
What is that in your hand? 

Exodus 4:2 

あなたの手にあるそれは何か？ 

出エジプト 4:2 

Setting: 

A. Struggling Moses 

Exodus Chapters 3 & 4 

 God chose Moses to lead Jews to be delivered from 

slavery=very difficult 

 What do you do when you face difficulties? 

 Moses made excuses & try to run from it » 

Arguments between God and Moses 

 What was Moses thinking? 

o Couldn’t do it » was not capable 

o The idea was impossible 

o People would not trust me 

B. God uses what Moses already had 

 The miracle rod=Something God uses to show the 

power of God » when Moses released what he had to 

God 

 Problem with speech » uses his brother, Aaron as a 

spokesperson 

 God will help us overcome our challenges & gives us 

victories as He always provide our needs to do so. 

Philippians 4:19 And my God supply all your need 

according to His riches in glory by Christ Jesus. 

聖句の背景:  

A. もがくモーセ 

出エジプト 3 章 & 4 章 

 神様がモーセをユダヤ人の奴隷解放のリーダーとして指名

される＝困難な事 

 あなたは、困難な事に直面した時にどうしますか？ 

 モーセ＝理屈をこねて、逃げようとした»神様とモーセの押

し問答 

 モーセの心境は？ 

o 自分には無理»能力が足りない 

o 計画自体が不可能 

o 人は自分を信頼してくれていない 

B. モーセのもとに既にあった物を神様は用いられた 

 奇跡の杖＝人々に神様の力が働いている事を示すもの

として»もっている物を神様へ手放した時 

 言葉の問題»弟アロンをスポークスマンとして用いられた 

 神様は、私達の必要を必ず満たし、私達が乗り越えな

ければならないチャレンジを乗り越えさせてくださり、勝利

を与えて下さる ピリピ 4:19 あなたがたのいっさいの必

要を、キリスト・イエスにあって満たして下さるであろう。 

 Application: 

When we depend and release things to God that we are 

already given, God will work 

 To release to God = To depend on God 

 Aren’t you crushing things in your hands instead of 

releasing? 

 Hasn’t God already given you everything you need? 

Or Isn’t God trying to give you what you need? » 

When we open our ears to what God is trying to say 

as we let go of our own idea, we will discover the 

power of God 

聖句の適用方法:  

私達が既に与えられている物を神様へ委ね手放す時、 

神様は必ず働かれます 

 神様へ手放す＝神様に委ねる 

 手放さずに握りつぶしていませんか？ 

 神様はもう既にあなたに必要な物を与えられているのでは

ないでしょうか？或いは、神様があなたに必要な物を与え

ようとしておられるのではないでしょうか？»神様が語っておら

れる事に、自分の勝手な考えを捨てて耳をきちんと聞く時、

新しい神様の力の発見があります 

Prayer: 

 Use what You have already given us as we 

depend these things to You and thanking God for 

You have already provided. 

 Show us Your works and the truth that we have 

not yet seen as wed attentively listen to Your 

Word. 

いのり: 

 あなたが既に私達に必要な物をあたえてくださってい

る事を感謝し、与えられている物をあなたに委ねます

ので、お用いください。 

 あなたの御言葉に耳を傾けますから、まだ見えてない

真実やあなたの働きを見させてください。 


