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thirsty for God

Question 1
質問 1

How would you respond if Jesus spoke to you and asked you if you loved him?
もしイエスが、あなたは私を愛するかと話したら、あなたはどう答えますか？

Question 2
質問 2

Have you discovered your calling/ministry within the church? What type of
serving or gifting do you have that can be a blessing in the body of Christ?
あなたは、教会の中で、あなたの召し/ミニストリーを見つけましたか？
あなたは、どんな奉仕や賜物を持っていますか、それは、キリストの御からだ
の祝福となるものではありませんか？

Question 3
質問 3

Are you willing to even die for what you believe in? Are you willing to sacrifice
your very life for the sake of the gospel.
あなたは、信じているものに、死ぬ事さえ喜んで行えるでしょうか？
あなたは、あなたはの命でさえ、福音の為に喜んで捧げるでしょうか？

Question 4
質問 4

What does it mean to follow Jesus to you? For your life, how is God asking you
to follow him?
あなたにとって、イエスに従うとはどういう意味ですか？あなたの命の為に、
神はあなたに神に従うことをどのように尋ねていますか？

Question 5
質問 5

Did you make any contacts, prospects, bible studies have you got this week?
あなたは、今週、誰かに連絡、見込み、聖書の学びを行いましたか？

Notes:
ノート:
(Psalms 42:1,2 (KJV+S)) As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after
thee, O God. 2 My soul thirsteth for God, for the living God: when shall I come and appear
before God?

(詩編 42:1,2) 神よ、しかが谷川を慕いあえぐように、わが魂もあなたを慕いあえぐ。 2 わ
が魂はかわいているように神を慕い、いける神を慕う。いつ、わたしは行って神のみ顔を見
ることができるだろうか。
(Deuteronomy 6:4,5 (KJV+S)) Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: 5 And thou
shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.
(申命記 6:4,5) イスラエルよ聞け。われわれの神、主は唯一の主である。 5 あなたは心をつ
くし、精神をつくし、力をつくして、あなたの神、主を愛さなければならない。
(John 21:14-19 (KJV+S)) This is now the third time that Jesus shewed himself to his
disciples, after that he was risen from the dead. 15 So when they had dined, Jesus saith to
Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea,
Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. 16 He saith to him
again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord;
thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. 17 He saith unto him the
third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto
him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou
knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. 18 Verily, verily, I say unto
thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but
when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and
carry thee whither thou wouldest not. 19 This spake he, signifying by what death he should
glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.
(ヨハネ 21:14-19) イエスが死人の中からよみがえったのち、弟子たちにあらわれたのは、
これで既に三度目である。 15 彼らが食事をすませると、イエスはシモン・ペテロに言われ
た、「ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に、わたしを愛するか」。ペ
テロは言った、「主よ、そうです。わたしがあなたを愛することは、あなたがご存じで
す」。イエスは彼に「わたしの小羊を養いなさい」と言われた。 16 またもう一度彼に言わ
れた、「ヨハネの子シモンよ、わたしを愛するか」。彼はイエスに言った、「主よ、そうで
す。わたしがあなたを愛することは、あなたがご存じです」。イエスは彼に言われた、「わ
たしの羊を飼いなさい」。 17 イエスは三度目に言われた、「ヨハネの子シモンよ、わたし
を愛するか」。ペテロは「わたしを愛するか」とイエスが三度も言われたので、心をいため
てイエスに言った、「主よ、あなたはすべてをご存じです。わたしがあなたを愛しているこ
とは、おわかりになっています」。イエスは彼に言われた、「わたしの羊を養いなさい。
18 よくよくあなたに言っておく。あなたが若かった時には、自分で帯をしめて、思いのま
まに歩きまわっていた。しかし年をとってからは、自分の手をのばすことになろう。そし
て、ほかの人があなたに帯を結びつけ、行きたくない所へ連れて行くであろう」。 19 これ
は、ペテロがどんな死に方で、神の栄光をあらわすかを示すために、お話しになったのであ
る。こう話してから、「わたしに従ってきなさい」と言われた。
Jesus asked Jesus three times if Peter loved Him
Even prophetically spoke to him of his future.

(John 21:20-22 (KJV+S)) Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved
following; which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that
betrayeth thee? 21 Peter seeing him saith to Jesus, Lord, and what shall this man do? 22
Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? follow thou me.
(ヨハネ 21:20-22) ペテロはふり返ると、イエスの愛しておられた弟子がついて来るのを見
た。この弟子は、あの夕食のときイエスの胸近くに寄りかかって、「主よ、あなたを裏切る
者は、だれなのですか」と尋ねた人である。 21 ペテロはこの弟子を見て、イエスに言っ
た、「主よ、この人はどうなのですか」。 22 イエスは彼に言われた、「たとい、わたしの
来る時まで彼が生き残っていることを、わたしが望んだとしても、あなたにはなんの係わり
があるか。あなたは、わたしに従ってきなさい」。
Just follow Him. Salvation is the same. Don’t worry about others
Don’t compare ourselves with others
(John 14:15,21,24 (KJV+S)) If ye love me, keep my commandments. [...] 21 He that hath my
commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be
loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. [...] 24 He that loveth
me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father's
which sent me.
(ヨハネ 14:15,21,24) もしあなたがたがわたしを愛するならば、わたしのいましめを守るべ
きである。 [...] 21 わたしのいましめを心にいだいてこれを守る者は、わたしを愛する者で
ある。わたしを愛する者は、わたしの父に愛されるであろう。わたしもその人を愛し、その
人にわたし自身をあらわすであろう」。 [...] 24 わたしを愛さない者はわたしの言葉を守ら
ない。あなたがたが聞いている言葉は、わたしの言葉ではなく、わたしをつかわされた父の
言葉である。
(1 John 5:1-3 (KJV+S)) Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and
every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. 2 By this we
know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. 3
For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are
not grievous.
(ヨハネ第一 5:1-3) すべてイエスのキリストであることを信じる者は、神から生れた者であ
る。すべて生んで下さったかたを愛する者は、そのかたから生れた者をも愛するのである。
2 神を愛してその戒めを行えば、それによってわたしたちは、神の子たちを愛していること
を知るのである。 3 神を愛するとは、すなわち、その戒めを守ることである。そして、そ
の戒めはむずかしいものではない。

Only having a relationship with God will help you. Not the rules.
(Song of Solomon 8:6,7 (KJV+S)) Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine
arm: for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of
fire, which hath a most vehement flame. 7 Many waters cannot quench love, neither can the

floods drown it: if a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be
contemned.
(ソロモンの歌 8:6,7) わたしをあなたの心に置いて印のようにし、あなたの腕に置いて印の
ようにしてください。愛は死のように強く、ねたみは墓のように残酷だからです。そのきら
めきは火のきらめき、最もはげしい炎です。 7 愛は大水も消すことができない、洪水もお
ぼれさせることができない。もし人がその家の財産をことごとく与えて、愛に換えようとす
るならば、いたくいやしめられるでしょう。
Even though the floods come in like trials… I don’t want my love for God can’t change.
タイトル:主を愛する
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雅歌8:6-7
•主は、ペテロに私を愛するか？と3回聞きました。
ペテロは、愛します。と答えました。
•主は、ペテロに私の召しに答えなさい。私の為に迫害に遭っても牢獄されても、死にかも
知れないが、私をそれでも愛するか?
と問われたと思います もし貴方が、ペテロが言われたように言われたら
あなたは、何と答えますか
•主を愛するなら、主の戒め,教えを守ります。
•又律法 主の教えを守るだけでは,人生の患難が来た時、主を離れて行ってしまいます
•主と深い関係を築いていくなら主から離れるのは、難しくなります。
•一人一人主を愛していかなければならない
主との関係を築いていかなければなりません。

