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パワフルに生きる！
キリストがあなたがたのうちにおられるなら、からだは罪のゆえに死
んでいても、御霊が義のゆえにいのちとなっています。11 イエスを死
者の中からよみがえらせた方の御霊が、あなたがたのうちに住んでお
られるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなたが
たのうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなたがたの死ぬ
べきからだも生かしてくださいます。(ローマ 8:10～11 新改訳 2017)

1.

を持って生きる

しかし私は、自分にとって得であったこのようなすべてのものを、キ
リストのゆえに損と思うようになりました。8 それどころか、私の主で
あるキリスト・イエスを知っていることのすばらしさのゆえに、私は
すべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いまし
たが、それらはちりあくただと考えています。それは、私がキリスト
を得て、9 キリストにある者と認められるようになるためです。私は律
法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわ
ち、信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。
(ピリピ 3:7～9 新改訳 2017)

2.

の力を知って生きる

私は、キリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にもあずかっ
て、キリストの死と同じ状態になり、11 何とかして死者の中からの復
活に達したいのです。12 私は、すでに得たのでもなく、すでに完全に
されているのでもありません。ただ捕らえようとして追求しているの
です。そして、それを得るようにと、キリスト・イエスが私を捕らえ
てくださったのです。(ピリピ 3:10～12 新改訳 2017)

3.

生きる

兄弟たち。私は、自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。た
だ一つのこと、すなわち、うしろのものを忘れ、前のものに向かって
身を伸ばし、14 キリスト・イエスにあって神が上に召してくださると
いう、その賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。
(ピリピ 3:13～14 新改訳 2017)
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POWERFUL LIVING
“But if Christ is in you, then even though your body is subject to
death becauseof sin, the Spirit gives life d because of righteousness.
11 And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living
in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your
mortal bodies because of e his Spirit who lives in you.”
(Romans 8:10—11 NIV)

1. LIVE WITH A
“But whatever were gains to me I now consider loss for the sake
of Christ. 8 What is more, I consider everything a loss because of
the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose
sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain
Christ 9 and be found in him, not having a righteousness of my own
that comes from the law, but that which is through faith in Christ
the righteousness that comes from God on the basis of faith. ”
(Philippians 3:7—9 NIV)

2. LIVE TO KNOW THE POWER OF
10 I want to know Christ—yes, to know the power of his resurrection
and participation in his sufferings, becoming like him in his death,
11 and so, somehow, attaining to the resurrection from the dead.
12 Not that I have already obtained all this, or have already arrived
at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus
took hold of me.” (Philippians 3:10—12 NIV)

3. LIVE LIFE

13 Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken
hold of it. But one thing I do: Forgetting what is behind and
straining toward what is ahead, 14 I press on toward the goal to
win the prize for which God has called me heavenward in Christ
Jesus.” (Philippians 3:13—14 NIV)
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