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THROUGH FAITH,
WE HAVE PEACE
John 14
“You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are
fixed on you!” (Isaiah 26:3NLT)
“And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as
members of one body you are called to live in peace. And always be
thankful.” (Colossians 3:15 NLT)

・JESUS’ GIFT FOR YOU TODAY—

!

“Don’t let your hearts be troubled. Trust in God, and trust also in me. 2 There
is more than enough room in my Father’s home. If this were not so, would I
have told you that I am going to prepare a place for you?
3 When
everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with
me where I am. 4 And you know the way to where I am going.” ... 27 “I am
leaving you with a gift—peace of mind and heart. And the peace I give is a
gift the world cannot give. So don’t be troubled or afraid. 28 Remember what I
told you: I am going away, but I will come back to you again. If you really
loved me, you would be happy that I am going to the Father, who is greater
than I am. 29 I have told you these things before they happen so that when
they do happen, you will believe.” (John 14:1—4...27—29 NLT)

We Lose Peace of Mind When:
a) We feel
b) We
c) We

(Thomas vs5)
God’s presence (Philip vs8)
His purpose (Judas vs22)

Cure For Worries
a)Trust in God, and trust in
b) Know that
c) Receive His gift –

(vs1)
will come (vs16)
(vs27)
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信仰により平安を得る
ヨハネの福音書

14 章

神を信頼し、いつも主のことに思いをはせる者を、神は何の心配もないように守
ってくださいます。 (イザヤ２６：３ リビング訳)
キリストの平和が、あなたがたの心を支配するようにしなさい。そのためにこそ
あなたがたも召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさ
い。（コロサイ３：１５ 新改訳）

・今日あなたへ送られるイエス様からの贈り物—
「あなたがたは、どんなことがあっても、心配したりあわてたりしてはいけませ
ん。神を信じ、またわたしを信じなさい。 2 父の住んでおられる所には、家がた
くさんあります。もしなかったら、はっきり言っておいたでしょう。わたしは、
あなたがたを迎える家を準備しに行くのです。 3 すっかり準備ができたら迎えに
来ます。わたしがいる所に、あなたがたもいられるようにするためです。 4 これ
だけ言えば、わたしがどこへ行くか、どうしたらそこへ行けるか、もうわかった
でしょう…あなたがたに贈り物をあげましょう。あなたがたの思いと心を安らか
にすること、それがわたしの贈り物です。わたしが与える平安は、この世のはか
ない平安とは比べものになりません。だから、どんな時にもおろおろしたり、恐
れたりしてはいけません。 28『わたしは去って行くが、また戻って来る』と言っ
たことを思い出しなさい。ほんとうにわたしを愛しているなら、今わたしが父の
もとに行けるのを、心から喜んでくれるはずです。父はわたしよりも偉大だから
です。 29 わたしは、まだ起こっていないことを前もって話しました。それが起
こった時に、あなたがたがわたしを信じるためです。」
（ヨハネ１４：１−４、２７−２９ リビング訳）

私たちが平安を失うのは
1. 私たちが
2.私たちが神の臨在を
3.私たちが神の目的を
心配の解決策
1.神様を信じ、
2.
3.神の贈り物—
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