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エゼキエル 36:25-27

わたしは清い水をあなた
がたに注いで、すべての
汚れから清め、またあな
たがたを、すべての偶像
から清める。わたしは新
しい心をあなたがたに与
え、新しい霊をあなたが
たの内に授け、あなたが
たの肉から、石の心を除
いて、肉の心を与え
る。わたしはまたわが霊
をあなたがたのうちに置
いて、わが定めに歩ませ、
わがおきてを守ってこれ
を行わせる。

Ezekiel 36:25-27

Then will I sprinkle clean 
water upon you, and ye shall 
be clean: from all your 
filthiness, and from all your 
idols, will I cleanse you.

A new heart also will I give 
you, and a new spirit will I 
put within you: and I will 
take away the stony heart 
out of your flesh, and I will 
give you an heart of flesh.

And I will put my spirit 
within you, and cause you to 
walk in my statutes, and ye 
shall keep my judgments, 
and do them.

新しい
あなたを
見つけよう

• 予言（イエスの事）

• 新約：水と霊を持って
新しくされる（イエス
の目的）

• 新しくされた時：荒れ
た地がエデンの園に変
わるようだ(35節)

• 荒れ地とは？

• エデンの園とは？

• どうして変わるのか？

• 人生の荒れ地の中に必
ず平安と勝利を見出す
事ができる

• Prophecy (about Jesus)

• New Testament: Renew 
by water and the Spirit 
(the purpose of Jesus)

• When we become new, 
wilderness turns into 
the garden of Eden 
(v.35)

• Wilderness?

• Garden of Eden?

• How does it change?

• We can find the peace of 
victory in the midst of 
our wilderness

自分に嘘をつくのを
やめる

• 第２サムエル12:1-13

• ダビデ：自分の過ちを
隠す

• 王様として振る舞う

• 自分の間違いを素直に
受け入れましょう

• 悔い改め（方向転換）»
赦し»希望

• 自分を正直に見つめ、
自分の問題を受け入れ、
悔改めの人生を送れて
いますか？

Quit Lying to 
Ourselves

• 2 Samuel 12:1-13

• David: Hid his mistake

• Acted as the King

• We must accept our own 
failures/mistakes

• Repentance (Directional 
change) » Forgivness » 
Hope

• Are we being honest 
about ourselves and 
accepting our problems 
and living a repentant 
life?
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正しい生き方を選択
しよう

• 詩篇1:1-3

• 詩篇＝私達と神様との
関係

• 主の教えを喜びとして
生きていく＝正しい選
択

• 正しい物を得ている為
＝実を結び、栄える

• 吸収した物＝私達自身

• 日常どのような選択を
しているでしょうか？
何を摂取しているで
しょうか？

Choose the Right Life 
Style

• Psalm 1:1-3

• Psalm discusses about 
our relationship with 
God

• Delight and mediate in 
the law = right decision

• Because you are 
receiving right things = 
fruitful, prosper

• What kind of decisions 
are we making daily? 
What are we taking in?

あなたの周りの人

• 箴言13:20

• 箴言＝人間関係の知恵

• あなたの周りで影響を
及ぼしている人

• 教会の重要性：みんな
で助け合うコミュニ
ティ

• あなたの周りでもしマ
イナスの影響を及ぼし
ている人がいるのなら、
その人の為に愛を持っ
た執り成しの祈りがで
きていますか？

People around you

• Proverbs 13:20

• Proverbs = wisdom on 
human relationships

• People who influence 
you

• The value of a church: 
cooperating community

• Are we praying for 
people around us who 
may be influencing us in 
a wrong way with God’s 
love?

アイデンティティを
みつけよう

• 第二コリント５：１７ 新し
く創造された

• 第一コリント１２：１７ 神
の体の一部

• あなたは、重要な一部
• 神様は、私達を用いて働
きをなされる（使命）

• 聖餐式＝神の体の一部
であるというアイデンティ
ティをもう一度見つめな
おす

• あなたはなぜこの世に命
を授かったのでしょう
か？

Discover Your Idenity

• 2 Corinthians 5:17 New 
Creature

• 1 Corinthians 12:17 Part 
of the body of Christ

• You are a very important 
piece

• God wants to use you to 
fulfill His mission

• Communion=To 
recognize that we are a 
part of His body

• Why were you born? For 
what purpose?

• 新しい私を見つける為
に：

– 水と霊を持って新しくし
てく下さい。

– 自分を正直に見つめて、
私達の間違い・肉の弱さ
を受け入れ、悔い改めの
人生を送ります。

– あなたのみ言葉を喜びと
して導かれいきていきま
す。

– 教会の皆様に頼り、周り
の人の為に祈ります

– あなたの一部として下
さった事を感謝し、私達
とあなたの使命の為に歩
みます。

• To discover new me:

– Born us again through 
water and the Spirit.

– Help us to be honest with 
ourselves, our mistakes, 
our weakness of flesh, and 
we will live repentant life.

– Let us delight in your Word 
and be guided by It.

– We will lean on to our 
church family and pray for 
people around us.

– We commit to be a part of 
your body, and use us to 
fulfill our and Your 
mission.


