
Encountering the miracle working God 

Mark 5:2, 22-23, 27 

奇跡を働かれる神様と出会う時 

マルコ 5:2, 22-23, 27 

Setting: 

A. The miracle of deliverance for the man with an unclean 

spirit 

Mark 5:2, 15, 19 

 He needed a miracle but didn’t realize that he really 
needed it 

 He didn’t come to Jesus on his own will 

 It appeared to be accidental but in God, it’s evitable 

 Unclean spirit >> dragging the past 

 When you experience the miracle, you ought to testify 
about what God has done 

 Are you dragging the past? 

B. The miracle of resurrection for a young lad 

Mark 5:22-23, 41-42 

 She needed a miracle, but she couldn’t go on her own. 
Hence, she has someone else to go (pray) 

 We can pray for other’s miracles as well 

 God will restore things that we have lost 

 Would you like to restore things that you have lost? 

C. The miracle of healing for a woman who had been sick 

for years 

Mark 5:25, 27-28, 34 

 She came to God on her own because she was in need of 
miracle 

 Let’s depend on God instead of other ways 

 If you need a miracle, won’t you seek God for it? 

聖句の背景:  

A. けがれた霊にとりつかれた男の解放の奇跡 

マルコ 5:2, 15, 19 

 奇跡を必要としていたが、自分では本当に奇跡が必要だ

と実感していた訳ではない 

 自分の意思でイエス様の元へ来たわけではない 

 偶然に思えても、実は神様にとっては、必然的 

 けがれた霊にとりつかれる»過去を引きずる 

 奇跡を体験したら、神様の働きについて証しましょう 

 あなたは、過去を引きずっていませんか？ 

B. 少女の生き返りの奇跡 

マルコ 5:22-23, 41-42 

 奇跡を必要としていたが、自分では神様に求めに行く事

ができなかったので、他の人に呼んで（祈って）もらった 

 私達も、他の人の奇跡の為に祈る事ができる 

 神様は一度は失った物を、回復させてくださる 

 失ったものをもう一度取り戻したいと願っていませんか？ 

C. 長い闘病生活の女の癒やしの奇跡 

マルコ 5:25, 27-28, 34 

 奇跡を必要としていた為に、自ら奇跡を求めて神様にや

ってきた 

 他の手段に頼らず、神様に頼ろう 

 奇跡を必要としているなら、神様に求めてみませんか？ 

 Application: 

Our God works miracles, and He wants to perform miracles in 

your life, today 

 What type of miracles has God already worked in your life? 

 Miracles happen to whomsoever Mark 5  Encountering 

with the miracle working God 

 Miracles in the Bible: Delivered Moses, Destroyed the wall 

for Joshua, Granted an impossible favor for Esther, Gave a 

victory for David, Protected Daniel from lions, fed 5000, 

Opened eyes of a blind man, and calm the storm for 

disciples  

 What kind of miracle do you need, today? 

 Sometimes, we don’t even realize we need a miracle 

 Sometimes, aren’t we not seeing miracles that God is 

working in our lives on daily basis? Are we just thinking 

that is an accidental or natural!? 

聖句の適用方法:  

私達の神様は奇跡を働かれる神様で、今日あなたの内に

奇跡を表そうとしておられます 

 神様は既にあなたの人生の中で奇跡を働いてくださいまし

たか？ 

 奇跡は誰にでも起きます マルコ 5奇跡の神様に出会う 

 聖書での奇跡：モーセを解放し、ヨシュアの壁を砕き、エス

テルの不可能な願いを聞きいれ、ダビデに勝利を与え、ダ

ニエルをライオンから守り、5000人を養い、盲人の目を開

け、弟子達の嵐を鎮められ 

 あなたは、今日どのような奇跡を必要としていますか？ 

 時に、私達自身が奇跡が必要かどうかわかっていないので

はないでしょうか？ 

 時に神様の奇跡は周りで日々起きているけれど見えていな

いんじゃないでしょうか？偶然、あるいは、当たり前だと思っ

ているんじゃないでしょうか！？ 

Prayer: 
 As we believe in Your supernatural power, 

please allow us to experience the miracle we 
need, today 

 Thank you for putting miracles in our lives, 
everyday. Give us the wisdom to recognize 
wondrous things you are doing in our lives. 

いのり: 

 あなたの超自然なる力を信じますので、今日、私達が

必要としている奇跡を体験させてください 

 あなたが、日々私達の内に奇跡を起こして下さってい

る事を感謝します。私達が日々のあなたの奇跡をしっ

かりと見届け感謝する知恵を与えてください 


