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John 7:37-39

On the last day of the feast, 
the greatest day, Jesus stood 
up and shouted out, “If 
anyone is thirsty, let him 
come to me, and let the one 
who believes in me drink. 
Just as the scripture says, 
‘From within him will flow 
rivers of living water.’”(Now 
he said this about the Spirit, 
whom those who believed in 
him were going to receive, 
for the Spirit had not yet 
been given, because Jesus 
was not yet glorified.)

ヨハネ7:37-39

祭の終りの大事な日に、イ
エスは立って、叫んで言わ
れた、「だれでもかわく者
は、わたしのところにきて
飲むがよい。わたしを信じ
る者は、聖書に書いてある
とおり、その腹から生ける
水が川となって流れ出るで
あろう」。これは、イエス
を信じる人々が受けようと
している御霊をさして言わ
れたのである。すなわち、
イエスはまだ栄光を受けて
おられなかったので、御霊
がまだ下っていなかったの
である。

Revitalized by 
the Living 

Water

生ける水に
潤されて

• Feast of Tabernacles

– Temporal=flesh

– Revitalize and lead us who 
are born with flesh/sin

– True meaning of worship

• God will always revitalize 
souls who are thirsty

• Living water=never dry up

• Fill your life with His Spirit 
/ Holy Spirit

• Receive Christ fully »
Overflow from within

• Depending to the Living 
Water’s flow/lead » 
Surrendering our will

• Place where God dwells

• 仮庵の祭り

– 仮庵=仮の住まい=肉体

– 欲（原罪）によって侵された
私達を生き返らせ・導かれる

– 巡礼・礼拝の本当の意味

• 神様は飢え渇いている人・
魂を必ず潤される

• 生ける水=渇かない

• あなたの仮庵を、御霊・聖
霊によって満たして下さる

• 神様を心から信じ受け入れ
る»内から溢れ湧いてくる

• 生ける水の流れに全てを委
ねる»自分の意思の降伏

• 神様が住まわれる所となる

God’s River Flowing 
From The Sanctuary

Eze. 47:12

• V.4 & 5: plenty

• V. 9: Creatures flourishes / 
living water

• Gen 2:10:River that watered 
the Eden / flow out

• Civilizations thrived by the 
water

• Fruitful, provision, healing

• Are you being blessed and 
healed by receiving God’s 
living water?

神様が与えられる聖所か
ら流れ出る水

エゼキ47:12

• 4&5節:豊かな流れ

• 9節:生き物を活かす・命の
水

• 創世2:10：エデンの園を潤
した川・流れ出た

• 人類の文明は元々、水のほ
とりで繁栄した

• 繁栄・備え・癒やし

• 神様が与えられる命の水を
受け、祝福され癒やされて
いますか?
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Planted by a Flowing 
Stream

Psalm 1:1-3

• Blessed people who are tree 

like planted by a stream

– don’t listen to evil advice,

– don’t live like sinners, and 

don’t join those who make fun 

of God.

– love the LORD’s teachings and 

think about them day and 

night.

• What is your today’s step 

that can you do to get closer 

to God?

流れのほとりに
植えられる

詩篇1:1-3

• 流れのほとりに植えられ祝
福される人とは:

– 悪人の入れ知恵に耳を貸さな
い

– 罪人といっしょになって神様
をあざけったりしない

– 神様がお望みになることを何
でも喜んで実践する

– いつも、おきてのことを考え
ては、どうしたらもっと神様
に近づけるかと思いめぐらす

• 今日あなたにできる神様に
もう一歩近づく、その一歩
とは何でしょうか?

Born Again as a 
Child of God

John 3:5-6

• Nicodemus: knowledgeable

• From understanding to the 
experience

• Experience the born again 
through water and the 
Spirit as we bury our flesh 
and renew our Spirit like 
Christ has done

• Have you being born-again 
as a Child of God through 
repentance and the 
baptismal of water and the 
Spirit?

神の子として
生まれ変わる

ヨハネ3:5-6

• ニコデモ:知識はあるが

• 理解から実体験へ

• 水と霊により、イエス様の

ように肉欲を葬り去られ、

魂の復活・生まれかわりを

経験する

• 悔い改めと水と霊のバプテ

スマを持って、神の子とし

て生まれ変わらさせて頂い

ていますか?

How to Get 
The Living Water

John 4:15
• Well: Samaritan woman
• John 7 & days when people 

worship God besides 
Jerusalem

• How-to (v. 21-24)
– Believe (21)
– Worship with the Spirit and the 

Truth (24)

• Eph. 5:18-19 be filled by 
the Spirit, speaking to one 
another in psalms, hymns, 
and spiritual songs, singing 
and making music in your 
hearts to the Lord

• Are you seeking to worship 
being filled with His Spirit?

生ける水を得る方法

ヨハネ4:15

• 井戸:サマリヤの女性

• ヨハネ7章＆後のエルサレ
ム以外で礼拝する時代

• 方法（21-24節）
– 信じる（21）

– 霊と真理を持って礼拝（24）

• エペソ5:18-19 御霊に満
たされて、詩とさんびと
霊の歌とをもって語り合い、
主にむかって心からさんび
の歌をうたいなさい。

• 霊に満たされ賛美・礼拝で
きるように求めてますか?

To live a life revitalized by 
God’s Living Water:

– Fill as with Your Living 
Water as we seek You.

– Guide us to take another 
step to get closer to You.

– Born us again to be a 
child of God with 
baptismal of water and 
the Spirit as we follow the 
Word and repent

– Revitalize our daily life 
with your Living Water as 
we worship you with the 
Spirit and the Truth filled 
with the Holy Spirit.

神様の生ける水に潤され
て生きる為に：

– あなたの生ける水を求め
ますので満たしてくださ
い。

– もう一歩あなたに近づけ
るように導いてください。

– あなたの御言葉に従い悔
い改めます。水と聖霊の
バプテスマを持って、あ
なたの子・神の国の民と
して生まれ変わらさせて
下さい。

– 聖霊に満たされ、霊と真
理を持って礼拝します。
日々、あなたの生ける水
で潤った人生を与えてく
ださい。


