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人生の嵐を切り抜ける
1.

を深く成長させる事を学ぶ

「7 だがわたしを頼りとし、わたしを望みとする者は、祝福される。
8 彼は川の土手に沿って植えられた木のように、 深く張った根で川
から直接水分を吸収するので、 暑さにもしおれず、長いかんばつで
も弱らない。 葉はいつも青々と茂り、みずみずしくおいしい実をつ
ける。」(エレミヤ書17:7-8)

2. 何よりも神である主に

すること

「[神の知恵は]挫折や失敗からあなたを守ります。それらがあなたを
見張ってくれるので、 安心して眠れます。また、主があなたとともに
いて守ってくださるので、みじめな思いをすることも、悪者の悪だく
みを恐れることもありません。
」(箴言 3:23-26)

3. 希望を持ち続け、

が来ることを信じる

「13 わたしは信じます。命あるものの地で主の恵みを見ることを。
14 主を待ち望め。雄々しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。
」
(詩編27:13-14)
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Surviving the Storms of Life
1. Learn to grow deep
“But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in
him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots
by the stream. It does not fear when heat comes; its leaves are always
green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear
fruit.”(Jeremiah 17:7-8)

2. Find your ultimate

in God alone.

“[God’s wisdom will] give you living hope to guide you, and not one of
life’s tests will cause you to stumble. You will sleep like a baby, safe and
sound— your rest will be sweet and secure. You will not be subject to
terror, for it will not terrify you… because God is your confidence in
times of crisis, keeping your heart at rest in every situation.”
(Proverbs 3:23-26, Passion Translation)

3. Keep holding on to
, believing for a
to come.

“I remain confident of this: I will see the goodness of the Lord in the
land of the living. Wait for the Lord; be strong and take heart and wait
for the Lord.”(Psalm 27:13-14)
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