
届けたい

届けたい 心込めて

あるがままの この歌を

忘れない あなただけが

ただ一つの 道だから

いつまでも 消えはしない

その光は あなたの愛

この世界 照らし続け

真理の道 示される



暗闇が 心を襲っても

灯火は 輝いて

明日へと 思いは続いてく

主と共に どこまでも
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Step#1 QRコードより申込フォームを記入し仮登録*

Step#2 神学院よりメールでのご連絡

Step#3 受講料の入金確認後、クラスへご案内
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２０２０年４月よりTRINITY BAPTIST INTERNATIONAL BIBLE INSTITUTE（トリニティバプテスト国際聖書学院）が開校しました。
そして今年度夏、豪華講師陣によるオンライン宣教セミナーが行われます。テーマは「REACH JAPAN with the Gospel of Jesus 

Christ」と題し、日本宣教の拡大のため多くの諸先生方の聖書セミナーをご用意しました。国内の教会の牧師先生を始め、Southern 
Baptist Convention（南部バプテスト連盟）よりディレクター理事、宣教師、また博士号を持つ教師陣がオンデマンドによるセミナーをし
て下さいます。
このセミナーでは、毎週2名の講師がトピックに則したメッセージを語ります。イングリッシュスピーカーのセミナーでは日本語の字幕が

ついているため、どなたでも分かりやすく聖書から学ぶことができます。また各週の期間内は何度でもセミナーを視聴することが可能です。
ぜひこの機会にトリニティバプテスト国際聖書学院のオンラインセミナーにご参加ください！
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WEEK #1
7/19 SUN.

– 7/25 SAT.

DR. TOSHIKAZU HARUTA
� seminar #002
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PASTOR TONY HAUG
� seminar #001
�&�3����������

8<�1!%SM>9
%'��(��KY_F
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WEEK #4
8/9 S UN .

– 8/15 SAT.

DR. SCOTT BRADFORD
� seminar #008
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REV. CHRIS MARTIN
� seminar #007
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WEEK #2
7/26 SUN.

– 8/1 SAT.

PASTOR TOYOHARU KAMIDATE
� seminar #004
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DR. SCOTTY GOLDMAN
� seminar #003
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WEEK #3
8/2 S UN .

– 8/8SAT.

CHAP. SHINICHI FUKUOKA
� seminar #006
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DR. MATTHEW BURFORD
� seminar #005
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JOIN ONLINE BIBLE SEMINAR
トリニティバプテスト国際聖書学院ではこの夏、オンラインセミナーを開催しま

す。 ２０２０年７月１９日～８月１５日までの１ヶ月間、「REACH JAPAN with 
the Gospel of Jesus Christ」というテーマで行われます。
このセミナーでは８名の豪華教師陣より聖書的な伝道論、教会論、また神学論に

ついて学ぶことができます。毎週２名の講師よりオンデマンドスタイルで講義を聞
き、このセミナープログラムは４週間続きます。各週のセミナー期間内では、何度
も講義を聞くことができ、なんと参加費は１ヶ月でお一人1000円となっています。
ぜひこの機会にトリニティバプテスト国際聖書学院のオンラインセミナーにご参

加ください！ご応募お待ちしております。

FEATURED

REV. CHRIS MARTIN
Hawaii Pacific Baptist Convention

Executive Director

DR. SCOTTY GOLDMAN 
Alabama Baptist State 

Board of Mission

PASTOR TONY  HAUG
Shimonoseki Christ Bible Church

Senior Pastor

SPEAKERS

DATE 2020. 7/19 - 8/15
4 - W E E K P R O G R A M
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REACH
with the Gospel of 

JESUS CHRIST

APAN



God so loved

神は世を愛し ひとり子を与えた

誰でも信じるものは

永遠の いのちを得る

For God so loved the world
That He gave His only Son

Whosoever believes
Will not perish

They shall have eternal life



この十字架と 神に従う

愛に救われ 自由得たから

To the cross, I shall hold
To God alone

For His love, Has salvaged me
For His love, Has set me free

神は世を愛し ひとり子を与えた

誰でも信じるものは

永遠の いのちを得る

For God so loved the world
That He gave His only Son

Whosoever believes
Will not perish

They shall have eternal life

主を待ち望もう 御言葉を待とう

恵みによって 自由にされた

I shall wait, Upon the Lord
I shall wait, Upon His Word
By His grace, I am released

By His grace, I am redeemed

神は世を愛し ひとり子を与えた

誰でも信じるものは

永遠の いのちを得る

For God so loved the world
That He gave His only Son

Whosoever believes
Will not perish

They shall have eternal life



尊い血が くれた自由

イエスの栄光のため

委ねきろう 救い主 イエスだけに

By His precious blood
I have been set free

For the glory of Jesus’ Name
I surrender all

Now to Christ alone, In Jesus I am saved

神は世を愛し ひとり子を与えた

誰でも信じるものは

永遠の いのちを得る

For God so loved the world
That He gave His only Son

Whosoever believes
Will not perish

They shall have eternal life

2020 人生の意味を知る４

「人生と試練」
〜ヤコブの生涯から学ぶ〜



創世記３２：２２〜３２
しかし、彼はその夜のうちに起きて、ふたりの妻と、ふたりの
女奴隷と、十一人の子どもたちを連れて、ヤボクの渡しを
渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も
渡らせた。ヤコブはひとりだけ、あとに残った。すると、ある人が
夜明けまで彼と格闘した。ところが、その人は、ヤコブに
勝てないのを見てとって、ヤコブのもものつがいを打ったので、
その人と格闘しているうちに、ヤコブのもものつがいがはずれた。
するとその人は言った。「わたしを去らせよ。夜が明けるから。」
しかし、ヤコブは答えた。「私はあなたを去らせません。私を祝
福してくださらなければ。」その人は言った。「あなたの名は何と
いうのか。」彼は答えた。「ヤコブです。」その人は言った。「あな
たの名は、もうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神
と戦い、人と戦って、勝ったからだ。」

ヤコブが、「どうかあなたの名を教え
てください」と尋ねると、その人は、

「いったい、なぜ、あなたはわたしの
名を尋ねるのか」と言って、その場
で彼を祝福した。そこでヤコブは、
この名をベヌエルと呼んだ。「私は
顔と顔を合わせて神を見たのに、
私のいのちは救われた」という意味
である。彼がペヌエルを通り過ぎた
ころ、太陽は彼の上に上ったが、
彼はそのもものために足を引きずっ
ていた。それゆえ、イスラエル人は、
今日まで、もものつがいの上の腰
の筋肉を食べない。あの人がヤコ
ブのもものつがい、腰の筋肉を打っ
たからである。

アウトライン

Ⅰ.ヤコブの特徴！

Ⅱ. ヤコブの不安！

アウトライン

Ⅲ. ヤコブの転機！

①上辺は上品だか実は狡猾で貪欲な人。

Ⅰ.ヤコブの特徴！

②野心家。■創世記27:41

＊兄の長子の権利をスープで騙し取った。

兄から逃れるため母リベカの兄のもとに身を寄せる。

しかし叔父ラバンに2回も騙された。ラバンに騙されてレアと結婚
させられる。ラケルと結婚するためにもう7年働かされた。合
計20年間ラバンの下で仕えるハメになった。

③逃避行中。



①エサウの復讐による自分の家族の破滅。

Ⅱ.ヤコブの不安とトラウマ！

②兄エサウが宿営近くまで迫っている事を知り、
兄に出向き物質的贈物で謝罪する賭けに
打って出る。実に打算的である。
■創世記３２:１３〜２１

①ヤボク川で神の御使いと素手で朝まで戦う事件
に巻き込まれる。結果、股関節を外され身体障害
者として死ぬまで生きなければならなくなった。
創世記３２:２２〜３２

Ⅲ.ヤコブの転機！

②罪を認めて兄に赦
しを乞う。自分の方か
ら兄に謝罪しに行く。
兄エサウは哀れな姿に
なった弟ヤコブを見て、
泣き崩れる。一期に
和解に導かれた。実に
呆気ないものだった。

Ⅲ.ヤコブの転機！

③神との戦い負けることがヤコブの大勝利に
繋がった。神に負ける事こそ人生の勝利の
近道である。

Ⅲ.ヤコブの転機！



１ペテロ５：６〜７

ですから、あなたがたは、神の力強い御手の下に
へりくだりなさい。神が、ちょうど良い時に、
あなたがたを高くしてくださるためです。

あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい。
神があなたがたのことを心配してくださるからです。

２コリント １２：９〜１０

しかし、主は、「わたしの恵みは、あなたに十分で
ある。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全
に現われるからである。」と言われたのです。

ですから、私は、キリストの力が私をおおうために、
むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。
ですから、私は、キリストのために、弱さ、侮辱、
苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、
私が弱いときにこそ、私は強いからです。

③神に勝つことは敗北を意味し、
神に敗北することは勝利を意味する！

チャレンジ

①形はどうであれ、自分を神の前に低くして
生きる時、あなたは神によって高くされる！

②自分で努力する事も大切だが、初めから神に
全面的に頼り、神の方法でやってみが事が
勝利の秘訣だ！

デービッド・ロックフェラー・シニアは100歳の誕生日を
迎える前にフォーブスのインタビューに応え、人生におい
て学んださまざまなことについて語った。
永遠に残るものを作れ！ ─ ビジネスを通じて得ることができ
る喜びもあるが、自分自身を超える価値あるものが大切だ。



君だから素晴らしい

人と自分を 比べてばかり

今の自分に自信なくても

主は君を どんな時も

必要とされている

イエスを愛する仲間として

どんなときでも 思い出そう

主の御名で 励ましあえる

友達がいることを



共に主の愛を 分かち合うために

イエスは君を選ばれた

君にしか届けられない

人々が待っている

共に主の愛を 分かち合うために

イエスは君を愛された

主が命の注がれた
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