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Question 1 
質問 1 

Do you  think that God can ever fail?  Has He failed you? 
神は今までに失敗できた時思いますか？ 
神は、あなたを失望させましたか？ 
 

Question 2 
質問 2 

What kind of anchors do we have in our life?  Do we trust something other than 
Jesus? 
私たちの人生にどんな錨をもっているでしょうか？ 
私たちは、イエスよりも他のものを信頼しているでしょうか？ 
 

Question 3 
質問 3 

What kind of promises have you got from God? 
あなたは、神からどんな約束を受けとっていますか 
 

Question 4 
質問 4 

Are you currently going through a problem that is too hard for our God. 
あなたが今通っている問題は、神にとって難しすぎるでしょうか？ 
 

Question 5 
質問 5 

Did you make any contacts, prospects, bible studies have you got this week? 
あなたは、今週、誰かに連絡、見込み、聖書の学びを行いましたか？ 
 

 
 

 
Notes: 
ノート: 
(Genesis 12:1-4 (KJV+S)) Now the LORD had said unto Abram, Get thee out of thy country, 
and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee: 2 And I 
will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou 
shalt be a blessing: 3 And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: 



and in thee shall all families of the earth be blessed. 4 So Abram departed, as the LORD had 
spoken unto him; and Lot went with him: and Abram was seventy and five years old when he 
departed out of Haran. 
(創世記 12:1-4) 時に主はアブラムに言われた、「あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を
離れ、わたしが示す地に行きなさい/。 2 わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝
福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福の基となるであろう。 3 あなたを祝福す
る者をわたしは祝福し、あなたをのろう者をわたしはのろう。地のすべてのやからは、あな

たによって祝福される」。 4 アブラムは主が言われたようにいで立った。ロトも彼と共に
行った。アブラムはハランを出たとき七十五歳であった。 
(列王第一 8:56 (JCV-Furi))  ときにしゅはアブラムにいわれた､ 「あなたはくにをでて､ しん
ぞくにわかれ､ ちちのいえをはなれ､ わたしがしめすちにいきなさい。 
 
(1 Kings 8:56 (KJV+S)) Blessed be the LORD, that hath given rest unto his people Israel, 
according to all that he promised: there hath not failed one word of all his good promise, 
which he promised by the hand of Moses his servant. 
(列王第一 8:56) 「主はほむべきかな。主はすべて約束されたように、その民イスラエルに
太平を賜わった。そのしもべモーセによって仰せられたその良き約束は皆一つもたがわな

かった。 
God can’t fail. 
God gave promises but it took time. 
Abraham and Sarah could not wait. 
Abraham tried to fulfill God will his way not God’s will 
We sometimes try to do things in our own worldly hands 
(ヘブライ 6:17-19 (JCV-Furi))  ときにしゅはアブラムにいわれた､ 「あなたはくにをでて､ 
しんぞくにわかれ､ ちちのいえをはなれ､ わたしがしめすちにいきなさい。 
 
(Hebrews 6:17-19 (KJV+S)) Wherein God, willing more abundantly to shew unto the heirs of 
promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath: 18 That by two immutable 
things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who 
have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us: 19 Which hope we have as an 
anchor of the soul, both sure and stedfast, and which entereth into that within the veil; 
(ヘブライ 6:17-19) そこで、神は、約束のものを受け継ぐ人々に、ご計画の不変であること
を、いっそうはっきり示そうと思われ、誓いによって保証されたのである。 18 それは、偽
ることのあり得ない神に立てられた二つの不変の事がらによって、前におかれている望みを

捕えようとして世をのがれてきたわたしたちが、力強い励ましを受けるためである。 19 こ
の望みは、わたしたちにとって、いわば、たましいを安全にし不動にする錨であり、かつ

「幕の内」にはいり行かせるものである。 
 
God is a promise keeper.  You can trust in Him! 
 
(ペテロ第二 3:9 (JCV-Furi))  ときにしゅはアブラムにいわれた､ 「あなたはくにをでて､ し
んぞくにわかれ､ ちちのいえをはなれ､ わたしがしめすちにいきなさい。 
 
(2 Peter 3:9 (KJV+S)) The Lord is not slack concerning his promise, as some men count 
slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all 
should come to repentance. 



(ペテロ第二 3:9) ある人々がおそいと思っているように、主は約束の実行をおそくしておら
れるのではない。ただ、ひとりも滅びることがなく、すべての者が悔改めに至ることを望

み、あなたがたに対してながく忍耐しておられるのである。 
 
God will keep His promises! 
Your act of disobedience does not change who God is. 
God is faithful,Love,merciful 
 
You can still trust Him.  Even now 
God knew Joseph needed to be slave for 13 years.  It was a purpose and promise of God 
 
(ルカ 24:49 (JCV-Furi))  ときにしゅはアブラムにいわれた､ 「あなたはくにをでて､ しんぞ
くにわかれ､ ちちのいえをはなれ､ わたしがしめすちにいきなさい。 
 
(Luke 24:49 (KJV+S)) And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in 
the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high. 
 
(ルカ 24:49) 見よ、わたしの父が約束されたものを、あなたがたに贈る。だから、上から力
を授けられるまでは、あなたがたは都にとどまっていなさい」。 
 
 
 
 
 
 
 


