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Oh happy day     [C] Oh happy day 
Oh happy day    [C] Oh happy day   
When Jesus washed  [C] When Jesus washed  
When Jesus washed   [C] When Jesus washed  
When Jesus washed   [C] When Jesus washed  
Washed my sins away [C] Oh happy day   
Oh happy day        [C] Oh happy day  

Lalalalalalalalala　　　 [C] Lalalalalalalalala 

Oh happy day     [C] Oh happy day 
Oh happy day     [C] Oh happy day   
When Jesus washed   [C] When Jesus washed  
When Jesus washed  [C] When Jesus washed  
When Jesus washed [C] When Jesus washed  
Washed my sins away

Lalalalalalala     [C] Lalalalalalala 
Lalalalala   　　 [C] Lalalalala 

★★
He taught me how to watch fight and pray,
Fight and pray!
And live rejoicing every, everyday  everyday!

★REPEAT
★★REPEAT

Oh happy day ×7
Oh happy day !

5.Oh Happy Day

イエスが罪を洗い流してくれた時
それが幸せな日
主イエスは私に教えてくれた
ものの観方、戦い方、そして祈り方を
日々、喜びに満たされて生きることを
オーハッピーデイ！

8.Lean On Me

This is for that little child with no father

For that man that doesn't have a place to stay

For that little boy living with AIDS

Can I tell you a story, tell you a story

You can lean on me

There's a man  Standing on the corner

He has no home  He has no food

And his blue skies are gone 

Can't you hear him cryin' out

And there's a girl

Searching for a father and a friend

Praying that the storm someday will end

But instead of walking away

Open up your heart and say

I am here

You don't have to worry 

I can see your tears

I'll be there in a hurry when you call

Friends are there to catch you when you fall

Here's my shoulder, you can lean on me

Oh, there's a child 

Who is sick and begging to be free

But there is no cure for his disease

He looks up to his mother and

As she hold , his hand 

Prayin' that someday  The sun will shine again

And the pain will end

I am here

You don't have to worry 

I can see your tears

I'll be there in a hurry when you call

Friends are there to catch you when you fall

Here's my shoulder, you can lean on me

Tell me, how can I, how can I love Jesus

When I've never seen His face

Yeah, I see you dying

And I turn and walk away

So hold my hand

Let me take you to a friend of mine

He's waiting just to ease your troubled mind

Yeah, yeah, He loves you more than you'll ever know

'Stead of walking away

Open up your heart and say

I am here

You don't have to worry 

I can see your tears

I'll be there in a hurry when you call

Friends are there to catch you when you fall

When you call, friends will be there to catch you when, 

catch you when you fall

Here's my shoulder, you can lean on me

Thank you Jesus, yeah

Here's my shoulder, you can lean on me

Here's my shoulder, you can lean on me

You can lean on me

Lean on me, yeah, yeah

You're my friend but you're also my brother

Here's my shoulder, you can lean on me

これは、父親のいないあの小さな子のために

今夜泊まるところもない、あの男性のために

エイズとともに生きる、あの男の子のために

僕の話を、聞いてくれるかい？

寄りかかかっておいで

そこに、男がいる・・・街角に立っている

彼には家も無く、食べるものもない

希望という名の青空も、どこかへ行ってしまった

彼の心の叫びが、聞こえるだろう？

そこに、少女がいる

お父さんを、友と呼べる人を、探し求めている

この嵐がいつか過ぎ去ることを祈りながら・・・

そんな彼らの前をただ通り過ぎる代わりに

心を開いて、こう言ってみよう

私がいるよ

心配しなくていい

私には見える   あなたの涙が

あなたが呼べば、急いで駆けつけるよ

倒れそうな時そばにいて支えるのが友達だから

さあ、もたれかかっていいんだよ

そこに男の子がいる 

病気に苦しみ、そこから解放されたいと願っている

でもその病に治療法は無い

彼はお母さんを見上げ・・・

お母さんは彼の手を握りしめ

ただ祈る・・・いつかまた太陽の光が輝くように

そしてこの苦しみが、終わる時が来るようにと

私がここにいる

心配しなくていい

私には見える   あなたの涙が

あなたが呼べば、急いで駆けつけるから

倒れそうな時そばにいて、受け止めるのが友達だから

さあ、肩をかすよ、もたれかかっていいんだよ

教えてくれよ

いったいどうやってイエスを愛せるというんだ？

その顔さえ見たこともないのに・・・

そう、きみが死に向かっているのを見ながら

私は背を向け、歩み去るなんて・・・

だから、私の手につかまって

私の友のところへ、きみを連れて行きたいんだ

彼はきみの悩みを和らげようと、待っておられる

きみが想像もできないほど、きみを愛しておられる

黙って通り過ぎるんじゃなくて

心を開いて、こう言おう

私がいるよ

心配しなくていいんだよ

あなたの涙が見える

あなたが呼ぶなら、急いで駆けつけよう

倒れそうな時そばにいて、受け止めるのが友達だから

あなたが呼ぶとき、もうダメだっていう時、

支えるのが友達だから

さあ、私によりかかって

イエスさま、感謝します

さあ、私によりかかって

さあ、私に信頼して

私に頼っておいで

頼っておいで

私の友であり、兄弟でもあるのだから

さあ、私に、よりかかっておいで

(Donald Lawrence)
I was young, and now I'm old 
Seen a lot of situations unfold 
Been a lot of places, met all kinds 
But there's one thing that stays on my mind 
Out of all the things I've done 
All the places I've gone  

And the things I've seen

Said I never
Seen the righteous forsaken (3x) 
Nor His seed begging bread

You don't have to worry about a thing
If you’re holy and righteous 
You don't have to worry about a thing
If you’re holy and righteous

I’ve never seen it! 

若かった頃から、年を重ねた今まで
いろいろな出来事を見て来た
いろいろな場所へ行き、いろいろな人に会ったけれど、
一つだけ確かなことがある
あらゆる経験をし
あらゆるところへ行き
多くのことを見て来たが、その中で、

ただの一度も
義なる者が見捨てられるのを見たことがない
その子孫が困窮するのを見たことがない

何も思い煩う必要はないんだ
あなたが聖い者、義なる者とされているなら
何も心配しなくていいんだ

義なる者が見捨てられるのを見たことはない！

6.Never Seen The Righteous

(Kirk Franklin)

7.Melodies From Heaven (Kirk Franklin)

Melodies from heaven
Rain down on me
Rain down on me

Take me in Your arms and hold me close
Rain down on me
Rain down on me

Fill me with Your precious Holy Ghost
Rain down on me
Rain down on me

Melodies from heaven
Rain down on me
Rain down on me

Rain　 Rain　 Rain　 Rain 
Rain down on me
Let it fall  on me

Melodies from heaven

Rain down on me

美しい旋律が、天から
私の上に降り注ぐ
雨のように降り注ぐ

私を引き寄せ、あなたの御腕に抱きしめ
降り注いでください
私を包み込むように

あなたの聖霊で私を満たし
降り注いでください
雨のように、私の上に

美しい旋律が、天から
私の上に降り注ぐ
雨のように降り注ぐ

雨のように
降り注いでください
どうか私の上に降り注いでください

美しい旋律が、天から

雨のように、私の上に


