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ヘブル１１：７

信仰によって、ノアはま
だ見ていない事がらにつ
いて御告げを受け、恐れ
かしこみつつ、その家族
を救うために箱舟を造り、
その信仰によって世の罪
をさばき、そして、信仰
による義を受け継ぐ者と
なった。

Hebrews 11:7

By faith Noah, when 
warned about things not 
yet seen, in holy fear built 
an ark to save his 
family. By his faith he 
condemned the world and 
became heir of the 
righteousness that is in 
keeping with faith.

救いに導
く秘訣：
ノアの
実話

• 信仰とは？

• ノアは完璧ではなかっ
たが、信仰を持ってい
た（現実）

• 後世に残す偉大な働き
＝愛する人を救いに導
いた

• 不可能な事を可能した
信仰

• 救われるのは、神様で
ある：私達似はできな
い

• 私達＝用いられる器・
道具

• Faith?

• Noah was not perfect 
but had a faith (reality)

• His greatest work = lead 
loved ones to be saved

• By faith, impossible to 
possible

• God is the one who save 
us: We can not save 
others

• We are His vessels and 
tools

神と共に歩んだ

• 創世 ６：９
• 世は乱れていたが
• 二人三脚
• 神様に頼り
• 歩調をあわせる
• ダビデ・モーセ・ヨ
シュアが神と共に闘っ
たように

• 神様と共に二人三脚で
歩めていますか？

Walked with God

• Gen 6:9

• Corrupted culture

• 3 legged race

• Depending on God

• Pace with God

• David, Moses, Joshua: 
Fought with God

• How about your 3 
legged race with God?
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忠実であった

• 創世６：２２

• 人の意見に影響されず
（真実は多数決では決
まらない）

• 細かい所まで（妥協の
無い）

• 最後まであきらめない
（もし、作り終えてい
なかったら）

• 忠実な心をもって、全
力で神様を求められて
いるでしょうか？

Be Faithful

• Gen 6:22

• Not being influenced by 
others

• Detailed (no 
compromise)

• Never gave up (what if 
he did not finish)

• Are we faithfully seeking 
God with all we have?

解き放つべき物を解
き放った

• 創世 ８：１１
• 解き放つ＝神様に頼り切
る

• その時に必ず、希望（若
葉）を神様が与えてくださ
ります

• かわいい子には旅をさせ
ろ：解き放つ＝良いこと

• 罪・罪悪感、過去・傷、既
成概念、固執、マイナス
な感情

• あなたにとって解き放つ
べき物はなんでしょう
か？

Release Things that 
need to be Released

• Gen 8:11
• Release=totally depend 

on God
• God will give you a new 

hope (young leaf)
• A pampered child learns 

little; the best education 
is to be forced out into 
the world.: releasing = 
good thing

• Sin, past, pain, negative 
emotion, stereotype, 
prejudice 

• What do you need to 
release?

心からの礼拝を捧げ
た

• 創世８：２０－２１

• 礼拝：神様の為にする
のではなく、自分が神
様に触れ・満たされる
為に（エンジン・ガソ
リン）

• 霊と真理をもって（ヨ
ハネ４：２４）

• 新しい時代の幕開け：
まず神様を礼拝

• あなたにとって礼拝は
どんな意味があるで
しょうか？

Heartful worship

• Gen 8:20-21

• Worship: Not for God 
but for us to be touched 
and be filled 
(engine/gas)

• Spirit and Truth (John 
4:24)

• It’s just beginning: Begin 
with worshipping Him

• What does worship God 
mean to you?

• 神様が我々の家族を救
いに導いて下さる事を
信じ：

– 神様に頼って、共に歩ん
でいきます

– み言葉に忠実に従って生
きます

– 罪・罪悪感、過去・傷、既成
概念、固執、マイナスな感
情、不必要な重荷を解き放
ちます

– 心からあなたが愛してく
ださっているようにあな
たを心から愛をもち、霊
とみ言葉に溢れて礼拝し
ます

• God will lead our family 
to be saved:

– Teach us to fully depend 
on you and walk with you

– Let us be faithful to the 
Word

– Help us to release negative 
things from our life

– Guide us to love you fully 
as you love us and worship 
you being filled with the 
Spirit and with the Word


