■岩じゃない
2Ch 32:10 「アッスリヤの王セナケリブはこう言います、
『あなたがたは何を頼んでエルサレムにこもっているのか。
2Ch 32:11 ヒゼキヤは「われわれの神、主がアッスリヤ
の王の手から、われわれを救ってくださる」と言って、あなた
がたをそそのかし、飢えと、かわきをもって、あなたがたを死
なせようとしているのではないか。
2Ch 32:15 それゆえ、あなたがたはヒゼキヤに欺かれ
てはならない。そそのかされてはならない。また彼を信じて
はならない。いずれの民、いずれの国の神もその民をわたし
の手、または、わたしの先祖の手から救いだすことができな
かったのだから、ましてあなたがたの神が、どうしてわたしの
手からあなたがたを救いだすことができようか』」。

■主に信頼せよ
2Ch 32:7-8 「心を強くし、勇みたちなさい。アッスリヤの王をも、彼
と共にいるすべての群衆をも恐れてはならない。おののいてはならない。
われわれと共におる者は彼らと共におる者よりも大いなる者だからである。
彼と共におる者は肉の腕である。しかしわれわれと共におる者はわれわれ
の神、主であって、われわれを助け、われわれに代って戦われる」。民
はユダの王ヒゼキヤの言葉に安心した。
2Kg 18:5-7 ヒゼキヤはイスラエルの神、主に信頼した。そのために
彼のあとにも彼の先にも、ユダのすべての王のうちに彼に及ぶ者はなかっ
た。すなわち彼は固く主に従って離れることなく、主がモーセに命じられ
た命令を守った。主が彼と共におられたので、すべて彼が出て戦うところ
で功をあらわした。彼はアッスリヤの王にそむいて、彼に仕えなかった。

力と恵みは神のもの
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偽りの富
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真の岩に信頼せよ

■契約の箱をダビデの町に運び上った後、
ダビデ、主の家を建てたい！
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、

■主は岩
2Sm 22:2-4 彼は言った、「主はわが岩、わが
城、わたしを救う者、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。わたしは、ほめまつるべき主に呼ばわ
って、わたしの敵から救われる。
Deu 32:3-4 わたしは主の名をのべよう、われわ
れの神に栄光を帰せよ。主は岩であって、そのみわ
ざは全く、その道はみな正しい。主は真実なる神で
あって、偽りなく、義であって、正である。

偽りの城壁

!

■主の道を歩むなら勝利する、栄える
Jsh 1:7 ただ強く、また雄々しくあって、わたしのしもべモーセ
があなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右
にも左にも曲ってはならない。それはすべてあなたが行くところ
で、勝利を得るためである。
1Kg 2:2 「わたしは世のすべての人の行く道を行こうとしてい
る。あなたは強く、男らしくなければならない。:3 あなたの
神、主のさとしを守り、その道に歩み、その定めと戒めと、おきて
とあかしとを、モーセの律法にしるされているとおりに守らなけれ
ばならない。そうすれば、あなたがするすべての事と、あなたの
向かうすべての所で、あなたは栄えるであろう。:4 また主がさ
きにわたしについて語って『もしおまえの子たちが、その道を慎
み、心をつくし、精神をつくして真実をもって、わたしの前に歩む
ならば、おまえに次いでイスラエルの位にのぼる人が、欠けるこ
とはなかろう』と言われた言葉を確実にされるであろう。

■詩篇18篇(2Sm 22:)の背景
2Sm 22:1 ダビデは主がもろもろの敵の手とサウルの手から、自分
を救い出された日に、この歌の言葉を主に向かって述べ、
■ダビデからソロモンへ
1Ch 22:9 見よ、男の子がおまえに生れる。彼は平和の人である。
わたしは彼に平安を与えて、周囲のもろもろの敵に煩わされないように
しよう。彼の名はソロモンと呼ばれ、彼の世にわたしはイスラエルに平
安と静穏とを与える。
1Ch 22:10 彼はわが名のために家を建てるであろう。彼はわが子
となり、わたしは彼の父となる。わたしは彼の王位をながくイスラエル
の上に堅くするであろう』。
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王が誓いを果たす 王座はとこしえ 主が誓いを聞く
!
!
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主は住まい

!
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■ダビデの契約
2Sm 7:11 ・・・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。
2Sm 7:12 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。
2Sm 7:13 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。

■力と恵みは神のもの
（信頼に答えることができる岩である）
Exd 15:13 あなたは、あがなわれた民を恵
みをもって導き、み力をもって、あなたの聖なる
すまいに伴われた。
Exd 15:18 主は永遠に統べ治められる」。
2Ch 32:22 このように主は、ヒゼキヤとエル
サレムの住民をアッスリヤの王セナケリブの手
およびすべての敵の手から救い出し、いたる所
で彼らを守られた。

■誓いは破られない
2Sm 7:15 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。
Psa 89:34 わたしはわが契約を破ること
なく、わがくちびるから出た言葉を変えることは
ない。
Psa 89:35 わたしはひとたびわが聖によっ
て誓った。わたしはダビデに偽りを言わない。
■恵みとまことに満ちた神
Psa 89:2 あなたのいつくしみはとこしえに
堅く立ち、あなたのまことは天のようにゆるぐこ
とはありません。
Psa 89:33 しかし、わたしはわがいつくし
みを彼から取り去ることなく、わがまことにそむ
くことはない。
Exd 34:6 主は彼の前を過ぎて宣べられ
た。「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、
Jhn 1:14 そして言は肉となり、わたしたちの
うちに幕屋した。わたしたちはその栄光を見た。
それは父のひとり子としての栄光であって、めぐ
みとまこととに満ちていた。
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主を喜ぶ

!

舌の滅び

!

恐れなき舌

敵の恐れから守る

!

!

主を誇る

!

右の手で救う

!

くちびるの喜び

!

渇きから恵み

!
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■さばきはすみやかに来る
Deu 32:35 彼らの足がすべるとき、わたしは復讐、報
復するであろう。彼らの災の日は近く、彼らの破滅は、すみ
やかに来るであろう。
■ヒゼキヤの勝利
2Kg 19:35 その夜、主の使が出て、アッスリヤの陣営
で十八万五千人を撃ち殺した。人々が朝早く起きて見ると、
彼らは皆、死体となっていた。
■サタン王国の滅亡
Rom 16:20 平和の神は、サタンをすみやかにあなた
がたの足の下に踏み砕くであろう。どうか、わたしたちの主
イエスの恵みが、あなたがたと共にあるように。
Rev 18:10 彼女の苦しみに恐れをいだき、遠くに立っ
て言うであろう、『ああ、わざわいだ、大いなる都、不落の
都、バビロンは、わざわいだ。おまえに対するさばきは、
一瞬にしてきた』。

■不義をもって真理を阻む人
Rom 1:18 神の怒りは、不義をもって真理
をはばもうとする人間のあらゆる不信心と不義と
に対して、天から啓示される。
Rom 1:29 すなわち、彼らは、あらゆる不義
と悪と貪欲と悪意とにあふれ、ねたみと殺意と
争いと詐欺と悪念とに満ち、また、陰口を言う
者、1:30 そしる者、神を憎む者、不遜な
者、高慢な者、大言壮語する者、悪事をたくら
む者、親に逆らう者となり、1:31 無知、不
誠実、無情、無慈悲な者となっている。
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■さばきは来ない、恐れがない
Lke 17:27 ノアが箱舟にはいる日ま
で、人々は食い、飲み、めとり、とつぎなど
していたが、そこへ洪水が襲ってきて、彼ら
をことごとく滅ぼした。
Jer 6:13 「それは彼らが、小さい者か
ら大きい者まで、みな不正な利をむさぼり、
また預言者から祭司にいたるまで、みな偽り
を行っているからだ。:14 彼らは、手軽に
わたしの民の傷をいやし、平安がないのに
『平安、平安』と言っている。
Jer 14:13 わたしは言った、「ああ、主
なる神よ、預言者たちはこの民に向かい、
『あなたがたは、つるぎを見ることはない。
ききんもこない。わたしはこの所に確かな
平安をあなたがたに与える』と言っていま
す」。

Psa 18:35 あなたはその救の盾をわたしに与え、あな
たの右の手はわたしをささえ、あなたの助けはわたしを大い
なる者とされました。
■主にすがって離れない
2Co 4:8 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。:9 迫害に会っても見
捨てられない。倒されても滅びない。:17 なぜなら、こ
のしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を、あふ
れるばかりにわたしたちに得させるからである。
■誓いとは賛美
Psa 22:3 しかしイスラエルのさんびの上に座しておられ
るあなたは聖なるおかたです。
Psa 22:25 大いなる会衆の中で、わたしのさんびはあ
なたから出るのです。わたしは主を恐れる者の前で、わたし
の誓いを果します。
■ハレルヤ
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、

■聖所には力と栄光がある
Exd 15:1 そこでモーセとイスラエルの人々は、
この歌を主にむかって歌った。彼らは歌って言った、
「主にむかってわたしは歌おう、彼は輝かしくも勝
ちを得られた、彼は馬と乗り手を海に投げ込まれ
た。:2 主はわたしの力また歌、わたしの救となら
れた、彼こそわたしの神、わたしは彼をたたえる、
彼はわたしの父の神、わたしは彼をあがめる。:6
主よ、あなたの右の手は力をもって栄光にかがや
く、主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。
Psa 96:6 誉と、威厳とはそのみ前にあり、力
と、うるわしさとはその聖所にある。
Psa 96:7 もろもろの民のやからよ、主に帰せ
よ、栄光と力とを主に帰せよ。
Lke 4:6 言った、「これらの国々の権威と栄華と
をみんな、あなたにあげましょう。それらはわたしに
任せられていて、だれでも好きな人にあげてよい
のですから。
Lke 21:27 そのとき、大いなる力と栄光とをもっ
て、人の子が雲に乗って来るのを、人々は見るであろ
う。

