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BE FLEXIBLE!!!
2 Corinthians 4: 1-10
“To everything there is a season, and a time to every purpose
under the heaven:” ( Ecclesiastes 3:1)
“Blessed is the one who listens to me, watching daily at my gates,
waiting beside my doors.”( Proverbs 8:34)

• FLEXIBILITY STRENGTHENS OUR HEART’S
RESILIENCY TO BOUNCE BACK QUICKLY
“Therefore, since God in his mercy has given us this new way, we
never give up. We reject all shameful deeds and underhanded
methods. We don’t try to trick anyone or distort the word of God. We
tell the truth before God, and all who are honest know this. If the Good
News we preach is hidden behind a veil, it is hidden only from people
who are perishing. Satan, who is the god of this world, has blinded the
minds of those who don’t believe. They are unable to see the glorious
light of the Good News. They don’t understand this message about
the glory of Christ, who is the exact likeness of God. You see, we
don’t go around preaching about ourselves. We preach that Jesus
Christ is Lord, and we ourselves are your servants for Jesus’ sake.
For God, who said, “Let there be light in the darkness,” has made this
light shine in our hearts so we could know the glory of God that is
seen in the face of Jesus Christ. We now have this light shining in our
hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great
treasure. This makes it clear that our great power is from God, not
from ourselves. We are pressed on every side by troubles, but we are
not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are
hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down,
but we are not destroyed. Through suffering, our bodies continue to
share in the death of Jesus so that the life of Jesus may also be seen
in our bodies.”(2 Corinthians 4:1-10 NLT)
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フレクシブルになろう！	
 
コリント人への手紙	
 第二	
 4:1-10	
 
	
 

天の下では、何事にも定まった時期があり、	
 	
  すべての営みには
時がある。(伝道者の書	
 3:1)	
 
幸いなことよ。	
 日々わたしの戸口のかたわらで見張り、	
 わたし
の戸口の柱のわきで見守って、	
 わたしの言うことを聞く人は。	
 
(箴言 8:34)	
 
	
 

• 柔軟な人の心は、早く	
  立ち直る	
  力を持つ	
 
	
 

こういうわけで、私たちは、あわれみを受けてこの務めに任じら
れているのですから、勇気を失うことなく、2恥ずべき隠された事
を捨て、悪巧みに歩まず、神のことばを曲げず、真理を明らかに
し、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。3
それでもなお私たちの福音におおいが掛かっているとしたら、そ
れは、滅びる人々の場合に、おおいが掛かっているのです。4その
場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神のかたちであ
るキリストの栄光にかかわる福音の光を輝かせないようにしてい
るのです。5私たちは自分自身を宣べ伝えるのではなく、主なるキ
リスト・イエスを宣べ伝えます。私たち自身は、イエスのために、
あなたがたに仕えるしもべなのです。6「光が、やみの中から輝き
出よ」と言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔に
ある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。7私たちは、
この宝を、土の器の中に入れているのです。それは、この測り知
れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが
明らかにされるためです。8私たちは、四方八方から苦しめられま
すが、窮することはありません。途方にくれていますが、行きづ
まることはありません。9迫害されていますが、見捨てられること
はありません。倒されますが、滅びません。10いつでもイエスの
死をこの身に帯びていますが、それは、イエスのいのちが私たち
の身において明らかに示されるためです。	
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