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効果をもたらす神のデザイン
見よ。なんという幸せなんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになってとも
に生きることは。"(詩篇 133:1 新改訳 2017)

#2 私たちは「チームでする教会づくり」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。すべての人が心から喜んで奉仕に参加し、
聖霊に力づけられて奉仕することは、神のご計画が成就するためにきわめ
て重要です。

1.

は簡単には切れない

二人は一人よりもまさっている。二人の労苦には、良い報いがあるからだ。
10 どちらかが倒れるときには、一人がその仲間を起こす。倒れても起こして
くれる者のいないひとりぼっちの人はかわいそうだ。11 また、二人が一緒に
寝ると温かくなる。一人ではどうして温かくなるだろうか。12 一人なら打ち負
かされても、二人なら立ち向かえる。三つ撚りの糸は簡単には切れない。
(伝道者 4:9～12 新改訳 2017)

2. キリストはあなたに
こうして、キリストご自身が、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある
人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。12
それは、聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストのからだを建て上げ
るためです。13 私たちはみな、神の御子に対する信仰と知識において一つ
となり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた身丈にまで達
するのです。14 こうして、私たちはもはや子どもではなく、人の悪巧みや人
を欺く悪賢い策略から出た、どんな教えの風にも、吹き回されたり、もてあそ
ばれたりすることがなく、15 むしろ、愛をもって真理を語り、あらゆる点にお
いて、かしらであるキリストに向かって成長するのです。16 キリストによって、
からだ全体は、あらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、
それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに建て
られることになります。"(エペソ 4:11～16 新改訳 2017)
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3. 私たちは神から
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者である

主のもとに来なさい。主は、人には捨てられたが神には選ばれた、尊い生
ける石です。5 あなたがた自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神
に喜ばれる霊のいけにえをイエス・キリストを通して献げる、聖なる祭司とな
ります。6 聖書にこう書いてあるからです。「見よ、わたしはシオンに、選ばれ
た石、尊い要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられること
がない。」7 したがってこの石は、信じているあなたがたには尊いものですが、
信じていない人々にとっては、「家を建てる者たちが捨てた石、それが要の
石となった」のであり、8 それは「つまずきの石、妨げの岩」なのです。彼らが
つまずくのは、みことばに従わないからであり、また、そうなるように定めら
れていたのです。9 しかし、あなたがたは選ばれた種族、王である祭司、聖
なる国民、神のものとされた民です。それは、あなたがたを闇の中から、ご
自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉を、あなたがたが告げ知
らせるためです。10 あなたがたは以前は神の民ではなかったのに、今は神
の民であり、あわれみを受けたことがなかったのに、今はあわれみを受けて
います。(1 ペテロ 2:4～10 新改訳 2017)
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GOD'S DESIGN FOR EFFECTIVENESS
“ How good and pleasant it is when God ’ s people live together in
unity!” (Psalms 133:1 NIV)

#2 We Believe that "doing church as a team" is God's
design for effective ministry. A Spirit-empowered serving with the

willing hearted involvement of every person is vital to God's plan being
accomplished.

1.

IS NOT EASILY BROKEN

“Two are better than one, because they have a good return for their
labor: 10 If either of them falls down, one can help the other up. But
pity anyone who falls and has no one to help them up. 11 Also, if two
lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm
alone?
12 Though one may be overpowered, two can defend
themselves.
A cord of three strands is not quickly broken. ”
(Ecclesiastes 4:9—12 NIV)

2. CHRIST

YOU

“So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the
pastors and teachers, 12 to equip his people for works of service, so
that the body of Christ may be built up 13 until we all reach unity in the
faith and in the knowledge of the Son of God and become mature,
attaining to the whole measure of the fullness of Christ. 14 Then we
will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown
here and there by every wind of teaching and by the cunning and
craftiness of people in their deceitful scheming. 15 Instead, speaking
the truth in love, we will grow to become in every respect the mature
body of him who is the head, that is, Christ. 16 From him the whole
body, joined and held together by every supporting ligament, grows and
builds itself up in love, as each part does its work.” (Eph. 4:11-16 NIV)
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3. WE ARE A
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PEOPLE

“As you come to him, the living Stone—rejected by humans but chosen
by God and precious to him— 5 you also, like living stones, are being
built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual
sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 6 For in Scripture it
says: “See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone,
and the one who trusts in him will never be put to shame.” 7 Now to
you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe,
“The stone the builders rejected has become the cornerstone,” 8 and,
“A stone that causes people to stumble and a rock that makes them
fall.” They stumble because they disobey the message—which is also
what they were destined for. 9 But you are a chosen people, a royal
priesthood, a holy nation, God ’ s special possession, that you may
declare the praises of him who called you out of darkness into his
wonderful light. 10 Once you were not a people, but now you are the
people of God; once you had not received mercy, but now you have
received mercy.” (1Pt. 2:4-9 NIV)

