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Gleaning 

From Faith of 

Mothers

母親の信仰に
学ぶ

When we depend on God 
and let go, God will fulfill 

His will

Exodus 2:1-3
• Moses’ mother

• What to let go?: Our selfish 
thoughts & plans » 
For as the heavens are 
higher than the earth, So 
are My ways higher than 
your ways, And My 
thoughts than your 
thoughts. Isaiah 55:9

• WWJD: What would Jesus 
do in your situation?

委ね手放す時に起きる
神様のみ旨

出エジプト 2:1-3

• モーセの母親

• 手放す物とは?：自分の勝
手な考え&計画»天が地より

も高いように、わが道は、
あなたがたの道よりも高く、
わが思いは、あなたがたの
思いよりも高い。イザヤ
55:9

• WWJD：イエス様ならあなた
の状況でどのような行動を
されるでしょうか?

It begins with being filled

2Kings 4:1-6
• Be confident that God will 

always meet our needs Psa. 
37:25 Yet I have not seen 
the righteous forsaken, Nor 
his descendants begging 
bread. (promise) Insurance

• God will fill us as much as 
we can handle

• We can share because we 
have (Great Commission)

• Are you being filled with the 
Spirit daily?

まず満たされる事から
始まる

列王記下 4:1-6

• 神様は、必ず必要を満たさ
れる事を確信しよう 詩篇
37:25正しい人が捨てられ、
あるいはその子孫が食物を
請いあるくのを見たことが
ない。（約束）確実な保険

• 受け入れる許容範囲の限界
まで、神様は満たされる

• あるから、分かち合える
（大宣教命令）

• 日々神様の霊に満たされて
いますか?

Prepare within us a place 
where God dwells

2 Kings 4:9-10
• Preparing a place » 

accepting = sacrifice
• When God lives within us, 

miracles happen
– Having a child » given up (v. 

16-17)
– Reviving a child » restoration 

of lost (v. 34)
• God intended human to 

dwell together
• John 14:16-17 give you 

another Helper, that He may 
abide with you forever—
the Spirit of truth,

• Is God dwelling within you?

神様が住まわれる場所を
私達の内に備えましょう

列王記下 4: 9-10
• 場所を備える » 受け入れる

= 犠牲
• 神様が私達の内に住まわれ
る時、奇跡が起こる
– 子供を身籠る»諦めていた事
（16-17節）

– 子供が生き返る»失った物の
回復（34節）

• 人間は、神様と共存する事
を目的として創造された

• ヨハネ14:16-17 別に助け
主を送って、いつまでもあ
なたがたと共におらせて下
さるであろう。それは真理
の御霊である。

• あなたの内に神様は住ま
わっておられますか?
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We seek our faith to grow 

daily, and polished:

 We depend on you and 

release our selfish 

thoughts, value system, 

and plan, and allow the 

will of God to be done 

among us

 Fill us with the Holy Spirit 

and help us to share Your 

love, joy, peace and hope 

with people around us

 Sanctify us with Your 

presence as we prepare 

ourselves as a sanctuary 

where you dwell

日々、我々の信仰が成長し、
磨かれる事を求めます:
 あなたのみ旨が私達の内

に起きるように、あなた
を無視した自分勝手な考
え、価値観、計画を手放
し、全てをあなたに委ね
ます

 私達自身をあなたの聖霊
で満たし、あなたの愛と
喜びと平安と希望を周り
の人に分かちあえるよう
に助けて下さい

 あなたが住まわれる聖所
として、私達を備えます
から、あなたの臨在で私
達を聖めてください


