
【教會本年度的目標】

学习的成長、交通的成長、带领人得救的成長。

【本週背誦聖経章節】
不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，(羅馬書 5:3)

そればかりではなく、艱難さえも喜んでいます。それは、艱難が忍耐を生み出し、

（ローマ 5:3）

【証道提要】

Final and Sixth Mark of the Church, Love, John 17:25-26

教会の最後六番目のマーク–愛, ヨハネ 17:25-26

教會最後第六個印記, 愛, 約翰福音 17:25-26
1. Previous Study／前回の学び／復習

a. We have been studying the events on the final supper

／私達は最後の晩餐のことを勉強しました／我們在學習發生在最後晚餐的事情

b. 5 chapters in John is spent on one night

／ヨハネに５章は一晩のことを書いています／約翰福音中有 5章都在描寫一晚的事情

c. Final teaching closes with His Prayer, John 17

／最後の教えは神様の祈りです、ヨハネ 17章／最終的教導以祂的禱告終結, 約 17章

d. He prayed 6 items／前回の学び／祂祈求六項事情

1) Joy／喜び／喜樂 2) Holiness／聖め／成聖 3) Truth／真理／真理

4) Mission／使命／差傳 5) Unity／一つとなる／團結合一 6) Love／愛／愛

2. Source of Love／愛の源／愛的源頭

a. Source of this Love is God／この愛は神様から／這愛是源於神

b. There was no word to describe this concept of Love in Greek language

／ギリシア語にこの愛の語彙がありません／在希臘語中沒有字能描述這種愛的概念.

c. When Hebrew bible to be translated to Greek – challenged

／ヘブライ語聖書はギリシア語に訳す時、挑戦されました。

／在希伯來語聖經被翻譯成希臘文時, 備受挑戰

3. How was this Love Illustrated? ／どうやて愛を説明しますか？／如何說明這愛?

a. Many ways illustrated／いろんな方法で説明しました。／很多方式已經說明了

b. But the most straightforward illustration is the Cross

／しかし一番直接な説明は十字架です。／但最直接的說明便是十字架

1) John 3:16, describes this action

／ヨハネ 3:16,この行動を述べます。／約翰福音 3:16,形容了這個行動

2) John 17:26, “And I have declared to them Your name, and will declare it.”

／ヨハネ 17:26,「わたしは御名を彼らに知らせました。また、これからも知らせます。」

／約翰福音 17:26: “我已經把你的名指示他們，還要再指示。”

4. Love not only to Receive but to Give

／愛は受けるだけじゃなくて、あげることです／不單是接受也是付出的愛

a. The love with which You loved Me may be in them and in them,”John 17:26

／わたしに対するあなたの愛が彼らの内にあり、わたしも彼らの内にいるようになるためです。

ヨハネ 17:26／「你愛我的愛在他們裡面，我也在他們裡面。」約翰福音 17:26

5. Summary／まとめ／總結

We know in our Head, but how do we Apply this truth in our Life now

／私達は頭に認知しましたが、どうやってこの真理を生活に実現しますか？

／我們在腦袋中認知了, 但如何把這真理實現在我們生活中?

a. We show our Love by Listening／私達は聴くで愛を表します／我們以聆聽去顯示我們的愛

b. We show our Love by Sharing／私達は分かち合うで愛を表します／我們以分享表達愛

c. We show our Love by Serving／私達は仕えるで愛を表します／我們透過服侍來表達愛
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長大成人，進到完全
（以弗所書エペソ 4:13）
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主 日 崇 拝

賛美 会眾

賛美 和撒那第 104首「毎一天」 会眾

禱告 司会

朗読 主禱文 会眾

証道 Final and Sixth Mark of the Church, Love,

John 17:25-26

講員：遠藤明

教会の最後六番目のマーク–愛,

ヨハネ 17:25-26

教會最後第六個印記, 愛, 約 17:25-26

翻訳：山中智梅

聖餐 林光栄牧師

賛美 和撒那第 10首「信実廣大」 会眾

奉献 会眾

禱告 遠藤明

阿們 和撒那第 1首「讚美真神」 会眾

報告介紹 楊建榮, 山中智梅

教會週間定期聚會

主日 崇 拜：毎主日 10:30 - 12:00 団契時間：毎主日 13:00 - 14:00

聖 餐 式：毎月第 2主日 第 1主日 - 学做但以理団契

晨 禱 會：毎月第 1,3,5 主日 9:30 - 10:15 第 2主日 - 關懷小組団契

成人主日學：毎月第 2,4主日 9:30 - 10:15 第 3主日 - 学做但以理団契

日英文査経：星期三 19:00-20:30（表参道） 第 4主日 - 学做但以理団契

第 5主日 - 見証分享會

「你們不可停止聚會、好像那些停止慣了的人、倒要彼此勧勉、既知道那日子臨近、

就更當如此。」 （希伯來書 10章 25節）

1


