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圧倒的な勝利者
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しかし、こうした中にあっても私たちは、いのちを投げ出し
てまで私たちを愛してくださったキリストによって、圧倒的
な罪からの勝利を得るのです。
ローマ8:37
“No, in all these things we are more than conquerors 
through him who loved us.” Romans 8:37 NIV



神様はいつも共にいてくださる

The Lord is
with you
always



へブル13:5

「わたしはどんな場合にもあなたの期待にそむかず、
あなたを見捨てない。」
ローマ8：38-39
神の愛から私たちを引き離すことはできません。

Hebrews 13:5
“Never will I leave you, never will I forsake you.”
Romans 8:38-39
“Nothing can separate us from the love of God in Christ.” 



詩篇121：3

私が決してつまずいたり、足をすべらせたり、倒れた
りしないように守ってくださいます。
Psalm 121:3 “He will not let your foot slip…

詩篇121：5
主は…危険からも守ってくださいます。

Psalm 121:5  ”The Lord watches over you…



詩篇121：7
あらゆる害悪を寄せつけず、
あなたいのちを守られます。
Psalms 121:7 The Lord watches over your life,

詩篇121：8
主はあなたが出て行くのも帰って来るのも見守り、
いつもあなたを守ってくださいます。
Psalms 121:8 The Lord watches over your coming 
and going both now and forevermore.” 



創世記39：2

ヨセフはこの主人となった人の家の仕事をさせられ
ましたが、いつも主が助けてくださるので、何をして
もうまくいきました。

Gen 39: 2 “The Lord was with Joseph and he 
prospered... 



創世記39：3

ポティファルの目に、主がヨセフに特別よくしておら
れることは明らかでした。

Gen 39: 3 “when his master saw the Lord was with 
him . . .”
“and the Lord gave him success in whatever he did” 



創世記39：5

すると、ポティファルの家は祝福され、万事がスムー
ズに運びました。収穫も、羊の群れも増える一方で
した。

Gen 39: 5 “the Lord blessed the household of the 
Egyptian because of Joseph . . .
“the blessing of the Lord was on everything Potiphar 
had (because of Joseph)” 



創世記39：21

しかし、主は監獄の中でさえヨセフとともにいて、何
事にも心にかけてくださったので、ヨセフは看守長に
とても気に入られました。

Gen 39:21 “the Lord was with him, he showed him 
kindness and granted him favor . . .” 



創世記39：23
…主がヨセフとともにおられるので、彼は何をしても
スムーズに事が運びました。

Gen 39:23 
“the Lord was with Joseph and gave him success” 



神様に人生をお任せするとき
祝福と成功がついてくる

When you allow the Lord
to work in your life,

will follow 
blessing and success



創世記39：23

ヤベツは兄弟の中で最も重んじられていました。母
が彼をヤベツ（「苦しみ」の意）と名づけたのは、出産
の時にたいへんな苦しみを味わったからです。
10ヤベツはイスラエルの神に祈りました。「どうか、

私を大いに祝福し、私の働きを助けてください。私が
行うすべてのことに御手を添えてください。すべての
悪と災いからお守りください。」神はその願いをかな
えてくださいました。



1 Chronicles 4:9-10
"Jabez was more honorable than his brothers. His 
mother had named him Jabez, saying, 'I gave
birth to him in pain.' Jabez cried out to the God of 
Israel, 'Oh, that you would bless me and enlarge
my territory! Let your hand be with me, and keep 
me from harm so that I will be free from pain.'
And God granted his request.“
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