My Fathers Will
Words and Music by RayD Lewis & True Praise Productions

Verse 1:

Jesus Said; I am the bread of life and he that comes to me,
Shall never hunger, never thirst.
イエスは言われました。
「私いのちのパンです。私のもとに来る者は決して乏しくなる事はなく、
決して渇く事はありません。」

For the bread of God is he which cometh down from Heaven
to give life to the world
そう、神様のパンとは、この世の私たちに命を与えるため天から下って来られた方・・・
キリストなのです。

And this is the will of HIM that has sent me, if you receive his
son..You may have everlasting LIFE!!
イエスキリストは言っています。
「神の子である私を受け入れるなら、あなたは永遠の
命を持つ事ができる・・・これが、私をこの世に送られた神の御心です。
」

For he that receives me, receives him that sent me..
This is My Fathers Will...
またイエスはこう言っています。
「私を受け入れる事は、私を送られた神を受け
入れる事であり、これが 父なる神の御心です。」

Chorus:

For God so loved the world that he gave his only son
To die on the cross.......JESUS CHRIST!!
So that, whoever believes in HIM would never die, but have
EVERLASTING LIFE, through the blood of Christ!!
聖書にはこう書いています。「神は実にそのひとり子をお与えになったほどに、
世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく永遠のいのちを
持つためである。」十字架の上で死なれたイエス・キリストの血潮を通して永遠のいのち
を持つことができるのです！！

1st time... Through the blood of Christ, that was shed for all mankind...
全人類の為に流されたキリストの血潮を通して・・・。

Chorus*

By the Lamb of God, that came into the world..
Who was Jesus Christ!!
この世に来られた神の子羊によって・・・。
そう、イエス・キリストによって・・・。

Verse:

As a spotless lamb, Jesus took our sins upon him..
and on the cross was where he paid the price of sin for US!!
罪なき子羊、イエスは、私たちの罪を負われたのです。
私たちの為に罪の代価を払われた場所、十字架の上で・・。

That whosoever would believe in HIM..
Would have Eternal Life..
父なる神を信じる者は誰でも、永遠の命を持ち続けるのです。

2nd Time.. Through Jesus Christ, This is how much God loves US!!
イエス・キリストを通して神がどれだけ私たちを愛しておられるでしょう！！

Chorus**

After he was crucified God sent the Holy Spirit!!

The Holy Ghost to comfort US!!
イエスが十字架に付けられた後、神は聖霊を送られました。
私たちを慰めてくれる聖霊を・・・。

Bridge:

Now we have the peace of God deep within us,
that no one can take away,
The Peace of God which passes all understanding..
For we Believe!......Then we Receive!....
今、私たちには神の平安があります。それは心の奥深くにあって、誰も奪う事など
できないのです。私達の理解をはるかに超える神様の平安。
。信じるから、受ける
ことができるのです。

The Mercies of Lord.. which are new every day..
How WONDERFUL TO SAY: YES JESUS LOVES ME!!
and we should always Love God with all our heart and
with all our SOUL...

Key Change**

そしてそこには、日ごとに新しい神からの恵みがあるのです。
「イエスは私を愛してくれる！」と言えるほどに、素晴らしい恵みが。
だから心から、そして魂で、神を愛そうではありませんか・・・。

And you should also Love your neighbor, for you never know..
If they may be a CHILD OF GOD!!..
For who the Son sets free is free indeed.. Jesus Said:
だから、周りの人々をも愛するべきです。
そうしなければ、その人々が神様の子供であり、御子イエスキリストが無償で解放を
与えてくれる方だということがあなたにはわかりません。
イエスは言われたのです。信じる者は自由になれると・・・。

This is The, Will of Him That sent me..
My fathers Will For You!!
And Me!!
When WE!!
BE LIEVE!!
IN CHRIST!!
これがイエスを遣わされた父なる神の御心です。
イエスキリストを信じるとき、父なる神の御心があなたのために、
私のためにあるのです！！

