
Help Wanted 

Hebrews 11:7 

求人募集中 

へブル 11:7 

Setting: 
A. Noah receive God’s plan but he needed to 

execute it on his own 
 God has given us detail instructions on what we 

need to do 
 As living as a Christian, we can see and experience 

God through executing what is written beyond just 
knowing as the knowledge 

 Christianity is not a philosophy but it’s a life style 
based on the Bible 

 From flat, flimsy (just as a knowledge) faith to 3 
dimensional living faith = The key is to follow God’s 
plan 

 God may be invisible but we can see and 
experience God through us » Encountering and 
experiencing God beyond concepts 

B. What if Noah did not execute the plan? 
 God’s plan, His Word, is only significant when It is 

practiced 
 What about faith without works?  James 2:26 
 When you completely believe, actions will follow 

naturally. Without having the confidence, there 
may be a hesitation!? 

聖句の背景:  

A. ノアは神様からご計画を頂いたが、それを彼自

身で実行する必要があった 

 神様は私たちがするべき事を詳細に教えて下さっている 

 クリスチャンとしての生き方は、ただ書かれている教えを知

識として理解するのではなく、実行する事によって現実と

して、神様を見て体験する事である 

 キリスト教は哲学ではない、聖書に基づく生き方です 

 平面的な、薄っぺらい（知識だけの）信仰から、立体

的な生きた信仰へ＝鍵は私たち自身が神様のご計画に

従う事 

 神様は見えないが、私たちを通して人々が神様を見て体

験する事ができる»理論を越えて神様に出会い体験する 

B. もし、ノアが計画を実行しなければ？ 

 神様のご計画、御言葉を実行されて始めて意義がある 

 行動の伴わない信仰とは？ ヤコブ 2:26 

 信じ切っている時に行動は自然とついてくる。確信がなけ

れば行動に迷いが生まれる事もあるのでは!? 

  Application: 

When we activate God’s Word, our faith will be a 

living faith beyond philosophy or knowledge 

 How to activate the Word – learning from Noah 

o Trust all the way 

o Not allowing others’ opinions to influence 

o Not to give up (Be patient even it takes a 

long time 

o Faithful ‘till the end = Complete 

 Abraham sacrificing Isaac  

o Crazy story, incomprehensible James 2:21 

o Through Abraham following God by 

actions, he was able to experience God the 

Provider beyond just knowing that He is 

 A recipe will not cook food 

 The Word become vivid when someone will 

activate through actions = God wants to use us 

聖句の適用方法:  

御言葉を行動に移す時、私たちの信仰は理論や知識以上

の生きた信仰となる 

 ノアから学ぶ御言葉を行動に起こす方法 

o 信頼しきる 

o 周りの意見に惑わされない 

o 諦めない（時間がかかっても忍耐強く） 

o 最後まで忠実に＝全てを 

 アブラハムがイサクをささげようとする信仰 

o おかしな話、理解できない事 ヤコブ 2:2１ 

o アブラハムは従って行動に移す事によって、アブラ

ハムが神様は備え主である事をただ知識として

持つだけでなく、体験させてくださった 

 レシピは料理を作らない 

 御言葉には行動に移す人達がいて生き生きとなる＝神

様は私たちを用いようとしておられる 

 Prayer: 
 Give us faith accompanies with life style of 

activating the Word beyond just receiving 
and understanding 

 Thank you for wanting to use us. Strengthen 
where we are lacking or weak through the 
infilling of the Holy Spirit. 

いのり: 

 あなたの御言葉をただ受け入れ、理解するだけでなく

行動の伴った生き方を歩める信仰を与えてください 

 あなたが私たちを用いようとして下さっている事を感謝

し、聖霊の満たしにより私たちの足りない部分、弱い

部分を補って下さい 
 


