
When declaring who He is to us 

Psalm 91:1-4 

神様が自分達にとって何者かと宣言する時 

詩篇 91:1-4 

Setting: 
A. In the midst of struggle:  Moses wanted to run 

from his life & issues!? 

Troubles, betrayal, fights, self-hate, handicap, criticism, 

others being discontent with him, family problem, 

confusion, past mistake, needs 
B. He remembered God’s promise 

Exodus 3:14 
 Whatever=blank check=decide on our own 
 Almighty, unlimited 
 Are we that one limiting God!? 

聖句の背景:  

A. モーセの悩みの渦中で：人生逃避したかった!？ 

困難、裏切り、争い、自己嫌悪、障害、批判、周りの人から

の不平不満、家庭問題、迷い、過去の失敗、必要、 

B. 神様の約束を思い出して 

出エジプト 3：14 

 何でも＝白紙小切手＝自由に額を決められる 

 全能、無制限 

 神様を制限しているのは、私達自身！？ 

 Application: 

When our prayer shifts from requests or claims to 
declaring God’s power, our focus shifts from our 

problems to the One Who has the answer 
 Declare = Not because we have the answer but we 

know Who has the answer 
 Aren’t we spending too much effort in looking for an 

answer, and forget to depend on Who has the 
answer? 

 Declare the power of God by using the Word 
(personalize) 

o Joshua 1:9 The Lord my God is with me wherever 
I go. 

o Proverbs 16:7 When I please the Lord, I can make 
my enemies into friends 

o Isaiah 40:31 I trust in the Lord for help will find 
my strength renewed. I will rise on wings like 
eagles, I will run and not get weary, I will walk and 
not grow weak. 

o Malachi 3:10 “Bring all the tithes into the 
storehouse, That there may be food in My house, 
And try Me now in this,” Says the LORD of hosts, 
If the Lord will not open for me the windows of 
heaven and pour out for me such blessing 
That there will not be room enough to receive it. 

o John 14:14 If I ask God for anything in His name, 
He will do it. 

o John 16:33 The world will make me suffer. But be 
brave! He has defeated the world. 

o Romans 15:13 May God, the source of hope, fill 
me with all joy and peace by means of my faith in 
Him, so that my hope will continue to grow by the 
power of the Holy Spirit. 

o 1 Corinthians 1:30 But God has brought me into 
union with Christ Jesus, and God has made Christ 
to be our wisdom. By Him we are put right with 
God, we become God’s holy people and are set 
free. 

聖句の適用方法:  

私達の祈りが神様に願うことや問題定義する事から神様の

力を宣言する事に変わる時、私達の焦点は問題から答え

を下さる方へと移ります 

 宣言する＝答えがわかっているからではなく、答えをもってお

られる方の力をわかっているから 

 答えを探すのに努力しすぎて、答えを下さる方へ委ねきる

事を忘れていませんか？ 

 御言葉をもって神様の力を宣言しよう（自分に適応） 

o ヨシュア１:９ 私がどこにいっても私の神、主は共にい

る。 

o 箴言 16:7 主は喜ばれる道を歩む私を、主は敵と和解

させて下さる。 

o イザヤ 40:31 主に望みをおく私は新たな力を得鷲のよ

うに翼を張って登る。走っても弱ることなく、あるいても疲れ

ない。 

o マラキ 3:10 “十分の一の献げ物をすべて倉に運びわた

しの家に食物があるようにせよ。これによって、わたしをため

してみよ”と万軍の主は言われる。必ず、主は私達の為に

天の窓を開き祝福を限りなく注ぐであろう。 

o ヨハネ 14:14 神様の名によって神様に何かを願うなら

ば、神様がかなえて神様下さる。 

o ヨハネ 16:33 私達には世で苦難がある。しかし、勇気

を出しなさい神様は既に世に勝っている 

o ローマ 15:13 希望の源である神が、進行によって得ら

れるあらゆる喜びと平和とで私達を満たし、聖霊の力によ

って希望に満ちあふれさせてくださるように。 

o 1 コリント 1:30 神によって私達はキリスト・イエスに結ば

れ、このキリストは、私達にとって神の知恵となり、義と聖と

贖いとなられたのです。 

Prayer: 
 As we shift our prayer from requests, question, 

& claims to the declaration of your power, show 
us answers and solutions that we need 

 Let us experience Your power as we continue to 
live declaring Your power on daily basis. 

いのり: 

 私達の祈りを願い、質問、問題定義からあなたの力

を宣言する事に変えますので、私達に必要な答えを

見させてください。 

 日々、あなたの力を宣言し生きていきますから、あなた

の力を体験させてください。 


