
Because He Lives: Strengthen our weakness 
Matthew 26:73-75 

主が生きておられるから: 弱い部分も強めて下さる 

マタイ 26:73-75 

Setting: 
A. Weakness of Simon Peter 

 Denying Christ in the midst of being arrested and 
being crucified ⇦ This has already been prophesied 

 Why? Weak, afraid, worried, was not a part of his 
plan, emotionally-driven & ignore logics 

 Although he betrayed, he repented (the difference 
with Judas = repentance) 

B. Forgiveness of Christ? 
 As a scapegoat = instead of us being punished 
 Forgiveness is eternal 
 Aid our incompleteness into victory 

C. Transformed Simon Peter after the 
forgiveness 

 As a representative of disciples in Acts 2 
 Main character in first Apostolic church, writer of the 

Bible 
 Reaching out to non-Jews even when it was risky 

聖句の背景:  

A. ペテロの弱さ 

 捕まり、死刑にされようとしている状況のキリストを否定す

る⇦既にキリストからの予言 

 なぜ？弱かったから、怖かったから、不安だったから、自分

の計画外だったから、感情に流され安く論理を無視する 

 裏切ったが、泣いて悔やんだ (ユダとの違い=悔い改め) 

B. キリストの赦しとは？ 

 身代わりとしての赦し=私達が罰せられる代わりに 

 永遠の赦し 

 不完全な私達を補う勝利の赦し 

C. 赦しによって変えられたペテロ 

 使徒 2章での弟子の代表として 

 初代使徒教会の中心人物、聖書の筆者 

 リスクをかけての異邦人伝道 

Application: 
When we depend our incompleteness to God through 

repentance, God will aid our incompleteness and 
strengthen us to grow 

 How did weak Simon Peter transformed 
o Forgiveness through grace 
o Help form God 

 The real growth cycle=As we try to help ourselves to 
fill our incompleteness, we experience the growth. 
But as we grow, we learn more about our 
incompleteness » Weakness & incompleteness is 
necessary for our growth = through weakness & 
incompleteness, we get to know more about God 

 God is only perfect being 
 2 Corinthians 12:9-10 

o God’s grace (forgiveness, mercy, unconditional 
love) is enough no matter how weak we are 

o God’s strength appears where we are weak 
o When we are weak, we will be strengthen through 

God 
 Keys to salvation taught by Simon Peter Acts 2:38 
 Repentance 

o Change of direction: what to please=From us to 
God 

o Lifestyle that completely depends on God: Not 
living the way we want to live, but God-center life 
(by trusting God), daily adjustments 

o Confess our weakness (sins), and declare that we 
need God 

聖句の適用方法:  

不完全な私達が神様に悔い改め全てを委ねる時、神様は

不完全な部分を補い、強め、成長させて下さる 

 弱いペテロが、変わった理由は？ 

o 補って下さる、神様の恵みによる赦し 

o 神様からの助け 

 成長のサイクル=不完全を成長する事によって補おうとする

が、成長する事により、又不完全な部分ができてくる » 弱

さ、不完全さは成長に不可欠=弱さ、不完全さによって、

神様を知る事が出来ます。 

 なぜなら、神様だけが、完全であるからです 

 2 コリント 12:9-10 

o 神様の恵み（慈愛=赦し、憐れみ、無条件の愛）

は私達がどんなに弱くても十分です。 

o 神様の力は弱い所に表れます。 

o 私達が弱い時にこそ神様によって強められます。 

 ペテロが説く、救いの鍵 使徒 2：38 

 悔い改めとは？ 

o 方向転換：喜ばす対象=自分から神様へ 

o 全てを委ねる生き方：自分勝手な生き方ではなく、

神様に頼り、中心とした生き方、日々の修正 

o 自分達の弱さ（罪）を告白し、神様が必要であるこ

とを宣言する 

Prayer: 
 Help us as we recognize our weakness, 

incompleteness, and the need of our necessity 
of You. 

 Guide us to the path of heaven as we depend 
on you and live a God-centered life 

いのり: 

 自分達の弱い所、足りない所を認識し、あなたの必

要性を再認識しますので、弱く足りていない所をあな

たが助けてください 

 あなたに頼り、あなたを中心として生きていきますの

で、天国への道へと導いてください 


