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出エジプト 4:10-12
モーセは主に言った、「あ
あ主よ、わたしは以前にも、
またあなたが、しもべに語
られてから後も、言葉の人
ではありません。わたしは
口も重く、舌も重いので
す」。主は彼に言われた、
「だれが人に口を授けたの
か。おし、耳しい、目あき、
目しいにだれがするのか。
主なるわたしではない
か。それゆえ行きなさい。
わたしはあなたの口と共に
あって、あなたの言うべき
ことを教えるであろう」。

Exodus 4:10-12

Then Moses said to 
the LORD, “O my Lord, I am 
not an eloquent man, 
neither in the past nor since 
you have spoken to your 
servant, for I am slow of 
speech and slow of tongue.” 
The LORD said to him, “Who 
gave a mouth to man, or 
who makes a person mute 
or deaf or seeing or blind? Is 
it not I, the LORD? So now go, 
and I will be with your 
mouth and will teach you 
what you must say.”

神様が

乗り越えさ

せて下さる

• 問題の無い人はいない

• 問題のある時にこそ、
私達は神様を求める(苦
しい時の神頼み）・戦
いの中で

• 戦いがあるから勝利が
ある

• 神様は人を助ける事の
専門家

• 苦しみの中から見出
す：神様の栄光

• 私達を創られた神様だ
から、我々の事もわ
かって下さっている

• There is no one without 
a problem

• When we are in trouble, 
we seek God / In the 
midst of our trial

• There is a victory 
because there is a battle

• God specializes in 
helping people

• Because things are 
tough, we can see the 
glory of God

• He created us, He knows 
what to do

実績がなくても

• サムエル上16:11-13
• ダビデ=子供・兄達よ
り劣った

• 他の人には理解されな
くても、中身に神様が
触れられる時、必ず結
果はついてくる

• 神様はあなたを選ばれ、
あなたの人生に触れよ
うとしておられます

• あなたの実力ではなく、
神様の助けをまず求め
られていますか？

Without Results

• 1 Samuel 16:11-13
• David=child/least 

among brothers
• Others may not 

understand you, but 
results will come when 
God touches your life

• God has chosen you and 
wants to touch your life

• Are you seeking God’s 
help instead of 
depending on your own 
ability?
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可能性が少なくても

• エステル 4:16
• エステル=王の妃・ユ
ダヤ人全滅の危機

• 決死の覚悟、王へ助け
• 祈りを持って
• まず宴を設けて招きい
れる・礼拝=関係を大
事にし深める

• 負けたくない根性で問
題から逃げてないで

• 信仰を持って、
• 望み以上の勝利
• 神様をあなたの人生に
招きいれ、礼拝できて
いますか？

Even When There is 
Only a Slim Chance

• Esther 4:16
• Esther=Queen/Jews in 

genocide risk
• Praying
• Willing to die/Seek for a 

help from the king
• Invite to entertain / 

worship = value the 
relationship and deepen 

• Don’t run from your 
problem because of fear

• Victory beyond hoped
• Are you inviting God in 

your life to worship 
Him?

過去に失敗
していても

• 2コリント12:9

• 過去の弱さ・醜さをも
肥やしとして良い物と
してくださる

• 2コリント5:17=過去は
過ぎ去った

• キリストにある新しい
人生

• 悔い改めと洗礼：創り
変えてくださる

• 過去を捨て切り神様か
ら与えられた新しい人
生を楽しめていますか?

Past Mistakes

• 2 Cor 12:9
• He’ll take our 

weaknesses & ugliness 
to turn into positive /
fertilizer

• 2 Cor 5:17 = past is gone
• New life in Christ
• Through repentance and 

baptismal = becoming a 
new creature

• Have you released your 
past and enjoying a 
God’s-given new life?

災難ばかりでも

• 創世 50:20

• ヨセフ：裏切られ、嘘
をつかれ、騙され、で
も神様を信頼しあきら
めなかった

• 災難は偶然では、無く
そこに神様の摂理が

• 災い転じて福となす » 
証（視点を変えると）

• 災難･問題時にあせらず
に、神様に頼りきれて
いますか？

Full of Tragedies

• Gen 50:20
• Joseph: Betrayed, lied, 

tricked, but he trusted 
God & never gave up

• Tragedies are not 
accidental but divine 
will of God

• Misfortune becomes 
fortune » testimony 
(change in perspective) 

• In the midst of your 
tragedies and trials, are 
you completely trusting 
God

• 神様と共に困難を乗り
越えられるようになる
為に：

– あなたが私の足りないと
ころを助けて下さる事を
信じ望みます

– あなたを私の中に招き入
れ、私の神としてひれ伏
し崇めます

– 悔い改めと洗礼を持って、
過去を捨てほうり去りま
す。新しい人生を与えて
ください

– どんな逆境や問題に面し
ようとあなたが乗り越え
させて下さる事を信じ頼
ります

• To overcome our trials 
with God:

– Strengthen our weakness 
as we believe that You will 
carry us through

– We invite You in our lives 
and we bow and worship 
You as my God 

– With repentance and 
baptismal, we will release 
our past. Give us new life 
in You.

– We depend on You that You 
will help us to over come 
our problems and trials


