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私たちの価値観は私たちの将来を決める
ニューホープ東京コアバリュー＃４＆＃７
どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を
愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた
がたは、神と富とに仕えることはできません。」14 金銭を好むパリサイ人た
ちは、これらすべてを聞いて、イエスをあざ笑っていた。15 イエスは彼らに
言われた。「あなたがたは、人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた
がたの心をご存じです。人々の間で尊ばれるものは、神の前では忌み嫌わ
れるものなのです。（ルカ 6：13～15 新改訳 2017）

1. 常に

し続けるライフスタイルを貫く

コアーバリュー 4： 私たちはイエス様の大戒律（「神と人とを愛すること」）を
実践していく上で、すべてのメンバーが霊的に成長することを常に求め、そ
のために誠実に助け合うライフスタイルを貫くことに全力を尽くすべきだと信
じています。

実践的な適用：
・幼稚な考え方から成長する
兄弟たち、考え方において子どもになってはいけません。悪事においては
幼子でありなさい。けれども、考え方においては大人になりなさい。
（１コリント 14：20 新改訳 2017）
私は、幼子であったときには、幼子として話し、幼子として思い、幼子として
考えましたが、大人になったとき、幼子のことはやめました。12 今、私たちは
鏡にぼんやり映るものを見ていますが、そのときには顔と顔を合わせて見
ることになります。今、私は一部分しか知りませんが、そのときには、私が完
全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。
(1 コリント 13:11～12 新改訳 2017)

・主イエス・キリストの恵みと知識において成長する
私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成
長しなさい。イエス・キリストに栄光が、今も永遠の日に至るまでもあります
ように。(2 ペテロ 3:18 新改訳 2017)
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・キリストの教えの初歩を離れて、成熟を目指して進む
ですから私たちは、キリストについての初歩の教えを後にして、成熟を目指
して進もうではありませんか。死んだ行いからの回心、神に対する信仰…な
ど、基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょう。
(ヘブル 6:1～2a 新改訳 2017)

・純粋な霊の乳を慕い求める
ですからあなたがたは、すべての悪意、すべての偽り、偽善やねたみ、すべ
ての悪口を捨てて、2 生まれたばかりの乳飲み子のように、純粋な、霊の乳
を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。3 あなたがた
は、主がいつくしみ深い方であることを、確かに味わいました。
(1 ペテロ 2:1～3 新改訳 2017)

・家族で共に霊的成長することを選ぶ
主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいた、あなたがたの先祖が
仕えた神々でも、今あなたがたが住んでいる地のアモリ人の神々でも、あな
たがたが仕えようと思うものを、今日選ぶがよい。ただし、私と私の家は主
に仕える。」(ヨシュア 24:15 新改訳 2017)

2. 真実の愛と思いやりにあふれた人間関係を築くことに専念する
コアーバリュー 7： 私たちは、真実の愛と思いやりにあふれた人間関係が、
私たちのすることすべてを生かす鍵であると信じています。
こういうわけですから、愛する者たち、あなたがたがいつも従順であったよう
に、私がともにいるときだけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐
れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。13 神はみこころのま
まに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行わせてくださる方で
す。14 すべてのことを、不平を言わずに、疑わずに行いなさい。15 それは、
あなたがたが、非難されるところのない純真な者となり、また、曲がった邪
悪な世代のただ中にあって傷のない神の子どもとなり、16 いのちのことばを
しっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分
の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことを、キリ
ストの日に誇ることができます。(ピリピ人への手紙 2:12～16 新改訳 2017)
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WHAT WE VALUE BECOMES OUR DESTINY
New Hope Tokyo Value #4 & #7

“No one can serve two masters. Either you will hate the one and
love the other, or you will be devoted to the one and despise the
other. You cannot serve both God and money.”14 The Pharisees,
who loved money, heard all this and were sneering at Jesus. 15
He said to them, “You are the ones who justify yourselves in the
eyes of others, but God knows your hearts. What people value
highly is detestable in God’s sight.”(Luke 16:13—15 NIV)

1. COMMIT TO A LIFESTYLE OF CONSISTENT
Core Value 4: In Keeping with the Great Commandment, we believe
every member should commit to a lifestyle of consistent spiritual growth
with honest accountability.

PRACTICAL APPLICATION:
・ GROW UP FROM CHILDISH THINKING

“Brothers and sisters, stop thinking like children. In regards to evil be
infants, but in your thinking be adults.” (1Corinthians 14:20)
“ When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I
reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of
childhood behind me. 12For now we see only a reflection as in a mirror;
then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know
fully, even as I am fully known.” (1Corinthians 13:11—12 NIV)

・ GROW IN GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JESUS
CHRIST

“But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus
Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen.”
(2 Peter 3:18 NIV)
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・ LEAVE THE ELEMENTARY DOCTRINE OF CHRIST AND GO
ON TO MATURITY

“Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to
maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works
and of faith toward God,” (Hebrews 6:1NIV)

・ CRAVE PURE SPIRITUAL MILK

“Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy,
and slander of every kind. 2 Like newborn babies, crave pure spiritual
milk, so that by it you may grow up in your salvation, 3 now that you
have tasted that the Lord is good.” (1Peter 2:1—3 NIV)

・ CHOOSE TO GROW SPIRITUALLY AS A FAMILY

“But if serving the LORD seems undesirable to you, then choose for
yourselves this day whom you will serve, whether the gods your
ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in
whose land you are living. But as for me and my household, we will
serve the LORD.” (Joshua 24:15 NIV)

2.COMMIT TO A GENUINE LOVE AND CARING
RELATIONSHIPS
#7 We Believe that genuine love and caring relationships are key to
the life of every endeavor.
“Therefore, my dear friends, as you have always obeyed—not only in
my presence, but now much more in my absence—continue to work out
your salvation with fear and trembling, 13for it is god who works in you
to will and to act in order to fulfill his good purpose. 14do everything
without grumbling or arguing, 15so that you may become blameless
and pure, “ children of God without fault in a warped and crooked
generation.” 16 Then you will shine among them like stars in the sky as
you hold firmly to the word of life. (Philippians 2:12—16 NIV)

