
Begin with the prayer of thanksgivings 

Philippians 4:6 

まず感謝の祈りから 

ピリピ 4:６ 

Setting: 

A. Gain God’s peace beyond our understanding 

Philippians 4:7 

 Peace of God will take care of us somehow 

 Original intent of establishment for thanksgivings= 

Thanking for God’s blessing in the midst of  conflicts » 

Finding God’s peace in the midst of the battle 

 Our God is the God of peace v.9 

B. Keys to be content in whatever the state we are in 

Philippians 4:11-12 

 Being thankful » fulfilled, satisfied 

 Biblical thanksgivings celebration = Feast of 

Tabernacles » reminding 40 years of wilderness. As 

they remember about their victories and deliverance 

from tough days, being thankful 

 my God shall supply all your need v. 19 

 We may not have everything we want, but God will 

provide everything we need. 

C. All things are possible through almighty God 

Philippians 4:13 

 Thanksgivings to God = Reminding ourselves the 

power of God » Depend on God completely 

 

聖句の背景:  

A. 人知では測り知ることのできない神の平安を得ます 

ピリピ 4:7 

 神様がなんとかして下さるという平安 

 感謝祭制定の起源=独立戦争下で、荒れていたアメリカ

が、神様の祝福を感謝しよう»争いの中に、神様の平安を 

 私達の神様は平和の神である 9節 

B. ありとあらゆる境遇に処する秘けつを得ます 

ピリピ 4:11-12 

 感謝する事» 満足、充実 

 聖書の感謝祭=仮庵の祭り»40年の荒野の時代を思い

出す。苦しい時からの解放と勝利を思い出す事によって、

感謝する。 

 あなたがたのいっさいの必要を、キリスト・イエスにあって満た

して下さるであろう １９節 

 全て欲しい物は得てないかもしれないが、神様は必ず必要

を満たして下さる 

C. 全能なる神様によって、何ごとも可能となります 

ピリピ 4:1３ 

 神様への感謝=神様の力を再認識する»委ねる 

Application: 

When we begin our daily prayer with thanksgivings, God 

will allow us to have peaceful and satisfying life 

 What are you thankful for? 

 Before we make requests, learn to give thanks 
(praise) v.6 (Just as Esther did) 

 Even things we struggle to genuinely appreciate, try 
to be thankful 

 Write down things that you are thankful for, and add 
to your daily prayer list 

 

聖句の適用方法:  

日々の祈りを感謝の祈りで始める時、平安をもって満足で

きる人生を神様が可能にして下さります 

 あなたが感謝している事は？ 

 神様にお願いする時に、まず感謝の祈り（賛美）をする

事を覚えよう ６節（エステルがしたように） 

 素直に感謝できていない事も感謝する事を心がけよう 

 自分が感謝する事を書き出して見てください、そして、日々

の祈りにそれを加えてみてください 

Prayer 
 Give us Your victories and deliverances as we 

will always have thanksgivings to you in our 
mouth even when we are struggling or in 
troubles 

 Lead us to share Your blessing as we thank God 
daily for the provisions of all our needs 

 Put miracles in our lives as we declare that you 
are the Almighty God who can do anything 

 Give us the wisdom to be thankful for things 
that we have not being grateful for and things 
that we struggle to be grateful for 

いのり 

 悩んだり苦しい時にも、あなたへの感謝をくちづさみま

すから、あなたの聖霊による平安で私達を満たし、勝

利と解放をお与え下さい 

 一切の必要をあなたが満たして下さる事を日々感謝

し、その祝福を周りの人と分かち合えるように導いて

下さい 

 あなたが、何ごとも出来る全能の神様である事を宣

言しますので、あなたの奇跡が私達の上にあるよう

に。 

 感謝できてない事や、感謝しにくい事をも日々感謝出

来るように知恵をお与え下さい。 


