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Isaiah 62:3

You will be a majestic 
crown in the hand of 
the LORD, a royal turban 
in the hand of your God.

イザヤ 62:3
あなたは主の御手の中で
輝かしい冠となりあなた
の神の御手の中で王冠と
なる。

In His Hand 御手の中で

• Lord=God
• Who are “you”?
• No matter what 

circumstance or what 
condition you are in =
unconditional

• Unchanging  Heb. 13:5 & 8
– for he has said, “I will 

never leave you and I 
will never abandon you.”

– Jesus Christ is the same 
yesterday and today and 
forever

• By His hand, God healed, 
fed by breaking bread, 
served by washing feet, & 
saved us through the 
blood from His hands

• 主=神
• あなたとは?
• どのような状況にあろう
とも、どのような状態に
あろうとも=無条件

• 不変 ヘブル13:5&8
– 神御自身、「わたしは、
決してあなたから離れず、
決してあなたを置き去り
にはしない」と言われま
した。

– イエス・キリストは、き
のうも今日も、また永遠
に変わることのない方で
す。

• 神様は、手で人を癒やし、
パンを割いて人を養い、
足を洗って人に仕え、そ
の手から流れ出る血で私
達を救って下さった

He finds the value in our 
imperfection, and adds 

purpose in our lives

• What does crown & royal 
turban mean?

• The value as a jewel
• Symbolic meaning
• When we become a child of 

the King, we get to have the 
same authority as the King

• How? When we depend our 
lives in His hand

• Glove
• Are you completely 

depending your life on God?
• What is the life not-

depending on God like?

不完全な私達に価値を見
出し、意義のある人生を

与えてくださる

• 冠・王冠とは?

• 貴金属としての価値

• 象徴としての意義

• 王の子とされる時、私達
は、王と同じ権威を得る
事ができる

• どうやって? 御手の中に
私達の人生を委ねる時

• グローブ

• あなたの人生を神様に完
全に委ねきれていますか?

• 委ねきれてない人生とは?
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What does it mean to 
live a life depending in 

the Hand of God

• Joshua 1:4 I am handing 
over to you every place you 
set foot

• V. 5 No one will be able to 
resist you all the days of 
your life. I will be with you. I 
will not abandon you or 
leave you alone.

• V. 8 you will prosper and be 
successful.

• Old violin
• Are you completely 

depending your life on God 
by following the Word & 
trusting God?

御手の中に委ねきって歩
む人生とは?

• ヨシュア1章4節 足の裏
で踏む所はみな、あなた
がたに与えるであろう

• 5節 敵は、ひとりもない
であろう。共におるであ
ろう。見放すことも、見
捨てることもしない。

• 8節 あなたの道は栄え、
あなたは勝利を得るであ
ろう。

• 古びたバイオリン
• 御言葉に従い、神様を信
頼し、あなたの人生を神
様に完全に委ねきれてい
ますか?

We depend on you 
completely both good and 
bad parts of my life
 We’ll trust and depend on 

Your ability and plant 
instead of our limited 
understanding.

 We accept what You are 
trying to do in our lives as 
we obey and depend on 
You.

 Please transform our 
problems, sadness, anger, 
pain, weakness into praise 
and thanksgiving in Your 
hand.

私の人生の良い所も悪い
所も全て神様であるあな
たに委ねます

 自分の限られた知識より
も、あなたの能力とご計
画に委ね、信頼します。

 あなたが、私達のうちに
しようとしておられる事
を受け入れ、聖書の言葉
に従い、委ねます。

 あなたの御手の中で、私
達の苦しみ、問題、悲し
み、怒り、痛み、辛さ、
弱さを賛美と感謝に変え
て下さい。


