
【教會本年度的目標】 

学习的成長、交通的成長、带领人得救的成長。 

【本週背誦聖経章節】 
耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水

边。他使我的霊魂甦醒、為自己的名引導我走正路。我雖然行過死蔭的幽谷、也不怕

遭害、因為你與我同在、你的杖、你的竿、都安慰我。（詩篇 23:1-4） 

主は私の羊飼い。私は、乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、

いこいの水のほとりに伴われます。主は私のたましいを生き返らせ、御名のため

に、私を義の道に導かれます。たとい、死の陰の谷を歩くことがあっても、私はわ

ざわいを恐れません。あなたが私とともにおられますから。あなたのむちとあなた

の杖、それが私の慰めです。（詩篇 23:1-4） 

【証道提要】 

God's Way or My Way Exodus, Exodus2:11-15 (4) 

神様の方法それとも私の方法, 出 2:11-15 (4) 

神的方式還是我的方式, 出埃及記 2:11-15 (4) 
 

1.   Previous Study／前回の学び／前課 

2.   Today's Theme／今日のテーマ／今天的主題 

3.   Time Gap between Exodus 2:10 and 2:11 

 ／出エジプト記 2:10 と 2:11 の間の時間差／出埃及記 2:10 與 2:11 之間的時間差距 

4.   Step 1, Moses Way, not God's Way／第一に、モーセの方法であり、神様の方法ではありません 

／第一步, 摩西的方式, 不是神的方式 

5.   Step 2, Action based on the Flesh／第二に、肉体に依る行動／第二步, 屬肉體的行動 

6.   Step 3, Action leading to Confusion (混乱）and Failure, Acts7:24-25 

／第三に、混乱と失敗を招く行動／第三步, 行動引致混亂及失敗, Acts 使徒行傳 7:24-25 

7.   Step 4, Terrible Result, Exodus2:14 

／第四に、酷い結果となった／第四步, 糟透了的結果, 出埃及記 2:14 

 8.   Step 5, From Throne to the Wildernes／第五に、王座から荒野へ／第五步, 從皇位到曠野 

 9.   Summary／まとめ／總結 

a.  Moses, an event long time ago, but／モーセ、だいぶ前の話し、しかし、／摩西, 很久以前的事, 但 

b.  When we are thinking only of Self, we are in the Wilderness 

／私達が自分の事しか考えていない時、私達は荒野にいるのと同じ。 

／當我們只想着自己, 我們是在曠野中 

c. When Self finally sits down, the well of new life is Nearby 

／自分自身を落ち着けた時、新しいいのちの井戸は近くにある。 

／當自我終於坐下, 新生命的井便在附近 

d.  Tonight make time to be with the Lord, just you and Him 

／今夜、あなたと主、二人だけの時間を作りましょう。 

／今夜, 預留時間與主一起, 就只是你跟祂 
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長大成人，進到完全  

（以弗所書エペソ 4:13） 
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教會週間定期聚會 

 

主日 崇 拜：毎主日 10:30 - 12:00       団契時間：毎主日 13:00 - 14:00 

聖  餐  式：毎月第 2 主日                第 1 主日 - 學做但以理団契 

晨  禱  會：毎主日  9:45 - 10:15           第 2 主日 - 關懷小組団契 

日英文査経：毎週三 19:00 - 20:30 第 3 主日 - 學做但以理団契 

            （表参道） 第 4 主日 - 成人主日學 

                                        第 5 主日 - 見証分享會 
 

「你們不可停止聚會、好像那些停止慣了的人、倒要彼此勧勉、既知道那日子臨近、

就更當如此。」 （希伯來書 10 章 25 節） 
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 主 日 崇 拝  

賛美  会眾 

賛美 和撒那第 42 首「聖名榮光」 会眾 

禱告  司会 

朗読 主禱文 会眾 

証道 God's Way or My Way Exodus, Exodus2:11-15 (4) 

神様の方法それとも私の方法, 出 2:11-15 (4) 

講員：遠藤明 

 神的方式還是我的方式, 出埃及記 2:11-15 (4)  翻訳：山中智梅 

賛美 和撒那第 57 首「別無根基」 会眾 

奉献  会眾 

禱告  遠藤明 

阿們 和撒那第 1 首「讚美真神」 会眾 

報告介紹     楊建榮, 楊政瑜 


