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When you end 

up in a 

difficult 

situation

難しい状況に
置かれた時

Let’s think about what’s 
the most important 

instead of allowing others’ 
opinions to influence us

Daniel 1:10-16
• Food for people around 

prefer vs Food for yourself
• The truth is not depending 

on majority. Be careful on 
others’ opinions

• “After the struggle & agony, 
I’ve come to the conclusion 
that charity & compassion 
are the most important”  
Chiune Sugihara

• Don’t drown in 
information, but connect 
with the lifeline-God

• What’s your priority in 
your life?

周りの意見に影響され
ず、何が一番大事かを

考えよう

ダニエル 1:10-16
• 周りの人が好きな食べ物

vs自分に良い食べ物
• 真理は多数決できまらな
い。周りの意見に気をつ
けよう。

• 「苦慮、煩悶の揚句、私
はついに、人道、博愛精
神第一という結論を得
た。」杉原千畝

• 情報に溺れず神様という
命綱にしっかり繋がろう

• あなたの中で一番大事な
のは何ですか?

Know that your situation 
is a part of God’s plan, & 

not an accident

Daniel 2:27-30
• God allowed the king to 

watch a dream & told 
Daniel the secret to use 
Daniel

• “What I have done may be 
wrong as a diplomat. But I 
couldn’t see those who 
depended on me to be 
dead” Chiune Sugihara

• God trust you to be in the 
situation you are in. Thus, 
trust God who has began & 
will complete Heb. 12:2

あなたが置かれている状況
は偶然ではなく、神様のご
計画の中である事を知ろう

ダニエル 2:27-30
• 神様は、ダニエルを用い
る為に王に夢を見させ、
ダニエルを通してその秘
密を明かされた

• 「私のしたことは外交官
としては間違っていたか
もしれない。しかし、私
には頼ってきた何千もの
人を見殺しにすることは
できなかった」杉原千畝

• あなたは、神様から信頼
されて、今の状況に置か
れているのだから、始め
られた事を完結される神
様を信じよう へブ12:2

Release your fear & 
trust God’s power &  

authority

Daniel 3:16-18
• Instead of trying to be 

confident in you or your 
thoughts, trust God’s power

• “I’m confident that I 
faithfully fulfilled my 
mission without a fear even 
knowing that I was risking 
my career” Chiune Sugihara

• When we live trusting God 
» He’ll always deliver

• The authority of ID » trust
• What is your identity?

恐れを捨てて、神様の力
と権威を信頼しよう

ダニエル 3:16-18
• 自分や自分の考えに自信
を持つのではなく、神様
の力に自信を持って信頼
しよう

• 「そして私は、何も恐る
ることなく、職を賭して
忠実にこれを実行し了え
たと、今も確信してい
る。」杉原千畝

• 神様に頼って生きる»解
決してくださる

• IDの権威»信頼
• あなたのアイデンティ
ティは何ですか?
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 As we seek you in 
believing God’s Word and 
not be influenced by 
others or secular opinions, 
guide us and give us the 
wisdom that we need.

 As we believe that we are 
in your plan, please 
complete what you have 
already began in our lives.

 As we release our fear or 
worries, protect and help 
us.

 人や世の意見に惑わされ
ず、聖書の御言葉を信じ、
あなたを求めて歩んで行
きますので、必要な導き
と知恵を与えてください。

 あなたのご計画の中に私
達の人生がある事を信じ
ますので、あなたが始め
られた事をベストな方向
へと完結してください。

 私達の内にある恐れや心
配を手放しますので、私
達を守り助けてください。


