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Love for Truth 真理を愛する

Question 1
質問 1

What does it mean to be separated from the World?
この世とわけ隔てられるという意味はどういう事ですか？

Question 2
質問 2

How can we prevent ourselves from having hardened hearts?
どのようにして、心を頑なにする事を自分自身で防ぐことが出来ますか？

Question 3
質問 3

What are some safeguards to protect ourselves and not fall into temptation?
誘惑に陥らないように、防ぎ守るものは何ですか？

Question 4
質問 4

How can we as Christians, draw closer to God?

Question 5
質問 5

How many contacts, prospects, Bible studies have I made this week?
今週何人の、コンタクト、見込み者、聖書勉強をしましたか？

Notes:
ノート:
ゼカリヤ Zechariah 7:8-13
People had adamant (diamond) hearts toward the Word of God, and refused to hear Truth.
人々の心は神のみ言葉に対して、金剛石（ダイアモンド）のような心になり、真理を聞いて
も拒絶した。
詩篇 Psalm 1:1-3
His delight is in the law of the LORD
主のおきての中に喜びがあるのです。
詩篇 Psalm 84:10

Better is one day in the house of God
主の宮に居る事は一日他の日にまさる。

Amos 2:10-12
Raised up your sons for prophets, young men for Nazarites
あなた方の子らのうちから預言者を起こし、若者のうちからナジルびとを起こした。
-The Nazarite vow- Abstain from grape/wine, uncut hair, and not go near dead bodies
ナジルびとの誓願は、ぶどう酒を断ち、髪を切らず、死骸に近づかないことである。
1 Peter 2:9
Royal Priesthood, chosen nation
王なる祭司、選ばれた種族
Throughout scripture we read how the Children of Israel constantly rebelled and fell
into idolatry. They would complain, murmur and desire to return to Egypt (resembles the
World); a place of bondage, slavery, and death.The people refused to hear God’s Word, and
would hardened their hearts. They would be envious of the surrounding nations and desire
other gods.
これらのみ言葉を読んでいると、イスラエルの民は何度も偶像礼拝へと陥ってしまいまし
た。不平を言い、つぶやき、エジプト（この世と同じ、死と、奴隷、束縛のある場所）へと
戻りたいとさえ願いました。人々は神のみ言葉を聞くことを拒み、心を頑なにしていきまし
た。イスラエルの民は、周りの種族をうらやましく思い、他の神を望みました。
But God continued reaching out toward His people in love. All throughout the book of
Judges and Old Testament, we can see God raising up leaders to bring the Children of
Israel back into a relationship with Him. Even God Himself, came as a man to save us from
our sins. Regardless of how far we go, God is waiting for the prodigal son/daughter to return.
He is waiting for His people to love the Truth, and desire a more deeper relationship with
Him.
けれども神は続けて彼の民を愛し、イスラエルの民に手を伸ばし続けました。士師記と旧約
聖書を見ていくと、神はリーダーを立て、イスラエルの民が神との関係を持つようにとして
いるのを見ることが出来ます。
神ご自身が私達の罪から救うために来られるほどです。私達がどれ程離れてしまったのかは
関係なく、神は、放蕩息子・娘が戻って来られるのを待っておられるのです。神は彼の民
が、真理を愛し、更なる深い神との深い関係を持ちたいと願うことを待っておられるので
す。
Paul wrote in his closing remarks, to “fight the good fight of faith; put on the full armor
of God…” He encourages us to fight and continue living for God. Regardless of our
circumstances and problems, keep living for God. We must never lose our love for Truth, we
must never lose our love for the Kingdom of God. David wrote in Psalm 84:10, “Better is one
day in the house of God, than a thousand else where.” David knew he had to be in the
presence of God, that he could not stand to be away. He desired a intimate relationship with

his Creator. As Christians, God has called us to be separated from the World in many areas.
Not conforming (Romans 12:1-2) to the World, but to cling and get closer to Jesus.
パウロは終わりにこう記しています。「信仰の戦いを立派に戦い抜いて、…神のすべての武
具を身に着け…」パウロは続けて戦い抜き、神のために生きる事を励ましています。どれ程
の問題や状況があろうとも、続けて神のために生きる。私達は、決して真理を愛する事、神
の御国を愛する事を無くしてはいけないのです。ダビデは詩篇84:10で「主の大庭に居る一
日は、よそに居る千日にも勝る」と記しました。ダビデは神の臨在の中に居なければいけな
い、そうでなければ耐える事は出来ない事を知っていたのです。
ダビデの願いは、創造者である方との親密な関係を望んだのです。クリスチャンとして、私
達は様々な所でこの世と妥協することなく（ローマ12:1～２）、イエス様に近づき、くっつ
いて離れず、この世とわけ隔てられるようにと神に召されたのです。

