
It’s too soon to give up 

Hebrews 10:35-36  

諦めるのはまだ早い 

ヘブル 10:35-36 

Setting: 

 Hebrews 10=Persecution (difficult) time 

 Hebrews were targeted for the persecution because 
they were considered as traitors 

 The Promise to remember: “And we know that all 
things work together for good to those who love God, 
to those who are the called according to His purpose. 

Romans 8:28  
 We don’t know the result until the story concludes=the 

death of Jesus »We understand the true meaning when 
we consider the entire story of His resurrection & the 
establishment of the church through infilling of the 
Holy Spirit 

 God is the author & the finisher, the beginning & the 
end Hebrews 12:2 Revelations 1:8, 22:13 

 It takes time to bear fruits»plant the seed of faith, and 
wait patiently for it to bear fruits 

 Why don’t we give God one more chance? 

聖句の背景:  

 ヘブル 10章の時代=迫害（辛い、苦しい）時代 

 ヘブル人は特に裏切り者としての迫害対象 

 忘れてはいけない約束：“神は、神を愛する者たち、すな

わち、ご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を

益となるようにして下さることを、わたしたちは知っている”  

ローマ 8:28 

 ストーリーが完結するまで、結果はわからない=イエス様の

十字架の死»イエス様が復活し、又使徒 2章の聖霊の

満たしと教会の設立迄を含めて本当の意義がある 

 神様が信仰の作者であり、完成者です。始めであり終わり

です。ヘブル 12:2 黙示録 1:8、 22:13 

 実るのには時間がかる、桃栗 3年、柿 8年»信仰の種を

植えたら根気よく見がなるのを待ちましょう 

 もう一日、もう一度神様に頼ってみませんか？ 

Application: 

We understand the real meaning of God’s story when 

we stay until the end because it always ends with the 

happy ending 

 People who get full by chips and bread 

 Have you ever had a time when you understood 

purposes of things in life when you look back? 

 7 keys to not to give up in the middle 

o Fully trust Him v.22 

o Go into the presence of God v.22 

o Experience the forgiveness through the 

baptism & have hope in salvation v. 22-23, 34 

o Consider & encourage each other v. 24 

o Don’t forsake the assembly with others v. 25 

o Don’t forget your first passionate love for Christ 

v. 32 Revelations 2:4 

o Remember the past victories from God v. 32-34 

聖句の適用方法:  

神様のストーリーはハッピーエンドですから、最後まで見てこ

そ意義がある 

 チップスやパンだけでお腹一杯になる人達 

 振り返ってみて、苦しい事や辛い事に意義があった事が理

解出来たことがありませんか？ 

 途中で諦めずに歩む 7 つの鍵 

o 間違いなく受け入れられるという確信と真実な心を持

とう 22節 

o 神様の前にまっすぐ進み出よう 22節 

o バプテスマを持って赦しを体験し、救いの希望と確信を

持とう 22-23、34節 

o 互いに助けあい、親切にし合い、善行に励もう 24節 

o 共に礼拝する事を大切に使用 25節 

o 最初の神様への愛、情熱を忘れないようにしよう 32

節 黙示録 2:４ 

o 過去の神様の勝利を忘れないようにしよう 32-34節 

Prayer 
 Help us to seek You wholeheartedly as we 

remember Your promise of salvation and 

blessing 

 Lead us to live being filled with the Holy Spirit 

and the Hope as we experienced the 

transformation through the baptism 

 Fill us with Your love to encourage and help the 

God-given church family in unity 

いのり 

 辛くて諦めたくなる時にも、あなたにある救いと祝福の

約束を忘れずに、あなたを慕い求められるように助け

て下さい 

 バプテスマによる生まれ変わりの体験を感謝し、あなた

の聖霊と希望に満ち溢れて歩めるように導いて下さい 

 あなたが与えて下さった教会の仲間を大切にし、共に

励ましあい、助けあえるように、あなたの愛で満ち溢れ

させて下さい 


