
【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，忍耐生老练，老

练生盼望。盼望不至于羞耻；因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。 (罗

马書 5:3~5) 

そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出
し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っている
からです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えら
れた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。（ローマ書
5:3~5） 

【証道提要】 

Our Attitude to be like Christ, Philippians 2:5-6 (22)  
我們的態度要像基督, 腓立比書 2:5-6 
キリストのようであれ ピリピ 2:5-6 

1. Previous Studies／前次的複習／前回の復習 

2. Last Teaching, 2:3-4, describes how we are to differentiate from others 

／前回の学びでは、私たちが他の人とどう違うのかを説明した 

／上次的教導,描述我們如何有別於眾人 

a. Saints, motive should not be Self-Exaltation, 2:3 

／聖徒は自己中心的であってはならない／聖徒, 動機不應是要高舉自己 

b. Attitude should be in Humbleness, 2:3／謙虚でなければならない／應有謙遜的態度 

c. Humble person sees others to be better than them, 2:3-4 

／謙虚な者は人を自分よりも勝っていると思う／謙卑的人看別人比自己優勝 

3. Have this Same Mind, 2:5／同じ考えを持ちなさい／同有此意念 

a. To Understand this Person, True Humility／この人を、本当の謙遜を知るには／要明白真正的謙卑 

b. Not only to Know what it was／それが何かをただ知るのではなく／不單是要知道那是什麼 

c. The mind that was in Christ, Same Mind to be ours 

／キリストにあった心、我々も同じ心を持つ／基督的意念, 我們也要有相同的意念 

d. What specifically is it we should be Like Him? 

／私達が特に彼の様にならなければならない事は？／有什麼明確的東西是我們應該像祂的？ 

4. How Did He Show Humility while on this Earth? 

／彼は地上にいる間、どうやって謙遜を示したのか／祂在世界時如何表現出謙卑？ 

    a. Who was Jesus Christ?／イエス・キリストとは誰なのか？／誰是耶穌基督？ 

    b. God, yet He humbled Himself and became 

／神は、しかし自ら謙遜し、人になった／是神, 卻謙卑自己成為人 

    c. Being God, he was obedient to parents／神で在りながら親に従順だった／作為神, 祂順從父母 

5. Summary／總結／まとめ 

    a. Christianity is more than just Teaching and Listening  

／キリスト教はただ教えを聞くだけではない／基督信仰不單只是教導及聆聽 

    b. Christ Teaching and is Life of Humility／キリストは謙遜して生きることを教えた／基督教導我

們一生謙卑 

    c. Do you want Christ to be your Lord? 

／あなたは、キリストにあなたの主になってほしいか？／你想基督成為你的主嗎? 



                                    

 

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 76 首「有一活泉」 会眾 

禱告  司会 

朗読 主禱文 会眾 

証道 Our Attitude to be like Christ, Philippians 2:5-6 (22) 講員：遠藤明 

 我們的態度要像基督, 腓立比書 2:5-6 

キリストのようであれ ピリピ 2:5-6  

 翻訳：村井玲娣 

聖餐 和撒那第 168 首「思念十架」 林光栄牧師 

賛美 和撒那第 93 首「逐日高昇」 会眾 

奉献  会眾 

禱告  遠藤明 

阿們 和撒那第 1 首「讃美真神」 会眾 

報告介紹  林昭孝, 村井玲娣 

 

 

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） 
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