
Renewing your faith covenant 
Joshua 24:15 

信仰の契約更新 

ヨシュア 24:15 

Setting: 
A. The Joshua’s last message 

 Will you continue to serve God who has given us 
victories and blessing? =freedom of choice 

 Will you renew the covenant that Abraham 
established with God in Genesis 12? (which happed at 
the same place): This renewal happened repeatedly 
for a long time=Faith has meaning when we continue 
on, and not a one time thing 

 Through renewing the covenant, it became a current 
relationship rather than the past experience 

 Through renewing the covenant, faith was inherited 
to the next generation 

B. The value is created when we continue 
 There’s a strength in continuation 
 We’ll never reach the final destination if we quit in 

the middle 
 Proverbs 24:16 Get up when we fall 
 We must continue until it’s complete (until we make 

it to heave): Noah 

聖句の背景:  

A. ヨシュアの最後のメッセージ 

 今まで仕えてきて、勝利と祝福を与えて下さった神様にこれ

からも仕えていきますか？＝選択の自由  

 創世記の 12章でアブラハムが神様と結んだ契約（これも

同じ場所で行われた）を更新しますか？:この更新の習慣

は長期に渡って繰り返された＝信仰は一時的な物ではな

く、続ける所に意味がある 

 契約の更新により、過去の体験から現行の関係となった 

 契約の更新により、信仰は受け継がれていった 

B. 継続する事に意味がある 

 継続は力なり 

 途中下車では、終着点には着けない 

 箴言 24:16 転んでも起き上がろう 

 完成する（天国に行くまで）迄続ける必要がある：ノア 

Application: 

Faith is not a decision of a moment, but it’s about 

renewing Biblical life style daily that would result in 

eternal outcome 

 Biblical life style? 1 Thessalonians 5=Preparation for 
the Lord’s day 
o Equip with faith, love, and hope of salvation (v. 8) 
o Walk together with God (v. 10) 
o Encourage each other (v.11) 
o Give each other strength=lift others (v.11) 
o Value Biblical teaching (v.12) 
o Appreciate others with love (v. 12) 
o Be diligent although we may not be perfect (v.14) 
o Encourage and help those are in need (v. 14) 
o Be kindly patient with everyone (v. 14) 
o Do not return the wrong for wrong but with good 
(v. 15) 
o Always seek to do good, and the righteousness 
(v.15) 
o Being filled with the joy (v. 16) 
o Always pray (v. 17) 
o Be thankful for everything (v. 18) 
o Keep good things (Biblical teaching) (v. 21) 
o Flee from everything that is evil (v. 22) 
o Be sanctify through the Spirit (v.23) 

 Receive the eternal grace rather than hoping for a 
momentary grace 

聖句の適用方法:  

信仰とは一時期の決断ではなく、日々更新していくべき聖

書的ライフスタイルであり、永遠の実を結ぶものです 

 聖書的ライフスタイルとは？ 1 テサロニケ 5章=主の日の

為の準備 

o 信仰と愛と救いの希望を身につける、手放さない(8節) 

o 神様と共に歩む（10節） 

o 互いに慰めあう(11節) 

o 相互の徳を高める＝相手をたてる (11節) 

o 御言葉の教えを重んじる （12節） 

o 愛と敬意を持って接する（12節） 

o 完璧にはなれないが、努力は怠らない（14節） 

o 弱い人を励まし助ける（14節） 

o 全ての人に忍耐強く寛容に接する（14節） 

o 悪を悪で返さず、善で対応する（15節） 

o いつも善を追い求める（15節） 

o 喜びに満ち溢れる（16節） 

o いつも祈る（17節） 

o 全ての事について感謝する（18節） 

o 良いもの（聖書の教え）を守る （21節） 

o 悪から遠ざかる（22節） 

o 霊によってきよめられる（23節） 

 一時の恵みを求めるのではなく、永遠の恵みを得よう 

Prayer: 
 Fill us with Your Spirit, daily as we seek to renew 

the faith covenant with You, again with 
repentance 

 Lead us to live a holy life until the Lord’s day 

いのり: 

 もう一度、悔い改めをもってあなたとの信仰の契約を

更新しますので、聖霊で日々私達を満たしてください 

 主の時まで、私達がきよい生活ができるように、導い

てください 


