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Proverbs 24:16

For a righteous man may 
fall seven times and rise 
again, But the wicked 
shall fall by calamity.

箴言 24:16
正しい者は七たび倒れて
も、また起きあがる、し
かし、悪しき者は災に
よって滅びる。

God’s extended 

hand to our 

imperfection

不完全な私達
に差し伸べら
れる神様の手

• Pondering on our past 
mistakes

• Christians=Accepting our 
incompleteness, & our 
capabilities of making 
mistakes. We fell down but 
got up.

• Let’s no allow failures & 
mistakes to end there
– Ford: Failure is simply the 

opportunity to begin 
again, this time more 
intelligently.

– Edison: “Our greatest 
weakness lies in giving up. 
The most certain way to 
succeed is always to try 
just one more time.”

• You can’t succeed or 
complete when you give up

• 過去の過ちを考える
• 七転び八起き
• クリスチャン=自分達が
不完全である失敗や間違
いをも犯してしまう存在
である事を受け入れてい
る人たち。失敗しても立
ち上がった人たち。

• 失敗や間違いをそれで終
わらせない

– フォード:失敗とは、よ
りよい方法で再挑戦す
るいい機会である。

– エジソン:諦める事程の
弱点は無い。成功する
方法はもう一度トライ
する事である。

• 途中で諦めたら成功も
完成も得られない

God will take your hand 
and help you

Psalm 37:24
• A boy who walking on 

frozen road: almost slid
• Can we reject God’s hand 

when He extend it to us?
• For us to have God to take 

our hands and walk with 
Him, first we must open 
our hands = release

• When Moses’ mother 
released, the miracle 
happened Exo 2

• Have let go and completely 
depend on God?

神様があなたの手をと
らえて助けてくださる

詩篇 37:24

• 凍った道を歩く少年：す
べりそうになっても

• 神様の差し伸べられる手
を拒否できるか?

• 神様に私達の手をとって
もらって、手をつないで
歩くには、まず手を開け
る事が必要=手放す

• モーセの母が手放した時、
奇跡が起きた 出エジ2

• すべてを手放し、神様に
委ねきれていますか?
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God will lead you to the 
best path for you

Psalm 37:23
• God sees our lives in a long-

term. He sees the other 
side our current problems 
& issues: David

• Wisdom of loving parent » 
thinking for the best for 
that child

• He has made everything 
beautiful in its time. Also 
He has put eternity in their 
hearts, except that no one 
can find out the work that 
God does from beginning to 
end. Ecc. 3:11

• The value of negatives?

神様があなたにとって
ベストな道へと
導いてくださる

詩篇 37:23
• 神様は長い目で私達の人
生を見ておられる。今の
身近な困難や挫折や問題
の向こう側：ダビデ

• 親の愛あふれる知恵»子
供を思う、子供にとって
ベストな道。

• 神のなされることは皆そ
の時にかなって美しい。
神はまた人の心に永遠を
思う思いを授けられた。
それでもなお、人は神の
なされるわざを初めから
終りまで見きわめること
はできない。伝道3:11

• 人生のマイナスの意義は?

God’s given Wisdom to David 
» Can you act upon it? 

 Not to fret on bad or 
minus things in life v.1

 Trusting that God will lead 
you to the best for you, 
and depend yourself on 
God v. 3 - 5

 Do good instead of paying 
evil with evil v. 3

 Dwell in the land = 
Becoming a member of 
God’s Kingdom & living a 
Bible-based life v. 3

神様からダビデに与えられ
た知恵»あなたは、行動に移
せますか?

 悪い事、マイナスな事に
悩んだり、苛立たない
1節

 神様がベストへ導かれる
と信頼しきり、自らを神
様に委ねきる。3節-5節

 悪に悪でたちむかうので
はなく、善を行う 3節

 国に住む=神の国の住民
となり、聖書の価値観を
基礎とした生活を送ろう
3節

 We will release our 
negatives such as our ego 
and selfishness, & accept 
Your help and trust You. 
Take our hands & lead us 
to Your positive path

 To not fret on evil or 
negative things in our 
lives, fill us with the Holy 
Spirit and give us Your 
peace.

 Give us Your wisdom to do 
good in whatever the 
circumstance we are in.

 Sanctify us as we live & 
walk upon Biblical value.

 私達のマイナス部である
自我や自己欲等を手放し、
あなたの助けを受け入れ
信頼しあなたを委ねます。
あなたが私達の手をとり、
あなたのプラスの道へと
導いてください。

 悪い事やマイナスな事に
悩んだり、苛立たないよ
うに聖霊で満たし平安を
与えてください.

 どのような状況でも善を
行えるよ知恵を与えてく
ださい。

 聖書の価値観を基礎とし
て生きていきますので、
私達を聖めてください。


