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恵みに歩む 
　Ⅲ　弱さを通して成される神の計り知れない恵み 

  
 
この使いについて、私から去らせてくださるようにと、私は三度、主に願いました。
しかし主は、「わたしの恵みはあなたに十分である。わたしの力は弱さのうちに完全
に現れるからである」と言われました。 

2 コリント 12:8-9 
  

１．あらゆる人の問題の解決は、自分の弱さを認め、受け入
れることを通して成される 
ですから私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを
誇りましょう。ですから私は、キリストのゆえに、弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を
喜んでいます。というのは、私が弱いときにこそ、私は強いからです。 

2 コリント 12：9-10 
 

  

２．自分の行き詰まりが神の働きの機会を示す 

私たちは、この宝を土の器の中に入れています。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はないことが明らかになるためです。 

2 コリント ４:７ 
 

  

３．相互作用の中に生きることを可能にする 

しかし実際、神はみこころにしたがって、からだの中にそれぞれの部分を備えてくだ
さいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、からだはどこにあるのでしょう
か。しかし実際、部分は多くあり、からだは一つなのです。目が手に向かって「あな
たはいらない」と言うことはできないし、頭が足に向かって「あなたがたはいらな
い」と言うこともできません。それどころか、からだの中でほかより弱く見える部分
が、かえってなくてはならないのです。 

1 コリント 12：18-22 
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Walking in Grace 
 

Ⅲ God's Unfathomable Grace Shown Through 
Weaknesses 

 

 
Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, “My 
grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I 
will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ’s power may rest 
on me. 

Ⅱ Corinthians 12:8-9 
 
1. Many of the problems we have can be solved by 
recognizing and accepting our weaknesses 
 

 
Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ’s 
power may rest on me. That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in 
insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am 
strong. 

Ⅱ Corinthians 12:9-12 
 
2. When we are stuck it is an opportunity for God to do 
His work 
 

 
But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is 
from God and not from us. 

Ⅱ Corinthians 4:7 
 

3. Making a life of interaction possible 
 

 
But in fact God has placed the parts in the body, every one of them, just as he 
wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, 
there are many parts, but one body. The eye cannot say to the hand, “I don’t need 
you!” And the head cannot say to the feet, “I don’t need you!” On the contrary, 
those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. 

Ⅰ Corinthians 12:18-22 
 

 


