New Hope Tokyo Sunday Service

シリーズ：しっかり立とう！

コースからそれないで
わたしは、おまえたちのために立てた計画をよく知っている。それは災いで
はなく祝福を与える計画で、将来と希望を約束する。（エレミヤ29:11）

◯

神はわたしの人生に

を与えている

神のコースからそれないために覚えておくべき4つのこと…

１）周りの人々に自分の

２）わたし個人の

を伝える

を作る

メシヤのわたしでさえ、人に仕えられるためではなく、仕えるために来たの
であり、多くの人の罪の代償として、自分のいのちを与えるために来たので
す。（マルコ 10:45）

a）神様はあなたの人生で、あなたに何をしなさいと言っていますか？
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b）あなたの最優先、一番の目標は何ですか？ ◯をつけてください。
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c）ライフミッションステイトメントを具体的に書いてください。

私の人生の目的は…

３）賢く

を選ぶ

知恵ある人のそばにいれば知恵ある人になり、悪人のそばれにいれば悪に染
まります。（箴言 13:20）

４）私の人生は
明日どんなことがわが身に起こるか、だれにもわからないのです。あなたが
たのいのちは、朝霧のようにはかないものです。 （ヤコブの手紙 4:14）

このことがわかったら、すぐ実行しなさい。そうすれば祝福されるのです。
（ヨハネ 13:17）
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STAY ON TRACK
For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to
prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a
future. (Jeremiah 29:11)

◯ God gives

to my life

Four things to remember to stay on God's track:

1) Communicate your

to the people around you

2) Create you own personal
For even the Son of Man did not come to be served, but to serve,
and to give his life as a ransom for many.” (Mark 10:45)

a) What is God telling you to do in your life?
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b) What is your top priority or biggest goal in life?
(circle your answer)
Money / Fame / Prestige / Power / A Notorious Reputation /
Financial Strength And Stability / Being The BEST / Family / Peace /
Relationships / Jesus Christ / Success In Business / Save Enough
Pension / Sports / Leisure / Star Wars / Hobbies / Other (
)

c) Write down your Life Mission Statement in
concrete terms.
The purpose of my life is ...

3) Choose your

wisely

Walk with the wise and become wise, for a companion of fools
suffers harm. (Proverbs 13:20)

4) My life is
Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is
your life? You are a mist that appears for a little while and then
vanishes. (James 4:14)
Now that you know these things, you will be blessed if you do them.
(John 13:17)

