
7/6/2014

1

ヨハネ14:13

わたしの名によって願
うことは、なんでもか
なえてあげよう。父が
子によって栄光をお受
けになるためである。

John 14:13

And I will do whatever 
you ask in my name, so 
that the Father may be 
glorified in the Son.

私達の人生を

影響する宣言

• 神様に制限は無い・全
能・何でも=白地小切
手

• 制限は人間が勝手に
作った物

• 宣言する事によって聖
書の約束が自分の物と
なる

• ただ素晴らしい事とい
う知識だけではなく、
生きた言葉としてあな
たの中に生きる

• 宣言はでじゃばりでは
なく、賛美・祈り

• 宣言するように、招か
れた

• 神様は私の…

• God is not limited / 
Almighty / 
Whatever=blank check

• Humans limit God

• By declaring, Biblical 
promises become ours

• Not just the knowledge 
of goodness of God, but 
allow the Word to live 
inside of you as the 
Living Word

• Declaration is not 
presumptuous, but 
praise and prayer

• God invited us to declare

• God is my…

私の力

詩篇18:1

• 2節:岩、城、救助者、
盾、角、櫓

• 戦いに・問題に打ち勝
つ力=神様は我々を用
いて勝利･解決へと導く

• クリスチャン≠完璧

• クリスチャンは神様に
力を受けて勝利してい
る人達

• 神様を味方に

• 自分の弱さを確認し、
神様からの力に頼れて
いますか？

My Strength

Psalm 18:1
• V. 2: Rock, fortress, 

deliverer, shield, horn, 
stronghold

• Strength to defeat our 
battles/problem=God 
uses us & guide us to 
victories & solutions

• Christians ≠ perfect
• Christians receive 

strengths from God to 
overcome

• Be on God’s side
• Are we recognizing our 

weakness & depending 
onto God’s strengths?
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私の牧者

詩篇23:1

• 乏しい事は無い・備え
主

• 緑の牧場

• 憩いの水際

• 魂をいき返らせ・リフ
レッシュ

• 導かれ・共におられ

• 慰められ

• 杯溢れる

• 羊のように神様の前に
素直になれています
か？

My Shepherd

Psalm 23:1

• Lack nothing / provider

• Green pastures

• Still water

• Restores /refreshes 

• Leads me down the 
right paths

• Comfort me

• Fill my cup

• Are we being meek and 
gentle as sheep before 
God?

私の光であり救い

詩篇27:1

• 光は闇に打ち消される
事は無い：どんなに暗
くても、光を見つける
事が出来る

• 星･光に導かれ»キリス
トへと»救い

• 1ヨハネ1:7 光の中を
歩くならばイエスの血
が、罪からわたしたち
をきよめる

• 悔い改めと洗礼をもっ
て救いを受け入れられ
ていますか?

My Light and Salvation

Psalm 27:1
• Darkness can not 

overcome light: Light 
can always be found no 
matter how dark

• Led by Star/Light » to 
Christ » to Salvation

• 1 John 1:7 if we walk 
in the light the blood of 
Jesus cleanses us from 
all sin.

• Are we accepting our 
salvation through 
repentance and 
baptismal?

私の癒し主

詩篇30:2

• 癒される・回復
– 病気

– 心

– 人間関係

– 財政

• ただ、呼び求める=宣
言する

• 問題に注目するのでは
なく答えに

• 視点を問題から、癒し
のプロセスに移せてい
ますか？

My Healer

Psalm 30:2

• Heal / Restore
– Sickness

– Emotion

– Relationships

– Finance

• Simply cried out = 
declare

• Not focusing on 
problems but soultions

• Are we moving our 
focus from our problem 
to the healing process?

• あなたを我々の全能な
る神である事を宣言し
ます：

– あなたは私達の力です。
あなたの力で満たして下
さい。

– あなたは私達の牧者です。
私達をケアして導いてく
ださい。

– あなたは私達の光であり
救いです。私達を悔い改
めに導いてください。そ
して、洗礼を持ってあな
たの救いにあずかります。

– あなたは私達の癒し主で
す。すべての問題に今触
れて、回復をもたらして
ください。

• We declare You as our 
Almighty God：

– You are Our Strength. Fill 
us with your strength.

– You are Our Shepherd. 
Guide us in your care.

– You are Our Light & 
Salvation. Lead us to 
repentance, and we will 
receive the Salvation by 
being baptized.

– You are Our Healer. Touch 
our problems & issues, 
now & bring restorations 
and solutions.


