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伝道 ３：１

天が下のすべての事には
季節があり、すべてのわ
ざには時がある。

伝道 ３：１１

神のなされることは皆そ
の時にかなって美しい。
神はまた人の心に永遠を
思う思いを授けられた。
それでもなお、人は神の
なされるわざを初めから
終りまで見きわめること

はできない。

Ecclesiastes 3:1

There is a time for 
everything, and a season 
for every activity under 
the heavens:

Ecclesiastes 3:11

He has made everything 
beautiful in its time. He 
has also set eternity in 
the human heart; yet no 
one can fathom what 
God has done from 
beginning to end.

あなたの

新しい

季節

• 聖書の哲学書

• テーマ：人間が人生に
向き合う

• 人生は山あり谷あり：
良い事もあれば、悪い
事もある

• 全ての事には時がある

• 時にかなって美しい＝
ベスト（１１節）

• あなたにとってのベス
ト？

• 神様の視点から見れば
ベストである

• 過去にとらわれず前を
向いて歩こう

• Bible’s philosophy book

• Subject: humanity facing 
life

• Life is filled with ups and 
downs. Good days and bad 
days

• Everything has its timing 
and season

• Beautiful in His time=best

• Your best?

• From God’s viewpoint it’s 
the best

• Don’t get stack on your 
past and see what’s front 
of you

冬は過ぎ去った

• 雅歌 ２：１１－１３
• 人生の冬とは？
• 冬の次には必ず春が
• 冬が過ぎ去った事がわ
かる理由：春の音が聞
こえる＝希望

• 神様に目を向ける時：
希望

• 春の希望の音色が聞こ
えますか？

Winter has past

• Song of Solomon 2:11-
13

• Life’s Winter?

• After the winter, there’s 
always Spring

• How do we know that 
Winter has past: you can 
hear the noise of Spring 
= hope

• When we seek God, we 
see hope

• Can you hear the noise 
of hopeful Spring?
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季節が変わっても神
様はいつも共に

• ヨシュア１：１－１２

• 新しい時代：不安

• 将来の不確実・不確定
さの為に消極的に

• どこへ行くにも神様が
共にいてくださる＝恐
れてはならない

• 神様が助けてくださる

• 神様から勇気と希望を
いただいて新しい季節
へ歩めているでしょう
か？

The Season May Have 
Changed but God is Still 

With you

• Joshua 1:1-12

• New Season/Era: 
Anxiety

• Due to unknowns of the 
future, we can become 
pessimistic

• No matter where you go, 
God is with us: No fear

• God will help you

• Are we walking into a 
new season with 
courage and hope from 
God?

新しい季節へと

• ヨハネ３：１－６

• ニコデモ：既成概念の象
徴

• 生まれ変わる事ができま
すよ：水と霊を持って

• 赤ちゃん：肉から生まれ
た：肉の結果を出す

• 霊により生まれる：霊的
な物を生む

• 水と霊を持って生まれ変
わって新しい季節を生き
ているでしょうか？

To the New Season

• John 3:1-6
• Nicodemus: Symbol of 

establishment
• You can be born again: 

Water & Spirit
• Baby: Out of flesh: 

fleshly results
• Born in Spirit: Spiritual 

results
• Are you living your new 

season by born again in 
water and Spirit?

今は神様の季節です

• 詩篇１１８：２４

• 今日は神様が作られた

• 神様の視点から見れば
ベストである

• 今をプラス思考で（喜
び）歩みましょう

• 今が神様の時、あなた
は充分に神様の時を受
け入れ満喫できていま
すか？

Now is God’s Season

• Psalm 118:24

• God created today

• From God’s view, this is 
the best ting for you

• Let’s live today with 
positive attitude (joy)

• Are you fully accepting 
enjoying God’s time?

• 神様の新しい時を満喫
して生きる為：

– 過去に固執せず、新しい
時を前向きに歩めるよう
助けて下さい

– あなたが共にいて下さる
事をおぼえ、新しい一歩
を踏み出す勇気と力を与
えてください

– 水と霊とを持って生まれ
変わりを体験し、神の国
の人として歩めるよう導
いて下さい

– あなたが作られたこの日、
あなたが大いなる祝福で
満たしてください

• To live fully in God’s new 
season:

– Help us not to be stuck on 
our past and to walk 
forward positively

– Fill us with courage and 
strength to take the next 
step realizing that You are 
with us

– Lead us to live as God’s 
people as we are born 
again in water and the 
Spirit

– Fill our lives with Your 
blessing as we realize You 
created this day


