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地球の歩き
方：サーカ
スな人生を
生きる

• 人生はサーカス＝は
ちゃめちゃ＝嵐＝論理
的でない時

• 神様：嵐を創造され、
コントロールされる

（ノア）

• サーカス：人工的・目
的を持って作られたハ
チャメチャ

• 我々のハチャメチャも
創造主がおり（目的も
有り）、それを静止ス
ル事もできる

• Life is a circus=slang: 
chaos=Storm=does not 
logically make sense

• God: creates a storm and 
controls it (Noah)

• Circus: man-
made/controlled chaos

• Our chaos has the 
Creator (and He has a 
purpose), and He can 
calm and control it

どうしていいかわか
らない時は座れ

• 詩篇46:10
• 綱渡り：バランスが崩れ
そうになった時:座れ

• 人生のハチャメチャ/どう
していいかわからない
時：自分がまず静まれ・
落ち着け：神様の力を思
いだせ

• １節：神はわれらの避け
所また力である。悩め
る時のいと近き助けで
ある

• 嵐の中で焦らずに落ち着
き、まず、神様を求めら
れていますか？

When you don’t know 
what to do, sit down

• Psalm 46:10
• Tight Rope: When you 

begin to lose the 
balance, just sit down

• In the midst of our life’s 
chaos, be still: and know 
God

• Verse 1: God is our 
refuge and strength, an 
ever-present help in 
trouble.

• When we are in the 
midst of the storm, are 
we seeking God, first?

獣・敵を神様が手な
づけさせて下さる

• 第一ペテロ5:8-10

• どんな人にも戦いはあ
る

• あなたにコントロール
できなくても、神様に
は可能です（ダニエル
とライオン・6:4-27）

• 癒やし

• 強め・力づけ

• あなたの敵は何でしょ
うか？その敵に対して
の勝利を確信出来てい
るでしょうか？

God can tame your 
monster/enemy

• 1 Peter 5:8-10

• Everyone has a babble

• Even if you can not 
control your enemy, God 
can (Daniel and Lion’s 
den – 6:4-27)

• Healing

• Strength

• Who/What is your 
enemy? Do you have a 
confidence in God to win 
this battle?
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最後まで残れ

• ガラテヤ 6:9

• イザヤ 40:31

• サーカスを見に行った
少年：途中で帰った＝
意味が無い

• 最後まで・クライマッ
クスまで残ろう

• 心の奥底で諦めていな
いでしょうか？諦めな
い信仰が持てているで
しょうか？

Stay until the end

• Galatians 6:9

• Isaiah 40:31

• A boy who went to 
watch a circus: left in 
the middle = missed it

• Stay until the end

• Is there a thought in 
your mind to give up? 
Do we have a faith not to 
give up on God?

• サーカスな人生に勝利
して生きる為に：

– 嵐・問題の中で、まず落
ち着き・静まり、神様を
求められるように

– 敵に攻撃されても、神様
が癒やし、強め、力づけ、
やがで勝利に導いてい下
さる事を心から信じ、頼
ります

– 諦めそうになっても、あ
なたを待ち望みます。必
ず、あなたの時、収穫の
時、勝利の時が来る事を
信じ待ち望みます

• To live life like a circus 
victoriously:

– In the midst of our storms 
and problems, help us to 
be still and know that He is 
our God

– When enemy is against us, 
we believe and trust that 
God will heal the pain and 
strengthens us to win the 
victory

– When we are tempted to 
give up, we will wait upon 
God. We seek and believe 
that God’s time will come, 
and we will reap and have 
God’s victory.


