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詩篇37:3-5

主に信頼して善を行え。
そうすればあなたはこの
国に住んで、安きを得
る。主によって喜びをな
せ。主はあなたの心の願
いをかなえられる。あな
たの道を主にゆだねよ。
主に信頼せよ、主はそれ
をなしとげ、

Psalm 37:3-5

Trust in the LORD and do 
good; dwell in the land 
and enjoy safe pasture.

Take delight in the LORD,
and he will give you the 
desires of your heart.

Commit your way to 
the LORD; trust in him and 
he will do this:

自分が願
う人生へ

• 主に信頼する

• 善を行う

• この国に住んで、安き
を得る＝住民・居住者
＝聖書の文化に生きる
人＝アイデンティティ
を持つ

• 主によって

• 喜びをなせ

• 主はあなたの心の願い
をかなえられる＝自我
の肉欲の願いではなく

• み言葉に生きる人に与
えられる特権

• Trust

• Do Good

• Dwell in the 
land=become a 
citizen=living in a Bible 
based culture=its 
identity

• In the Lord

• Take delight

• He will give you the 
desire of your heart: not 
fleshly desire

• Privilege

あなたの心が見つめ
ている方向

• ルカ15:12-14

• 息子：自己中心的・自分
勝手な考えに動かされた
行動

• 好意を仇で返す

• 方向性の大切さ：２０節ま
だ遠く離れていた

• 急がば回れ：渋滞＝ルー
プを使う

• あなたの心はどちらへ向
いているのでしょうか？

The direction of your 
soul

• Luke 15:12-14
• Son: Self-centered, 

selfish thinking
• Bit the hand that fed you
• Direction is important: 

V.20 Still far away
• Going around: Traffic = 

using the loop
• Which direction is your 

soul looking?
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願う人生の場所
へ行く

• ルカ15:18-20

• この世が私達に与えて
くれる物は虚しいもの

• 方向・場所がわかって
いてもほとんどの人は
行動に起こさない：犠
牲！？

• 父＝神様＝創造主

• 神様へと向かって行動
を起こせているでしょ
うか？

Place Where You Get 
Life You Desire

• Luke 15:18-20

• Worldly things are 
corruptible

• Most people are not 
willing to sacrifice to go 
to the direction and the 
place where they can get 
life they desire

• Father=God=Creator

• Are you taking steps 
toward the right 
direction?

アイデンティティを
受け入れる

• ルカ15:22

• 神様は愛を持って受け
入れてくださっている

• 神様が与えてくださっ
ている物
– 服：過去を覆う

– 靴：新しい歩み

– 指輪：力・権威・特権

• 神様が与えてくださって
いる聖書に基づく我々の
アイデンティティを受
け入れられているで
しょうか？

Accept the Identity

• Luke 15:22

• God accepts us with His 
Love

• God gives us things we 
need
– Robe: covering

– Shoe: new walk

– Ring: Power/privilege

• Have we fully accept our 
identity in Christ based 
on the Word?

仕える心

• ルカ15:19

• 話の結論：放蕩息子＝
本当の自分の願ってい
た幸せな人生

• 心構え＝雇い人の一人

• 神様は私達が願う以上
の物・必要を与えてく
ださる：仕える心をも
つ時：ダビデ

• 今、あなたは、どう神
様に仕えているので
しょうか？

Servant hood Attitude

• Luke15:19

• The conclusion: The 
prodigal=get the life he 
desired

• Attitude = one of 
servants

• He gives us beyond what 
we desire and need 
when we serve: David

• What are you doing to 
serve God?

• 自分が願う人生へ：

– 正しい方向へと私達の心
の視点を向かせて下さい

– 頭で理解するだけでなく、
願いを持つだけてなく、
行動に起こさせてくださ
い

– み言葉と愛を受け入れ、
神の体の一部とし、その
アイデンティティを素直
に受け入れさせてくださ
い

– 私達を用いてください

• Getting the Life I desire :

– Direct us to the right 
direction and help us to 
focus our eyes upon

– Help us not only to 
understand and have a 
desire but help us to take 
steps and act

– Open our souls to accept 
your Word and Love as we 
take on the identity as a 
part of the body of Christ

– Use us


