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私達は信仰によってここまで来た
WE HAVE COME THIS FAR BY FAITH
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私達がどこから来たのかを覚える 
REMEMBER WHERE WE HAVE COME FROM 
Deuteronomy 申命記 5:15 

“You shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your 
God brought you out from there with a mighty hand and an outstretched arm. 
Therefore the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day.”  

15 あなたは、自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そして、あなたの神、
【主】が力強い御手と伸べられた腕とをもって、あなたをそこから連れ出されたこ
とを覚えていなければならない。それゆえ、あなたの神、【主】は、安息日を守る
よう、あなたに命じられたのである。



私達は皆、罪と暗闇の奴隷だった 
AT ONE TIME WE WERE ALL SLAVES OF SIN AND DARKNESS
“remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the 
commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no 
hope and without God in the world. But now in Christ Jesus you who once were 
far off have been brought near by the blood of Christ.” Ephesians 2:12-13  

12 そのころのあなたがたは、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、
約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たち
でした。13 しかし、以前は遠く離れていたあなたがたも、今ではキリスト・イエ
スの中にあることにより、キリストの血によって近い者とされたのです。 
エペソ 2:12-13



私達の人生は愛と犠牲による奇跡 
EACH OF OUR LIVES ARE MIRACLES OF LOVE AND SACRIFICE

For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in 
him should not perish but have eternal life.” John 3:16  

16 神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御
子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。
ヨハネ 3:16



覚えているー忘れない 

REMEMBER- DO NOT FORGET
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神様が与えた全ての勝利を覚える 
REMEMBER ALL OF THE VICTORIES HE HAS GIVEN
Deuteronomy 申命記 7:17-19 

"If you say in your heart, 'These nations are greater than I. How can I dispossess 
them?' you shall not be afraid of them but you shall remember what the Lord 
your God did to Pharaoh and to all Egypt, the great trials that your eyes saw, the 
signs, the wonders, the mighty hand,and the outstretched arm, by which the Lord 
your God brought you out. So will the Lord your God do to all the peoples of 
whom you are afraid.”
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神様が与えた全ての勝利を覚える 
REMEMBER ALL OF THE VICTORIES HE HAS GIVEN
申命記 7:17-19 

17 あなたが心のうちで、「これらの異邦の民は私よりも多い。どうして彼らを追
い払うことができよう」と言うことがあれば、18 彼らを恐れてはならない。あな
たの神、【主】がパロに、また全エジプトにされたことをよく覚えていなければな
らない。19 あなたが自分の目で見たあの大きな試みと、しるしと、不思議と、力
強い御手と、伸べられた腕、これをもって、あなたの神、【主】は、あなたを連れ
出された。あなたの恐れているすべての国々の民に対しても、あなたの神、【主】
が同じようにされる。



• The Lord defeated all the false God's of Egypt and buried the enemies in the Red Sea.
主はエジプトの神々を全て滅ぼし、敵は紅海に呑まれた 

• If we could see the MOUNTAIN OF VICTORIES OVER THE ENEMIES IN YOUR LIVES. 
もし私達が、勝利の山を敵の上に見ることができるなら 

• You shall not be afraid of those bondages of sin coming back to rule and ruin your life.
再び罪に縛られ、支配されることを恐れてはならない 

• Remember and celebrate those victories. 
勝利を思い出し、祝う
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神様が私達をここまで導いて来た事全てを思い出しましょう 
REMEMBER ALL OF THE WAYS HE HAS LED YOU

Deuteronomy 申命記 8:2-3 

“And you shall remember the whole way that the Lord your God has led you 
these forty years in the wilderness, that he might humble you, testing you to know 
what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. And 
he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not 
know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not 
live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of 
the Lord.” 
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神様が私達を導いて全ての道を覚える 
REMEMBER ALL OF THE WAYS HE HAS LED YOU

Deuteronomy 申命記 8:2-3 

2 あなたの神、【主】が、この四十年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を
覚えていなければならない。それは、あなたを苦しめて、あなたを試み、あなたが
その命令を守るかどうか、あなたの心のうちにあるものを知るためであった。3 そ
れで主は、あなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知
らなかったマナを食べさせられた。それは、人はパンだけで生きるのではない、人
は【主】の口から出るすべてのもので生きる、ということを、あなたにわからせる
ためであった。



• Remember the direction He has given you as a church and personally 
教会、また個人に与えてくださった導き覚える 

• If we seek Him, we will find Him and direction for our lives. 
神様を捜し求めるなら、神様と人生の方向性が見つかる 

• Simple reminder of the ways that our Lord directs our lives 
主が私達の人生を導かれる方法 

• By His Word ( Objective standard)  
神様の御言葉を通して（客観的基準） 

• By His Holy Spirit (subjective witness) 
聖霊を通して（主観的基準） 

• Wise counsel (wisdom in a multitude of counsellors) 
知恵ある助言（多くのカウンセラーを通しての知恵） 

• Circumstances (divine providence) 
状況（神の摂理）
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神様が備えられた全ての経済的勝利を思い出す 
REMEMBER ALL THE FINANCIAL VICTORIES HE HAS PROVIDED
"Beware lest you say in your heart, 'My power and the might of my hand have 
gotten me this wealth.' You shall remember the Lord your God, for it is he who 
gives you power to get wealth, that he may confirm his covenant that he swore to 
your fathers, as it is this day. And if you forget the Lord your God and go after 
other gods and serve them and worship them, I solemnly warn you today that you 
shall surely perish.”  

17 あなたは心のうちで、「この私の力、私の手の力が、この富を築き上げたのだ」
と言わないように気をつけなさい。18 あなたの神、【主】を心に据えなさい。主が
あなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今
日のとおりに果たされるためである。 
19 あなたが万一、あなたの神、【主】を忘れ、ほかの神々に従い、これらに仕え、
これらを拝むようなことがあれば、きょう、私はあなたがたに警告する。あなたが
たは必ず滅びる。Deuteronomy 申命記 8:17-19



• He is faithful to His Word concerning provision. 
神様は備えに関する御言葉に忠実 

• Our Lord has abundantly provided MIRACLES of finances for you as a church 
主は教会に豊かな経済の奇跡を与えた 

And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.” 

19 また、私の神は、キリスト・イエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなたがたの必要
をすべて満たしてくださいます。 

Philippians ピリピ 4:19
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人生のどんな時でも学び続け、成長をしていくことを覚える 
REMEMBER TO KEEP LEARNING AND GROWING IN THE HIGH & LOWS OF LIFE

Deuteronomy 申命記 9:6-8 

Know, therefore, that the Lord your God is not giving you this good land to 
possess because of your righteousness, for you are a stubborn people. 
Remember and do not forget how you provoked the Lord your God to wrath in 
the wilderness. From the day you came out of the land of Egypt until you came to 
this place, you have been rebellious against the Lord.
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人生のどんな時でも学び続け、成長をしていくことを覚える 
REMEMBER TO KEEP LEARNING AND GROWING IN THE HIGH & LOWS OF LIFE

Deuteronomy 申命記 9:6-8 

6 知りなさい。あなたの神、【主】は、あなたが正しいということで、この良い地
をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじのこわい民であるか
らだ。7 あなたは荒野で、どんなにあなたの神、【主】を怒らせたかを覚えていな
さい。忘れてはならない。エジプトの地を出た日から、この所に来るまで、あなた
がたは【主】に逆らいどおしであった。8 あなたがたはホレブで、【主】を怒らせ
たので、【主】は怒ってあなたがたを根絶やしにしようとされた。



• We must learn from our history or we are destined to repeat it.  
私たちは過去から学ばない限り、過ちを繰り返してしまう 

• Our Lord has an amazing past for these 30 years!!! 
神様は過去３０年間素晴らしい事をされた！！！ 

• Greatest days are ahead for ENC Yokohama! 
ENC横浜には素晴らしい将来が待っている！



30th


