
SALTY CONVERSATIONS 

Read Colossians 4:2-6  "Continue steadfastly in 
prayer, being watchful in it with thanksgiving. At 
the same time, pray also for us, that God 
may open to us a door for the word, to declare 
the mystery of Christ, on account of which I am 
in prison— that I may make it clear, which is how 
I ought to speak.  Walk in wisdom  toward 
outsiders, making the best use of the time. Let 
your speech always be gracious, seasoned with 
salt, so that you may know  how you ought to 
answer each person." 


Colossians 4 gives us some very practical ideas 
for effectively sharing Christ with those around 
us. 


1. First, ask God to give you an  open 
door  of opportunity to share the gospel 
with someone.


2. When the opportunity comes you need 
to be able to clearly communicate the 
gospel. So ask God to help you make the 
gospel message clear.


3. ”Walk in  wisdom  toward outsiders" - 
before you ever open our mouth to share 
the story of Christ, your actions are 
already a witness to others about Jesus 
and what he has done in your life. Treat 
everyone you meet with love and grace 
because you may have an opportunity to 
share Christ with even a stranger.


4. Make the best use of the time God has 
given you. There is no guarantee that you 
will have another opportunity to share 
Christ with someone tomorrow. Keep 
your eyes open for an opportunity today, 
and don’t pass up any opportunity God 
gives you.


塩味のきいたもの 

コロサイ 4:2-6を読む。「目をさまして、感謝を
もって、たゆみなく祈りなさい。同時に、私たちの
ためにも、神がみことばのために門を開いてくださっ
て、私たちがキリストの奥義を語れるように、祈っ
てください。この奥義のために、私は牢に入れられ
ています。また、私がこの奥義を、当然語るべき語
り方で、はっきり語れるように、祈ってください。
外部の人に対して賢明にふるまい、機会を十分に生
かして用いなさい。あなたがたのことばが、いつも
親切で、塩味のきいたものであるようにしなさい。
そうすれば、ひとりひとりに対する答え方がわかり
ます。」 


コロサイ4章は、私達の周りにいる人達に効果的に
キリストを伝えていくことについてのとても実践的
な方法を与えてくれています。


1. まずはじめに、神様に誰かと福音を分か
ち合う機会の扉を開いてくれるように祈り
ましょう。


2. あなたにその機会が来たら、福音をわか
りやすく伝える必要があるでしょう。なの
で、神様に福音のメッセージをわかりやす
くすることができるように神様に祈りましょ
う。


3. 「外部の人に賢明に振る舞う」- あなた
がキリストの話を伝えようと口を開く前で
も、あなたの振る舞いはイエスとイエスが
あなたの人生に何をしたかを証しするもの
となっています。あなたが出会うすべての人
を愛と恵みをもって接しましょう。もしか
したら見知らぬ人にでさえ、キリストを分
かち合う機会があるかもしれないのですか
ら。


4. 神様があなたに与えてくれた時間を最高
のものにしましょう。あなたが明日も誰か
とキリストを分かち合う機会を持つことが
できる保証はどこにもありません。今日与
えられた機会に目ざとくあって、神様があ
なたに与えてくれたその機会を見過ごすこ
とのないようにしましょう。




5. Let every conversation be sprinkled 
with the  salt of the good news of Jesus 
Christ. Everything relates back to God so 
no matter what you are talking about, you 
can intentionally and naturally speak of 
Christ. "What beautiful day God has 
made." "Yesterday I went to church." 
"These days my favorite book to read is 
the Bible because..." Through making 
small comments like these many doors of 
opportunity to share the gospel fully will 
be opened.


6. We don't necessarily need to know 
how to answer each person's intellectual 
inquires about Christianity but we must 
be prepared to give an answer for our 
personal hope and trust in Jesus Christ. 
Always be prepared to share what Jesus 
has done for you.


5. 全ての会話が、イエスキリストの良い知
らせの塩を撒き散らすようなものにしましょ
う。全てのことは神様に関係のあるもので
す。なので何を喋っていたとしても、あな
たは意図的に、そして自然にキリストのこ
とを語ることができるのです。「何て素晴
らしい日を神様は作ったんだろう」「昨日
教会に行ったんだ」「最近のお気に入りの
読書は聖書なんだ。なぜかというと…」こ
のようなちょっとした会話を通して、沢山
の福音を伝える機会の扉が開かれることで
しょう。


6. 私たちは、必ずしも個々の人たちのキリ
スト教への知的な質問にどのように答える
かを知っている必要はありません。ですが、
私たちは自分自身の個人的な希望やイエス・
キリストへの信頼への答えを与える準備を
していなければなりません。どんな時でも
イエスがあなたにしてくださったことを伝
える準備が出来ているようにしましょう。



