25. われわれは、神を信頼するか？

このページのプリント

あなたは本当に神を信頼していらっしゃいますか？ほとんどの人が信頼していると答えるかもしれません
が、彼らの行いは信頼していないことを表しています。さらに恐ろしいことには、人々は神を信頼してい
ないがために、神から盗んでいるということさえありえるのです！「冗談でしょう！だれも神から盗むと
か、横取りするなんてありえない」とあなたは言うでしょう。けれども神は、神の子らに対して、「あな
たがたは、わたしの物を盗んでいる」（マラキ書 3:8）とショッキングな言葉を述べていらっしゃるので
す。実際の記録によって、何十億人という人が、神から盗んでいることがはっきりしており、信じがたい
ように思われますが、盗んだお金で、自分自身の無駄使いの埋め合わせをしているのです！しかしなが
ら、多くの人は、自分自身が盗みをしているのだということに気付いていません。この聖書講座では、同
じ過ちに陥ることをどのように避けることができるのか、そして神にある真の信仰を通してどのように経
済的に繁栄することができるのかをお伝えいたします。

1.

聖書によると、私たちの収入のどのくらいが神に属するものですか？

「地の十分の一は ... 主のもの ... である。」レビ記 27:30

答え： 私たちの収入の十分の一は神のものです。

収入の十分の一は神のものである。

2.

「什一」とはどのような意味ですか？
「わたしはレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて十分の一を嗣業として与え」「わたしはイスラエルの人々
が供え物として主にささげる十分の一を、レビびとに嗣業として与えた。」民数記 18:21,24

答え： 什一は収入の十分の一のことです。「什一」という言葉の字義通りの意味は、「十分の一」です。什一は神
のものですので、私たちはそれを保留しておく権利はないのです。什一を収めるのは神に贈り物を捧げているわけ
ではなく、ただ単にすでに神のものであるものをお返ししているに過ぎないのです。収入の十分の一を神にお返し
しなければ、私たちは什一を納めていることにはなりません。

「什一」という言葉は「十分の一」という意味で
ある。

3.

主は、神の民に、什一をどこに持っていくように命じられていますか？

「十分の一全部をわたしの倉に携えてきなさい。」マラキ書 3:10

答え： 主は、什一を神の倉に携えていくように命じられています。

什一は、神の倉である教会に携えていくべきである。

4.

主が述べておられる神の倉とは何でしょうか？

「そこでユダの人々は皆、穀物、ぶどう酒、油の十分の一を倉に携えてきた。」ネヘミヤ書 13:12

答え： マラキ書 3:10 において、神は倉のことを「わたしの宮」と言っておられますが、これは神の教会を指しています。ネヘミヤ書 13:12 でも、什一は、
倉、つまり神の倉に携えてきたことが書かれています。歴代志上 9:26、歴代志下 31:11,12、ネヘミヤ書 10:37,38 においても、倉のことを、主の宮の宝
庫、室（へや）と呼んでいます。旧約時代、神の民は、農産物や、家畜などを含む利益が生じたすべてのものの十分の一を、神の家である倉に携えていきまし
た。

5.

什一の制度は、モーセの儀式や礼典の一部であり、十字架で終了したと考えている人がいますが、そうではないということを聖書によって確かめられる
でしょうか？

「アブラハムは彼にすべての物の十分の一を贈った。」創世記 14:20 そして創世記 28:22 で、ヤコブは次のように言っています。「あなたがくださるすべ
ての物の十分の一を、わたしは必ずあなたにささげます。」創世記 28:22

答え： 上記の聖句で、モーセの時代のかなり前に生存していたアブラハムとヤコブは、両者とも収入から什一を捧げていたことがわかります。ですから什一
の神のご計画は、モーセの律法以前に存在していたと結論づけることができます。

6.

イエスが什一の計画を廃されたのではないですか？
「偽善な律法学者、パリサイ人たちよ、あなたがたは、わざわいである。はっか、いのんど、タミンなどの
薬味の十分の一を宮に納めておりながら、律法の中でもっと重要な、公平とあわれみと、忠実とを見のがし
ている。それもしなければならないが、これも見のがしてはならない。 」マタイによる福音書 23:23

答え： それどころかイエスは什一を是認されました。ユダヤ人は厳格に什一を納めていましたが、律法の
より重要な事柄である「公平、あわれみ、忠実」を見逃していると譴責されました。イエスは率直にユダヤ
人に、什一を納め続けるべきであるが、公平、あわれみ、忠実でありなさいと言われました。

イエスはパリサイ人たちに、什一を納めるべきである
が、より重要な公平、あわれみ、忠実であることをない
がしろにしないようにと説明された。

7.

旧約聖書の時代に、什一はどのようなことに用いられたのでしょうか？

「わたしはレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて十分の一を嗣業として与え、その働き、すなわち、会
見の幕屋の働きに報いる。」民数記 18:21

答え： 旧約聖書の時代、什一は、祭司たちの収入として用いられました。レビの部族（祭司たち）は、ほか
の 11 の部族が受けていたような作物を育てるための土地や、事業活動のための割り当てはありませんでし
た。レビ人は、全時間、宮の務めをなし、神の民に奉仕をするための働きをしていました。このような理由
で、祭司たちとその家族を什一で支えることが神のご計画であったのです。

旧約聖書の時代、什一は、祭司たちに支払うために用
いられた。

8.

新約聖書時代に、神は、什一の用途についての計画を変えられましたか？

「あなたがたは、宮仕えをしている人たちは宮から下がる物を食べ、祭壇に奉仕している人たちは祭壇の供え物の
分け前にあずかることを、知らないのか。 それと同様に、主は、福音を宣べ伝えている者たちが福音によって生
活すべきことを、定められたのである。」コリント人への第一の手紙 9:13,14

答え： 神はこのご計画を続けられました。今日においての神のご計画は、福音の働きにのみ専念している人々を
支えるために什一を用いることです。もしすべての人々が什一を献げ、福音伝道者たちを支えるために厳格に什一
が用いられるならば、終末時代における神の福音のメッセージを、全世界に迅速に伝えるための十分な資金となる
ことでしょう。

今日、什一は神の働き人たちの給与として用いら
れている。

9.

什一を献げることに関して確信を持てない人々に対する神の驚くべき提案とは何でしょうか？

「わたしの宮に食物があるように、十分の一全部をわたしの倉に携えてきなさい。これをもって、わたしを
試み、わたしが天の窓を開いて、あふるる恵みを、あなたがたに注ぐか否かを見なさいと、万軍の主は言わ
れる。」マラキ書 3:10

答え： 神は、「わたしを試み」、そして「わたしが天の窓を開いて、あふるる恵みを、あなたがたに注ぐか
否かを見なさいと」と言っておられます。神がこのような提案をされるのは、聖書の中ではこの一度だけで
す。神は、「試してごらんなさい、大丈夫、あふれる恵みを約束するから」と言っておられるのです。世界
の何百、何千という什一を献げている人々が、神の什一に関する約束の真理を喜んで証してくれることでし
ょう。彼らは皆、「私たちがどれほど神にお捧げしても、神が与えてくださるよりも多くのものをお捧げす
ることができない」というみ言葉の真理を体験しています。

什一を忠実に献げる人たちに、神は、あふるる恵みをあ
なたがたに注ぐと約束されている。

10. 私たちが献げたお金を実際に受け取るのはだれなのでしょうか？
「その上、一方では死ぬべき人間が、十分の一を受けているが、他方では『彼は生きている者』とあかしされた人（イエス）が、それを受けている。」ヘブル
人への手紙 7:8

答え： 天の大祭司であられるイエスが、私たちの献げた什一を受け取ります。

11. 神の天の王国を継ぐには、私たちすべての者が必ず合格しなければならないテストがありますが、アダムとエバは不合格になってしてしまいました。そ
のテストとはどのようなものだったのでしょうか？

答え： アダムとエバは、神が彼らのものではないと言われたものに手を出してしまったのです。神はマダムとエバ

神の什一に手を出し、自分自身のために使
うならば、アダムとエバの罪を繰り返すこ
とになる。

に、ただひとつの木 -- 善悪を知る木--以外は、エデンの園にあるどの木からも実を取って食べてよいと言われました
（創世記 2:16，17）。善悪を知る木の実は、彼らに与えられたものではなく、神が食べることを禁じられた木の実で
した。エバはその実に触れることさえ禁じられていると言いました（創世記 3:3）。けれども彼らは神を信頼せず、木
の実を食べ堕落してしまいした -- そして長く、恐ろしい、罪の中でさまよう苦しい寄留者となってしまったのです。
今日、神は人々に、神の富、知恵、そのほか、天のすべての資源と祝福を与えてくださっています。すべてが私たちの
ものです -- けれども収入の十分の一を除いてです、十分の一は神のものです（レビ記 27:30）。神はアダムとエバの
ときのように、神に属するものであっても強制的に取り上げることはなさいません。神はそれを私たちの手の届くとこ
ろに置かれていますが、「それに手を伸ばしてはならない、それは聖なるものであり、私のものである。」と警告され
ています。知りつつ神の什一に手を出し、自分自身の必要に当ててしまうならば、私たちはアダムとエバの罪を繰り返
し、私たちの救い主に対して非常に悲しい信頼心の欠如を表していることになるのです。神は私たちのお金を必要とさ
れませんが、当然、私たちの忠誠心と信頼を受けるべきお方であります。

神をあなたのパートナーにしましょう。
神の什一をお返しするときに、私が成すすべてのことにおいて、神をパートナーとしていることになるのです。何というすばらしい祝福された特権ではないで
しょうか、神と私がパートナーであるのです！神を私のパートナーとするならば、メリットばかりで損は何もないのです。什一は、魂を救うために神が特別に
指定しておられる資金でありますので、家計のために神御自身のお金を使うことは大変に恐ろしい危険な投機であると言えます。

12. 神の所有である什一のほかに、神が人々に求めておられるものはありますか？
「供え物を携えてその大庭にきたれ。」詩篇 96:8

答え： 主はわたしたちに、主に対する愛と主の祝福に対する感謝の気持ちを表すものとして、神の働きのために
献げものをするように求めておられます。

神に対する愛の表現として、神の民は喜んで献げ
ものをする。

13. 神にどれほどの献金をすればよいのでしょうか？
「各自は惜しむ心からでなく、また、しいられてでもなく、自ら心で決めたとおりにすべきである。神は喜ん
で施す人を愛して下さるのである。」コリント人への第二の手紙 9:7

答え： 聖書は、献げものに関しては、具体的な金額を定めていません。神が与えてくださる印象によって、各
人が自発的に金額を決め、そして喜んで捧げます。

聖書は、献げものに関して特定の金額は明示していな
い。

14. 聖書の中で、神が教えておられる捧げ物に関してのそのほかの原則は何ですか？

答え：
A. 最も優先すべきことは、自分自身を主に捧げることです（コリント人への第二の手紙 8:5）。
B. 神に最高、最善のものを捧げるべきです（箴言 3:9）。
C. 神は惜しみなく与える人を祝福されます（箴言 11:24，25）。
D. 受けるよりは、与える方がより祝福されます（使徒行伝 20:35）。
E. 物惜しみして、しぶしぶ献げるならば、神が与えてくださった祝福を正しく用いていることにはなりません（ル
カによる福音書 12:16-21）。
F. 神は献げる以上の報いを与えてくださいます（ルカによる福音書 6:38）。
G. 神の祝福と、収入の度合いに応じて献げるべきです（コリント人への第一の手紙 16:2）。
H. 可能な範囲内で献げるべきです（申命記 16:17）。
私たちは、すでに神のものである什一をお返しします。私たちは、献金を おささげします 。献金は自発的に、喜ん
でささげるべきです。
主に自分自身を捧げることが、私たちの最も
優先すべきことである。

15. 主は何を所有しておられますか？

答え：
A. 世界のすべての銀と金（ハガイ書 2:8）。
B. 地球のすべてのものと、そこに住む人々（詩篇 24:1）。
C. 主はこの世界と、その中のすべてのものを所有され（詩篇 50:10-12）ているにもかかわらず、人々に神
の大いなる富を使うことをおゆるしになっています。神はまた、人々が繁栄し、富を蓄える知恵と力を与えて
くださっています（申命記 8:18）。私たちが収入を得るための事業に、神が多大な出資をしてくださってい
ることへの感謝と、すべてのものを備えてくださる返礼として、神が私たちに求められるすべては、ただその
中の 10 パーセントを神にお返しすることだけです。また、私たちの愛と感謝のしるしとしての献げもの（什
一以外の献金）もいたしましょう。

主は世界とその中の全ての物を所有しておられる。

16. 什一と献げ物を主にお返ししない人々を、神はどのようにみなされていますか？
「人は神の物を盗むことをするだろうか。しかしあなたがたは、わたしの物を盗んでいる。あなたがたは
また『どうしてわれわれは、あなたの物を盗んでいるのか』と言う。十分の一と、ささげ物をもってであ
る。」マラキ書 3:8

答え： 神はそのような人々を盗人とみなしておられます。人々が神から盗んでいるということなど想像で
きますか？

什一と献げ物をしない人々を、神は盗人とみなされる。

17. 什一と献げ物を、故意に神から盗み続ける人々はどのようになると神は言われますか？

「あなたがたは、のろいをもって、のろわれる。あなたがたすべての国民は、私の物を盗んでいるからであ
る。」マラキ書 3:9 「貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は、いずれも神の国をつぐことはな
いのである。」コリント人への第一の手紙 6:10

答え： そのような人々に、神ののろいが留まります。彼らは天の王国を継ぐことができません。

什一と献げ物を保留することで神の物を盗んでいる人
は、天に入ることをゆるされない。

18. 神は貪欲に対して警告をされています。なぜそれが危険極まりないことなのでしょうか？
「あなたがたの宝のある所には、心もあるからである。」ルカによる福音書 12:34

答え： 私たちは、投資するもの（利益を得るために金銭や力をつぎ込むもの）に心が伴います。もし、ますます多
くのお金を増やすことに集中しているならば、心は欲張りで利欲にふけり、高慢になります。けれどもほかの人々に
分け与え、助け、神のみ業を前進させることに集中すると、心は思いやりと優しさに満ち、寛大で謙遜になります。
終わりのときのしるしとして、聖書に 20 の恐るべき罪が挙げらていますが、貪欲はその中のひとつで、人々を天か
ら閉め出してしまうものです（テモテへの第二の手紙 3:1-7）。

財産の蓄積に没頭することは、人を貪欲で高慢
にする。

19. イエスの聖なる什一と、愛の捧げものを盗んでしまうときに、イエスはどのようなお気持ちになるのでしょうか？
「それゆえ、わたしは、この時代の人々に対して、悲しんで言った、『彼らは、いつも自らの心に迷わされて
いる。』」へブル人への手紙 3:10（欽定訳聖書）

答え： 親のお金を盗む子供に親が感じるのと同じ気持ちを、おそらくイエスは感じられることでしょう。お
金自体は大したことではありません。子供の誠実心、愛、そして信頼心が欠けていることに深い悲しみが伴う
のです。

イエスのものを盗むときに、イエスは非常に悲しまれ
る。

20. 神から委託されたものの管理人としてのあり方について、パウロはマケドニアの信者のことについて述べていますが、その感動的な事柄とはどのような
ことでしょうか？

答え： パウロはマケドニアの教会に手紙を書き、飢饉が続き非常な辛苦を味わっているエルサレムの神
の民のために、いくらかの資金を蓄えておくようにと要請しました。蓄えられた贈り物は、次回彼らの
町を訪ねる際に受け取るということを伝えました。マケドニアの教会からの心温まるすばらしい応答
が、コリント人への第二の手紙 8 章で述べられていますが、それはこの上なく励みになる記録です:
A. 5 節 -- まず始めにするべきこととして、彼ら自身の生涯をイエス･キリストにおささげしました。
B. 2, 3 節 -- 彼ら自身、「極度の貧しさ」の中にいたにもかかわらず、「力以上に」施しをしまし
た。
C. 4 節 -- 彼らはパウロに、贈り物を早く受け取りにくるように熱心に願いました。
D. 9 節 -- 彼らの贈り物は、イエスの犠牲の模範に倣ったものでした。

注: もし心からイエスを愛するならば、イエスの働きのための犠牲は決して重荷や苦痛ではなく、むしろ マケドニアにいる神の民が、エルサレムで飢饉に見舞われた
クリスチャンに寛大な援助を差し伸べたのは愛によるもので
大きな喜びと満足感を伴う大いなる特権と祝福なのです。
あった。

21. 什一をお返し、献金を捧げる忠実な人に、神はどのようなのことをしてくださると約束してくださいましたか？
「わたしの宮に食物のあるように、十分の一全部をわたしの倉に携えてきなさい。これをもってわたし
を試み、わたしが天の窓を開いて、あふるる恵みを、あなたがたに注ぐが否かを見なさいと、万軍の主
は言われる。わたしは食い滅ぼす者を、あなたがたのためにおさえて、あなたがたの地の産物を、滅ぼ
さないようにしよう。また、あなたがたのぶどうの木が、その熟する前に、その実を畑に落すことがな
いようにしようと、万軍の主は言われる。こうして万国の人は、あなたがたを祝福された者ととなえる
であろう。あなたがたは楽しい地となるからであると、万軍の主は言われる。」マラキ書 3:10-12

答え： 神は、忠実な神の財務管理人を豊かにし、彼らの周囲の人々にとって祝福の存在となるというこ
とを約束されています。
下記の神が祝福される方法を熟考してください:
A. 神の祝福を伴う収入の十分の九は、祝福のない全収入（十分の十）よりもさらに長く保ちます。こ
の事実を疑うのであれば忠実に什一を献げる人に尋ねてみてください。
B. 祝福はいつも金銭的なものではありません。それは健康、心の安らぎ、答えられた祈り、神のご加
護、親密で愛情ある家族、体力、賢明な決断力、感謝の心、イエスとの親密な関係、伝道の成功、古い
車がいつも走り続けることなど、さまざまです。
C. 神は、すべての面であなたのパートナーとなります。神以外には、このように完璧で、すばらしい
計画を設けることは決してできません。

什一をお献ささげすると、神は残りの十分の九を長く保つよ
うにしてくださるので、常に必要が満たされる。

22. あなたは、これから愛と感謝のしるしとして、収入の十分の一と諸献金を、喜んで献げようと思われますか？

答え：
はい
いいえ
私はすでに什一と諸献金をお献げしています。

質問

1. 私は、教会の神のお金の使い道が嫌なので、什一はお献げしません。
レビ記 27:30
什一は神が命じられていることです。什一は主に属する聖なるお金です（レビ記 27:30）。あなたが什一をお献げするということは、神に什一をお献げしてい
ることになるのです。神は、あなたが教会に献げたお金を管理することができる偉大なお方です。あなたの義務は什一をお献げすることです。神の資金を誤用
する人たちのことに関しては神にお任せしましょう。

2. 私は経済的に困難な状況のため、什一のほかにはわずかな金額しかお献げすることができずもどかしく思います。福音の宣教のための資金が大いに必要と
されているのに気がとがめます。
コリント人への第二の手紙 8:12
あなたが御自分の最善を尽くしているのであれば、献げものの金額は重要なことではありません。マルコによる福音書 12:41-44 の二枚のレプタを献げた貧し
いやもめのことを「さいせん箱に投げ入れている人たちの中で、だれよりもたくさん入れたのだ」なぜなら「みんなの者はありあまる中から投げ入れたが、あ
の婦人はその乏しい中から ... その生活費全部を入れたからである。」とイエスは言われました。主は、私たちが払った犠牲と、捧げる態度や心をご覧になっ
ておられます。イエスが満足しておられることを覚えて喜んでお捧げしましょう。コリント人への第二の手紙 8:12 には、私たちに励ましとなる言葉が書かれ
ていますのでどうぞご覧ください。

3. 神から委託されたものの管理者としての務めは、金銭の適切な取り扱い以上のことが含まれるのではないでしょうか？
マルコによる福音書 13:34
そのとおりで、管理者としての務めは、神が与えてくださるすべてのタレントと祝福を、正しく管理するということを含んでいます（使徒行伝 17:24,25）。
それはまた、私自身の命も含まれているのです！神の賜物を忠実に管理するということは、私の時間をどのように使うのかということにも関係しています:
A. 神が私に任ぜられた働きをする (マルコによる福音書 13:34)。
B. 積極的にキリストのための証し人となる (使徒行伝 1:8)。
C. 聖書研究をする（テモテへの第二の手紙 2:15)。
D. 祈る (テサロニケ人への第一の手紙 5:17)。
E. 困っている人々を助ける (マタイによる福音書 25:31-46)。
F. 私の人生を、日々新たにイエスにお捧げする (ローマ人への手紙 12:1, 2; コリント人への第一の手紙 15:31)。

4. ある説教者は、金銭を過剰に得ているとお感じになりませんか？
伝道の書 12:14
疑いなくそう思います。今日、ある聖職者たちのおごり高ぶった富の誇示が、すべての牧師たちの影響を落としてしまっているように見受けられます。それは
イエスのみ名に恥辱をもたらすことです。何百何千という人々が、そのようなことに嫌悪感を抱き、教会から去ってしまうという原因となってしまいます。こ
のような指導者たちは、恐るべき決算の日である裁きに直面することになるでしょう。
終末時代における神の残りの教会の牧師たち
しかしながら、終末時代の神の残りの教会の牧師たちには過剰な給料が払われることはありません。牧師のインターンが終了した後は、働きの内容、教会の大
きさに関係なく、すべての牧師はほとんど同じ額の給料を受けます（月々数ドルの差はありますが）。多くの場合、牧師の配偶者が家計を助けるために一般の
職場で働いています。

5. もし、什一を献げる余裕がなかったらどうなるのでしょうか？
マタイによる福音書 6:33
神を第一にするならば、私たちの必要をすべて満たしてくださると神は言われます（マタイによる福音書 6:33）。神が金銭を取り扱われる方法は多くの場
合、人間の考えとは全く異なっているのです。神のご計画のもとにあっては、十分の一を神にささげた後の残りの十分の九は、神の祝福なしの十分の十よりも
もっと長続きします。実際には、什一を献げないわけにはいかないほど、たくさんの祝福を受けることになるからです。

クイズ

1. 「什一」という言葉の実際の意味は「十分の一」です。(1)
はい
いいえ
2. 什一は、はじめから神のものです。(1)
はい
いいえ
3. 収入の十分の一を神にお返ししないのであれば、什一を献げているということにはなりません。(1)
はい
いいえ
4. イエスは什一を神にお返しすることを是認されました。(1)
はい
いいえ
5. 自由献金に関しての聖書の指針と原則は下記のどれですか？(5)
もし、何か残ったお金があれば献金する。
喜んでささげる。
寛大な心でささげる。
自分が満足感を得るためにささげる。
神の祝福と、収入の度合いに応じてささげる。
与えることは、受けるよりは、祝福である。
神はささげる以上の報いを与えてくださる。
気がむいたら ささげる。

人に悪く思われないためにささげる。
6. 聖書に基づく、福音宣教者たちが収入を得るべき方法は (1)
ビンゴー ゲーム
不用品の販売
什一
手作り菓子の販売
宝くじ
7. この聖書講座で学びましたが、モーセの時代以前に、什一をお返ししていた旧約聖書時代の父祖たちはだれでしたか？(2)
アダム
ヤコブ
ノア
イサク
アブラハム
メトセラ
8. 什一と諸献金を献げない人の罪を、マラキ書 3:8 では何と言っているでしょうか？(1)
偶像礼拝
安息日を破る
殺人
盗み
9. へブル人への手紙によると、私たちが献げた什一は、実際にはだれが受け取るのでしょうか？(1)
牧師。
必要としている人々。
私たちの天におられる大祭司であるイエス。
10. テモテへの第二の手紙 3:1-7 には、人々が神の王国の外に出されてしまう終末時代の 20 の罪が挙げられていますが、その中の一つは貪欲です。(1)
はい
いいえ
11. 神の倉に、十分の一を携えていくという意味は (1)
そのお金で、霊的な本を買う。
宗教的なことのためにその資金を使う。
神の教会の倉にささげる。
12. マラキ書 3:10 によると、忠実に什一を献げる人に、神はどのようなことを約束してくださっていますか？(1)
決して病気にならない。
決して職を失わない。
有り余るほどの祝福を受ける。
13. 神はアダムとエバに、木の実を食べることに関してテストをされました。今回の聖書講座で学んだことによると、今日、神はどのような同様のテストを神
の民になさっていますか？(1)
日々、聖書を読む。
証や伝道をする。
什一をお返しする。
お祈りをする。
14. 什一をささげることはモーセの律法の一部であって、十字架で終了しました。(1)
はい
いいえ

15. 神は、私のささげものをどのように評価なさるのでしょうか？(2)
私がささげる金額。
払った犠牲の大きさ。
ささげるときの心、気持ち。
16. 神が私に委託されたものの忠実な管理者としての務めは、お金の正しい取り扱いだけでなく、祈り、証し、聖書研究、そして人々の手助けなどの活動のた
めに、適切に時間を使うということも含まれます。(1)
はい
いいえ
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