
Becoming the Faithful Presence of Christ 
キリストを忠実にあらわす存在となる 

Romans 8:29; 1 Thessalonians 3:12 
ローマ 8:29、第１テサロニケ 3:12
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神は前もって知っておられた者たちを、御子の姿に似た　 
ものにしようとあらかじめ定められました。それは、              
御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。

ローマ（新共同訳）・Romans 8:29

For those whom [God] foreknew, He also 
predestined to become conformed to the 
image of His Son, so that He would be the 
firstborn among many brethren.



All guests who present themselves are to be 
welcomed as Christ. The superior and the brothers 
or sisters are to meet with him with all the courtesy 
of love. 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. 
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。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。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



The heart of the Gospel,  
the heart of Christian confession,  

is first and foremost about  
the love of our Creator. 

福音の中心、クリスチャンの信仰告白の  
中心は、まず何よりも、 

私たちの創造主の愛であることです。
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愛が勝利をおさめる！
Love will triumph!
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ローマ（新共同訳）・Romans 8:29

神は前もって知っとておられた者たちを、御子の姿に似た　 
ものにしようとあらかじめ定められました。

For those whom [God] foreknew, He also 
predestined to become conformed to the 
image of His Son.

御子の姿に似たものにしようと = 性質や人格が内側か
ら徐々に変化する

conformed to the image of = a gradual inward 
change of nature and character



ガラテヤ・Galatians 4:19

私の子どもたちよ。あなたがたのうちにキリストが形造ら
れるまで、私は再びあなたがたのために産みの苦しみをし
ています。

My children, with whom I am again in labor until 
Christ is formed in you.



私たちは、救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、
神の前にかぐわしいキリストのかおりなのです。

We are the aroma of Christ to God among 
those who are being saved and among those 
who are perishing.

第２コリント・2 Corinthians 2:15



Being conformed to the image of 
Christ requires both the  

power of the Holy Spirit and  
our desire and effort to change. 

キリストの姿に似た者になるためには、 
聖霊様のお力と、私たちもそのように 
変えられたいと願い、努力することの 
両方が必要であるということです。



ローマ・Romans 12:1

兄弟たち。私は、神のあわれみのゆえに、あなたがたに
お願いします。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。

I appeal to you therefore, brothers, by the 
mercies of God, to present your bodies as a 
living sacrifice, holy and acceptable to God, 
which is your spiritual worship. 



「だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、
日々自分の十字架を負い、そしてわたしについて来なさい。」

ルカ・Luke 9:23

“If anyone wishes to come after Me, he must 
deny himself, and take up his cross daily and 
follow Me.” 



神のことばは生きていて、力があり、･･･ 心のいろいろな
考えやはかりごとを判別することができます。

For the Word of God is living and active…, and 
able to judge the thoughts and intentions of the 
heart. 

ヘブル・Hebrews 4:12



第２テモテ（新共同訳）・2 Timothy 3:16

聖書はすべて神の霊の導きの下に書かれ、人を教え、戒
め、誤りを正し、義に導く訓練をするうえに有益です。

All Scripture is inspired by God and profitable 
for teaching, for reproof, for correction, for 
training in righteousness.



13 ついには、私たちは皆、神の子に対する信仰と知識に　
おいて一つのものとなり、成熟した人間になり、キリスト
の満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。

13 until we all attain to the unity of the faith, 
and of the knowledge of the Son of God, to a 
mature man, to the measure of the stature 
which belongs to the fullness of Christ.

エペソ（新共同訳）・Ephesians 4:13-15



14 こうして、私たちは、もはや未熟な者ではなくなり、                   
･･･ 風のように変わりやすい教えに、もてあそばれたり、
引き回されたりすることなく、15 むしろ、愛に根ざして
真理を語り、あらゆる面で、頭であるキリストに向かって
成長していきます。

14 As a result, we are no longer to be children, 
tossed here and there by waves and carried 
about by every wind of doctrine, … ; 15 but speak-
ing the truth in love, we are to grow up in all 
aspects into Him who is the head, even Christ.

エペソ（新共同訳）・Ephesians 4:13-15
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･･･ 風のように変わりやすい教えに、もてあそばれたり、
引き回されたりすることなく、15 むしろ、愛に根ざして
真理を語り、あらゆる面で、頭であるキリストに向かって
成長していきます。

14 As a result, we are no longer to be children, 
tossed here and there by waves and carried 
about by every wind of doctrine, … ; 15 but speak-
ing the truth in love, we are to grow up in all 
aspects into Him who is the head, even Christ,

エペソ（新共同訳）・Ephesians 4:13-15



14 私は御父の前にひざまずいて祈ります。･･･ 17 あなたがたを
愛に根ざし、愛にしっかりと立つ者としてくださるように。18 
また、あなたがたがすべての聖なる者たちと共に、キリストの
愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、19 
人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてつ
いには、神の満ちあふれる豊かさのすべてにあずかり、それに
よって満たされるように。

14 I bow my knees before the Father, ... 17 that you, 
being rooted and grounded in love, 18 may be able to 
comprehend with all the saints what is the breadth 
and length and height and depth, 19 and to know the 
love of Christ which surpasses knowledge, that you 
may be filled up to all the fullness of God.

エペソ（新共同訳）・Ephesians 3:14,17-19 (NIV)



第１ヨハネ（新共同訳）・1 John 4:16

神は愛です。愛にとどまる人は、神の内にとどまり、神も
その人の内にとどまってくださいます。

God is love, and the one who abides in love 
abides in God, and God abides in him.



父よ、あなたが私を愛に根ざし、愛にしっかりと立つ者とし
てくださるように。キリストの私のための愛の広さ、長さ、
高さ、深さがどれほどであるかを理解できますように。人の
知識をはるかに超えるこのキリストの愛を知るようになり、
そしてついには、あなたの満ちあふれる豊かさのすべてにあ
ずかり、それによって満たされるように。

Father, I pray that You will root and ground me in 
Your love. Please help me to comprehend the 
breadth and length and height and depth of 
Christ’s love for me. And help me to know the love 
of Christ which surpasses knowledge, that I may be 
filled up to all Your fullness.
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Father, I pray that You will root and ground me in 
Your love. Please help me to comprehend the 
breadth and length and height and depth of 
Christ’s love for me. And help me to know the love 
of Christ which surpasses knowledge, that I may be 
filled up to all Your fullness.



父よ、あなたが私を愛に根ざし、愛にしっかりと立つ者とし
てくださるように。キリストの私のための愛の広さ、長さ、
高さ、深さがどれほどであるかを理解できますように。人の
知識をはるかに超えるこのキリストの愛を知るようになり、
そしてついには、あなたの満ちあふれる豊かさのすべてにあ
ずかり、それによって満たされるように。

Father, I pray that You will root and ground me in 
Your love. Please help me to comprehend the 
breadth and length and height and depth of 
Christ’s love for me. And help me to know the love 
of Christ which surpasses knowledge, that I may 
be filled up to all Your fullness.



主があなたがたを、お互いの愛とすべての人への愛と
で、豊かに満ちあふれさせてくださいますように。

May the Lord cause you to increase and abound 
in love for one another, and for all people.

１テサロニケ（新共同訳）・1 Thessalonians 3:12

主よ。私を、キリストの兄弟姉妹に対する愛とすべての人
への愛とで、豊かに満ちあふれさせてくださいますように。

Lord, cause me to increase and abound in love 
for my brothers and sisters in Christ, and for all 
people.



May the Lord help us to never be 
satisfied with our level of spiritual 

maturity, but to continually seek to 
become more and more like Him. 

私たちは決して、今の自分の霊的な成長の 
レベルで満足せずに、もっともっとイエス様に
似た者になることを求め続けていけるように、

主が助けてくださいますように。



May He find us faithful and willing 
servants and witnesses — the faithful 

presence of His love in our time. 

私たちが、忠実に喜んで仕えるキリストの 
しもべ、また証人となれますように。 
つまり、この時代において、神様の愛を 
忠実にあらわす存在となれますように。



The Power of Your Love  

 Lord, I come to You, let my heart be changed, renewed 
 Flowing from the grace that I’ve found in You 
 Lord, I’ve come to know the weaknesses I see in me 
 Will be stripped away by the power of Your love 

 Chorus  
 Hold me close, let Your love surround me 
 Bring me near, draw me to Your side 
 And as I wait, I’ll rise up like the eagle  
 And I will soar with You 
 Your Spirit leads me on, in the power of Your love 



 Lord unveil my eyes, let me see You face to face 
 The knowledge of Your love, as You live in me 
 Lord, renew my mind as Your will unfolds in my life 
 In living every day, by the power of Your love 

 Chorus  
 Hold me close, let Your love surround me 
 Bring me near, draw me to Your side 
 And as I wait, I’ll rise up like the eagle  
 And I will soar with You 
 Your Spirit leads me on, in the power of Your love 



主の恵み　私の心     
新しく変えてゆく 
罪深い　私の弱さ　去ってゆく 
主の愛の力 

 コーラス 
 おぉ　主よ　離れないで 
 愛で　私を包んで 
 高く　鷲のように 
 わが心　導く　主の愛の力
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