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Psalm 1:1-3
How blessed is the 
one who does not 
follow the advice of the 
wicked, or stand in the 
pathway with sinners, or 
sit in the assembly of 
scoffers! Instead he finds 
pleasure in obeying 
the LORD’s commands; he 
meditates on his 
commands day and night. 
He is like a tree planted by 
flowing streams; 
it yields its fruit at the 
proper time, and its leaves 
never fall off. He succeeds 
in everything he attempts.

詩篇1:1-3

悪しき者のはかりごとに
歩まず、罪びとの道に立
たず、あざける者の座に
すわらぬ人はさいわいで
ある。このような人は主

のおきてをよろこび、昼
も夜もそのおきてを思
う。このような人は流れ

のほとりに植えられた木
の時が来ると実を結び、
その葉もしぼまないよう
に、そのなすところは皆
栄える。

Positioning to
Receive 

Part 1

受ける
体制へと
パート1

• Blessed People?

• Ones who are able to accept 
God’s mighty power and His 
abilities: Blessing, Salvation, 
Healing, Restoration, Love, 
Joy, Peace, patience

• The Giver is ready but 
recovers need to get ready 
as well

• By Flowing Water (God = 
River of Living Water  John 
7:38)

• God has always been 
prepared to give, but 
humanity was not ready to 
receive.

• さいわいな人とは?

• 神様の全能なる力と可能性
を受け入れる事ができる人
達:祝福、救い、癒し、回
復、愛、喜び、平和、寛容

• 与える側の準備はできてい
るから受ける側もきちんと
受ける体制に入らなければ
いけない

• 流れのほとり(神=いける水
が川となって流れる・ヨハ
ネ7:38）

• 神様は創造の時点から準備
はできていたが、人間はき
ちんと受け入れられなかっ
た。

Recognizing the Need
of God

Matt. 5:3

• those who are poor and 
realize their need for him 

• We are not even able to 
control our own lives. 
Hence, we need God who 
has power beyond us

• God knows things about us 
we don’t even know

• Are you trusting God 
wholeheartedly as you 
recognize the need of Him?

神様を必要だと
自覚する

マタイ5:3

• 貧しい・不十分=神様が必
要です

• 我々は自分の人生をもコン
トロールする事ができない、
だからそれより大きな力・
神様が必要。それを理解す
ることは本当に幸せ

• 自分の知らない事も神様は
知っておられる

• 神様の必要さを自覚し、心
から神様にたよる事ができ
ていますか？
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Mourning Honestly

Matt. 5:4

• Everyone encounters 
tragedies that cause us 
hurts and pains, but God’s 
healing can only happen 
when you face them

• Running from them doesn’t 
heal yourself

• Because we can’t be healed 
on our own, we need God

• Are you submitting and 
accepting God’s healing 
work?

悲しみに正直になる

マタイ5:4

• 人生に悲しみ･傷・痛みは

つきものである、それを隠

すのでなく正直に面と向か

う時に神の癒しが始まる

• 逃げて治るのではない

• 自分では癒せないから神様

に癒される必要がある

• 神様の癒しの働きを素直に

受け入れられていますか？

Accepting God’s Work 
Humbly

Matt. 5:5

• God blesses those who are 
humble

• Sometimes, God does things 
differently than your way

• Not Humble=selfish, their 
own way, overly confident, 
superman!?

• Depend on God patiently =
letting go of your agenda

• Are you trusting God’s way, 
and accepting God’s work 
humbly?

謙遜に神様の業を
受け入れる

マタイ5:5

• 柔和で高ぶらない人

• 神様のなされる事は、時に
自分の考えとは違う事も

• 高ぶる人=自分勝手・自分
のやり方にこだわる・自信
過剰･スーパーマン!?

• あせらずに神様の業に頼り
きる=自分勝手なやり方を
捨てる・止める

• 神様の方法に頼り、神様が
しておられようとする事を
謙遜に素直に受けいられて
いますか?

Seeking God
Wholeheartedly

Matt. 5:6

• Seeking to have God’s 
righteous wholeheartedly

• God will always provide to 
those who seek (Matt 6:33 
& 7:7)

• Honest seekers work hard / 
give full attention = may not 
be perfectly positioned but 
you can get there

• Are you daily seeking God 
wholeheartedly with all 
your strength?

心から神様を求める

マタイ5:6

• 神の前に、正しく良い者に

なりたいと心から願ってい

る人

• 求める人には必ず与えられ

る (マタイ6:33＆7:7)

• 求めている人は一生懸命･

全力で見つめている人=

少々ずれていても必ず追い

つく事ができる

• 心から全力で神様を日々も

とめられていますか?

To accept Your, fullness, joy, 

satisfaction, favor, 

restoration and salvation:

– Work within us because we 

need You

– Heal and restore us as we 

face our sadness and hurts 

honestly

– Bless us in Your way as we 

repent and release our 

selfish way

– Fill us with your Spirit and 

complete us as we seek You 

wholeheartedly

あなたの祝福、喜び、幸
福、恩恵、回復、救いを
受け入れられるように：

– あなたが必要です。今我々
の内に働きかけてください

– 我々の悲しみと傷に素直に
なりますから、あなたが癒
し、慰め回復してください

– 悔い改めて自己中心的な考
え方を捨てますから、あな
たの方法で私達を祝福して
下さい。

– 心からあなたを求めます。
あなたの霊で満たして、
我々を完成させてください。


