■出エジプトの岩からの水

Neh 9:15 天から食物を与えてその飢えを
とどめ、岩から水を出してそのかわきを潤し、ま
た、彼らに与えると誓われたその国にはいっ
て、これを獲るように彼らに命じられました。

■名を置く場所、住まい

1Kg 8:29-30 あなたが『わたしの名をそこに置く』と言われた所、
すなわち、この宮に向かって夜昼あなたの目をお開きください。しもべが
この所に向かって祈る祈をお聞きください。しもべと、あなたの民イスラエ
ルがこの所に向かって祈る時に、その願いをお聞きください。あなたの
すみかである天で聞き、聞いておゆるしください
1Kg 8:59 主の前にわたしが述べたこれらの願いの言葉が、日夜わ
れわれの神、主に覚えられるように。そして主は日々の事に、しもべを助
け、主の民イスラエルを助けられるように。

■敵を退け、安息を与える

訴え：救いは主による

■ソロモン神殿奉献に対する主の答え
2Ch 7:12-22
12 時に主は夜ソロモンに現れて言われた、
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「わたしはあなたの祈を聞き、この所をわたし
のために選んで、犠牲をささげる家とした。
:13 わたしが天を閉じて雨をなくし、または
わたしがいなごに命じて地の物を食わせ、ま
たは疫病を民の中に送るとき、
:14 わたしの名をもってとなえられるわたしの
民が、もしへりくだり、祈って、わたしの顔を求
め、その悪い道を離れるならば、わたしは天か
ら聞いて、その罪をゆるし、その地をいやす。

1

主をほめたたえる

救いの神よ

聖なる山に行く
主をほめたたえる

なぜさばかないのか
敵をさばいて
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■岩なるキリスト

Deu 12:10-12 しかし、あなたがたがヨルダンを渡
り、あなたがたの神、主が嗣業として賜わる地に住むよ
うになり、さらに主があなたがたの周囲の敵をことごとく
除いて、安息を与え、あなたがたが安らかに住むように
なる時、あなたがたの神、主はその名を置くために、一つ
の場所を選ばれるであろう・・・そしてあなたがたのむす
こ、娘、しもべ、はしためと共にあなたがたの神、主の前
に喜び楽しまなければならない。
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おまえの神はどこに
しいたげを嘆く

1Co 10:4 みな同じ霊の飲み物を飲ん
だ。すなわち、彼らについてきた霊の岩から飲
んだのであるが、この岩はキリストにほかなら
ない。

■渇く

■生ける神、いのちの神

Psa 18:46 主は生きておられます。わが岩
はほむべきかな。わが救の神はあがむべき
かな。

現状：主を待ち望め
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御顔の救い
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御顔の救い
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おまえの神はどこに
生ける神を慕いあえぐ
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■ダビデへの約束（ナタンの預言）

:15 今この所にささげられる祈にわたしの目
を開き、耳を傾ける。
:16 今わたしはわたしの名をながくここにとど
めるために、この宮を選び、かつ聖別した。わ
たしの目とわたしの心は常にここにある。

2Sm 7:1 さて、王が自分の家に住み、ま
た主が周囲の敵をことごとく打ち退けて彼に
安息を賜わった時、

:17 あなたがもし父ダビデの歩んだようにわ
たしの前に歩み、わたしが命じたとおりにすべ
て行って、わたしの定めとおきてとを守るなら
ば、
:18 わたしはあなたの父ダビデに契約して
『イスラエルを治める人はあなたに欠けること
がない』と言ったとおりに、あなたの王の位を
堅くする。

■祭り

Deu 16:16 あなたのうちの男子は皆あなたの神、主が選ば
れる場所で、年に三度、すなわち種入れぬパンの祭と、七週
の祭と、仮庵の祭に、主の前に出なければならない。

■神の御顔、神の家、聖なる山、住まい、神の祭壇

Psa 95:1-2 さあ、われらは主にむかって歌い、われらの救
の岩にむかって喜ばしい声をあげよう。われらは感謝をもって、み
前に行き、主にむかい、さんびの歌をもって、喜ばしい声をあげ
よう。
1Ch 15:16 ダビデはまたレビびとの長たちに、その兄弟たち
を選んで歌うたう者となし、立琴と琴とシンバルなどの楽器を打
ちはやし、喜びの声をあげることを命じた。

:19 しかし、あなたがたがもし翻って、わた
しがあなたがたの前に置いた定めと戒めとを
捨て、行って他の神々に仕え、それを拝むな
らば、
:20 わたしはあなたがたをわたしの与えた地
から抜き去り、またわたしの名のために聖別し
たこの宮をわたしの前から投げ捨てて、もろも
ろの民のうちにことわざとし、笑い草とする。
:21 またこの宮は高いけれども、ついには、
そのかたわらを過ぎる者は皆驚いて、『何ゆえ
主はこの地と、この宮とにこのようにされたの
か』と言うであろう。
:22 その時、人々は答えて『彼らはその先祖
たちをエジプトの地から導き出した彼らの神、
主を捨てて、他の神々につき従い、それを拝
み、それに仕えたために、主はこのすべての災
を彼らの上に下したのである』と言うであろ
う」。

■昼も夜も、栄光の雲

Exd 13:21 主は彼らの前に行かれ、昼は
雲の柱をもって彼らを導き、夜は火の柱をもっ
て彼らを照し、昼も夜も彼らを進み行かせられ
た。
1Kg 8:10-11 そして祭司たちが聖所か
ら出たとき、雲が主の宮に満ちたので、祭司た
ちは雲のために立って仕えることができなかっ
た。主の栄光が主の宮に満ちたからである。
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■契約の箱の移動

Num 10:9 また、あなたがたの国で、あな
たがたをしえたげるあだとの戦いに出る時は、
ラッパをもって、警報を吹き鳴らさなければ
ならない。そうするならば、あなたがたは、あ
なたがたの神、主に覚えられて、あなたがた
の敵から救われるであろう。
Num 10:35 契約の箱の進むときモーセ
は言った、「主よ、立ちあがってください。あな
たの敵は打ち散らされ、あなたを憎む者ども
は、あなたの前から逃げ去りますように」。

■40年間の荒野での訓練
■のろいの約束
■直接引用

Rom 8:35-37 だれが、キリストの愛からわたし
たちを離れさせるのか。患難か、苦悩か、迫害
か、飢えか、裸か、危難か、剣か。「わたしたちは
あなたのために終日、死に定められており、ほふら
れる羊のように見られている」と書いてあるとおりであ
る。しかし、わたしたちを愛して下さったかたによって、
わたしたちは、これらすべての事において勝ち得て余
りがある。
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Jhn 4:13-14 イエスは女に答えて言われ
た、「この水を飲む者はだれでも、またかわく
であろう。しかし、わたしが与える水を飲む者
は、いつまでも、かわくことがないばかりか、
わたしが与える水は、その人のうちで泉とな
り、永遠の命に至る水が、わきあがるであろ
う」。
Jhn 7:37 祭の終りの大事な日に、イエス
は立って、叫んで言われた、「だれでもかわく
者は、わたしのところにきて飲むがよい。
Rev 22:17 御霊も花嫁も共に言った、
「きたりませ」。また、聞く者も「きたりませ」と
言いなさい。かわいている者はここに来るがよ
い。いのちの水がほしい者は、価なしにそれ
を受けるがよい。

Lev 26:17 わたしは顔をあなたがたにむけて
攻め、あなたがたは敵の前に撃ちひしがれるであ
ろう。またあなたがたの憎む者があなたがたを治め
るであろう。あなたがたは追う者もないのに逃げる
であろう。
Deu 28:15 しかし、あなたの神、主の声に聞き
従わず、きょう、わたしが命じるすべての戒めと定めと
を守り行わないならば、このもろもろののろいがあな
たに臨み、あなたに及ぶであろう。
Deu 28:37 あなたは主があなたを追いやられる
もろもろの民のなかで驚きとなり、ことわざとなり、笑
い草となるであろう。

■ゴリアテとの戦い

1Sm 17:47 またこの全会衆も、主は救を
施すのに、つるぎとやりを用いられないことを知
るであろう。この戦いは主の戦いであって、主
がわれわれの手におまえたちを渡されるから
である」。

■主が拒む

Psa 88:14 主よ、なぜ、あなたはわたしを
捨てられるのですか。なぜ、わたしにみ顔を
隠されるのですか。
Psa 89:38 しかしあなたは、あなたの油
そそがれた者を捨ててしりぞけ、彼に対して
激しく怒られました。

Deu 8:15-17 あなたを導いて、あの大きな恐ろしい荒
野、すなわち火のへびや、さそりがいて、水のない、かわいた
地を通り、あなたのために堅い岩から水を出し、先祖たちも知
らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあな
たを苦しめ、あなたを試みて、ついにはあなたをさいわいにす
るためであった。あなたは心のうちに『自分の力と自分の手の
働きで、わたしはこの富を得た』と言ってはならない。
Jsh 3:10 そしてヨシュアは言った、「生ける神があなたが
たのうちにおいでになり、あなたがたの前から、カナンび
と、・・・を、必ず追い払われる・・・
Jsh 24:12-13 わたしは、あなたがたの前に、くまばち
を送って、あのアモリびとのふたりの王を、あなたがたの前から
追い払った。これはあなたがたのつるぎ、または、あなたがた
の弓によってではなかった。そしてわたしは、あなたがたが自分
で労しなかった地を、あなたがたに与え、あなたがたが建て
なかった町を、あなたがたに与えた。

■先祖たちが語り継ぐ
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2Sm 7:5 「行って、わたしのしもべダビデに
言いなさい、『主はこう仰せられる。あなたは
わたしの住む家を建てようとするのか。
:6 わたしはイスラエルの人々をエジプトから導
き出した日から今日まで、家に住まわず、天幕
をすまいとして歩んできた。
:7 わたしがイスラエルのすべての人々と共に
歩んだすべての所で、わたしがわたしの民イス
ラエルを牧することを命じたイスラエルのさばき
づかさのひとりに、ひと言でも「どうしてあなた
がたはわたしのために香柏の家を建てないの
か」と、言ったことがあるであろうか』。
:8 それゆえ、今あなたは、わたしのしもべダ
ビデにこう言いなさい、『万軍の主はこう仰せ
られる。わたしはあなたを牧場から、羊に従っ
ている所から取って、わたしの民イスラエルの君
とし、
:9 あなたがどこへ行くにも、あなたと共にお
り、あなたのすべての敵をあなたの前から断
ち去った。わたしはまた地上の大いなる者の名
のような大いなる名をあなたに得させよう。
:10 そしてわたしの民イスラエルのために一つ
の所を定めて、彼らを植えつけ、彼らを自分の
所に住ませ、重ねて動くことのないようにする
であろう。
:11 また前のように、わたしがわたしの民イス
ラエルの上にさばきづかさを立てた日からこの
かたのように、悪人が重ねてこれを悩ますこと
はない。わたしはあなたのもろもろの敵を打ち
退けて、あなたに安息を与えるであろう。主はま
た「あなたのために家を造る」と仰せられる。
:12 あなたが日が満ちて、先祖たちと共に
眠る時、わたしはあなたの身から出る子を、あ
なたのあとに立てて、その王国を堅くするであろ
う。
:13 彼はわたしの名のために家を建てる。わ
たしは長くその国の位を堅くしよう。
:14 わたしは彼の父となり、彼はわたしの子
となるであろう。もし彼が罪を犯すならば、わ
たしは人のつえと人の子のむちをもって彼を懲
らす。
:15 しかしわたしはわたしのいつくしみを、わ
たしがあなたの前から除いたサウルから取り
去ったように、彼からは取り去らない。
:16 あなたの家と王国はわたしの前に長く保
つであろう。あなたの位は長く堅うせられ
る』」。

Deu 6:20-21 後の日となって、あなたの子があなたに
問うて言うであろう、『われわれの神、主があなたがたに命じ
られたこのあかしと、定めと、おきてとは、なんのためです
か』。その時あなたはその子に言わなければならない。
Deu 7:7-8 主があなたがたを愛し、あなたがたを選ば
れたのは、あなたがたがどの国民よりも数が多かったからで
はない。あなたがたはよろずの民のうち、もっとも数の少ない
ものであった。ただ主があなたがたを愛し、またあなたがたの
先祖に誓われた誓いを守ろうとして・・・導き出し、・・・

