■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

1

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

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

恵みとまことに信頼する

1

1

、

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。

■兄弟エドムの裏切り
Psa 137:7 主よ、エドムの人々がエ
ルサレムの日に、「これを破壊せよ、こ
kurabeteyomu.com
れを破壊せよ、その基までも破壊せ
よ」と言ったことを覚えてください。

1

敵を踏みつける

1

ともにいない

1

聖所から答える

民を拒む

1

1

1

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

■ 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。

■主を捨てるなら捨てられる
1Ch 28:9 わが子ソロモンよ、
あなたの父の神を知り、全き心を
もって喜び勇んで彼に仕えなさ
い。主はすべての心を探り、すべ
ての思いを悟られるからである。あ
なたがもし彼を求めるならば会う
ことができる。しかしあなたがもし
かれを捨てるならば彼は長くあな
たを捨てられるであろう。
■ダビデの契約を捨てたのか？
Psa 89:38-39 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。あなたはそのしも
べとの契約を廃棄し、彼の冠を
地になげうって、けがされまし
た。:49 主よ、あなたがまことを
もってダビデに誓われた昔のいつ
くしみはどこにありますか。

■肉の欲、この世の欲
2Pe 2:1 しかし、民の間に、にせ預言者
が起ったことがあるが、それと同じく、あなた
がたの間にも、にせ教師が現れるであろ
う。彼らは、滅びに至らせる異端をひそかに
持ち込み、自分たちをあがなって下さった主を
否定して、すみやかな滅亡を自分の身に招
いている。

■預言者たちの血を流す
Lam 4:13 これはその預言者たちの罪のた
め、その祭司たちの不義のためであった。彼らは
義人の血をその町の中に流した者である。
Rev 16:6 聖徒と預言者との血を流した者た
ちに、血をお飲ませになりましたが、それは当然
のことであります」。:7 わたしはまた祭壇がこう
言うのを聞いた、「全能者にして主なる神よ。し
かり、あなたのさばきは真実で、かつ正しいさば
きであります」。
■敵：にせ預言者、にせ教師
Mtt 7:15 にせ預言者を警戒せよ。彼らは、
羊の衣を着てあなたがたのところに来るが、その
内側は強欲なおおかみである。
Rev 16:13 また見ると、龍の口から、獣の口
から、にせ預言者の口から、かえるのような三つの
汚れた霊が出てきた。
Rev 20:10 そして、彼らを惑わした悪魔は、
火と硫黄との池に投げ込まれた。そこには、獣
もにせ預言者もいて、彼らは世々限りなく日夜、
苦しめられるのである。

1

1

正しい者はゆるがされない

1

友の裏切り

1

1

平和に購う

1

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、・・・

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、

■エフライムの天幕が捨てら
れる、ダビデが生まれる時代
1Sm 2:12 さて、エリの子
らは、よこしまな人々で、主を
恐れなかった。:17 このよう
に、その若者たちの罪は、主
の前に非常に大きかった。こ
の人々が主の供え物を軽ん
じたからである。

■犬ども
Php 3:2 あの犬どもを警戒しなさい。悪い働き
人たちを警戒しなさい。肉に割礼の傷をつけている
人たちを警戒しなさい。
Rev 22:15 犬ども、まじないをする者、姦淫を
行う者、人殺し、偶像を拝む者、また、偽りを好
みかつこれを行う者はみな、外に出されている。

正しい裁き主の復讐

1

1

毒歯の死産

1

毒舌の出産

1

不正な裁き主の暴虐

■主イエスはサタンを退ける
Psa 91:13 あなたはしし
と、まむしとを踏み、若いしし
と、へびとを足の下に踏みに
じるであろう。

1

1

■イスラエルはししに散ら
された羊
Jer 50:17 イスラエ
ルは、ししに追われて散
った羊である。初めにア
ッスリヤの王がこれを食
い、そして今はついにバ
ビロンの王ネブカデレザ
ルがその骨をかじった。

■正しさと復讐
Jer 11:20 正しいさばき
をし、人の心と思いを探られる
万軍の主よ・・・あなたが彼
らに復讐するのを見させてくだ
さい。

敵を滅ぼしたまえ/ヤコブの神

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

■主にゆだねよ

■まむしの子孫よ（主のことばに逆らう）
Mtt 3:7 ヨハネは、パリサイ人やサドカイ人が大ぜい
バプテスマを受けようとしてきたのを見て、彼らに言った、「ま
むしの子らよ、迫ってきている神の怒りから、おまえたちはの
がれられると、だれが教えたのか。
Mtt 23:29 偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あな
たがたは、わざわいである。あなたがたは預言者の墓を建
て、義人の碑を飾り立てて、こう言っている、:33 へびよ、ま
むしの子らよ、どうして地獄の刑罰をのがれることができよう
か。:35 こうして義人アベルの血から、聖所と祭壇との間
であなたがたが殺したバラキヤの子ザカリヤの血に至るま
で、地上に流された義人の血の報いが、ことごとくあなた
がたに及ぶであろう。:37 ああ、エルサレム、エルサレ
ム、預言者たちを殺し、おまえにつかわされた人たちを石で
打ち殺す者よ。

■ししのような悪魔に立ち向かえ
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 5:8 身を慎み、目をさましていなさ
い。あなたがたの敵である悪魔が、ほえた
けるししのように、食いつくすべきものを求めて
歩き回っている。:9 この悪魔にむかい、信
仰にかたく立って、抵抗しなさい・・・

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。

（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。

主の恵みを歌う/力、とりで、恵みの神

■ 祈りを聞く神

■ソロモンよ、恐れるな

■主により頼む

■栄光が天で地で

■オバデヤ書（エドムに対する宣告）
Oba 1:12 しかしあなたは自分の兄弟
の日、すなわちその災の日をながめてい
てはならなかった。あなたはユダの人々
の滅びの日に、これを喜んではならず、
その悩みの日に誇ってはならなかった。

敵の迫害を恐れている

1

■主は見捨てることなし

■ソロモンのダビデについての証言

■申命記32章の証拠の歌
Deu 32:43 国々の民よ、主の民のた
めに喜び歌え。主はそのしもべの血のた
めに報復し、その敵にあだを返し、そ
の民の地の汚れを清められるからであ
る」。

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

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

■ダビデは国々に勝利する
1Ch 18:1-3 この後ダビデはペリ
シテびとを撃ってこれを征服し、ペリシテ
びとの手からガテとその村々を取った。
彼はまたモアブを撃った。モアブびとは
ダビデのしもべとなって、みつぎを納め
た。ダビデはまた、ハマテのゾバの王
ハダデゼルがユフラテ川のほとりに、そ
の記念碑を建てようとして行ったとき彼を
撃った。:11 ダビデ王はこれをエドム、
モアブ、アンモンの人々、ペリシテびと、
アマクレなどの諸国民のうちから取ってき
た金銀とともに、主にささげた。:13
ダビデはエドムに守備隊を置き、エドム
びとは皆ダビデのしもべとなった。主は
ダビデにすべてその行く所で勝利を与
えられた。

1

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

■主に信頼し恐れなし

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。

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、

■暴虐

■王の友

■あわれむ（主の名）

主は国々を笑う/力、とりで、恵みの神

1

敵から救い出したまえ/イスラエルの神

■血を流すな
Prv 1:10 わが子よ、悪者があなたを誘っても、それに従ってはならない。:11
彼らがあなたに向かって、「一緒に来なさい。われわれは待ち伏せして、人の血を
流し、罪のない者を、ゆえなく伏してねらい、:16 彼らの足は悪に走り、血を流すこ
とに速いからだ。:18 彼らは自分の血を待ち伏せし、自分の命を伏してねらうのだ。
Prv 6:17 すなわち、高ぶる目、偽りを言う舌、罪なき人の血を流す手、

■ゴリアテ（竜のような）
1Sm 17:5 頭には青
銅のかぶとを頂き、身に
は、うろことじのよろいを
着ていた。
1Sm 17:43 「つえを
持って、向かってくるが、
わたしは犬なのか」。

1

■アンモン人ナハシュ
（へび）
1Sm 11:2 しかしアン
モンびとナハシは彼らに
言った、「次の条件であ
なたがたと契約を結ぼ
う。すなわち、わたし
が、あなたがたすべての
右の目をえぐり取って、全
イスラエルをはずかしめる
ということだ」。
■へびの毒、ししの口
Rev 12:9 この巨大な
龍、すなわち、悪魔と
か、サタンとか呼ば
れ、全世界を惑わす年を
経たへびは、地に投げ
落され・・
Rev 13:2 この獣
は・・その口はししの口の
ようであった。龍は自分
の力と位と大いなる権威
とを、この獣に与えた。

