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ヨハネ2:11

イエスは、この最初の
しるしをガリラヤのカ
ナで行い、その栄光を
現された。そして弟子
たちはイエスを信じた。

John 2:11

Jesus did this as the first 
of his miraculous signs,
in Cana of Galilee. In this 
way he revealed his 
glory, and his disciples 
believed in him.

あなたの

奇跡への鍵

• カナの婚礼

• 水(無)»ぶどう酒(有)

• 神様の奇跡の結果は必
ず祝福が伴う・栄光を
見る

• 奇跡によって私達は再
度、イエス･キリスト=
神である事を確信する
事が出来る・イエス様
は2番目の神だとが、
劣った神ではない

• 無から有へと変えてく
ださる神様

• あなたはどんな奇跡を
今、望んでいますか?

• Wedding at Cana

• Water(valueless) » Wine 
(valuable)

• God’s miracle always 
ends with the blessing / 
God’s Glory

• Through miracles, we 
recognize Christ = God. 
Jesus isn’t the 2nd God or 
inferior God

• God who transforms 
valueless to valuable

• What kind of miracle are 
you expecting from God?

我々の内に招き
入れる

ヨハネ2:2

• 招き入れるとは?

• 神様の臨在の中で

• 神様が我々の内におら
れる時、奇跡が起こる
のは必然である

• 知るだけでなく、受け
入れ、内に住んでおら
れる

• 我々の日々の生活の中
に、心の中に、魂の中
に、神様を招きいれら
れていますか？

Inviting Him in 

John 2:2
• What does it mean to 

invite Him in?
• In the presence of God
• When He is in us, it is 

inevitable that we 
experience His miracle

• Not just knowing and 
recognizing, but accept 
Him and allowing Him 
to live inside

• Have we truly invited 
God into our daily life, 
hearts, and souls?



7/13/2014

2

神様に完全に
より頼む

ヨハネ2:5

• マリア:完全に信頼

• 100%の信頼とは?

• 問題は報告したが、方
法や結果を定義しな
かった

• 不可能か可能かを論議
はしなかった

• ヘブル11:1信仰とはま
だ見ていない事・わか
らない事を確信する事

• わからない部分も含め
て頼り信じきれていま
すか?

Completely Depend 
on God

John 2:5

• Mary: Complete Trust

• What does it mean to 
have a complete trust?

• She reported the 
problem but didn’t tell 
Him how to solve or 
what she wanted

• Did not argue possibility

• Heb 11:1 Faith is 
evidence of things you 
have not yet seen

• Are you completely 
trusting Him even if you 
don’t understand?

従順な姿勢

ヨハネ2:7-8

• マリアの少々強引な要
求をのむ給仕達

• マリアの信仰+行動を
起こした給仕達

• 反論したり疑ったりし
なかった・子供のよう
な信仰

• 従順»ベストを尽くした
行動・満杯に

• 神様はあなたが行動を
起こすのを待ってる

• 素直な心を持って神様
に従えていますか?

Obedient Attitude

John 2:7-8

• Servants responded to 
Mary’s crazy request

• Mary’s faith +  Servants’ 
actions

• Did not argue or 
doubted / Child like 
faith

• Obedience » Did their 
best/full

• God is waiting for you to 
make an action

• Are you following God 
with an obedient heart?

神様の時を待つ

ヨハネ2:10

• 奇跡には、起きるべき
時がある=神様の時=ベ
スト(伝道3:1-11)

• 何故なら、奇跡は人が
神様の栄光を見て知る
為に起きるものだから

• イザヤ40:31 神様を待
ち望むのは、停止では
なく行動である

• 祈りの答えには、「待
て」という答えもある

• 神様の時を忍耐強く待
ち望めていますか？

Waiting for God’s 
Timing

John 2:10

• Miracles happen when it 
supposed to happen =
God’s Timing = Best 
(Ecc. 3:1-11)

• Because it is for the 
glory of God, and 
testifying His power

• Isaiah 40:31 Waiting 
God does not mean stop, 
but it’s an action

• Sometimes, God’s 
answer is “wait”

• Are you waiting on God 
patiently?

• 我々は神様の奇跡の力
を信じます：

– 今、私達の中にあなたを
招きいれます。あなたの
霊で私達を満たし、変え
てください。

– あなたを全能の神と信じ
ます。あなたを心から完
全に頼れるよう導いてく
ださい。

– 口先だけの信仰や、思い
だけではなく従順にあな
たに従って行けるよう助
けてください。

– あなたが定められた奇跡
の時まで待ち望めるよう
に、忍耐を与えて下さい。

• We believe in the 
miraculous power of 
God：

– We invite You to our lives. 
Will You fill us with Your 
Spirit & transform us.

– We believe that You are 
Almighty God. Please guide 
us to completely trust You.

– Help us to obediently 
follow You beyond our 
mouths or thoughts.

– Give us patience to wait on 
You until Your time.


