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確信に満ちた希望にあふれて
「また、心にあふれるほどの光が与えられて、神があなたがたを召し
て与えようとされる将来を、はっきり見きわめることができますよう
に。
」(エペソ 1:18)
「いま私たちは、神が約束してくださった救いを、希望をもって待ち
望むことができ、救いが確実であることを疑いなく語ることができま
す。神のことばは必ず実現します。
」(へブル 10:23)

・
「わたしたち強い者は、強くない者の弱さを担うべきであり、自分の
満足を求めるべきではありません。2 おのおの善を行って隣人を喜ばせ、
互いの向上に努めるべきです。3 キリストも御自分の満足はお求めにな
りませんでした。
「あなたをそしる者のそしりが、わたしにふりかかっ
た」と書いてあるとおりです。4 かつて書かれた事柄は、すべてわたし
たちを教え導くためのものです。それでわたしたちは、聖書から忍耐
と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。5 忍耐と慰めの
源である神が、あなたがたに、キリスト・イエスに倣って互いに同じ
思いを抱かせ、6 心を合わせ声をそろえて、わたしたちの主イエス・キ
リストの神であり、父である方をたたえさせてくださいますように。7
だから、神の栄光のためにキリストがあなたがたを受け入れてくださ
ったように、あなたがたも互いに相手を受け入れなさい。8 わたしは言
う。キリストは神の真実を現すために、割礼ある者たちに仕える者と
なられたのです。それは、先祖たちに対する約束を確証されるためで
あり、9 異邦人が神をその憐れみのゆえにたたえるようになるためです。
「そのため、わたしは異邦人の中であなたをたたえ、 あなたの名をほ
め歌おう」 と書いてあるとおりです。
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10 また、 「異邦人よ、主の民と共に喜べ」 と言われ、11 更に、 「す
べての異邦人よ、主をたたえよ。 すべての民は主を賛美せよ」 と言
われています。12 また、イザヤはこう言っています。 「エッサイの根
から芽が現れ、 異邦人を治めるために立ち上がる。 異邦人は彼に望
みをかける。」 13 希望の源である神が、信仰によって得られるあらゆ
る喜びと平和とであなたがたを満たし、聖霊の力によって希望に満ち
あふれさせてくださるように。
」(ローマ 15:1-13)

確信に満ちた希望の４つの源

・思いやりのある関係を持つこと

・お互いにキリストのような態度を持ち合うこと

・神様は忍耐と励ましをくださること

・確信に満ちた希望は神様が源であること
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OVERFLOWING WITH CONFIDENT HOPE
“ I pray that your hearts will be flooded with light so that you can
understand the confident hope he has given to those he called—his holy
people who are his rich and glorious inheritance. (Ephesians 1:18 NLT)

“Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God
can be trusted to keep his promise.” (Hebrews 10:23 NLT)

・
“We who are strong must be considerate of those who are sensitive
about things like this. We must not just please ourselves. 2 We should
help others do what is right and build them up in the Lord. 3 For even
Christ didn’t live to please himself. As the Scriptures say, “The insults
of those who insult you, O God, have fallen on me.” 4 Such things
were written in the Scriptures long ago to teach us. And the Scriptures
give us hope and encouragement as we wait patiently for God ’ s
promises to be fulfilled. 5 May God, who gives this patience and
encouragement, help you live in complete harmony with each other, as
is fitting for followers of Christ Jesus. 6 Then all of you can join together
with one voice, giving praise and glory to God, the Father of our Lord
Jesus Christ.
7 Therefore, accept each other just as Christ has
accepted you so that God will be given glory. 8 Remember that Christ
came as a servant to the Jews to show that God is true to the promises
he made to their ancestors. 9 He also came so that the Gentiles might
give glory to God for his mercies to them. That is what the psalmist
meant when he wrote: “For this, I will praise you among the Gentiles;
I will sing praises to your name.”
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10 And in another place, it is written, “Rejoice with his people, you
Gentiles. ” 11 And yet again, “ Praise the Lord, all you Gentiles.
Praise him, all you people of the earth.” 12 And in another place,
Isaiah said, “The heir to David’s throne will come, and he will rule over
the Gentiles. They will place their hope on him.” 13 I pray that God,
the source of hope, will fill you completely with joy and peace because
you trust in him. Then you will overflow with confident hope through the
power of the Holy Spirit.” (Romans 15:1—13 NLT)

FOUR SOURCES OF CONFIDENT HOPE

・ LIVING IN CONSIDERATE RELATIONSHIPS

・HAVE A CHRIST-LIKE ATTITUDE TOWARD ONE ANOTHER

・ GOD GIVES PATIENCE AND ENCOURAGEMENT

・ GOD IS THE SOURCE OF CONFIDENT HOPE

