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教会へ行こう！
【ニューホープ東京 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。
「ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励ま
し合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ます
ます励もうではありませんか。」(へブル人への手紙 10:25)
「これらのことが起こり始めたら、身を起こし、頭を上げなさい。あなたがた
の贖いが近づいているからです。」(ルカ 21:28)
「しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い
主として来られるのを、私たちは待ち望んでいます。」(ピリピ 3:20)
「主は、......ひとりでも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むこ
とを望んでおられるのです」(2 ペテロ 3:9）
「それから、王は左にいる者たちにも言います。『のろわれた者ども。わたし
から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。おまえた
ちはわたしが空腹であったときに食べ物をくれず、渇いていたときに飲ませ
ず、わたしが旅人であったときに宿を貸さず、裸のときに服を着せず、病気
のときや牢にいたときに訪ねてくれなかった。』」(マタイ 25:41-43)
「それから王は右にいる者たちに言います。『さあ、わたしの父に祝福された
人たち。世界の基が据えられたときから、あなたがたのために備えられてい
た御国を受け継ぎなさい。」(マタイ 25:34)
「「今日」と言われている間、日々互いに励まし合って、だれも罪に惑わされ
て頑なにならないようにしなさい。」(へブル人への手紙 3:13)
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を伝えるように召されている。

「それから、イエスは彼らにこう言われた。「全世界に出て行き、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)

「それぞれに決められた時代と、その住まいの境界とをお定めになりました。
これは、神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、
神を見いだすこともあるのです。」（使徒 17:26-27）

「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。 」（1 コリント 12:17-18）

「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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Let’s Go To Church!
【New Hope Tokyo Core Value #2】
We believe that "doing church as a team" is God's design for effective
ministry.

“ not neglecting to meet together, as is the habit of some, but
encouraging one another, and all the more as you see the Day
approaching.”(Hebrews 10:25 NRSV)
“Now when these things begin to take place, stand up and raise
your heads, because your redemption is drawing near.”
(Luke 21:28 NRSV)
“But our citizenship is in heaven, and it is from there that we are
expecting a Savior, the Lord Jesus Christ.”(Philippians 3:20 NRSV)
“ The Lord is not ...wanting any to perish, but all to come to
repentance.”(2 Peter 3:9 NRSV)
“Then he will say to those at his left hand, ‘You that are accursed,
depart from me into the eternal fire prepared for the devil and his
angels; 42 for I was hungry and you gave me no food, I was thirsty
and you gave me nothing to drink, 43 I was a stranger and you did
not welcome me, naked and you did not give me clothing, sick and
in prison and you did not visit me.’ (Matthew 25:41-43 NRSV)
“Then the king will say to those at his right hand, ‘Come, you
that are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you
from the foundation of the world;” (Mattew 25:34 NRSV)
“But exhort one another every day, as long as it is called “today,”
so that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin.”
(Hebrews 3:13 NRSV)
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◆Everyone of us is called to preach
“And he said to them, “Go into all the world and proclaim the good
news to the whole creation.” (Mark 16:15 NRSV)
“From one ancestor he made all nations to inhabit the whole earth,
and he allotted the times of their existence and the boundaries of the
places where they would live, 27 so that they would search for God and
perhaps grope for him and find him—though indeed he is not far from
each one of us.（Acts 17:26-27 NRSV）
“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.” (1 Corinthians 12:17-18 NASB)
“...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)

