
Series: Learning From Wisdom of People 

who Have Passed on the Culture of “Wa” 
The culture of “wa” & Japan is a Bible-based culture 

シリーズ: 和の文化を継承してきた人々の知恵

から学ぶ 

和の文化は聖書に基づいた文化である 

Title: Being Empowered by God’s Divine 

Providence 

タイトル: 神様の摂理を自分の力として生きる 

1. Why is it important to understand God’s 

Divine Providence 

Romans 8:28 

 3 facts 
 Things we can’t comprehend by human mind 
 Things we can’t do with human power 
 Natural & supernatural flow of life 

 What is God’s providence 
 Flow of life that is based on Biblical principles 
 God’s plan filled with His love & desire to help 

 Examples: Joseph, Christ 

 In God’s providence, even negatives turn to 
positive » Able to see things positively 

1. なぜ神様の摂理を智る事が大切なのか 

ローマ 8:28 

 ３つの事実 

 人間の知識ではわからない事？ 

 人間の力ではどうしようもない事？ 

 自然と超自然的なこの世の流れ 

 神様の摂理とは？ 

 聖書の原理と原則に基づく神様の流れ 

 神様の愛と助けの心に満ちた全てを益と

するご計画 

 例: ヨセフ、キリスト 

 神様の摂理の中では、マイナスもプラスに 

» 何事もプラスに考える事ができる 

2. How do you live by being empowered by 

God’s providence 
Proverbs 3:5-6 

 Trust in the Lord with all our hearts » not 

leadning to our own understand » Think about 

God’s providence & principle as your life’s center 
 Life that depends on the flow of God’s 

providence and principles is smooth 
 Matthew 6:33 Seek the Kingdom of God & His 

righteousness  » everything will be OK 

 Hebrews 12:1-2 Author & finisher=Jesus (looking 
upto Him until we reach heaven) 

 Psalm 23 The Shepherd (God) who finds value in 
sheep 

 You can’t see the wood (God’s providence) for 
the trees. 

2. どうやって、神様の摂理を自分の力として

生きるのか？ 

箴言 3:5-6 

 心をつくして主に信頼する » 自分の知識に

頼らない » 全ての事にまず神様の摂理、原

則、原理を中心に考えて生きる 

 神様の摂理、原則、原理が創りだす流れに

身を任せて生きる人生はスムーズである 

 マタイ 6:33 まず神の国と神の義を求める 

»全て添えて与えられる 

 ヘブル 12:1-2 創造主&完成者=イエス

(を仰ぎ見つつ天国へ歩む) 

 詩篇 23 羊の価値を見出す羊飼い（神様） 

 木を見て森（神様の摂理）を見ず 

Prayer 

 Lead & help us as we completely depend 

our lives to You through our repentance 

& baptismal. 

 Provide & protect us as we lean our lives 

to Your flow until we reach to Heaven 

 Fill us with Your word & the Holy Spirit 

that empower us to overcome our daily 

problems, challenges, adversities, and 

pains. 

祈り 

 悔い改めとバプテスマを持ってまず、私達

自身をあなたに信頼し託しますので、私達

を助け導いて下さい。 

 あなたの流れに身を任せて生きていきます

ので、天国にたどり着くその日まで私達に

必要な物を備え、お守り下さい。 

 私達をあなたの御言葉と聖霊に満たして、

力強め、日々の問題や挑戦や逆境や悩みを

乗り越えさせて下さい。 


