
Make use of things God is giving to us 

Matthew 13:8 

神様から頂いているものを、活用しよう 

マタイ 13:8 

Setting: 

A. What is God doing in your life? What is God going to 

do in 2016 in your life? 

 Grace & blessing 

 Provision of needs 
 Healing & restoration (relationship, finance, physical) 
 Spiritual growth: salvation, fruits of the Spirit 
 God sow seeds regardless (unconditionally)=What 

God gives is not conditional (example: rain, sunshine) 
 But isn’t it meaningless just to possess when it is not 

used? 
B. The difference between good ground and ones that 

are not 

 Good ground=prepared to be use for what it is 
intended, cultivated » can create an effective synergy 
with what God will do 

 Ones that are not good 
o Way side = haven’t even thought about receiving 

anything 
o Can’t develop a root system because it’s 

stoney=stones from the past. new wine is to be 
put in a new wine skin Mark 2:22  When the root 
is healthy, bear healthy fruits 

o Distracted by thorns=influenced by distractions 
& temptations 

聖句の背景:  

A. 神様があなたの上にしておられますか？2016年に、

何をなさろうとしておられるでしょうか？ 

 恵みと祝福 

 必要の満たし 

 癒やしと回復（人間関係、経済的、身体的） 

 霊的成長: 救い、御霊の実 

 神様が蒔かれた先を気にせずに（無条件）蒔かれた種=

神様は無条件に与えてくださります（例：雨、日光） 

 でも、もらっているだけで用いなければ意味がないのでは？ 

B. 良い土地とそうでない土地の違い 

 良い土地＝意図される事に用いられるように準備ができて

いる、耕されている»神様のなされる事を受けて、効果的

な相乗効果が 

 そうでない土地 

o あぜ道＝受け入れる事をも考えていない 

o 石ころで根が張れない土地＝過去の石がまだ詰まっ

ている。新しいぶどう酒は新しい革袋に マル 2:22 

根が健全であれば、かならず健全な結果を生む  

o いばらで邪魔されている土地＝色々な迷いや誘惑

に影響されてしまっている 

Application: 

When we can utilize what God is giving to us, we will be 

able to experience the synergy and what God has 

intended for us  

 To become a soil that God can use: 
o Become open & transparent to God. Not get stuck 

with pre-conceived idea. A soul that are willing to 
receive whatever given (like a child Matthew 18:2-
4) 

o Releasing our pasts, the life style of repentance: 
Old things passed away & makes new 2 Cor 5:17 

o Removing distractions & temptation, and focus on 
God (Tax collector Zacchaeus Luke 19:1-10) 

 Being filled with the Holy Spirit: you shall receive 
power when the Holy Spirit has come upon you and 
you shall be a witness Acts 1:8 

聖句の適用方法:  

神様が与えようとしておられる物を受け入れ用いる事が出

来る時、相乗効果が生まれ、神様が意図されている結果

を体験する事ができる 

 神様に用いられやすい土壌になるには？ 

o 私達自身が神様に対してオープンとなる。固定観念や

先入観に囚われない。下さる物を全て受け入れる素

直な心。（子供のように マタイ 18:2-4） 

o 過去を手放す、悔い改めの生き方: 古い物を過ぎさら

し、新しくして下さる 2 コリント 5:17 

o 迷いや誘惑を取り除き、神様に目を向ける（取税人

ザアカイ ルカ 19:1－10） 

 聖霊に満たされる: 聖霊があなたがたにくだる時、あなた
がたは力を受け…私の証人となる 使徒 1:8 

Prayer 
 Help us to prepare our soul as we expect great 

things that you are going to do in our lives in 2016 

 Fill us with the Holy Spirit and use us for Your glory 

いのり 

 2016年、あなたが私達の上に素晴らしい神様の御

業をなされる事を期待しつつ、魂の準備が出来るよう

に助けて下さい。 

 あなたの聖霊で私達を満たしてあなたの栄光のため

に用いて下さい 



 


