浜松 キ リス ト教会

宣教宣言

日本 アッセン:ブ リーズ・オブ :ゴ ツド教団浜松キ リス ト教会
は、主の再臨1を 覚 え、その置かれた地域2に おいて、聖書
信仰3に 基き、聖霊の力4に よつてt人 々をイ:エ ス・キリス
5に 導 きま丸 さらに愛 と希望、喜びに
:卜 の福音 による救ぃ
満ちた人生6へ と導 き(主 の弟子 として育成7し 、神の栄光
を表す8こ とを目指 します。
￨
1

1マ タイ 24:30, ‖ペ テ ロ3:8=10
3‖ テモテ

3:15‑17

5ロ ニマ10:9‑10,lコ リント15:1‑4

7マ タイ28:19‑20,Hテ モデ212

1.礼 拝

2使 徒 1:8
4使 徒 1:8,ヘ ブル 2:4,1テ サ ロニ ケ 1:5
6口 ̲マ 5:1‑5,Iペ テ ロ 1:8
1
81コ リン ト10:31,‖ コ リン ト4115'

信 仰 生 活 の土 台

主 日礼拝1を 重ん じ、聖書のことばによって変えられます2̀
・賛美 に満 ちあ志、
れた礼拝3を しまする
。全ての声 と楽器 を用 いて主を賛美4し 、聖霊 の 臨在 と満 た し5、 ぃゃ
し、解放6を 求 めます。
1出 ェジプト
20:8,日 ―マ12:1‑2,使 徒?Q:7
代 5:13,エ ベ ソ5:19:詩 篇 22:3
'll歴
5ョ
ノヽ
ネ4:24,‖ 歴代 7:1131 ピリピ3:3

2。

祈り

2ヘ ブル4:12,使 徒 20:32
4詩 篇 149:1, 詩 篇 150:4
6ル カ4:18‑19,使 徒 13:39

信仰 と宣教 の推進 力

。日々聖書のことばに親しみ1、 祈 りの生活2を します。
・聖霊に満たされ3、 神のみ心を知り4、 その実現のために祈 り5ま す。
・教会 と周 りの人々、日本そ して世界宣教のために心を合わせて祈 り,ま
丸

:

i詩 篇1:1‑2,申 命記17:19,使 徒17:11 2詩 篇55:17,￨テ サロニケ5:17
3使 徒 2:4,エ ペ ソ5:18 1
41ョ 八ネ5:14:口 ,マ 12:2
511歴 代7:14,マ ツ
6マ タイ18:19,使 徒 13:1‑3,コ ロサイ4:3‑4
レコ11:24

3。

交わ り

愛 の共 同体

・キリス トが私 たちを受け入れられた1よ うに、神の家族2と してぉ互 い
を受 け入れ、:尊 薫 します。
1小 グル■プの活動を通して
いに喜びと重荷を分かち合い、祈り、
:
助け、励まし合い4ま す。

't互

:

「2平

1口 ■ マ 15:7,Ilコ リン ト1:9

ペ ソ2:19

1

3使

徒2:

4.口 ̲マ 12:15,Ilテ サロニケ5:11:‑15

4:

教育

,日 =マ 16:5

神 と人 に喜 ばれる人格形成

,聖 書 の教 えを学び1で あらゆる面 で成長 し2、 キ リス トに似る3こ とを
目指 します。
・教会教育 を重ん じ4、 全ての年代 に学びの機会 を提供 5し ます。
1使 徒 17:11

ペ ソ4:15
2ェ
51テ モテ3:15‑17

311コ

リン ト3:18,日 ― マ8:29

4マ タイ 28:20.申 命認 6:4‑9

51

伝道

福音 の前進

.

・全信徒 が一体 とな って救霊 の情熱 を持 って伝道 し1、 教会 の福音宣教 の
使命2を 果た します。 :
・愛 と祈 りをもって私たちの周 りの人との信頼関係 を築き3、 聖霊 の力と
助けをいただいて伝道4し ます。
1使 徒 8:4,日 ―マ 10:14‑15
4使 徒 1:8,マ タイ28:19‑20

6。

奉仕

2使 徒 20124,‖ テモ テ4:2

31ョ 八 ネ3:18,使 徒 2:47

神 の愛 の実現

。キ リス トが仕 えられたように1、 神 と人々に仕 え2、 神 の愛をもって3
社会的使命4を 果 た します。
。それぞれに与えられた賜物、能力5を 用 いて互 いに仕 え合 い6ま す。
1マ ル コ10:45

2‖

4マ タイ5:13‑16,エ ペ ソ5:8‑9

コリン ト4:5

51コ

リン ト12:11

3口 ̲マ 5:5
61ペ テロ4:10

