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愛の借りを返す
「だれに対しても、何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合
うことは別です。他の人を愛する者は、律法の要求を満たしているのです。
（ローマ 13：8 新改訳 2017）

1.

を人にもしてあげる。

しかし、これを聞いているあなたがたに、わたしは言います。あなたがたの
敵を愛しなさい。あなたがたを憎む者たちに善を行いなさい。28 あなたが
たを呪う者たちを祝福しなさい。あなたがたを侮辱する者たちのために祈り
なさい。29 あなたの頬を打つ者には、もう一方の頬も向けなさい。あなた
の上着を奪い取る者には、下着も拒んではいけません。30 求める者には、
だれにでも与えなさい。あなたのものを奪い取る者から、取り戻してはいけ
ません。31 人からしてもらいたいと望むとおりに、人にしなさい。
（ルカ 6：27～31 新改訳 2017）

2. 良くしてもらった

のことをする

自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなたがたにどんな恵みがあ
るでしょうか。罪人たちでも、自分を愛してくれる者たちを愛しています。
33 自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた
がたにどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。
34 返してもらうつもりで人に貸したとしても、あなたがたにどんな恵みが
あるでしょうか。罪人たちでも、同じだけ返してもらうつもりで、罪人たち
に貸しています。(ルカ 6:32～34 新改訳 2017)

3. いと高き方の子供として

なる

しかし、あなたがたは自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返して
もらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなたがたの受ける報いは
多く、あなたがたは、いと高き方の子どもになります。いと高き方は、恩知
らずな者にも悪人にもあわれみ深いからです。36 あなたがたの父があわれ
み深いように、あなたがたも、あわれみ深くなりなさい。
(ルカ 6:35～36 新改訳 2017)

4. 寛大に

人になる

さばいてはいけません。そうすれば、あなたがたもさばかれません。人を不
義に定めてはいけません。そうすれば、あなたがたも不義に定められません。
赦しなさい。そうすれば、あなたがたも赦されます。38 与えなさい。そう
すれば、あなたがたも与えられます。詰め込んだり、揺すって入れたり、盛
り上げたりして、気前良く量って懐に入れてもらえます。あなたがたが量る
その秤で、あなたがたも量り返してもらえるからです。
」
(ルカ 6:37～38 新改訳 2017)
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PAYING THE DEBT OF LOVE
“Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one
another, for whoever loves others has fulfilled the law.”
(Romans 13:8 NIV)
1.CHOOSE TO TREAT OTHERS AS
“But to you who are willing to listen, I say, love your enemies! Do good to
those who hate you. 28 Bless those who curse you. Pray for those who hurt
you. 29 If someone slaps you on one cheek, offer the other cheek also. If
someone demands your coat, offer your shirt also. 30 Give to anyone who
asks; and when things are taken away from you, don’t try to get them back.
31 Do to others as you would like them to do to you.” (Luke 6: 27—31 NLT)

2.CHOOSE TO

THAN JUST BEING GOOD

“If you love only those who love you, why should you get credit for that?
Even sinners love those who love them! 33 And if you do good only to those
who do good to you, why should you get credit? Even sinners do that much!
34 And if you lend money only to those who can repay you, why should you
get credit? Even sinners will lend to other sinners for a full return.”
(Luke 6:32—34 NLT)
3.CHOOSE TO
AS A CHILD OF THE MOST HIGH
“Love your enemies! Do good to them. Lend to them without expecting to be
repaid. Then your reward from heaven will be very great, and you will truly
be acting as children of the Most High, for he is kind to those who are
unthankful and wicked. 36 You must be compassionate, just as your Father is
compassionate.” (Luke 6:35—36 NLT)

4.CHOOSE TO BE GENEROUS WITH YOUR
“Do not judge others, and you will not be judged. Do not condemn others, or
it will all come back against you. Forgive others, and you will be forgiven. 38
Give, and you will receive. Your gift will return to you in full—pressed down,
shaken together to make room for more, running over, and poured into your
lap. The amount you give will determine the amount you get back.”
(Luke 6:37—38 NLT)
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