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ヨシュア24:15

もしあなたがたが主に仕え
ることを、こころよしとし
ないのならば、あなたがた
の先祖が、川の向こうで仕
えた神々でも、または、い
まあなたがたの住む地のア
モリびとの神々でも、あな
たがたの仕える者を、きょ
う、選びなさい。ただし、
わたしとわたしの家とは共

に主に仕えます

Joshua 24:15

If you have no desire to 
worship the LORD, choose 
today whom you will 
worship, whether it be the 
gods whom your ancestors 
worshiped beyond the 
Euphrates, or the gods of 
the Amorites in whose land 
you are living. But I and my 
family will worship 
the LORD!”

輝く未来へ

と導く

今日の選択

• 過去

• 現状

• 希望溢れる将来が約束
されている

• でも多くの人は過去や
現状に囚われていて前
進できない

• 存在を認識するだけで
はなく、選択する

• 他人の意見に左右され
ず、自分自身で選択

• 未来は今日の選択に左
右される

• 神様と共に・仕えて前
進する

• Past
• Current
• Wonderful/hopeful 

future is promised
• But many are trapped in 

the past or current, and 
can not move forward

• Not only recognize but 
choose

• Choose on your own, 
and not to be influenced 
by other’s opinion

• Future depends on 
today’s choices

• Move forward by 
serving God

委ねる

• 詩篇37:5-6

• 将来を委ねる=心から
信頼する

• あなたの将来・道は神
様の物である

• モーセの母がモーセを
ナイル川に流してその
運命を神様に委ねたよ
うに

• 委ねる:手放す事も必要
=神様が成し遂げられ
る

• あなたにとって委ねる
とはどういう意味を
持っていますか？

Commit

• Psalm 37:5-6
• Commit your future =

Must completely trust
• Your future/your way 

belong to God
• As Moses’ mother let go 

of Moses to allow God to 
lead His destiny

• Committed people are 
willing to let go =
allowing God to do His 
work

• What does the word 
“commit” mean to you?
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恐れない

• ヨシュア1:9

• 24章の前提:神様が共い
てくださり・見放さ
ず・勝利と祝福を与え
て下さった

• 将来はわからない事だ
らけ・不安になるのは
当たり前: 石橋を叩く

• 不安を捨て信仰を »平
安が

• ダビデ:神様と共に

• 神様が共におられる事
を信じ、心の平安を求
められていますか？

Not to be Afraid

• Joshua 1:9

• Preface to chap 24: God 
has been with them, not 
forsake, and gave them 
victories and blessings

• It’s normal to worry 
about the future: Knock 
the bridge

• Substitute your fear 
with faith » Peace

• David: with God

• Do you truly believe He 
is with you, and seeking 
his 

赦す

• マタイ6:14 & 15

• 赦さない人=赦されな
い

• 天国は赦す選択が出来
る人の為にあります

• 神様の赦しを持って他
の人を赦す事が出来る

• 他の人の為に赦すので
はなく、自分の為に

• 赦す=過去を引きずら
ない・開放の選択

• 周りの人を赦せていま
すか？

Forgive

• Matt 6:14 & 15
• Ones that can’t forgive 

others = can’t be 
forgiven

• Heaven is for those who 
can choose to forgive

• We can forgive others 
when we experience 
true forgiveness

• Forgive for yourself and 
not for others/offenders

• Forgive=Let go of the 
past / Choice of freedom

• Are you forgiving 
others?

待つ

• イザヤ40:31
• 力を得る・受ける»造り
変えられる
– 使徒1
– ピリピ4:13
わたしを強くして下さるか
たによって、何事でもする
ことができる。

• 鷲のように登る・優雅
主を待ち望む(行動)の
は停止・停滞ではなく
次への準備期間である

• あせらずに神様を求め
て、神様の業を待ち望
めていますか？

Wait

• Isaiah 40:31
• Renewed 

strength/empowered » 
transform us
– Acts 1
– Philippians 4:13
I am able to do all things 
through the one who 
strengthens me.

• Soar like an eagle: Wait 
is an action, not a pause. 
It’s a preparation to the 
next step

• Are you waiting for God 
patiently?

• 輝く未来への正しい選
択をする為に：
– 心から信頼し全てを神様
に委ねます。あなたが導
いてください。

– あなたが共におられる事
を信じ恐れずに歩みます。
どうぞ勇気と平安を与え
てパニックにならないよ
うに助けて下さい。

– あなたに赦されている事
を感謝します。あなたの
赦しで満たして下さい。
そしてあなたの赦しを
持って私たちも人を赦せ
るように助けてください。

– あなたを待ち望みます。
私達を力強め、造り変え
てください。

• To choose right for my 
brighter tomorrow:

– Guide us as we depend on 
you and commit to you

– Give us Your courage and 
peace as we believe that 
You walk with us and not 
be afraid. Help us not to 
panic.

– Thank you for forgiving us. 
Fill us with your 
forgiveness so that we can 
forgive others.

– We will wait on you. 
Strengthen us, empower 
us, and transform us.


