Spoken Part: Help Your Children Lord
In the book of Exodus, the children of Israel cried out to the Lord
because of the new King of Egypt. This pharaoh didn’t know Joseph or the children of Israel. So, he made their lives bitter with
hard bondage in all manner of service.. The bible says..

聖書の中にある「出エジプト記」という書の中にこう書かれて
います。新しいエジプトの王の仕打ちにイスラエルの人々は彼
らの主なる神に泣き叫んだ。このパロ王はヨセフもイスラエル
の人々のことを知らなかった。それで王はイスラエルの人々を
様々な形で奴隷とし、彼らの生活を苦しめたと。

So God sent Moses to free his children and he led them in the
wilderness for 40 years. God gave them manna and quail as
food to eat and when Moses smote the rock God provided water
for His people to drink.

そこで神はモーセを送って、イスラエルの人々を解放した。そ
して40年間荒野の中彼らを導いた。神は彼らにマナという物と
うずらを食べ物として与えた。モーセが岩をたたくと、神はイ
スラエルの人々に飲み水を与えた。

Then, in the New Testament the bible say, God sent his Son,
Jesus to save us, to help us have a more personal relationship
with HIM through the Blood of Christ. So that in hard times
like these with so many earthquakes and wars, poverty, obesity,
heartache and pains we should cry out to the LORD!

それから新約聖書にはこう書いています：神は神のひとり子、
イエスをこの世に送った。それは私達を救うため、キリストが
十字架で流した血によって、神様ともっと個人的な関係を持つ
ために。だから、このような多くの地震、戦争、飢餓、肥満、
心の痛みのような試練の時に私達は主なる神に泣き叫ぼう。

As children of the Most High GOD! He will help us. God never
said we wouldn’t go through test and trials, but He said WHEN
we go through times like these that he will be with us. He will
comfort us and give us PEACE in the midst of the storm.

いと高き神の子供達として、神様は私達を助けて下さいます。
私達が試練の道を通らないとは神様は決して言わなかったけれ
ど、そのような試練を通る時に神様は私達と共にいると言って
います。嵐の中にあっても、私達に平安となぐさめを与えてく
ださいます。

This last song is my cry out to the LORD!
Let US cry out together for God to help ALL of HIS CHILDREN
where ever they are in the World.. In Jesus Name!! Amen…

この最後の歌は主なる神に泣き叫ぶ歌です。
世界中にいるすべての神の子供達（人々）を助けるために、神
様に共に泣き叫びましょう。
イエス・キリストの名によって！！ アーメン。。。。
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