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「家庭」編
信仰のある家庭のあり方と祝福とは、

何なのか考えてみましょう。

「Family」series
The state of the family of faith and the
blessings Let's think about what it is.
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「暗唱のための祈り」
主よ、「お話しください。しもべは聞いております。」

聖霊様、私を教え、あなたのことばを思い起こさせ

てください。私は、悟りとわきまえのある人間とな

ります。主よ、自分の道を聖く保ち、進むべき道へ

歩ませてください。みことばは、私の心を潤し、時

になると実を結ばせ、行なうすべてに繁栄と栄えを

もたらします。イエス様のみ名によってお祈りしま

す。アーメン

「Prayer for meditation」

“ Speak, Lord. I am your servant, and I am
listening.”Holy Spirit, please teach me and remind
me of your words. I will be an enlightened and
knowledgeable person. Lord, keep your way holy
and let me go the way I should go. The Word
nourishes my heart, bears fruit in time, and brings
prosperity to everything I do. I pray in the name of
Jesus. Amen
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1. 信仰の家庭

彼（コルネリオ）の家庭は、どうでしたか？

（使徒行伝 10:2） 彼は敬虔な人で、家族全員とともに
神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りをささ
げていた。

1. Godly family

How was the atmosphere of Cornelius's house?

(The Acts 10:2) Cornelius was a religious man. He
and all the other people who lived in his house
worshiped the true God. He gave much of his
money to the poor and prayed to God often.
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2. 信仰の家庭

多くの偶像があるカナン地域で、
ヨシュアは、どういう決心をしましたか？

（ヨシュア 24:15） 主に仕えることが不満なら、あの大
河の向こうにいた、あなたがたの先祖たちが仕えた
神々でも、今あなたがたが住んでいる地のアモリ人の
神々でも、あなたがたが仕えようと思うものを、きょう
選ぶがよい。ただし、私と私の家は、主に仕える。

2. Godly family

What decision did Joshua make in the Canaan
region, where there are many idols?

(Joshua 24:15) But maybe you don’t want to serve
the Lord. You must choose for yourselves today.
You must decide whom you will serve. You may
serve the gods that your people worshiped when
they lived on the other side of the Euphrates River.
Or you may serve the gods of the Amorites who
lived in this land. As for me and my family, we will
serve theLord.”
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3. 信仰の軸

神は、私たちがみことばに対し、
どうするように求めていますか？

（申命記 6:6-7） 6 私が今日あなたに命じるこれらのこ
とばを心にとどめなさい。7 これをあなたの子どもたち
によく教え込みなさい。あなたが家で座っているときも
道を歩くときも、寝るときも起きるときも、これを語りな
さい。

3. Axis of faith

What does God ask us to do with the Word?

(Deuteronomy 6:6-7) 6 Always remember these
commands I give you today. 7 Teach them to
your children. Talk about them when you sit at
home and walk along the road. Talk about them
when you lie down and when you get up.
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4. 信仰の軸

神を信じる人にとって、一番重要なこと、
二つは何ですか？

（マタイ 22:37-39） 37 イエスは彼に言われた。「『あな
たは心を尽くし、いのちを尽くし、知性を尽くして、あな
たの神、主を愛しなさい。』 38これが、重要な第一の戒
めです。 39『あなたの隣人を自分自身のように愛しな
さい』という第二の戒めも、それと同じように重要です。

4. Axis of faith

What are the twomost important
commandments for those who believe in God?

(Matthew 22:37-39) 37 Jesus answered, ‘Love the
Lord your God with all your heart, soul and
mind. ’ 38 This is the first and most important
command. 39 And the second command is like
the first: ‘ Love your neighbor as you love
yourself.’
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5. 幸せな家庭

神はあなたの家庭の幸せのため、
何をするようにと、言われましたか？

（申命記 5:16） あなたの父と母を敬え。あなたの神、主
が命じたとおりに。それは、あなたの日々が長く続くよ
うにするため、また、あなたの神、主があなたに与えよ
うとしているその土地で、幸せになるためである。

5. Happy family

What does God command you to do
for the happiness of your family?

(Deuteronomy 5:16) Honor your father and your
mother. The Lord your God has commanded you
to do this. Then you will live a long time. And
things will go well for you in the land. The Lord
your God is going to give you this land.
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6. 幸せな家庭

幸せな家庭のため、夫婦は相手に
どのようにすべきですか？

（エペソ 5:33） それはそれとして、あなたがたもそれぞ
れ、自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた、
自分の夫を敬いなさい。

6. Happy family

For a happy family, how should husband and
wife behave towards their partner?

(Ephesians 5:33) But each one of you must love
his wife as he loves himself. And a wife must
respect her husband.
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7. 成長

人間にとって、一番知るべき知識は何ですか？

（箴言 9:10） 主を恐れることは知恵の初め、聖なる方
を知ることは悟ることである。

7. Growing

What is the most important knowledge
for humans?

(Proverbs 9:10) Wisdom begins with respect for
the Lord. And understanding begins with
knowing God, the Holy One.
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8. 成長

幼いサムエルは、何をしていて、
また誰に愛されましたか？

（Ⅰサムエル 2：18,26） 18 さてサムエルは、亜麻布の
エポデを身にまとった幼いしもべとして、主の前に仕え
ていた。26一方、少年サムエルは、主にも人にもいつく
しまれ、ますます成長した。

8. Growing

What was little Samuel doing and
who loved him?

(1Samue l2:18,26) 18 But Samuel obeyed the
Lord. He wore a linen holy vest. 26 The boy
Samuel kept growing. He pleased God and the
people.
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9. 信頼

子供や人に対し、持つべき心の姿勢とは、何ですか？

（Ⅰコリント 13:7） すべてを耐え、すべてを信じ、すべて
を望み、すべてを忍びます。

9. Trust

What is the attitude that parents
should send to their children?

(1Corinthians 13:7) Love patiently accepts all
things. It always trusts, always hopes, and
always continues strong.
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10. 信頼

義人の子どもに対する、神様の約束とは何ですか？

（詩編 37:24-25） 24 その人は転んでも倒れ伏すこと
はない。主がその人の腕をささえておられるからだ。25
私が若かったころも年老いた今も私は見たことがない、
正しい人が見捨てられることを。その子孫が食べ物を
乞うことを。

10. Trust

What is God's promise to the children
of the righteous?

(Psalms 37:24) 24 If he stumbles, he will not fall,
because the Lord holds his hand. 25 I was young,
and now I am old. But I have never seen the Lord
leave good people helpless. I have never seen
their children begging for food.
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11. 祝福

「あなた」の代わりに、子供の名前
（または自分の名前）を入れて読みましょう。

（民数記 6:24-26） 24『主があなたを祝福し、あなたを
守られますように。 25 主が御顔をあなたに照らし、あ
なたを恵まれますように。26 主が御顔をあなたに向け、
あなたに平安を与えられますように。』

11. Blessing

Read your child's name instead of "you".

(Numbers 6:24-26) 24 May the Lord bless you
and keep you. 25 May the Lord show you his
kindness. May he have mercy on you. 26 May the
Lord watch over you and give you peace.
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12. 祝福

「ヨセフ」の代わりに、子供の名前
（または自分の名前）を入れて読みましょう。

（創世記 49:22） ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの
実を結ぶ若枝。その枝は垣を越える。

12. Blessing

Read this verse by putting your
child's name in place of "Joseph."

(Genesis 49:22) Joseph is like a grapevine that
produces much fruit. He is like a healthy vine
watered by a spring. He is like a vine whose
branches grow over the wall.
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