
【教會本年度的目標】 
〘P60  2020〙 

①禱告会参加者 10 人以上。②主日崇拝参加者 60 人以上。 

【本週背誦聖経章節】 
在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一

世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。（詩篇 23:5-6） 

私の敵の前で、あなたは私のために食事をととのえ、私の頭に油をそそいでくだ

さいます。私の杯は、あふれています。まことに、私のいのちの日の限り、いつく

しみと惠みとが、私を追って来るでしょう。私は、いつまでも、主の家に住まいま

しょう。（詩篇 23:5-6） 

【証道提要】 

Meeting Pharoah, Exodus 4:29-6:13 (9) 

パロとの出会い, 出エジプト記 4:29-6:13 (9) 

會見法老, 出埃及記 4:29-6:13 (9) 
1. Review／レビュー／回顧 

 

2. Things go bad after meeting with Pharaoh／パロとの出会って、事態は悪化する／見了法老後事情轉壞，5:1-21 

a. Background／背景／背景 

b. Reaction of Pharaoh to Moses／モーセに対するパロの反応／法老對摩西的反應 

c. Pharaoh, makes the Hebrews to work harder／パロはイスラエル人をもっと働かせる／法老令希伯來人工作更苦，5:4-19 

d. They people go to Moses／彼らはモーセのところに行く／他們去找摩西，5;21 

e. Up and Down／良い面と悪い面／又好又壞 

 

3. Moses Turns to God／モーセは神に向かう／摩西轉向神 

a. As a leader being misunderstood is part of being a leader 

／リーダーが誤解されているのは、リーダーであることの一部である／身為領袖，被誤解是作為領袖的一部份 

b. What God does not do／神がしないこと／神不作什麼 

c. When we are in an impossible state, when we have done everything else, then we are ready to turn to Him 

／私たちが不可能な状態にある時、すべて方法を終えた時、私たちは神様に注目する 

／當我們處於無可救藥之境，當我們已經用盡所有辦法，然後我們便準備好轉向尋求祂 

 

4. God's response to Moses／モーセに対する神の答え／神對摩西的回應 

a. Moses is saying, I have just done what You have said, and everything turns out bad 

／モーセは言う：「あなたの言ったことをやったばかりで、すべてが悪くなった。」 

／摩西在說：「我剛剛依祢所說的去行，所有事情都變壞了。」 

b. God tells Moses that "I am the Lord."  Focus yourself on Me not on Yourself 

／神様はモーセに「私は主です。自分ではなく私に注目してください」と言われた。 

／神告訴摩西：「我是主。專注在我身上，不是在你自己身上。」 

c. When we are listening. He says／聞いているとき、彼は言った／當我們聆聽時，祂說 

d. God wants us to believe, have th faith to believe HE IS GOD 

／神様は私たちが信仰を持って彼は信じるをほしい／神要我們相信，懷着信心去相信祂是神。 

 

5. Final Thoughts／最終的な考え／最終思想 

a. Difficult situations force us to turn to Him.  Dependence on Him 

／困難な状況により、私たちは神様に向いて頼む／困境逼使我們轉向祂, 依靠祂 

b. These Situations that teaches Patience makes us Wise 

／忍耐を教える状況は私たちを賢くする／這些教會我們忍耐的境遇令我們有智慧 

c. That is what James 1:2-4 is saying to us 

／それがヤコブ書 1:2-4 が私たちに言ったことである／這是雅各書 1:2-4 告訴我們的 

1) Also Romans 5:3-5／ローマ人への手紙 5:3-5／還有羅馬書 5:3-5 
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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 53 首「奇異恩典」 会眾 

禱告  司会 

朗読 使徒信経 会眾 

証道 Meeting Pharoah, Exodus 4:29-6:13 (9) 講員：遠藤明 

 パロとの出会い, 出エジプト記 4:29-6:13 (9) 

會見法老, 出埃及記 4:29-6:13 (9) 
翻訳：村井玲娣 

聖餐 和撒那第 168 首「思念十架」 林光栄牧師 

賛美 和撒那第 19 首「依傍十架」 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, 孫盈盈 


