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Power in the 

Name of 

Jesus Christ

イエス・

キリスト

の名の力

The Name that saves us

Acts 4:12
• Simon Peter explains to 

Jews about Jesus Christ and 
His resurrection

• Reviving Jews back to the 
faith and relationship with 
God as their ancestors did 
instead of rituals

• Authority to restore the 
relationship and promises 
the salvation

• Have you experienced the 
salvation through born 
again?

私達を救いうる名

使徒 4:12

• ペテロのユダヤ人へのイエ
ス・キリストと復活について
の解説

• 形骸化・儀式化したユダヤ
人の心をもう一度、先祖が
持っていた信仰と神様との
関係に立ち返らせる

• 関係を回復させ、救いを約
束できる権威

• 生まれ変わりの救いを体験
出来ていますか?

The Name that heals us

James 5:14
• Not only spiritual 

restoration but also 
physical restoration

• Our body belongs to God 
who created us

• The creator knows how to 
fix it the best

• Disciples performed 
miracles & healing in the 
name of Jesus Christ (Acts 
4:30)

• Are you declaring your 
healing in the name of 
Jesus?

私達を癒して下さる名

ヤコブ5:14

• 霊的回復だけではなく、肉
体の回復

• 肉体は私達を創られた神様
に属しています

• 創った人が一番治す方法を
よく知っている

• 弟子たちはイエス・キリス
トの名によって奇跡・癒や
しを行った（使徒4:30）

• イエスの名による癒やしの
宣言をできていますか?

Whatever we ask in the 
name of Jesus Christ, He 

will do

John 14:13
• Christ was preparing 

disciples for His upcoming 
ascension 

• Response to Philip’s 
concern

• Restoring the same access 
to the provision that Adam 
had in the Garden of Eden 
=children of God who reigns 
all

• With faith, are you 
completely trusting and 
depending on God as you 
pray?

イエス・キリストの名に
よって願うとき、願いを

叶えて下さる

ヨハネ14:13

• キリストが弟子たちから去
られる準備

• ピリポの不安に対しての応
答

• エデンの園にいたアダムが
持っていた備えのアクセス
への回復=全ての物を治め
る神様の子としての権威

• 信仰を持って、神様の力を
信じ、頼り祈れています
か?
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As we prepare ourselves to 
heaven, the Name 

sanctifies & justifies us

1 Corint. 6:11
• Our final destiny=heaven
• We have needs to be in the 

process of sanctification 
daily to become like Christ

• We as a child of God to grow 
daily, not just be satisfied by 
status quo

• While we can’t become 
completely like Christ, it’s 
important to have that 
attitude 

• Are you taking daily steps to 
become closer to God?

天国へ行く準備として、
きよめ、義として

下さる名

1コリント 6:11

• 私達の最終目的地=天国

• 日々我々がきよめ、キリス
トのようになり、義とされ
る必要がある。

• 神の子ととして現状維持で
はなく、日々成長し続ける
べきである

• キリストのように完璧には
なれないが、そうなろうと
する心構えは大切である

• 日々小さな一歩でも神様に
近づくように前進できてい
ますか?

As we thank you for mighty 

power and the authority in 

the name of Jesus Christ:

 We are repent and be 

baptized in Jesus’ name to 

be born again

 We declare the healing in 

the name of Jesus Christ

 We pray in Your Name as 

You will do what we ask

 Sanctify us as we seek you 

and Your holiness 

wholeheartedly as You fill 

us with Your Spirit

イエス・キリストの偉大な
る力とその名がもつ権威に
感謝し:
 悔い改め、イエス・キリ
ストの名によるバプテス
マによって新しく生まれ
変わります

 イエス・キリストの名に
よる癒やしを宣言します

 願いを実現に変えて下さ
るあなたの名を用いてい
ま祈ります

 あなたとあなたの神聖を
慕い求めていきますので、
あなたの霊で私達を満た
しその御名で私達をどう
ぞきよめて下さい


