主の名がつけられた主のしもべの苦難（荒野で）
■不信仰の罪（神をのろう）

神の怒りによって40年の荒野を歩むことになった
怒って誓った。安息に入れない。
Deu 1:34 主は、あなたがたの言葉を聞いて怒り、誓って言われた、
Hbr 3:19 こうして、彼らがはいることのできなかったのは、不信仰の
ゆえであることがわかる。

1

悪をもって善に報いる
1

罪、不義の告白

1

■山上の説教（神の国の福音の教え）

■申命記31章の約束

1

1

1

■正しい者と悪しき者：アブラハムの祈り

Mtt 5:5 柔和な人たちは、さいわいである、彼らは地を受けつぐであろう。
Mtt 5:3 「こころの貧しい人たちは、さいわいである、天国は彼らのものである。

Deu 31:16-17 主はモーセに言われた、「あなたはまもなく眠っ
Job 1:8 主はサタンに言われた、「あなたはわたしのしも て先祖たちと一緒になるであろう。そのときこの民はたちあがり、はいっ
べヨブに・・・サタンがゆえもなく「潔白で正しく、神を恐 て行く地の異なる神々を慕って姦淫を行い、わたしを捨て、わたしが
彼らと結んだ契約を破るであろう。その日には、わたしは彼らにむかっ
れ悪から遠ざかる者」を誘惑する
罪を犯して神をのろう（祝福の反対）、不信仰のことばを言 て怒りを発し、彼らを捨て、わたしの顔を彼らに隠すゆえに、彼らは
滅ぼしつくされ、多くの災と悩みが彼らに臨むであろう。
わせようとする
歎き、衰え
罪、不義の告白
友人が見捨てる
肉に全きところなし
肉に全きところなし
1
1

■ヨブの信仰に対するサタンの攻撃、友人の口撃

■モーセは、謙遜な人だった

Num 12:3 モーセはその人となり柔和なこと、地上のすべての人にまさっていた。
Hbr 11:24-26 信仰によって、モーセは、成人したとき、パロの娘の子と言われ
ることを拒み、罪のはかない歓楽にふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待されること
を選び、キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝にまさる富と考えた。それは、彼
が報いを望み見ていたからである。
主の日にさばかれる
悪者は滅びる・しいたげる

1

中風の人：Lke 5:23 あなたの罪はゆるされたと言うのと、起きて歩けと言うのと、どちらがたやすいか。
長血の娘：Lke 8:48 そこでイエスが女に言われた、「娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい」。
Jms 5:15 信仰による祈は、病んでいる人を救い、そして、主はその人を立ちあがらせて下さる。かつ、その人が罪を犯していた
なら、それもゆるされる。

1

Isa 53:3-4 彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で、病を知っていた。ま
た顔をおおって忌みきらわれる者のように、彼は侮られた。われわれも彼を尊ば
なかった。まことに彼はわれわれの病を負い、われわれの悲しみをになった。

1Pe 2:21-23 あなたがたは、実に、そうするようにと召されたのである。キリストも、あなたがたのために苦し
みを受け、御足の跡を踏み従うようにと、模範を残されたのである。キリストは罪を犯さず、その口には偽りが
なかった。ののしられても、ののしりかえさず、苦しめられても、おびやかすことをせず、正しいさばきをするかたに、
いっさいをゆだねておられた。

1

人はみなヘベル（答えてください）
旅人で寄留者
1

黙る（罪、悪者からの救い）
1 口を制する 1

人はみなヘベル（答えてください）
人生は短い

1

黙る（罪、悪者からの救い）
舌を制する

1

【対語】

正者・悪者、怒る・怒らず、相続・断ち切る、しい
たげる・憐れむ、豊か・貧しい、栄える・消える
レビ記：断ち切る
申命記：受け継ぐ・地を相続する

しん言は、王が王子に教える知恵。地を従わせ治める知恵。

■金の子牛事件の後の主の名の宣言

Exd 34:6 主、主、あわれみあり、恵みあり、怒ることおそく、
いつくしみと、まこととの豊かなる神、
悪を離れて善を行え
怒るのにおそい・主を待つ

1

1

,

Psa 90:7-9 わ
れらはあなたの怒り
によって消えうせ、あ
なたの憤りによって
滅び去るのです。
あなたはわれらの不
義をみ前におき、わ
れらの隠れた罪をみ
顔の光のなかにお
かれました。われら
のすべての日は、あ
なたの怒りによって
過ぎ去り、われらの
年の尽きるのは、ひ
と息のようです。

■苦難のしもべ（イザヤ53章）

神の国の福音、柔和な王が地を受け継ぐ

■しん言に似ている

■神の怒り

■病の癒やしと信仰

正義と公正

Gen 18:23 アブラハムは近寄って言った、「まことにあなたは
正しい者を、悪い者と一緒に滅ぼされるのですか。

1

1
主の日にさばかれる
正しい者は救われる・信頼する

1

悪を離れて善を行え
情け深い・施す

1

1

1

■いのちはヘベル

Job 7:7 記憶せよ、わ
たしの命は息にすぎないこと
を。わたしの目は再び幸を見
ることがない。
Job 7:16 わたしは命を
いとう。わたしは長く生きるこ
とを望まない。わたしに構
わないでください。わたし
の日は息（ヘベル）にすぎ
ないのだから。

■旅人で寄留者（何を戦っていたのか）

■罪との戦いは、清くなるための訓練

1Pe 2:11 愛する者たちよ。あなたがたに勧める。あなたがたは、この世の旅人で
あり寄留者であるから、たましいに戦いをいどむ肉の欲を避けなさい。
Hbr 11:13 これらの人はみな、信仰をいだいて死んだ。まだ約束のものは受けて
いなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして、地上では旅人であり寄留者で
あることを、自ら言いあらわした。
Lev 25:23 地は永代には売ってはならない。地はわたしのものだからである。あ
なたがたはわたしと共にいる寄留者、また旅びとである。
1Ch 29:15 われわれはあなたの前ではすべての先祖たちのように、旅びとです、
寄留者です。われわれの世にある日は影のようで、長くとどまることはできません。

Hbr 12:1 こういうわけで、わたしたちは、このような多くの証人に雲のように囲まれているの
であるから、いっさいの重荷と、からみつく罪とをかなぐり捨てて、わたしたちの参加すべき競走
を、耐え忍んで走りぬこうではないか。
Hbr 12:4-6 あなたがたは、罪と取り組んで戦う時、まだ血を流すほどの抵抗をしたこと
がない。また子たちに対するように、あなたがたに語られたこの勧めの言葉を忘れている、「わ
たしの子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはならない。主は
愛する者を訓練し、受けいれるすべての子を、むち打たれるのである」。
Hbr 12:11 すべての訓練は、当座は、喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思わ
れる。しかし後になれば、それによって鍛えられる者に、平安な義の実を結ばせるようになる。

1

誠実な者をあわれむ

1

悪口・裏切り

1

悪口・そしり・偽り

1

弱者をあわれむ

1

■詩篇70篇（69篇）

■神の国が来た。ヨベルの年が成就した。自由の年。

Lev 25:13 このヨベルの年には、おのおのその所有の地に帰らなければならない。
Lke 2:14 「いと高きところでは、神に栄光があるように、地の上では、み心にかなう
人々に平和があるように」。
Mtt 11:5 目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、ツァラアトに冒された者
たちがきよめられ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福
音が伝えられています。（新改訳 2017）

■大いなる会衆の賛美「新しい歌」

泥沼、髪より多い、恵みとまこと、待ち
望む、感謝の詩、いけにえよりも、貧
しい者の救い、そして70篇

1

悩む者は恥を見ない
(詩篇70篇)

詩篇22篇（十字架上の詩）、35篇（大会衆の賛美、あはは）、民数
記、列王記、エズラ記などを見ると「神の前に集まったイスラエルの民」
1Ch 15:3 ダビデは主の箱をこれがために備えた所にかき上るため、
イスラエルをことごとくエルサレムに集めた。

1

大会衆に告げる
恵みとまこと

■ヤコブの手紙（善を行なえ）

Jms 1:19-20 愛する兄弟たちよ・・・人はすべて、聞くに早く、語るにおそく、怒るにお
そくあるべきである。人の怒りは、神の義を全うするものではないからである。
Jms 4:6 「神は高ぶる者をしりぞけ、へりくだる者に恵みを賜う」

■主は貧しくなられた

2Co 8:2 すなわち、彼らは、患難のために激しい試錬をうけたが、その満ちあふれる喜
びは、極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出て惜しみなく施す富となったのである。
2Co 8:9 あなたがたは、わたしたちの主イエス・キリストの恵みを知っている。すなわち、
主は富んでおられたのに、あなたがたのために貧しくなられた。それは、あなたがたが、彼
の貧しさによって富む者になるためである。

■引用ヘブル人への手紙10:

Hbr 10:10このみこころによりただ一度イエス・キリストのからだが
ささげられたことによって、わたしたちはきよめられたのである。

1

みこころを行います
義のいけにえ

主に信頼する者を救う

1

1

■ヤコブの教え

Jms 5:11 ヨブの忍耐のことを聞い
ている。また、主が彼になさったことの
結末を見て、主がいかに慈愛とあわれ
みとに富んだかたであるかが、わかるは
ずである。
Jms 5:13 あなたがたの中に、苦し
んでいる者があるか。その人は、祈るが
よい。喜んでいる者があるか。その人
は、さんびするがよい。Jms
5:15-16 信仰による祈は、病んで
いる人を救い、そして、主はその人を立ち
あがらせて下さる。かつ、その人が罪を
kurabeteyomu.com
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犯していたなら、それもゆるされる。だ
から、互に罪を告白し合い、また、いやさ
れるようにお互のために祈りなさい。

■あわれみ chanan 主の名

Exd 33:19 主の名をあなたの前にのべ
るであろう。わたしは恵もうとする者を恵み、
あわれもうとする者をあわれむ」。
■大祭司の祝祷（41:12）
Num 6:25 願わくは主がみ顔をもって
あなたを照し、あなたを恵まれるように（あ
われまれるように）。
■真福八端(5) Mtt 5:7 あわれ
み深い人たちは、さいわいである、彼らは
あわれみを受けるであろう。

■しん言：貧しい者をあわれむ
■主よ、あわれみたまえ キリエ・エレイソ
ン キリスト教の礼拝の伝統的な祈り

Mtt 9:27 そこから進んで行かれると、ふたり
の盲人が、「ダビデの子よ、わたしたちをあわれん
で下さい」と叫びながら、イエスについてきた。
Mtt 15:22 すると、そこへ、その地方出のカナ
ンの女が出てきて、「主よ、ダビデの子よ、わたしを
あわれんでください。娘が悪霊にとりつかれて苦し
んでいます」

Prv 14:21 隣り人を卑しめる者は罪びとであ
る、貧しい人をあわれむ者はさいわいである。
Prv 14:31 貧しい者をしえたげる者はその造り
主を侮る、乏しい者をあわれむ者は、主をうやまう。

■例祭：貧しい者をあわれむ

Deu 16:14 その祭の時には、あなたはむす
こ、娘、しもべ、はしためおよび町の内におるレビ
びと、寄留の他国人、孤児、寡婦と共に喜び楽し
まなければならない。（Deu 24、26）

■聞き従うことは犠牲にまさる
■主のみこころはあわれみ（義）

Mtt 9:13 『わたしが好むのは、あわれみであって、いけにえではな
い』とはどういう意味か、学んできなさい。わたしがきたのは、義人を招く
ためではなく、罪人を招くためである」。
Mrk 12:33 （律法学者）また『心をつくし、知恵をつくし、力をつくし
て神を愛し、また自分を愛するように隣り人を愛する』ということは、すべて
の燔祭や犠牲よりも、はるかに大事なことです」。

1Sm 15:22-23 サムエルは言った、「主はそのみ言葉に聞き従う事を
喜ばれるように、燔祭や犠牲を喜ばれるであろうか。見よ、従うことは犠
牲にまさり、聞くことは雄羊の脂肪にまさる。そむくことは占いの罪に等し
く、強情は偶像礼拝の罪に等しいからである。あなたが主のことばを捨
てたので、主もまたあなたを捨てて、王の位から退けられた」。
Hsa 6:6 わたしはいつくしみを喜び、犠牲を喜ばない。燔祭よりもむ
しろ神を知ることを喜ぶ。
Mic 6:8 主のあなたに求められることは、ただ公義をおこない、いつくし
みを愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。

■滅びの穴。泥沼から救い出される

Gen 37: ヨセフ
Jer 38:6 そこで彼らはエレミヤを捕え、監視
の庭にある王子マルキヤの穴に投げ入れた。すな
わち、綱をもってエレミヤをつり降ろしたが、その穴
には水がなく、泥だけであったので、エレミヤは
泥の中に沈んだ。
Dan 6:16 そこで王は命令を下したので、ダニ
エルは引き出されて、ししの穴に投げ入れられた。

