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Blessing is all about relationship
Deuteronomy 8:18 (NKJV)
18 “And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that
He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day.
申命記 8:18 あなたの神＜かみ＞、【主＜しゅ＞】を心＜こころ＞に据＜す＞えなさい。主＜しゅ＞
があなたに富＜とみ＞を築＜きず＞き上＜あ＞げる力＜ちから＞を与＜あた＞えられるのは、あなた
の先＜せん＞祖＜ぞ＞たちに誓＜ちか＞った契＜けい＞約＜やく＞を今＜こん＞日＜にち＞のとおり
に果＜は＞たされるためである。
2 Types of Christians with wealth problems
Confused or Deceived
1 Timothy 6:10 (NKJV)
10 For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in
their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.
１テモテ 6:10 金＜きん＞銭＜せん＞を愛＜あい＞することが、あらゆる悪＜あく＞の根＜ね＞だか
らです。ある人＜ひと＞たちは、金＜かね＞を追＜お＞い求＜もと＞めたために、信＜しん＞仰＜こ
う＞から迷＜まよ＞い出＜で＞て、非＜ひ＞常＜じょう＞な苦＜く＞痛＜つう＞をもって自＜じ＞分
＜ぶん＞を刺＜さ＞し通＜とお＞しました。
Proverbs 28:20 (NKJV)
20 A faithful man will abound with blessings,
But he who hastens to be rich will not go unpunished.
箴言 28:20 忠＜ちゅう＞実＜じつ＞な人＜ひと＞は多＜おお＞くの祝＜しゅく＞福＜ふく＞を得＜え
＞る。しかし富＜とみ＞を得＜え＞ようとあせる者＜もの＞は罰＜ばつ＞を免＜まぬか＞れない。
YOU MUST BE FAITHFUL TO BE RICH
Proverbs 10:4 (NKJV)
4 He who has a slack hand becomes poor,
But the hand of the diligent makes rich.
箴言 10:4 無＜ぶ＞精＜しょう＞者＜もの＞の手＜て＞は人＜ひと＞を貧＜びん＞乏＜ぼう＞にし、
勤＜きん＞勉＜べん＞な者＜もの＞の手＜て＞は人＜ひと＞を富＜と＞ます。
YOUR RELATIONSHIP WITH GOD
Spend time with God
Give HIM What is due- Your time, your tithe, your offerings, your love
Matthew 6:33-34 (NKJV)
33 But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to
you.
34 Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for
the day is its own trouble.
マタイ 6:33 だから、神＜かみ＞の国＜くに＞とその義＜ぎ＞とをまず第＜だい＞一に求＜もと＞め
なさい。そうすれば、それに加＜くわ＞えて、これらのものはすべて与＜あた＞えられます。
マタイ 6:34 だから、あすのための心＜しん＞配＜ぱい＞は無＜む＞用＜よう＞です。あすのことは
あすが心＜しん＞配＜ぱい＞します。労＜ろう＞苦＜く＞はその日＜ひ＞その日＜ひ＞に、十＜じゅ
う＞分＜ぶん＞あります。
ON DEBT
Borrowers are a slave to whom they owe.
Proverbs 22:7 (NKJV)
7 The rich rules over the poor,
And the borrower is servant to the lender.
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箴言 22:7 富＜と＞む者＜もの＞は貧＜まず＞しい者＜もの＞を支＜し＞配＜はい＞する。借＜か＞
りる者＜もの＞は貸＜か＞す者＜もの＞のしもべとなる。
Romans 13:8 (NKJV)
Don’t OWE, Avoid loans
8 Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.
ローマ 13:8 だれに対＜たい＞しても、何＜なん＞の借＜か＞りもあってはいけません。ただし、互
＜たが＞いに愛＜あい＞し合＜あ＞うことについては別＜べつ＞です。他＜た＞の人＜ひと＞を愛＜
あい＞する者＜もの＞は、律＜りっ＞法＜ぽう＞を完＜かん＞全＜ぜん＞に守＜まも＞っているので
す。
Financial Responsibility
1 Timothy 5:8 (NKJV)
8 But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied
the faith and is worse than an unbeliever.
１テモテ 5:8 もしも親＜しん＞族＜ぞく＞、ことに自＜じ＞分＜ぶん＞の家＜か＞族＜ぞく＞を顧＜
かえり＞みない人＜ひと＞がいるなら、その人＜ひと＞は信＜しん＞仰＜こう＞を捨＜す＞てている
のであって、不＜ふ＞信＜しん＞者＜じゃ＞よりも悪＜わる＞いのです。
Luke 16:11 (NKJV)
11 Therefore if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust
the true riches?
ルカ 16:11 ですから、あなたがたが不＜ふ＞正＜せい＞の富＜とみ＞に忠＜ちゅう＞実＜じつ＞でな
かったら、だれがあなたがたに、まことの富＜とみ＞を任＜まか＞せるでしょう。
Proverbs 13:22 (NKJV)
22 A good man leaves an inheritance to his children’s children,
But the wealth of the sinner is stored up for the righteous.
箴言 13:22 善＜ぜん＞良＜りょう＞な人＜ひと＞は子＜し＞孫＜そん＞にゆずりの地＜ち＞を残＜の
こ＞す。罪＜つみ＞人＜びと＞の財＜ざい＞宝＜ほう＞は正＜ただ＞しい者＜もの＞のためにたくわ
えられる。
Proverbs 21:20 (NKJV)
20 There is desirable treasure,
And oil in the dwelling of the wise,
But a foolish man squanders it.
箴言 21:20 知＜ち＞恵＜え＞のある者＜もの＞の住＜す＞まいには、好＜この＞ましい財＜ざい＞宝
＜ほう＞と油＜あぶら＞がある。しかし愚＜おろ＞かな者＜もの＞はこれをのみ尽＜つ＞くす。
> Wise have wealth and luxury, fools spend whatever they get.

ON GIVING
Luke 6:38 (NKJV)
38 Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over
will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you.”
ルカ 6:38 与＜あた＞えなさい。そうすれば、自＜じ＞分＜ぶん＞も与＜あた＞えられます。人＜ひ
と＞々＜びと＞は量＜はか＞りをよくして、押＜お＞しつけ、揺＜ゆ＞すり入＜い＞れ、あふれるま
でにして、ふところに入＜い＞れてくれるでしょう。あなたがたは、人＜ひと＞を量＜はか＞る量＜
はか＞りで、自＜じ＞分＜ぶん＞も量＜はか＞り返＜かえ＞してもらうからです。」
Proverbs 3:9-10 (NKJV)
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9 Honor the Lord with your possessions,
And with the firstfruits of all your increase;
10 So your barns will be filled with plenty,
And your vats will overflow with new wine.
箴言 3:9 あなたの財＜ざい＞産＜さん＞とすべての収＜しゅう＞穫＜かく＞の初＜はつ＞物＜もの＞
で、【主＜しゅ＞】をあがめよ。
箴言 3:10 そうすれば、あなたの倉＜くら＞は豊＜ゆた＞かに満＜み＞たされ、あなたの酒＜さか＞
ぶねは新＜あたら＞しいぶどう酒＜しゅ＞であふれる。
Malachi 3:8-10 (NKJV)
8 “Will a man rob God?
Yet you have robbed Me!
But you say,
‘In what way have we robbed You?’
In tithes and offerings.
9 You are cursed with a curse,
For you have robbed Me,
Even this whole nation.
10 Bring all the tithes into the storehouse,
That there may be food in My house,
And try Me now in this,”
Says the Lord of hosts,
“If I will not open for you the windows of heaven
And pour out for you such blessing
That there will not be room enough to receive it.
マラキ 3:8 人＜ひと＞は神＜かみ＞のものを盗＜ぬす＞むことができようか。ところが、あなたがた
はわたしのものを盗＜ぬす＞んでいる。しかも、あなたがたは言＜い＞う。『どのようにして、私た
ちはあなたのものを盗＜ぬす＞んだでしょうか。』それは、十分＜ぶん＞の一と奉＜ほう＞納＜のう
＞物＜ぶつ＞によってである。
マラキ 3:9 あなたがたはのろいを受＜う＞けている。あなたがたは、わたしのものを盗＜ぬす＞んで
いる。この民＜たみ＞全＜ぜん＞体＜たい＞が盗＜ぬす＞んでいる。
マラキ 3:10 十分＜ぶん＞の一をことごとく、宝＜ほう＞物＜もつ＞倉＜ぐら＞に携＜たずさ＞えて
来＜き＞て、わたしの家＜いえ＞の食＜しょく＞物＜もつ＞とせよ。こうしてわたしをためしてみ
よ。--万＜ばん＞軍＜ぐん＞の【主＜しゅ＞】は仰＜おお＞せられる--わたしがあなたがたのため
に、天＜てん＞の窓＜まど＞を開＜ひら＞き、あふれるばかりの祝＜しゅく＞福＜ふく＞をあなたが
たに注＜そそ＞ぐかどうかをためしてみよ。
Deuteronomy 16:17 (NKJV)
17 Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God which He has
given you.
申命記 16:17 あなたの神＜かみ＞、【主＜しゅ＞】が賜＜たまわ＞った祝＜しゅく＞福＜ふく＞に応
＜おう＞じて、それぞれ自＜じ＞分＜ぶん＞のささげ物＜もの＞を持＜も＞って出＜で＞なければな
らない。
Luke 21:1-4 (NKJV)
1 And He looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury, 2 and He saw also a certain
poor widow putting in two mites. 3 So He said, “Truly I say to you that this poor widow has put in more
than all; 4 for all these out of their abundance have put in offerings for God, but she out of her poverty
put in all the livelihood that she had.”
ルカ 21:1 さてイエスが、目＜め＞を上＜あ＞げてご覧＜らん＞になると、金＜かね＞持＜も＞ちた
ちが献＜けん＞金＜きん＞箱＜ばこ＞に献＜けん＞金＜きん＞を投＜な＞げ入＜い＞れていた。

Message- Spencer Patrick - VictoryWord.org

3

191110 Message 「言葉の力・信仰と富」 Faith, Finances & Wealth- The Power Of Words Series P004 スペンサーパトリック

ルカ 21:2 また、ある貧＜まず＞しいやもめが、そこにレプタ銅＜どう＞貨＜か＞二つを投＜な＞げ
入＜い＞れているのをご覧＜らん＞になった。
ルカ 21:3 それでイエスは言＜い＞われた。「わたしは真＜しん＞実＜じつ＞をあなたがたに告＜つ
＞げます。この貧＜まず＞しいやもめは、どの人＜ひと＞よりもたくさん投＜な＞げ入＜い＞れまし
た。
ルカ 21:4 みなは、あり余＜あま＞る中＜なか＞から献＜けん＞金＜きん＞を投＜な＞げ入＜い＞れ
たのに、この女＜おんな＞は、乏＜とぼ＞しい中＜なか＞から、持＜も＞っていた生＜せい＞活＜か
つ＞費＜ひ＞の全＜ぜん＞部＜ぶ＞を投＜な＞げ入＜い＞れたからです。」
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