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ヨハネ １６：３３

これらのことをあなたが
たに話したのは、わたし
にあって平安を得るため
である。あなたがたは、
この世ではなやみがある。
しかし、勇気を出しなさ
い。わたしはすでに世に
勝っている」。

John 16:33

“I have told you these 
things, so that in me you 
may have peace. In this 

world you will have 
trouble. But take heart! I 

have overcome the world.”

勝利のレ

シピ

• 過ぎ越しの祭りでの・
十字架にかかる寸前で
のイエス様の教えの結
末

• イエス様の十字架での
死刑が目前・誰も判っ
ていないがそれが勝利
の一部である事を示し
ている（負けじゃなく
て）

• 戦い・勝利にみえない
ようなもの・事も神様
には勝利である。

• Teaching of Jesus during 
the Passover / right 
before the Crucifixion

• Although people did not 
understand as the 
Crucifixion was nearing, 
Christ let them know 
that it was a part of 
victory (not defeat)

• Battles/things that are 
not appeared to be a 
victory, in Christ, it is a 
victory

あなたが必要とされ
ています

• マタイ21:2-3

• まだ誰も乗ったことの
ないロバ（マルコ）イ
エス様に乗られる為に

• 勝利を与えてくださる
のは神様だが、その過
程で私たちを必要とさ
れている

• 主よ用いてくださいと
いう心がまえ

• 私たちの祈りが助けて
下さいではなく用いて
くださいですか？

God needs You

• Matt 21:2-3

• Donkey/Colt that had 
never been ridden 
(Mark) Exclusively for 
Jesus

• God is the one gives us 
the victory but in the 
process God also needs 
us

• Attitude: Use me, Lord

• Are we asking God to 
USE us rather than 
HELP us?
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祈りを優先しよう

• マルコ11:15-17

• 祈りを失った人たちは
勝利も失う

• 最優先：祈り

• 他の事に気をとられ
る：たとえば？

• 他の事に注意散漫にな
らず、祈りに集中でき
ていますか？

Prayer must be the 
Priority

• Mark 11:15-17

• When you lose your 
prayer, you will lose 
your victory, too

• Top priority: Prayer

• Destruction: example?

• Have we been focusing 
on prayer and not being 
destructed by other 
things?

出来る限りの事をす
る

• マルコ14:8

• 何が出来るかではなく、
出来る限りはなにか

• 人の働きと比べない

• 良い行いで救われるの
ではなく、良い行いを
する為に救われたのだ
（エペソ2:8-10）

• 精一杯、神様に仕えら
れられていますか？

Doing Everything We Can

• Mark 14:8

• Not what we can do, but 
what’s the limit of our 
potential 

• Don’t compare to others

• We are not saved by 
good works, we are 
saved unto good works 
(Eph 2:8-10)

• Are we serving God with 
everything we have?

神の体の一部

• ルカ１９：２２－２３

• 体と血

• 私たちは神の体の一部
である

• 従順なつかえる心（ヨハ
ネ：洗足）

• 一致されなければならな
い（ヨハネ・ブドウの木の
たとえ）

• 神のからだの一部として
いかされていますか？

To the New Season

• John 3:1-6
• Nicodemus: Symbol of 

establishment
• You can be born again: 

Water & Spirit
• Baby: Out of flesh: 

fleshly results
• Born in Spirit: Spiritual 

results
• Are you living your new 

season by born again in 
water and Spirit?

• 神様に約束された勝利
を体験する為に：

– どうぞ私を用いて下さい

– 色々な誘惑や妨げを取り
除き神様に焦点をおいて
まず祈れるよう導いてく
ださい

– 出来る限りの事をやりつ
くせる力を与えてくださ
い

– 生まれ変わりを持って、
あなたの霊に導かれ、あ
なたの血を持ってが流れ
る神の体の一部とならし
めてください

• To experience God’s 
victory:

– Please use us

– Remove temptations and 
distractions to focus on 
You to pray

– Gives us the strength to do 
everything we can do 
within our power

– Born us again through 
leading by the Spirit, and 
applying Your blood to 
become a part of Body of 
Christ as the blood flows 
through us


