
Then, there’s the help from God 
Matthew 14:29-31 

そこに神様からの助けが 

マタイ 14:29-31 

Setting: 

A. A miracle experienced by Simon Peter 

 Simon Peter has ups and downs: physically & 
emotionally 
o First part of chap. 14=the miracle of feeding 

5000 
o V. 28-29: walking on the water=only disciple 

who stepped up in faith » to experience the 
miracle, we need to step out of the boat 
(preconceived idea)=Faith that acts not just to 
receive » experience vs. seeing 

o V.30: Fear came, and began to get drown=was 
not able to trust God completely because he 
got distracted from God » Always looking unto 
God 

 When he called for a help, a hand will be extended 
to rescue him = saved before getting drown  
B. What are we drowned by? problems, worry, 

secular value system, information, insecurity, 

bewilderment, lack of faith, confusion, hurt, 

frustration, temptation, sins, anger, etc. 

聖句の背景:  

A. シモン・ペテロの奇跡の体験 

 シモン・ペテロ=浮き沈みの激しい：物理的＆感情的 

o 14章前半=5000人を養う奇跡 

o 28節～29節：水の上を歩く=弟子の中でただ

一人、信仰に立って足を踏み出した » 奇跡を体

験するには、船（固定観念）の中から踏み出す

必要がある=受け入れるだけでなく、行動に移す信

仰 »体験する VS. 見る 

o 30節：恐れが来て溺れ始めた=神様から目をそ

らしてしまい、頼りきれなかった»神様を常に見上げ

て歩もう 

 助けをよぶと、沈まないように、手が差し伸べられて助けら

れた=溺れる前に助けてくださる 

B. 私達がおぼれそうになるものとは？ 問題、悩み、

世的な価値観、情報、不安、困惑、不信心、  

迷い、傷、挫折、誘惑、罪、怒りETC 

Application: 

In any situation, God will rescue us before we get 

sunk completely as we call on the help from God 

 He lifted me out of the ditch, pulled me from deep 
mud. He stood me up on a solid rock to make sure I 
wouldn’t slip. Psalm 40:2 (hope) 

 Not only God rescues us, but He can help us to 
establish our faith to not to make the same 
mistakes 

 Focus on God Matthew 6:33  Hebrews 12:2 

 When we need a help, ask for a help=Remind 
ourselves that we are allowed to live by God » 
Christian=people who  live depending on God 

 God is waiting for us to call for His help » We 
mature in Christ as we learn to recognize the 
necessity of God on our own 

 Psalm 40:3 = Praise & victory » Testimony  Being 
rescued from when we are almost drown will 
always become your blessing 

聖句の適用方法:  

どのような状況でも、私達が神様を呼び求める時に、沈み

きる前に、必ず神様は助けだしてくださります 

 神様は絶望の穴から、どろどろのぬかるみから引き上げて、

踏み固めた道に下ろし、しっかり歩けるようにしてくださいまし

た。 詩篇 40：2 （希望） 

 神様は、助けて下さるだけでなく、また同じ失敗を繰り返さ

ないように（自立した信仰）にもして下さる事ができる 

 神様を見つめて歩こう マタイ 6：33 ヘブル 12：2 

 助けを求めるべき時には、助けをよぶ=私達は、神様に生

かされている事を再認識しよう»クリスチャン=神様により頼

んで生きている人々 

 神様は、時に私達が助けを求める事を待っておられる»自

主的に神様の必要性を確認し宣言する事により、更なる

神の子として、信仰が成熟する 

 詩篇 40：3＝賛美と勝利»証 溺れそうになり、そこから

助けられる経験は、必ず祝福となります 

 助けを求めなければ»どんどん沈んでいく 

Prayer: 
 Guide us as we live focusing on You having a hope 

that You will always rescue us in whatever the 
situation we may be in 

 We can not live without You. Give us a wisdom 
and courage to recognize that You are absolutely 
necessity to our lives. 

いのり: 

 どのような状況にあっても、あなたが必ず助けて下さる

約束がある事を感謝し、希望をもって日々あなたに焦

点を置いて歩んでいきますので、導いて下さい 

 私達は、あなたなしには生きていけません。あなたが

私達にとって必要不可欠である事を正直に認められる

ように、知恵と勇気を与えて下さい 
 


