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祝福 受

人生

「神はあなたがたに、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできに
なります。あなたがたが、いつもすべてのことに満ち足りて、すべての良いわざ
にあふれるようになるためです。」(2 コリント 9:8 新改訳 2017)

どのように神様に祝福される人生を選ぶのか：

1. 神の祝福を受けるかどうかは

によって決まる

5 主はこう言われる。
「人間に信頼する者はのろわれよ。肉なる者を自分の腕とし、
心が主から離れている者は。6 そのような者は荒れ地の灌木。幸せが訪れても
出会うことはなく、焼けついた荒野、住む者のいない塩地に住む。7 主に信頼す
る者に祝福があるように。その人は主を頼みとする。8 その人は、水のほとりに
植えられた木。流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂
って、日照りの年にも心配なく、実を結ぶことをやめない。
(エレミヤ 17:5～8 新改訳 2017)

2. 神の祝福を受けるかどうかは

によって決まる

人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒やしがたい。だれが、それを知り
尽くすことができるだろうか。10 わたし、主が心を探り、心の奥を試し、それぞ
れその生き方により、行いの実にしたがって報いる。
(エレミヤ 17:9～10 新改訳 2017)

3. 神の祝福は

に基づく

主はモーセにこう告げられた。23「アロンとその子らに告げよ。
『あなたがたはイ
スラエルの子らに言って、彼らをこのように祝福しなさい。24 主があなたを祝福
し、あなたを守られますように。25 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれ
ますように。26 主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。』
27 アロンとその子らが、わたしの名をイスラエルの子らの上に置くなら、わたし
が彼らを祝福する。」(民数記 6:22～27 新改訳 2017)
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THE BLESSING OF ALL
BLESSINGS
“And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times,
having all that you need, you will abound in every good work.”
(2Corinthians 9:8 NIV)
HOW TO CHOOSE TO LIVE IN A GOD BLESSED LIFE:
1. GOD’S BLESSING IS PREDICATED ON
“This is what the LORD says: “Cursed is the one who trusts in man, who
draws strength from mere flesh and whose heart turns away from the LORD.
6 That person will be like a bush in the wastelands; they will not see
prosperity when it comes. They will dwell in the parched places of the desert,
in a salt land where no one lives.
LORD, whose confidence is in him.

7 “But blessed is the one who trusts in the
8 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 17:5-8

NIV)

2. GOD’S BLESSING IS PREDICATED ON
“The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand
it? 10 “I the LORD search the heart and examine the mind, to reward each
person according to their conduct, according to what their deeds deserve.”
(Jeremiah 17:9—10 NIV)

3. GOD’S BLESSING IS PREDICATED ON
“The Lord said to Moses, 23 “Tell Aaron and his sons, ‘This is how you are to
bless the Israelites. Say to them:

24 The Lord bless you and keep you; 25 the

Lord make his face shine on you and be gracious to you;

26 the Lord turn his

face toward you and give you peace.’ 27 “So they will put my name on the
Israelites, and I will bless them.” (Numbers 6:22—27 NIV)
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