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創世記 50:20

あなたがたはわたしに対
して悪をたくらんだが、
神はそれを良きに変らせ
て、今日のように多くの
民の命を救おうと計らわ
れました。

Genesis 50:20

As for you, you meant to 
harm me, but God 
intended it for a good 
purpose, so he could 
preserve the lives of many 
people, as you can see this 
day.

マイナス

がプラス

になる

• 今週のマイナスな事

• 十字架：マイナス≫プ
ラス

• ヨセフの兄弟がした事

• 人がマイナスと思って
した事も神様によって

• 結果=良き事

• マイナスな事が起きた
とき、神様がこれから
どんなプラスな事をお
こされるか信じ期待し
ていこう

• 今にとらわれず、将
来・永遠の視点

• Minus/Negative things 
this week

• Cross: minus to plus
• What Joseph’s brothers 

had done
• Others may intended for 

negatives but in Christ
• Results = good things
• When minus/negative 

things happen in our 
lives, we ought to expect 
what plus/positive 
things God would 
produce out of it

• See beyond today = 
Look at your future and 
eternity

束縛されていても：
自由への執り成し

• ガラテヤ5:1

• オネシモ（ピレモ
ン）：パウロ

• ユダヤ人（エジプ
ト）：モーセ

• 何に束縛されて？
– 時間

– お金

– 回り・環境

• 自由宣言：イエス様の
執り成しを信じきる

• 自由人のように歩めて
いますか？

Bound?: Intercede for 
the Freedom

• Galatians 5:1
• Onesimus (Philemon): 

Paul
• Jews (Egyptians): Moses
• What are you bounded 

by?
– Time
– Money
– Surrounding

• Declare the Freedom: 
Believing the Christ’s 
Intercession

• Are you living like a 
freed?
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不当に扱われても：
ベストを与えられる

• 創世記 26:15-22

• 井戸＝水＝生命線

• 元々は父の土地

• 無駄な労力と時間

• 文句をつけられて、追
い出される（４度）

• 最終：今までよりも良
い場所（レホボト）

• あきらめないで神様の
ベストを待ち望めてい
ますか？

Unfairly Treated: Provides 
the Best

• Genesis 26:15-22

• Well=water=life line

• Originally father’s

• Wasting energy and 
time

• Unfairly accused and 
run off (4 times)

• At the end: Rehoboth –
the best 

• Are you wholeheartedly 
waiting on God’s best 
without giving up?

うつろな時でも：
祝福を

• ルツ記 1 & 4:16-17

• もう何も残っていない
と思っていても、神様
は空から世界を創造さ
れた事を忘れない

• ルツ＝祝福でもナオミ
には見えていなかった

• ルツを通して、家が続
いていった：ダビデ

• 素直に祝福を受け入れ
られていますか？

Where you are empty: 
Blessing

• Ruth 1 & 4:16-17

• Even when you feel like 
there’s nothing left, 
never forget that God 
created this world out of 
emptiness

• Ruth=Blessing, but 
Naomi didn’t see it

• Through Ruth, the house 
continued: David

• Have you submitted 
yourself to receive your 
blessing?

過去をも：恵み

• 第一コリント15:9-10
• 過去の失敗・悔い
• 神様の

– 恵みに触れ

– 愛に包まれ

– 赦しを受け

– 力を受け

• 過去は神様に明け渡し、
恵みによって明るい将来
を頂きましょう （車の鍵）

• あなたの過去を神様に
委ね・明け渡しきれてい
ますか？

Past: Grace

• 1st Corinthians 15:9-10
• Past mistakes/Regrets
• God

– Touched by His Grace

– Wrapped by His love

– By His Forgiveness

– Received His Strengthen

• We must hand our past 
to God, and live a bright 
future, driven by His 
Grace (car key)

• Have you truly given 
your past to Christ?

• イエス様にマイナスを
プラスに変えて頂く為
に：

– あなたによる自由を宣言
します。ですから一歩一
歩私達の歩みを導いてく
ださい。

– 必ずベストを与えられる
事を信じより頼みますで
導いてください。

– あなたの祝福で満たして
ください

– あなたの恵みと愛を持っ
て、新しい者として過去
を乗り越えて希望ある将
来を生きる力と勇気を与
えてください。

• To allow Jesus to turn 
minuses to pluses:

– We declare our freedom in 
Christ. So, please guide as 
us we walk in your 
freedom.

– Lead us to completely trust 
You that You will give us 
the best

– Fill us again with Your 
blessing.

– Touch us with Your grace 
and love, as You strengthen 
and encourage us to see 
beyond our past and live in 
our hopeful future.


