
【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】

Jesus Christ is God, Philippians 2:5-6 (23)
耶穌基督是神, 腓立比書 2:5-6

イエスキリストは神である, ピリピ 2:5-6
1. Previous Study／前回の学び／前課

a. Jesus Christ humbled himself／イエスキリストはへりくだった／耶穌基督謙卑自己

b. We are to think like Christ／私たちはキリストのように考える／我們要像基督般思考

c. He did not act seeking His right as God

／彼は神としての権利を求めなかった／祂並沒有運用作為神的權柄

d. Good spot in our study to remind that Jesus was God, Phil. 2:6

／私たちの学びの中で、イエスが神様である事を思い出させるポイントである

／我們學習時籍此提醒自己: 耶穌是神,腓立比書 2:6

2. Jesus is God／イエスは神様である／耶穌是神

a. Jesus existence did not start in Bethlehem

／イエスの存在はベツレヘムから始まったのではない／耶穌的存在並不始於伯利恆

b. Jesus proclaims His own Deity／イエスは自身の神性を明かした／耶穌宣稱祂的神性

c. God became man, John 1:14／神様は人間になった、ヨハネ 1:14／神成為人, 約翰福音 1:14

3. Until then, God was not visible to man

／それまで、人には神様が見えなかった／直到那時, 人是看不見神的.

a. Lightening, Thunder, Voice spoken, earthquake, Radiance, Cloud

／雷、稲妻、話し声、地震、光、雲／雷、電、說話的聲音、地震、光芒、雲

b. Man wanted to see God, but could not／人は神様を見たかったが出来なかった／想見神卻不可以

c. So God came to man／だから神様は人の世に来た／於是神來到人那裡

4. Glory of God／神様の栄光／神的榮耀

a. Use of the word Glory／「栄光」という言葉を使う／使用“榮耀”一詞

b. But what does it mean with the word Glory／栄光はどういう意味？／但“榮耀”一詞是什麼意思?

c. We Worship God and give Him Glory

／私たちは神様を礼拝し、栄光を捧げる／我們敬拜神, 予祂榮耀

5. Summary／まとめ／總結

a. Jesus is God／イエスは神様である／耶穌是神

b. Do you want to be like Christ more／貴方は更にキリストの様になりたいか？／你想更像基督嗎?

c. Meditation and Time thinking about Jesus／イエスの事を考え、想う時間／思想耶穌的時間

d. Showing Glory to God／神様に栄光を示す／對神顯示榮耀
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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 76首「有一活泉」 会眾

禱告 司会

朗読 使徒信経 会眾

証道 Jesus Christ is God, Philippians 2:5-6 (23) 講員：遠藤明

耶穌基督是神, 腓立比書 2:5-6

イエスキリストは神である,ピリピ 2:5-6

翻訳：山中智梅

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 楊建榮, 孫盈盈

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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