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The battle is 

God’s 

これは主の戦

いである

• There is no one who doesn’t 
have to deal with battles, 
challenges, and storms

• You are either in a storm, 
coming out of a storm or 
headed into a storm

• What is your battle, 
challenge, or storm?
– Relationships
– Family
– Finance
– Anxiety
– Healthy
– Salvation of people 

around you
– Temptation
– Emotional scars

• この世に戦い・挑戦・嵐の
無い人はいない

• 人はみな、嵐の中にいるか、
嵐を勝利した所か、これか
ら嵐に望んでいくかである

• あなたの戦い・挑戦・嵐と
は?

– 人間関係

– 家族

– 金銭

– 不安

– 健康

– 周りの人の救い

– 誘惑

– 心の傷

God has already given us 
what we need for our 

victories

Exo. 4:10 & 14
• Chap 4: Moses’ excuses VS 

God’s provisions
– Doubt » miracle rod, water to 

blood
– Speech problem » God’s words, 

brother
• God provided Ruth for 

Naomi’s restoration
• Mathematics of Faith

– Subtract excuses
– Add what God has given to us 

gratefully
– Divide selfish flesh by the Holy 

Spirit
– Allow God to multiply in faith

• Are you setting your 
priorities right based on 
absolute necessities?

神様は我々の勝利・克服
に必要な物を既に与えて

くださっている

出エジ4:10 & 14
• 4章モーセの言い訳VS 神
様が既に与えられた物
– 不信仰»奇跡の杖、水が血に
– 言葉の問題»神様の言葉、弟

• ルツ記ナオミの回復にルツ
• 信仰の算数:

– 引き算:言い訳を引く
– 足し算:与えられている物を感
謝して足す

– 割り算:自己中心な肉欲を聖霊
によって割り崩す

– 掛け算:信仰により神様に掛け
増やしてもらう

• 絶対に必要な物を優先でき
ていますか?

When we walk faithfully 
one step at a time, God is 

waiting on us with the 
victory at our end

Josh. 6:2
• Even if you can’t see your 

victory now, let’s have a 
faith in God that He will.

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

• Galatians 6:9 And let us 
not grow weary while doing 
good, for in due season we 
shall reap if we do not lose 
heart. 

• Are you taking your today’s 
step toward God?

忠実に1歩づつあきらめず
に歩いた先に神様は勝利
を持って待っておられる

ヨシュア6:2
• 今勝利が見えなくても、必
ず神様が勝利を下さると信
じる信仰を持とう

• ヘブル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。

• ガラテヤ6:9善を行うこと
に、うみ疲れてはならない。
たゆまないでいると、時が
来れば刈り取るようになる。

• 今日の一歩を神様に向かっ
て歩めていますか？
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Faces of enemies, battles & 
challenges  may change but 
the Savior who gives us the 

victories doesn’t

1 Sam 17:34-37
• You come to me with a 

sword, with a spear, and 
with a javelin. But I come to 
you in the name of the Lord 
of hosts, the God of the 
armies of Israel(45)

• John 14:13-14 If you ask in 
My name, I will do it

• Let’s be careful about 
making our problems 
bigger than what it really is

• Are you declaring the 
victory in Jesus’ name?

目の前の挑戦や敵が
違っても勝利を与えて
下さる救い主は同じ

1サム 17:34-37
• おまえはつるぎと、やりと、
投げやりを持って、わたし
に向かってくるが、わたし
は万軍の主の名、すなわち、
おまえがいどんだ、イスラ
エルの軍の神の名によって、
おまえに立ち向かう(45)

• ヨハネ14:13-14何事でも
わたしの名によって願うな
ら»それをかなえよう

• 問題を必要以上に大きくし
ないように気をつけよう

• キリストの名を持って祈り、
勝利を宣言できてますか?

Thank you for allowing us to 
have victories in our daily 
battles, challenges and 
storms:

 Lead us to the life filled with 
your Holy Spirit & victories 

as we thank You for what 
You have already given to us.

 Strengthen us as we wait on 
You with expectation of 
harvest & victories as we 
faithful walk with You

 We declare our victories in 
Jesus’ name as we depend 
on You to fight our battles

我々の日々の戦い、挑戦、

嵐にあなたが勝利して下さ

る事を感謝します:

 あなたが既に我々に必要

な物を与えてくださって

いる事を感謝し益々、聖

霊と勝利に溢れる人生へ

と導いてください

 日々忠実に歩み、収穫・

勝利の時を期待して待ち

望む力を与えてください

 イエス・キリストの名に

より勝利を宣言し、我々

の戦いをあなたに任せま

す


