
Then, God works 

Matthew 8:24-26 

そして、神様がはたらかれる 

マタイ 8:24-26 

Setting: 

A. What would you do when you face the life’s 

storm? 

 Disciples=panicked 

 Didn’t immediately wake Jesus!? Probably, they 

considered that Jesus was tired from preaching the 

sermon on the mount from chapter 5-7 

 Sometimes, don’t we conclude that we ought to fix 

our problems or not big enough problem to bother 

God, and we would wait on seeking God? 

 The key is to seek God Matthew 6:33, 7:7 

B. What is your life’s storm? 

 Family troubles, sickness, past failures, financial 

problems, world issues, relationship troubles » We 

don’t create the peace, but the peace is produced as 

the work of God (Galatians 5:22  fruits of the 

Spirit) 

C. There’s God who can calm the storm with us 

even when in the midst of the storm 

 Living a life as a Christian = Walking together with 

God 

 Jesus Christ (Immanuel) = God be with us Matthew 

1:23 

聖句の背景:  

A. もし、あなたが人生の嵐に遭遇すれば、どのような

対応をとりますか？ 

 弟子たち＝パニック 

 直ぐにイエス様を起こさなかった!？恐らく、５章ー７章の山

上の説教を終えてつかれておられるであろうイエス様が眠っ

ておられるのに気を使って 

 時に、私達は自分達で解決しようと思ったり、神様を惑わ

すような事ではないと、勝手に結論づけて、神様を求める

事を後回しにしていませんか？ 

 神様に助けを求める事こそが、鍵 マタイ 6:33, 7:7 

B. あなたの人生の嵐はなにですか？ 

家庭での問題、病、過去の失敗、財政問題、世界情勢、

人間関係の問題»私達が平安を作り出すのではなく、平安

は、神様の働きである（ガラテヤ５:２２ 御霊の実） 

C. 嵐の中にいても、私達にはそれを鎮める事が出

来る神様があなたと共におられます 

 クリスチャンとして人生を歩む＝神様と 2人 3脚で歩む 

 イエス・キリスト（インマヌエル）＝神は我々と共におられる 

マタイ １:2３ 

 Application: 

God does not require a sophisticated prayer, but 

rather He simply needs the opportunity to speak 

and work into our lives 

 There is no place written in the Bible where God 

requires a sophisticated or long prayer. God will 

hear even a simple prayer 

 ２Chronicles 7:14 (NLT) Then if my people who 

are called by my name will humble themselves and 

pray and seek my face and turn from their wicked 

ways, I will hear from heaven and will forgive their 

sins and restore their land. 

聖句の適用方法:  

神様は、私達の洗練された祈りを求めておられるのではな

く、ただ神様が私達のうちに働き、語るチャンスを得る事を

必要としておられるだけです 

 聖書のどこにも、神様は洗練された祈りや、長い祈りをしな

さいとは書いてありません。簡単な祈りでも神様は聞いてく

ださいます 

 歴代誌下 7:14（現代訳）わたしを信じているわたしの

民がへりくだり、悔い改めて、わたしに立ち帰り、わたしに祈

り求めるなら、わたしはその罪を赦し、その地を回復しよう。 

Prayer: 

 We declare that You give us the answer and 

the victor in the midst of our storm because 

You are our peace 

 Work in our lives and fill us with the Spirit 

as we humble ourselves, repented and seek 

You in prayer 

いのり: 

 あなたが私達の嵐の中の平安である事を宣言します

ので、私達の人生の嵐の上に答えと勝利をあたえてく

ださい 

 もう一度へりくだり、悔い改め、祈り求めますので、あ

なたが私達を御霊で満たし働いてください 
 


