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Positioning to
Receive 

Part 2

受ける
体制へと
パート2

• Do what you supposed to 
do, live the way you 
supposed to live

• David: listened to father’s 
request of running errands 
» Victory against Goliath (1 
Samuel 17)

• God’s miracle, victories, and 
blessings inevitably happen 
to those who are living for 
God faithfully. (even if it 
appears to be accidental)

• Be prepare to receive at the 
all time = stay open handed

• Living depending on God 
daily means that you 
depend on God no matter 
what. Hence, there’s a peace 
even in difficult times

• 日々のやるべき事をしてお

く・歩むべき道を歩む

• ダビデ：父の言いつけを守る

»ゴリアテに勝利(サムエル記

上17章)

• 神様からの奇跡的な勝利・祝

福は、神様と日々歩んでいる

人には必然的に起きる（偶然

に見えるかも知れないが）

• いつでも、受けれられる状態

に準備しておく=オープンで

ある

• 毎日、神頼みで生きている人

は、苦しい時にもいい時も神

頼み。だから、苦しい時にも

平安。

Living Mercifully to 
Others

Matt. 5:7

• Remember that we all 
needs God’s mercy, too

• Eph. 4:32 be kind to one 
another, compassionate, 
forgiving one another, just 
as…Christ…forgave you

• People will judge the way 
you judge them (Matt 7:1-2)

• Don't blame on others

• Mercy is a way to display 
love

• Are you forgiving others as 
you have been forgiven?

他人に憐れみ深く生きる

マタイ5:7

• 自分達も神様の憐れみ・慈
悲が必要な事を忘れない

• エペソ4：32 互に情深く
…キリストにあってあなた
がたをゆるして下さったよ
うに…互にゆるし合い…

• 他人を裁くように自分も裁
かれる（マタイ7：1-2）

• 非を責めるのをやめる

• 憐れみは愛の表現

• 私達が赦されているように、
他の人を赦せていますか？

Holiness Living

Matt. 5:8

• By being filled with the 
Spirit, the sanctification 
process being

• Christian=Christ-like

• Heb 12:14 holiness, for 
without it no one will see 
the Lord.

• Daily sanctification process: 
Spirit, Word, faith, blood

• Are you living a Spirit-filled 
life in daily basis?

きよい生活

マタイ5:8

• 霊に満たされる事によって、
きよめのプロセスが始まる

• クリスチャン=キリストの
様に

• ヘブル12:14自らきよくな

るように努めなさい。きよ
くならなければ、だれも主
を見ることはできない。

• 日々のきよめの方法：霊、
御言葉、信仰、血潮

• 日々、神様の霊に満たされ
つづけていますか？
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Becoming a 
Peacemaker

Matt. 5:9

• Heb. 12:14 Pursue peace 
with everyone 

• Building united God’s 
community / family 
proactively

• God hates=sowing seed of 
discord (Prov. 6:16-19)

• Being filled with God’s love 
& share=Shining God’s light 
(Matt. 5:14-16)

• Are you contributing to 
build a love-filled church?

平和をつくり出す
人となる

マタイ5:9

• ヘブル12:14 人と相和

• 仲良くなれるようにと、プ
ロアクティブに、コミュニ
ティ・神の家族を形成する

• 神様の嫌いな物=仲たがい

の種をまくこと（箴言
6:16-19）

• 神様の愛に溢れ・わかちあ
う人=神様の光を輝かせて
いる（マタイ5:14-16）

• 愛溢れる教会作りに貢献で
きていますか?

Faithful in Any 
Circumstance

Matt. 5:10

• Persecuted because of the 
righteousness is blessed

• When we are transformed 
by God’s spirit and 
baptismal » We’d receive 
God’s power (Acts 1:8)

• Noah: faithful no matter 
what » saved

• Life’s compass = the truth 
in the Word

• God’s love doesn’t change / 
unconditional

• How are you responding to 
God’s unconditional love?

どのような状況でもぶれ
ない信仰

マタイ5:10

• 正しいから迫害されている
人は幸いです

• 神様に霊とバプテスマを
持って変えられる»神様の
力を受ける。（使徒1:8）

• ノア：どんな時も、逆境の
中でも»救いへと導かれる

• 人生の方位磁針=聖書に書
かれている真実

• 神の愛はぶれない・無条件

• 不変な神様の愛に応じるあ
なたの信仰は?

To accept Your, fullness, joy, 
satisfaction, favor, 
restoration and salvation:

– Help us to forgive others 
with Your mercy

– Fill us with Your Spirit and 
sanctify us. We seek to walk 
the life of Biblical holiness

– Pour out your love upon us 
and help us to establish a 
great church filled with 
God’s love

– Lead us to walk on the truth 
not being influenced by 
others as a transformed 
Christian being baptized in 
water and the Spirit

神様の祝福、喜び、幸福、
恩恵、回復、救いを受け
入れられるように：

– 周りの人をあなたの憐れみ
を持って赦せるように助け
てください。

– あなたの霊で私達を日々満
たし、きよめてください。
あなたの御言葉に沿った聖
なる歩みを求めます。

– 私達をあなたの愛を注いで
下さい、愛に溢れた素晴ら
しい神の教会を形成できる
ように、助けてください。

– 水と霊のバプテスマを持っ
て変えられた人として、人
の意見に惑わされず、あな
たの真実に立って歩めるよ
うに導いてください。


