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6.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

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・・・

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

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

(Kirk Franklin)

(Donald Lawrence)5.The Blessing Of Abraham

I am the God who healeth thee
Oh that you only trust in me
You are the seed, by faith receive
The Blessing of Abraham

Where ever you are where 'er you go
What ever you touch is anointed to grow
You are the seed, by faith receive

The Blessing of Abraham
It's your inheritance,
Get your inheritance!
You are the seed, by faith receive
The Blessing of Abraham

It's yours, it's yours,
It's your inheritance

The head, not the tail
Above, not beneath
A lender not a borrower

Get your inheritance!

新約聖書ローマ人への手紙
４章１３・１６・２０－２２節

世界の相続人となる約束がアブラハムに、
あるいはまたその子孫に与えられたのは
律法によってではなく信仰の義によったからです。

そのようなわけで世界の相続人となることは
信仰によるのです。
それは恵みによるためであり、
こうして約束がすべての子孫に
すなわち律法を持っている人々にだけでなく
アブラハムの信仰にならう人々にも保証されるためなのです。
「私はあなたをあらゆる国の人々の父とした」とかいてある
とおりにアブラハムは私たちすべての者の父なのです。

彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず反対に、
信仰がますます強くなって神に
栄光を帰し神には約束されたことを成就する力があることを
堅く信じました。
だからこそそれが彼の義とみなされたのです。

7.Soldier On

Soldier on   Soldier on

When it seems like you're losing

And the battle's not worth fighting 

You must carry on, carry on

Failure's not an option 

When Jesus is your captain

Soldier, you can't retreat

You must soldier on

Soldier on   Soldier on

Someone you trust in betrayed you so

It seems the pain will never go

But you must carry on , carry on

You'll overcome, you'll be alright

If you can just endure the night

Soldier, you can't retreat, 

You must soldier on

Soldier on   Soldier on

You lost your loved one and it hurts you

Don't let the pain and grief destroy you

For you must carry on, carry on

You'll see the one you love again

On the other side in Heaven

Soldier, you can't retreat, 

You must soldier on

I know you must get tired, 

I know you must get weary

But you've fought too long and

Hard to forfeit your victory

I know you must get tired and so weary

But don't ever give up even though you get tired

Ask your father for courage

And square your shoulders faithful

Soldier the battle's not over

Square your shoulder and Soldier on

You can't retreat, you must soldier on

With God on your side, you will never fail

Oh....With God on your side

The victory will prevail

Soldier, the battle's not over

You can't retreat, you must soldier

Soldier on   Soldier on

You'll overcome

Put your faith in God and

Soldier the battle's not over

Square your shoulders and soldier on

You can't retreat, you must soldier on

You'll overcome but you must soldier

Soldier on!   On!

戦い続けよう、戦い抜こう
まるで勝ち目のない戦いのように思えても
戦う意味さえないように見えても
続けるんだ、やり抜くんだ
失敗という選択肢はない
イエスがきみの上官なのだから
兵士よ、退却はできない、
前進あるのみ

戦うんだ、それでも戦い続けるんだ
信じていた人に裏切られ
その痛みは決して消えないように思えても
それでも、戦うんだ、戦い続けるんだ
きみは必ず乗り越える、大丈夫だ
ただこの夜を堪え忍べ
忠実な兵士よ、退却はできない、
前進あるのみ

それでも、戦いは続くんだ
愛する人を失って傷ついていても
その痛み、悲しみに滅ぼされてはならない
それでも戦い続けるんだ
愛する人とは天の御国で
やがて再会できるんだ
兵士よ、退却はできない
きみには戦いが残っている

何もかもいやになることもある、
弱いときもある
でも、ここまで頑張ってきたんだ
せっかくの勝利を無駄にすることはできない 
時には疲れ、力が出ないこともあるだろう
それでも、あきらめちゃダメだ
倒れそうな時も、父なる神に勇気を願い求めよう
さあ、背筋を伸ばすんだ、忠実な兵士よ！

戦いはまだ終わっていない
胸をはって、立ち上がれ
後戻りはできない、前に進むんだ
神が味方なのだから、決して負けることはないん
だ
神が味方なのだから、
この戦いは必ず勝利を迎える
兵士よ、戦いはまだ終わっていない
退却はできない、前進するんだ

戦い続けるんだ
きみは必ず乗り越える
すべての信頼を神に置いて、戦うんだ
兵士よ、戦いはまだ終わっていない
胸をはれ、立ち上がれ
後戻りはできない、前進するんだ
きみは必ずこの戦いに勝利する
だから戦い続けるんだ

(Kurt carr)


