalf, for in its welfare you will find your 
welfare.”

“welfare” (shalom) = “peace and prosperity” 
「繁栄」（シャローム）＝「平和と繁栄」
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To be the faithful presence of love in their time. 
その時代において、愛を忠実にあらわす存在であること

https://pixabay.com/en/europe-asia-georgia-caucasus-1788321


“All guests who present themselves are to be 
welcomed as Christ, for He Himself will say,  
“I was a stranger and you welcomed me”.  And 
once the guest has been announced, the superior 
and the brothers or sisters are to meet with him 
with all the courtesy of love. 

修道院を訪ねてくる来客はすべて、キリストとして迎え 
入れなければならない。キリストが『わたしは旅人であっ
たが、あなたはわたしを迎え入れてくれた』と言われる
通りである。来客が到着したら、修道院長、修道士、修
道女みなが心から愛をこめて出迎える。

聖ベネディクト修道会・St. Benedict’s Order



“The abbot shall pour water on the hands of the 
guests, and the abbot with the entire community 
shall wash their feet. Great care and concern are 
to be shown in receiving poor people and pilgrims 
because in them more particularly is Christ 
received. 

院長は来客の手に水をかけて洗い、次に院長と全員で 
来客の足を洗う。貧しい人々や巡礼者を迎えるときには、
さらに特別の配慮が示される。それはキリストを特に 
迎え入れることだからである。

聖ベネディクト修道会・St. Benedict’s Order



“Our neighbors are 
still wandering. 

私たちの周りにいる人々は、 
今もまだ、さまよっている。



“They are not looking for us. 

彼らは私たちを探してはいない。



“We are not looking for them. 

  私たちは彼らを探していない。



「見よ、わたしは、世の終わりまで、いつも、 
　あなたがたとともにいます。」 

“I am with you always, to the end of the age.”

マタイ・Matthew 28:20



ですから、私の愛する兄弟たちよ。堅く立って、動かされ
ることなく、いつも主のわざに励みなさい。あなたがた
は自分たちの労苦が、主にあってむだでないことを知って
いるのですから。

Therefore, my beloved brothers, be steadfast, 
immovable, always abounding in the work of the 
Lord, knowing that in the Lord your labor is not 
in vain.

第１コリント・1 Corinthians 15:58



30「『心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽
くして、あなたの神である主を愛せよ。』31 次にはこれで
す。『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。』この
二つより大事な命令は、ほかにありません。」

30 “‘You shall love the Lord your God with all 
your heart and with all your soul and with all 
your mind and with all your strength.’ 31 The 
second is this: ‘You shall love your neighbor  
as yourself.’ There is no other commandment 
greater than these.”

マルコ・Mark 12:30-31



“Love God, love people.” 
「神様を愛し、人を愛す。」
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Connect all nine dots by drawing just four  
straight lines, without lifting your pencil.

9つすべての点を、4本の直線だけを描いてつないでくだ 
  さい。エンピツを紙から持ち上げて離してはいけません。
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Ikoma International Chapel



自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。

… look not only to [our] own interests, but also 
to the interests of others.

ピリピ・Philippians 2:4



“We don’t “go to church”,  
and we don’t exist for ourselves. 

    私たちは教会へ行くのではない、 
また私たち自身のために 

    存在しているのではない。



“We ARE the church,  
and we exist for the world. 

私たちが教会であり、私たちは 
   この世のために存在している。



Wherever you are at right now, what is 
the next step that you can take toward 
greater devotion in lovingly serving our 

great God and our neighbors? 

あなたが今どこにいても、私たちの素晴らしい
神様と周りの人々に、愛をもってさらに 

   献身して仕えていくことができるように、 
あなたは次にどんな一歩を踏み出せますか？



Seek the Welfare of the City 
その町の繁栄を求める 

Jeremiah エレミヤ 29:7


