■民の叫びを聞いて救われる
Exd 2:23 多くの日を経て、エジプトの王は死んだ。イスラエルの人々は、そ
の苦役の務のゆえにうめき、また叫んだが、その苦役のゆえの叫びは神に届
いた。:24 神は彼らのうめきを聞き、神はアブラハム、イサク、ヤコブとの
契約を覚え、
Neh 9:27 そこであなたは彼らを敵の手に渡して苦しめられましたが、彼ら
がその苦難の時にあなたに呼ばわったので、あなたは天からこれを聞かれ、
大いなるあわれみをもって彼らに救う者を与え、敵の手から救わせられました。
罪を赦す

!

2Ch 20:21 彼はまた民と相談して人々を任命し、聖なる飾りを
着けて軍勢の前に進ませ、主に向かって歌をうたい、かつさんびさ
せ、「主に感謝せよ、そのいつくしみはとこしえに絶えることがな
い」と言わせた。:22 そして彼らが歌をうたい、さんびし始めた
時、主は伏兵を設け、かのユダに攻めてきたアンモン、モアブ、セイ
ル山の人々に向かわせられたので、彼らは打ち敗られた。
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■栄光と力を主に帰せよ
1Ch 16:24 もろもろの国の中にその栄光をあらわ
し、もろもろの民の中にくすしきみわざをあらわせ。
1Ch 16:28 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。
■御力の箱（契約の箱）
1Ch 28:2 わたしは主の契約の箱のため、われわ
れの神の足台のために安住の家を建てようとの志をも
ち・・・
2Ch 6:41 主なる神よ、今あなたと、あなたの力の
箱が立って、あなたの安息所におはいりください。
2Sm 6:2 この箱はケルビムの上に座しておられる万
軍の主の名をもって呼ばれている。
■「なだめのふた」
Exd 25:22 その所でわたしはあなたに会い、なだ
めのふたの上から、あかしの箱の上にある二つのケル
ビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命
じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。
■天の御座
Rev 22:3 のろわるべきものは、もはや何ひとつな
い。神と小羊との御座は都の中にあり、その僕たち
は彼を礼拝し、
Hbr 4:16 だから、わたしたちは、あわれみを受
け、また、恵みにあずかって時機を得た助けを受ける
ために、はばかることなく恵みの御座に近づこうでは
ないか。
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■契約の箱がシオンに上り、御名をほめたたえる
1Ch 16:1 人々は神の箱をかき入れて、ダビデがその
ために張った幕屋のうちに置き、:4 ダビデはまたレビび
とのうちから主の箱の前に仕える者を立てて、イスラエルの
神、主をあがめ、感謝し、ほめたたえさせた。:8 主に
感謝し、そのみ名を呼び、そのみわざをもろもろの民の中
に知らせよ。:9 主にむかって歌え、主をほめ歌え。その
もろもろのくすしきみわざを語れ。:10 その聖なるみ名を
誇れ。どうか主を求める者の心が喜ぶように。:11 主と
そのみ力とを求めよ。つねにそのみ顔をたずねよ。

■奴隷の家から連れ出した神
Exd 20:2 「わたしはあなたの神、主であって、あなた
をエジプトの地、奴隷の家から導き出した者である。
■罪を許し祈りを聞く神（主の御名）
2Ch 7:14 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。
出エジプト
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■レビ記の祝福とのろい
Lev 26:3 もしあなたがたがわたしの定め
に歩み、わたしの戒めを守って、これを行うな
らば、:4 わたしはその季節季節に、雨をあ
なたがたに与えるであろう。地は産物を出
し、畑の木々は実を結ぶであろう。
Lev 26:6 わたしが国に平和を与えるか
ら、あなたがたは安らかに寝ることができ、あ
なたがたを恐れさすものはないであろう。

御名の力をたたえる/御名の栄光をたたえる
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■ダビデの歌で戦ったヨシャパテ
2Ch 20:1 この後モアブびと、アンモンびとおよびメウニびとらがヨシャパテと戦
おうと攻めてきた。:3 そこでヨシャパテは恐れ、主に顔を向けて助けを求め、ユダ全
国に断食をふれさせた。:4 それでユダはこぞって集まり、主の助けを求めた。すな
わちユダのすべての町から人々が来て主を求めた。
2Ch 20:8 彼らはここに住み、あなたの名のためにここに聖所を建てて言いまし
た、:9 『つるぎ、審判、疫病、ききんなどの災がわれわれに臨む時、われわれは
この宮の前に立って、あなたの前におり、その悩みの中であなたに呼ばわります。す
ると、あなたは聞いて助けられます。あなたの名はこの宮にあるからです』と。

国々に復讐
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神はほむべきかな
■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、
2Sm 22:8 その時地は震いうごき、天の基
はゆるぎふるえた。彼が怒られたからであ
る。:9 煙はその鼻からたち上り、火はその口
から出て焼きつくし、白熱の炭は彼から燃え出
た。:10 彼は天を低くして下られ、暗やみが
彼の足の下にあった。:11 彼はケルブに乗っ
て飛び、風の翼に乗ってあらわれた。:12 彼
はその周囲に幕屋として、やみと濃き雲と水の
集まりとを置かれた。:13 そのみ前の輝きから
炭火が燃え出た。:14 主は天から雷をとどろ
かせ、いと高き者は声を出された。
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。3 主はいくさび
と、その名は主。
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地に恵み
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■神の川（終わりの日）
Jol 3:18 その日もろもろの山にうまい酒がしたたり、もろもろの丘は乳を流
し、ユダのすべての川は水を流す。泉は主の家から出て、シッテムの谷を潤す。
エデンの園、エゼキエルの神殿、黙示録の都
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。:38 わたしを信じる者
は、聖書に書いてあるとおり、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろ
う」。:39 これは、イエスを信じる人々が受けようとしている御霊をさして言わ
れたのである。

民を導き
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■主の家、聖なる宮に住む
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 25:8 また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさ
い。わたしが彼らのうちに住むためである。
Exd 29:45 わたしはイスラエルの人々のうちに住んで、
彼らの神となるであろう。:46 わたしが彼らのうちに住む
ために、彼らをエジプトの国から導き出した彼らの神、主で
あることを彼らは知るであろう。

敵をさばく
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神の御前で歌え

"
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民に帰り
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民の救い

主の家に住む幸い

!
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シオンで感謝
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■救いの神
2Sm 22:47 主は生きておられる。わが岩はほむべきかな。わが神、わが救の岩はあが
むべきかな。
1Ch 16:34 主に感謝せよ、主は恵みふかく、そのいつくしみはとこしえに絶えることが
ない。:35 また言え、「われわれの救の神よ、われわれを救い、もろもろの国民の中からわ
れわれを集めてお救いください。そうすればあなたの聖なるみ名に感謝し、あなたの誉を
誇るでしょう。:36 イスラエルの神、主は、とこしえからとこしえまでほむべきかな。
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■契約の箱が民とともに進む
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」。
Num 10:36 またそのとどまるとき、
彼は言った、「主よ、帰ってきてくださ
い、イスラエルのちよろずの人に」。
■主はシナイから来る
Deu 33:1 神の人モーセは死ぬ前
にイスラエルの人々を祝福した。祝福
の言葉は次のとおりである。:2 「主は
シナイからこられ・・・:3 まことに主は
その民を愛される。

■主は民の賛美に住まわれる
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。
■祈りを聞かれる神（神殿）
1Kg 8:30 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 8:52 どうぞ、しもべの願いと、あなたの民イスラエルの願いに、あなたの目を
開き、すべてあなたに呼び求める時、彼らの願いをお聞きください。
1Kg 9:3 彼に言われた、「あなたが、わたしの前に願った祈と願いとを聞いた。

地の産物
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公平なさばき

■主をほめたたえる、主に感謝せよ
Gen 29:35 彼女はまた、みごもって子を産み、
「わたしは今、主をほめたたえる」と言って名をユダと
名づけた。そこで彼女の、子を産むことはやんだ。
1Ch 16:34 主に感謝せよ、主は恵みふかく、
そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。
■主の勝利が全世界に知れ渡る
Psa 98:2 主はその勝利を知らせ、その義をもろ
もろの国民の前にあらわされた。:3 主はそのいつく
しみと、まこととをイスラエルの家にむかって覚えられ
た。地のもろもろのはては、われらの神の勝利を見
た。
Psa 96:10 もろもろの国民の中に言え、「主は王
となられた。世界は堅く立って、動かされることはな
い。主は公平をもってもろもろの民をさばかれる」と。
■シメオンの賛美
Lke 2:28 シメオンは幼な子を腕に抱き、神を
ほめたたえて言った、:31 この救はあなたが万民
のまえにお備えになったもので、:32 異邦人を照
す啓示の光、み民イスラエルの栄光であります」。
■パウロの働き
Act 13:47 主はわたしたちに、こう命じておられ
る、『わたしは、あなたを立てて異邦人の光とした。
あなたが地の果までも救をもたらすためであ
る』」:48 異邦人たちはこれを聞いてよろこび、主
の御言をほめたたえてやまなかった。そして、永遠
の命にあずかるように定められていた者は、みな信
じた。:49 こうして、主の御言はこの地方全体に
ひろまって行った。
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救いの力

! 御顔を照らし
!

■大祭司の祝祷
Num 6:23 「アロンとその子たちに言いなさ
い、『あなたがたはイスラエルの人々を祝福し
てこのように言わなければならない。:24 「願
わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるよ
うに。: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。:26 願わくは
主がみ顔をあなたに向け、あなたに平安を賜
わるように」』。:27 こうして彼らがイスラエル
の人々のために、わたしの名を唱えるならば、わ
たしは彼らを祝福するであろう」。
■民を祝福する
Gen 1:28 神は彼らを祝福して言われた、
「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせ
よ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての
生き物とを治めよ」。
■アブラハムへの契約
Gen 12:1 時に主はアブラムに言われた、
「あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を
離れ、わたしが示す地に行きなさい。:2 わ
たしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福
し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福の
基となるであろう。:3 あなたを祝福する者をわ
たしは祝福し、あなたをのろう者をわたしはのろ
う。地のすべてのやからは、あなたによって祝
福される」。

