
2021/8/1

揺るぎない指針

Ⅶ 関係という永遠の価値を築く

【コアバリュー７】
私たちは、人生の困難を乗り越えていく上で、真実の愛と思いやりにあ
ふれた人間関係が鍵となると信じています。

私たちは不平や不満に心を奪われるのではなく、むしろ神の栄光をあらわし、より優
れた人格を育てるような方法ですべての問題に勇気を持って立ち向かいます。私たち
は教会の中で御霊の一致を保ち、健全な人間関係を尊重します。

さて、主の囚人の私はあなたがたに勧めます。あなたがたは、召されたその召しにふ
さわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐
え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。

エペソ４：１−3

１．人生において本当に身につけるべきスキルは、自分の中にあ
る自己中心性に取り組むことです

何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって、互いに人を自分より
すぐれた者と思いなさい。それぞれ、自分のことだけでなく、ほかの人のことも顧み
なさい。キリスト・イエスのうちにあるこの思いを、あなたがたの間でも抱きなさ
い。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考え
ず、ご自分を空しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人と
しての姿をもって現れ。自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われ
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ピリピ２：３−８

自己中心性に対処するために必要な３つのポイント
•広い視野
•成熟
•責任

２．自分と他の人に対して決してあきらめない

私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
Ⅰヨハネ４：１９
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Unwavering Direction

Ⅶ Build the Eternal Value of Relationships

【Core Value 7】
We Believe that genuine love and caring relationships are key to
the life of every endeavor.
Refusing to give audience to a spirit of complaining, we will instead be
courageous in solving every problem in a way that honors God and builds
biblical character. We value healthy relationships by protecting the unity of the
Spirit in our church.

As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have
received. Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in
love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.

Ephesians 4:1-3

1. The skill you really need to acquire in life is to work on the
self-centeredness within you.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others
above yourselves, not looking to your own interests but each of you to the interests of
the others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ
Jesus: Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to
be used to his own advantage; rather, he made himself nothing by taking the very
nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as
a man, he humbled himself by becoming obedient to death— even death on a cross!

Philippians 2:3-8

Three points to deal with self-centeredness
　•Wide Perspective
　•Maturity
　•Responsibility

2. Never give up on yourself or others

We love because he first loved us.
I John 4:19


