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3 Keys to 

Overcome 

Your 

Problems

問題を乗り越
える３つの鍵

Be prepared by following 
the Word

Genesis 6:14
• God will give you an 

opportunity to prepare
• What if unprepared? 
• How should we prepare? 

Proactive faith Rom 12:11-
12 Not slothful in business; 
fervent in spirit; serving the 
Lord; Rejoicing in hope; 
patient in tribulation; 
continuing instant in 
prayer;

• How are you preparing in 
your daily walk with God?

御言葉に従って常に準備
しておこう

創世記 6:14
• 神様は必ず準備するチャン
スを下さいます

• もし、準備できていなかっ
たら?

• どう準備する?プロアク
ティブな信仰ローマ12:11 
-12  熱心で、うむことなく、
霊に燃え、主に仕え、望み
をいだいて喜び、患難に耐
え、常に祈りなさい。

• 日々の生活の中であなたは
どのように準備しています
か?

When you are depending 
on God’s protection, you 

can even gain

Genesis 7:13
• An ark? protection 

/refuge=salvation
• Psa. 46:1 God is our refuge 

and strength, A very 
present help in trouble.

• Even when we are in the 
midst of storm, we’d not be 
totally destroyed

• In life, there’re storms & 
problems we can’t avoid. 
God’ll give you the victory 
in the midst of the storm

• Things we gain in the storm
• What are you doing to 

completely depending on 
God?

神様の守りの中に自分の
身を委ねていると、嵐の
中にも得る物がある

創世記 7:13
• 箱舟? 守り/避け所=救い
• 詩篇46:1神はわれらの避
け所また力である。悩める
時のいと近き助けである

• 嵐の中にいても、嵐に全壊
される必要はない。

• 避けて通れない嵐・問題も
人生にはある。神様は、嵐
の中で勝利させて下さる。

• 嵐の中で得る物とは?
• どのような行動をもって、
あなたは神様に身を委ねら
れていますか?

When we release things 
that need to be released in 

faith, God will provide 
necessities

Genesis 8:10-11
• Releasing to God ≠ loss
• Releasing to God = depend
• By releasing, gained = Hope
• Franklin Expedition to NW 

passage & reason of failure
• As we open our hands 

(heart), let God decide what 
we need & not need = by 
praise & worship (God will 
never keep our hands 
empty)

• What do you need to 
release to God?

信仰を持って解き放つべ
き物を手放す時、神様が
必要な物を与えて下さる

創世記 8:10-11
• 神様に解き放つ≠失う
• 神様に解き放つ=委ねる
• 解き放ったから、得た物=
希望

• 北西航路へのフランクリン
遠征とその失敗の理由

• 手（心）を開いて、神様に
必要な物と不必要な物を決
めてもらおう=賛美と礼拝
をもって（神様は私達の手
を空にはされない）

• あなたが、神様に解き放つ
べき物は何でしょうか?
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Thank You for loving, 

protecting and leading us to 

the victory even when we are 

in troubles.

 Help us as we daily walk 

in the Word faithfully.

 Guide us as we completely 

depend on You.

 As we open our hands and 

hearts to worship and 

praise You, fill us with 

what we need such as the 

Holy Spirit and remove 

unnecessary things.

様々な問題を抱えている私
達を愛し、守り、勝利へ導
いて下さっている事を感謝
します:

 御言葉に従って日々忠実
に歩み準備しますので、
助けて下さい。

 あなたに、全てを委ね切
りますので、あなたが導
いて下さい。

 手と心を今広げてあなたを

賛美、礼拝し、私達に不要

な物を手放しますから、聖

霊等の必要な物で満たして

下さい。


