
If you prepare properly, you don’t have to be afraid 
Matthew 7:24-27 

正しい準備をしていれば恐れる必要はありません  

マタイ 7:24-27 

A. Live daily to please God 

Genesis 6:8 

 By faith, Noah pleased God 

 Grandpa Enoch=Pleased God (faith) Heb 11:5-6 

 How can we live in the way to please God? 
o Is God expecting us to be perfect? 
o How prodigal son pleased the father 

Luke 15 

A. 日々神様に喜ばれる生き方をしよう 

創世記 6:8 

 ノアは信仰を持って、神様に喜ばれる者となった 

 ノアの曽祖父：エノク=神様に喜ばれた（信仰） 

ヘブル11:5-6 

 神様に喜ばれる生き方とは何でしょうか？ 

o 神様は完璧を求めておられるのか!？ 

o 放蕩息子が父に喜ばれた理由 ルカ 15 

B. Prepare by following God’s direction and        

act up on it 
Genesis 6:22 

 Solid faith will lead to actions: 
What does it profit...if someone says he has faith 
but does not have works? James 2:14 

 When you truly believe, you would want to act 
upon it 

 What if you ignore the manual!? 
 Characters of Noah’s faith 

o Do not give up: faith & patience 
o Faithful: doesn’t compromise 

 What are you doing to display your faith? 

B. 神様の導きに従い実行して準備しよう 

創世記 6:22 

 確かな信仰は、行動をもたらす: ある人が自分には

信仰があると称していても、もし行いがなかったら、

なんの役に立つか。ヤコブ2:14 

 信じきっていると、行動したくなる 

 マニュアルを無視すると！？ 

 ノアの信仰の特徴 

o 最後まであきらめない：信仰＆忍耐 

o 忠実、妥協しない 

 あなたは、自分の信仰をどう表現できていますか？ 

C. Find the family of God who will overcome    

with you 
Genesis 7:1 

 God doesn’t allow us to go through our tests & 
trials alone: I will be with you. I will not leave you 
nor forsake you. Joshua 1:5 

 God gave us the church, God’s family 
 When we overcome the trials together, there 

was a greater unity 
 Pray, support, cry, worship, serve, build, 

fellowship together 
 Have you experience the born again to become a 

part of God’s kingdom (family)? , unless one is 
born of water and the Spirit, he cannot enter the 
kingdom of God. John 3:5 

C. 共に乗り越える神の家族を見つけよう 

創世記 7:1 

 神様は決して私達を一人で困難や試練に立ち向

かわせられない：わたしはあなたを見放すことも、見

捨てることもしない。 ヨシュア1:5 

 神様は教会という神の家族を与えられた 

 戦いを共に乗り切る時、更なる一致が生まれる 

 共に祈り、支えあい、泣き、礼拝し、仕え、建て上

げ、交わり 

 生まれ変わり、神様の御国（家族）のメンバーに

なる体験をしましたか？だれでも、水と霊とから生れ

なければ、神の国にはいることはできない ヨハネ

3:5 

Prayer 
 Lead us to live a life please you beyond just 

believing 
 Thank you for the Word that you have given to 

us, and help us to act upon the Word without 
giving up 

 With repentance, baptisms in water & the 
Spirit, born us again in to a child of God, and 
unify us to support each other until we make it 
to heaven  

祈り 

 ただ信じるだけでなく、あなたに喜ばれる生き方が

できるように導いてください 

 聖書の御言葉を下さったことを感謝し、最後まで

あきらめずに実行できるように助けて下さい 

 悔い改めと水と霊のバプテスマを持って私達を新

しく神の子ととして生まれ変わらさせ、教会の仲間

と支えあい天国へ前進していけるように一致させ

てください 


