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Mother’s Day Message

神を敬う母たちから学ぶ信仰のレッスン：
ロイスとユニケ
１

を養う

「私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は、
最初あなたの祖母ロイスと、あなたの母ユニケのうちに宿ったもので
すが、それがあなたのうちにも宿っていることを、私は確信していま
す。
」(2 テモテ 1:5 新改訳)

２ あなたの信仰を

に伝えよう

「けれどもあなたは、学んで確信したところにとどまっていなさい。
あなたは自分が、どの人たちからそれを学んだかを知っており、15 ま
た、幼いころから聖書に親しんで来たことを知っているからです。聖
書はあなたに知恵を与えてキリスト・イエスに対する信仰による救い
を受けさせることができるのです。
」（2 テモテ 3:14 – 15 新改訳）

a) あなたの

において

「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛し
なさい。6 私がきょう、あなたに命じるこれらのことばを、あなたの心
に刻みなさい。7 これをあなたの子どもたちによく教え込みなさい。あ
なたが家にすわっているときも、道を歩くときも、寝るときも、起き
るときも、これを唱えなさい。
」（申命記 6:5-7 新改訳）

b)

において

「この私が福音によって、キリスト・イエスにあって、あなたがたを
生んだのです。16 ですから、私はあなたがたに勧めます。どうか、私
にならう者となってください。17 そのために、私はあなたがたのとこ
ろへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する、忠実な子
です。彼は、私が至る所のすべての教会で教えているとおりに、キリ
スト・イエスにある私の生き方を、あなたがたに思い起こさせてくれ
るでしょう。
」（1 コリント 4:15b – 17 新改訳）
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A Lesson of Faith from Godly Mothers :
Lois and Eunice
1. Develop a
“ I am reminded of your sincere faith, which first lived in your
grandmother Lois and in your mother Eunice and, I am persuaded, now
lives in you also.”(2 Timothy 1:5 NIV)

2. Pass on Your Faith to
“But as for you, continue in what you have learned and have become
convinced of, because you know those from whom you learned it, and
how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to
make you wise for salvation through faith in Christ Jesus.”
(2 Timothy 3:14-15 NIV)

a) In your
“Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and
with all your strength. These commandments that I give you today are
to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them
when you sit at home and when you walk along the road, when you lie
down and when you get up.”(Deuteronomy 6:5-7 NIV)

b) In
“ For in Christ Jesus I became your father through the gospel.
Therefore, I urge you to imitate me. For this reason, I have sent to you
Timothy, my son whom I love, who is faithful in the Lord. He will remind
you of my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach
everywhere in every church.” (1 Corinthians 4:15b -17 NIV)
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