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How to 

Conquer Your 

Limitations

制限している

物に打ち勝つ

方法

Let God Direct You

Josh. 5:14b
• Water/Wall

– Red Sea
– Jordan river

• We may be limited but God 
=unlimited
– Walking on the water (Matt 14)
– Resurrection from the tomb 

(Matt 27, Mark 16, Luke 24, 
John 20)

• Matt. 19:26b “With men this 
is impossible, but with God 
all things are possible.”

• As you face your limitations 
& challenges, are you 
seeking God for His help?

神様に導かれて

ヨシュア5:14b
• 水という壁

– 紅海
– ヨルダン川

• 我々は制限下にあるかもし
れないが、神様=無制限
– イエス：水の上を歩く（マタ
イ14）

– 墓からの復活（マタイ27、マ
ルコ16、ルカ24、ヨハネ20）

• マタイ19:26b 「人にはそ
れはできないが、神にはな
んでもできない事はない」

• 制限や問題を抱えている時、
神様の助けを求められてい
ますか？

Act of Faith

Josh. 6:20 

• Sometimes act of faith 
doesn’t make sense

• Heb. 11:1 faith is the 
substance of things hoped 
for, the evidence of things 
not seen.

• Physical evidence

• Jam. 2:17 Thus also faith by 
itself, if it does not have 
works, is dead.

• What are your physical 
evidences of your faith? 

信仰による行動

ヨシュア6:20

• 信仰による行動は非論理的
な時もある

• ヘブ11:1信仰とは、望んで
いる事がらを確信し、まだ
見ていない事実を確認する
ことである。

• 物的証拠

• ヤコ2:17信仰も、それと同
様に、行いを伴わなければ、
それだけでは死んだもので
ある。

• あなたの信仰の物的証拠と
は？

Focus on God

Luke 19:3-5
• Don’t let the wall of human 

hinder you from God
• More than half of people 

who leave the church, leave 
for human relationship 
issues.

• You can conquer a wall 
without destroying

• Clear vision requires the 
right focus

• Are you focusing on God 
instead of putting a focus on 
people around you?

神様に視点を

ルカ19:3-5

• 人間という壁で神様から距
離を置いてしまわないよう
に

• 半数以上の人は教会内での
人間関係を理由に教会に来
るのをやめる

• 壁を壊さなくても乗り越え
られる

• はっきりと見るにはピント
を正しく合わせる必要が

• 人に視点を置くのではなく
神様に視点を置き、神様を
通して見れていますか？
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Power Beyond Walls

Acts1:8

• Not only God fills us with 
His power and empowers 
Beyond human boundaries 
and limitations

• Church Without Walls: 
Church’s mission goes 
beyond these walls. We are 
to guide and accept those 
who are out there.

• Take the church to where 
you go

• Are you filled with His 
Spirit?

壁を超える力

使徒1:8

• 力で満たして用いられるだ
けでなく

• 人間の持っている境界線・
限界を超えさせて下さる

• 壁のない教会：教会の使命
はこの壁の内の働きだけで
なく、この壁の外にいる
人々を導き、受け入れる事

• 出前教会:あなたと神様が
おられる所へ

• 神様の霊に満たされていま
すか？

To live a conquered life 
beyond our limitations:

– We seek you. Guide our 
path.

– Help us as we act upon 
faith beyond just 
believing.

– Touch us as we remove 
our focus from human, 
limitations, or problems. 
Instead we focus on You.

– Please fill us with your 
Spirit as You will 
empower us to be used 
for Your mission.

制限に打ち勝って日々歩
んでいけるように：

– まずあなたを求めます。
どうぞ我々の行くべき道
に導いて下さい。

– ただ信じるだけでなく、
行動を持って日々あゆん
で行きますから、助けて
ください。

– 人や限界・制限・問題か
ら視点を外し、まずあな
たに視点をおきますから、
今、触れて下さい

– あなたの霊で今満たして
ください、そしてあなた
の使命の為に用いてくだ
さい


