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チーム力
【NH 東京コアバリュー＃２】
私たちは、
「チームによる教会作り」が神のデザインされた
効果的なミニストリーの形だと信じています。
１．

が神の国にとって重要である。

「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛し
ている。だからわたしは人をあなたの代わりにし 、国民をあなた
のいのちの代わりにするのだ。」
（イザヤ 43:4）

２．すべての人が
召されている。

を伝えるように

「全世界に出てゆき、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えな
さい。」（マルコ 16:15）
「それは、父よ、あなたがわたしにおられ、わたしがあなたにい
るように、彼らがみな一つとなるためです。また、彼らもわたし
たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたがわ
たしを遣わされたことを、世が信じるためなのです。」
（ヨハネ 17:21）
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1 コリント 12:12-27
12 ですから、ちょうど、からだが一つでも、それに多くの部分が
あり、からだの部分はたとい多くあっても、その全部が一つのか
らだであるように、キリストもそれと同様です。 14 確かに、から
だはただ一つの器官ではなく、多くの器官から成っています。 15
たとい、足が、 「私は手ではないから、からだに属さない 」と
言ったところで、そんなことでからだに属さなくなるわけではあ
りません。 16 たとい、耳が、 「私は目ではないから 、からだに
属さない 」と言ったところで、そんなことでからだに属さなくな
るわけではありません。 17 もし、からだ全体が目であったら、ど
こで聞くのでしょう。もし、からだ全体が聞くところであったら、
どこでかぐのでしょう。 18 しかしこのとおり、神はみこころに従
って、からだの中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。
19 もし、全部がただ一つの器官であったら、からだはいったいど
こにあるのでしょう。 20 しかしこういうわけで、器官は多くあり
ますが、からだは一つなのです。 21 そこで、目が手に向かって、
「私はあなたを必要としない 」と言うことはできないし、頭が足
に向かって、「私はあなたを必要としない 」と言うこともできま
せん。 22 それどころか、からだの中で比較的に弱いと見られる器
官が 、かえってなくてはならないものなのです。 23 また、私た
ちは、からだの中で比較的に尊くないとみなす器官を、ことさら
に尊びます。こうして、私たちの見ばえのしない器官は、ことさ
らに良いかっこうになりますが、 24 かっこうの良い器官にはその
必要がありません。しかし神は、劣ったところをことさらに尊ん
で、からだをこのように調和させてくださったのです。25 それは、
からだの中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。
26 もし一つの部分が苦しめば、すべての部分がともに苦しみ、も
し一つの部分が尊ばれれば、すべての部分がともに喜ぶのです。
27 あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器
官なのです。
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The Power of Doing It Together
【New Hope Core Value #2】
We Believe that "doing church as a team" is God's
design for effective ministry.

1.

of us is important for the Kingdom of God

“Since you are precious in My sight, Since you are honored and I
love you,I will give other men in your place and other peoples in
exchange for your life. (Isaiah 43:4)

2. Everyone of us is called to preach
“And He said to them, “Go into all the world and preach the gospel
to all creation. “ (Mark 16:15)
“...that they may all be one; even as You, Father, are in Me and I in
You, that they also may be in Us, so that the world may believe that
You sent Me.” (John 17:21 NASB)
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1 Corinthians 12:12-27
12 For even as the body is one and yet has many members, and all
the members of the body, though they are many, are one body, so
also is Christ. 13 For by one Spirit we were all baptized into one
body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were
all made to drink of one Spirit. 14 For the body is not one member,
but many. 15 If the foot says, “Because I am not a hand, I am not a
part of the body,” it is not for this reason any the less a part of the
body. 16 And if the ear says, “Because I am not an eye, I am not a
part of the body,” it is not for this reason any the less a part of the
body. 17 If the whole body were an eye, where would the hearing
be? If the whole were hearing, where would the sense of smell be?
18 But now God has placed the members, each one of them, in the
body, just as He desired. 19 If they were all one member, where
would the body be? 20 But now there are many members, but one
body. 21 And the eye cannot say to the hand, “I have no need of
you”; or again the head to the feet, “I have no need of you.” 22 On
the contrary, it is much truer that the members of the body which
seem to be weaker are necessary; 23 and those members of the
body which we deem less honorable, on these we bestow more
abundant honor, and our less presentable members become much
more presentable, 24 whereas our more presentable members
have no need of it. But God has so composed the body, giving more
abundant honor to that member which lacked, 25 so that there may
be no division in the body, but that the members may have the
same care for one another. 26 And if one member suffers, all the
members suffer with it; if one member is honored, all the members
rejoice with it.27 Now you are Christ’s body, and individually
members of it.

