■ダビデの道を歩む王

（ヒゼキヤの礼拝改革）
2Ch 29:2 ヒゼキヤは父ダビデが
すべてなしたように主の良しと見られる
ことをした。
2Ch 29:31「あなたがた
は・・・進みよって、主の宮に犠牲
と感謝の供え物を携えて来なさい」
2Ch 30:26 このようにエルサレ
ムに大いなる喜びがあった。イスラエ
ルの王ダビデの子ソロモンの時からこ
のかた、このような事はエルサレムに
なかった。
（アッシリアとの戦い）
2Kg 18:19 ラブシャケは彼らに言
った、「ヒゼキヤに言いなさい、『大
王、アッスリヤの王はこう仰せられ
る。あなたが頼みとする者は何か。

■主の道
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光のうちを歩む

1

1

荒野の中でも味方

敵に報いる

1

1

恐れの日に信頼する
1

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
Rom 9:15 神はモーセに
言われた、「わたしは自分の
あわれもうとする者をあわれ
み、いつくしもうとする者を、い
つくしむ」。

1

■ソロモンのダビデについての証言

1Kg 3:6 ソロモンは言った、「あなた
のしもべであるわたしの父ダビデがあな
たに対して誠実と公義と真心とをもって、
あなたの前に歩んだので、あなたは大い
なるいつくしみを彼に示されました。

■しん言の教え

Prv 3:3 いつくしみと、まこととを捨て
てはならない、それをあなたの首に結
び、心の碑にしるせ。
Prv 3:4 そうすれば、あなたは神と人
との前に恵みと、誉とを得る。
Prv 3:5 心をつくして主に信頼せよ、
自分の知識にたよってはならない。
Prv 3:6 すべての道で主を認めよ、そ
うすれば、主はあなたの道をまっすぐにさ
れる。
Prv 20:28 いつくしみと、まこととは
王を守る、その位もまた正義によって保た
れる。

■栄光が天で地で

Lke 2:13 するとたちまち、おび
ただしい天の軍勢が現れ、御使と
一緒になって神をさんびして言った、
Lke 2:14 「いと高きところでは、
神に栄光があるように、・・・
Php 2:10 それは、イエスの御名
によって、天上のもの、地上のもの、
地下のものなど、あらゆるものがひ
ざをかがめ、
Rev 19:1 この後、わたしは天の
大群衆が大声で唱えるような声を聞
いた、「ハレルヤ、救と栄光と力と
は、われらの神のものであり、
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1Ch 27:33 アヒトフェルは王の助言者
で、アルキ人フシャイは王の友であった。
友の裏切り

1

Gen 6:11 時に世は神の前に乱れて、
暴虐が地に満ちた。
暴虐の町の中

1

敵の迫害を恐れている

1

■主に信頼し恐れなし

1

1

恵みとまことに感謝する
1

1

墓穴を掘る

1

獅子の穴の中

1

1

恵みとまことに信頼する
、

1

■主により頼む

Deu 32:37 そのとき主は言われるであろう、
『彼らの神々はどこにいるか、彼らの頼みとした
岩はどこにあるか。
Rth 2:12 どうぞ、主があなたのしたことに報
いられるように。どうぞ、イスラエルの神、主、すな
わちあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた
主からじゅうぶんの報いを得られるように」。
2Sm 22:3 わが神、わが岩。わたしは彼に寄
り頼む。わが盾、わが救の角、わが高きやぐら、
わが避け所、わが救主。あなたはわたしを暴虐
から救われる。
2Sm 22:31 この神こそ、その道は非のうちど
ころなく、主の約束は真実である。彼はすべて彼
に寄り頼む者の盾である。
Psa 2:12 ・・・すべて主に寄り頼む者はさい
わいである。
Psa5, 5, 11, 16, 17

1Kg 8:28 しかしわ
が神、主よ、しもべの
祈と願いを顧みて、し
もべがきょう、あなたの
前にささげる叫びと
祈をお聞きください。

（聞き従うかどうか、信頼
するかどうかの戦い）
1Ch 28:20 ダビデはそ
の子ソロモンに言った、「あ
なたは心を強くし、勇んでこ
れを行いなさい。恐れては
ならない。おののいてはなら
ない。主なる神、わたしの
神があなたとともにおられる
からである。

■主は見捨てることなし

（よみがえりを信じている）
2Co 4:8-10 わたしたちは、四方から患難を受
けても窮しない。途方にくれても行き詰まらない。
迫害に会っても見捨てられない。倒されても滅び
ない。いつもイエスの死をこの身に負うている。それ
はまた、イエスのいのちが、この身に現れるためで
ある。
Rom 8:31 それでは、これらの事について、なん
と言おうか。もし、神がわたしたちの味方であるな
ら、だれがわたしたちに敵し得ようか。
Rom 8:35-36 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。
Rom 8:39 高いものも深いものも、その他どん
な被造物も、わたしたちの主キリスト・イエスにお
ける神の愛から、わたしたちを引き離すことはでき
ないのである。

■ 祈りを聞く神

■ソロモンよ、恐れるな

Hbr 13:6 だから、わたした
ちは、はばからずに言おう、
「主はわたしの助け主である。
わたしには恐れはない。人は、
わたしに何ができようか」。
Hbr 13:5 ・・・主は、「わ
たしは、決してあなたを離れ
ず、あなたを捨てない」と言わ
れた。

25篇

Psa 25:10 主のすべての道はその契
約とあかしとを守る者にはいつくしみであ
り、まことである。
Psa 25:19 わたしの敵がいかに多
く、かつ激しい憎しみをもってわたしを憎
んでいるかをごらんください。
Psa 25:20 ・・・わたしはあなたに
寄り頼んでいます。

■暴虐

■王の友

■あわれむ（主の名）

■ 呼ぶと救う神
■血を流す者

Gen 9:6 人の血を流すものは、
人に血を流される、神が自分のか
たちに人を造られたゆえに。

■主にゆだねよ

1Pe 5:7 神はあなたがたをかえ
りみていて下さるのであるから、自分
の思いわずらいを、いっさい神にゆ
だねるがよい。
1Pe 5:10 あなたがたをキリスト
にある永遠の栄光に招き入れて下さ
ったあふるる恵みの神は、しばらくの
苦しみの後、あなたがたをいやし、
強め、力づけ、不動のものとして下
さるであろう。（迫害の中でのこと）
Psa 37:5 あなたの道を主にゆ
だねよ。主に信頼せよ、主はそれ
をなしとげ、

1

正しい者はゆるがされない

1

友の裏切り

1

平和に購う

1

Rom 10:13 「主の御
名を呼び求める者は、すべ
て救われる」

■裏切者

Lke 6:16イスカリオテのユ
ダ。このユダが裏切者となった
のである。
■パウロから離れる者
2Tm 4:10 デマスはこの世
を愛し、わたしを捨ててテサロ
ニケに行ってしまい
2Tm 4:14 銅細工人のアレ
キサンデルが、わたしを大いに
苦しめた。
2Tm 4:16 わたしの第一回
の弁明の際には、わたしに味
方をする者はひとりもなく、みな
わたしを捨てて行った。
1Tm 1:19 ある人々は、正
しい良心を捨てたため、信仰
の破船に会った。
2Tm 3:1 しかし、このことは
知っておかねばならない。終り
の時には、苦難の時代が来
る。・・・高慢な者、そしる者、
裏切り者、・・・

