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■人はちりに帰る
Gen	3:19	あなたは顔に汗してパンを食
べ、ついに土に帰る、あなたは土から取られ
たのだから。あなたは、ちりだから、ちりに帰
る」。

■安息の地に入る前の警告
Deu	31:16	主はモーセに言われた、
「・・・この民はたちあがり、はいって行く地
の異なる神々を慕って姦淫を行い、わたしを捨
て、わたしが彼らと結んだ契約を破るであろ
う。:17	その日には、わたしは彼らにむかって
怒りを発し、彼らを捨て、わたしの顔を彼らに
隠すゆえに、彼らは滅ぼしつくされ、多くの
災と悩みが彼らに臨むであろう。
Deu	31:19	それであなたがたは今、この
歌を書きしるし、イスラエルの人々に教えてその
口に唱えさせ、この歌をイスラエルの人々に対
するわたしのあかしとならせなさい。
Deu	31:21	こうして多くの災と悩みとが彼
らに臨む時、この歌は彼らに対して、あかし
となるであろう。

あわれみの神					　　　　　　　自分の日を知る（知恵）　　　　　　　　　　　　　	ちりに帰る	　　　　　　　　　　　　　　　とこしえの神

■手のわざの収穫を食べて満ち足り、喜
び楽しむ
Deu	12:18	あなたの神、主が選ば
れる場所で、あなたの神、主の前でそ
れを食べなければならない。・・・共に
それを食べ、手を労して獲るすべての物
を、あなたの神、主の前に喜び楽しまな
ければならない。
Deu	30:8	しかし、あなたは再び主
の声に聞き従い、わたしが、きょう、あな
たに命じるすべての戒めを守るであろ
う。:9	そうすればあなたの神、主はあ
なたのするすべてのこと（手のわざ）
と、・・・あなたを栄えさせられるであろ
う。

■神は我らのすみか
Psa	90:1	主よ、あなたは世々われらのす
みかでいらせられる。
Deu	33:27	とこしえにいます神はあなた
のすみかであり、下には永遠の腕がある。

■疫病（剣、ききん、疫病は国家の裁き）
Deu	28:21	主は疫病をあなたの身につか
せ、あなたが行って取る地から、ついにあな
たを断ち滅ぼされるであろう。
2Ch	7:13	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、
Jer	28:8	わたしと、あなたの先に出た預
言者は、むかしから、多くの地と大きな国につ
いて、戦いと、ききんと、疫病の事を預言し
た。

■サタンの誘惑、申命記で答える（神との愛
を攻撃する）
Mtt	4:1	さて、イエスは御霊によって荒
野に導かれた。悪魔に試みられるためであ
る。:2	そして、四十日四十夜、断食をし、そ
ののち空腹になられた。3	すると試みる者が
きて言った・・・:5	それから悪魔は、イエスを
聖なる都に連れて行き、宮の頂上に立たせ
て:6	言った、「もしあなたが神の子であるな
ら、下へ飛びおりてごらんなさい。『神はあな
たのために御使たちにお命じになると、あな
たの足が石に打ちつけられないように、彼ら
はあなたを手でささえるであろう』と書いてあり
ますから」。:7	イエスは彼に言われた、
「『主なるあなたの神を試みてはならない』と
また書いてある」。・・・:11	そこで、悪魔
はイエスを離れ去り、そして、御使たちがみ
もとにきて仕えた。

■タイトル：安息日のための歌
タルムードによると、申命記32章（カナンでの
証拠の歌）、出エジプト15章（エジプト脱
出の勝利の歌）、民数記21章（井戸の歌）
と、92篇が安息日に歌われた

■モーセの歌（出エジプト15章）
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、・・・:2	主は
わたしの力また歌、わたしの救となられ
た、・・・:18	主は永遠に統べ治められ
る」。

■正義と公正を行う王
1Ch	18:14	こうしてダビデはイスラエルの
全地を治め、そのすべての民に公道と正義を
行った。
Gen	18:18	アブラハムは必ず大きな強い
国民となって・・・:19	わたしは彼が後の子
らと家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公
道とを行わせるために彼を知ったのであ
る。・・・
2Sm	23:1	これはダビデの最後の言葉で
ある。・・・:3	イスラエルの神は語られた、
イスラエルの岩はわたしに言われた、『人を正
しく治める者、神を恐れて、治める者は、4	
朝の光のように、雲のない朝に、輝きでる太
陽のように、地に若草を芽ばえさせる雨のよ
うに人に臨む』。:5	まことに、わが家はその
ように、神と共にあるではないか。それは、
神が、よろず備わって確かなとこしえの契約
をわたしと結ばれたからだ。どうして彼はわた
しの救と願いを、皆なしとげられぬことがあろ
うか。
1Kg	10:8	あなたの奥方たちはさいわいで
す。常にあなたの前に立って、あなたの知恵を
聞く家来たちはさいわいです。:9	あなたの
神、主はほむべきかな。主はあなたを喜び、
あなたをイスラエルの位にのぼらせられまし
た。主は永久にイスラエルを愛せられるゆえ、
あなたを王として公道と正義とを行わせられる
のです」。

■自分の日を数える知恵
Ecc	7:1	良き名は良き油にまさり、死ぬる日
は生るる日にまさる。:2	悲しみの家にはいる
のは、宴会の家にはいるのにまさる。死はすべ
ての人の終りだからである。生きている者は、
これを心にとめる。

■モーセの証しの歌（申命記32）
Deu	32:15	しかるにエシュルンは肥え太っ
て、足でけった。あなたは肥え太って、つやや
かになり、自分を造った神を捨て、救の岩を
侮った。:16	彼らはほかの神々に仕えて、
主のねたみを起し、憎むべきおこないをもって
主の怒りをひき起した。
Deu	32:28	彼らは思慮の欠けた民、その
うちには知識がない。:29	もし、彼らに知
恵があれば、これをさとり、その身の終りをわ
きまえたであろうに。
Deu	32:36	主はついにその民をさばき、そ
のしもべらにあわれみを加えられるであろう。

■神は我らのすみか
Deu	33:27	とこしえにいます神はあな
たのすみかであり、下には永遠の腕があ
る。

■主を恐れて主の道に歩む
Deu	10:12	イスラエルよ、今、あなた
の神、主があなたに求められる事はなんで
あるか。ただこれだけである。すなわちあ
なたの神、主を恐れ、そのすべての道に歩
んで、彼を愛し、心をつくし、精神をつくし
てあなたの神、主に仕え、:13	また、わ
たしがきょうあなたに命じる主の命令と定め
とを守って、さいわいを得ることである。

■あわれみにより頼み、恵みの御座に近
づこう
Hbr	4:15	この大祭司は、わたしたちの
弱さを思いやることのできないようなかたで
はない。罪は犯されなかったが、すべての
ことについて、わたしたちと同じように試錬
に会われたのである。: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。

■恐れるな、私はともにいる
Deu	31:6	あなたがたは強く、かつ勇まし
くなければならない。彼らを恐れ、おののい
てはならない。あなたの神、主があなたと共
に行かれるからである。主は決してあなたを見
放さず、またあなたを見捨てられないであろ
う」。

■申命記32章モーセの歌の連想
Deu	32:11	わしがその巣のひなを呼び
起し、その子の上に舞いかけり、その羽をひろ
げて彼らをのせ、そのつばさの上にこれを負う
ように、:24	彼らは飢えて、やせ衰え、熱病
と悪い疫病によって滅びるであろう。わたしは
彼らを獣の歯にかからせ、地に這うものの毒
にあたらせるであろう。:35	彼らの足がすべる
とき、わたしはあだを返し、報いをするであろ
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。

■主イエスが受ける試練
Hbr	2:17	そこで、イエスは、神のみまえに
あわれみ深い忠実な大祭司となって、民の罪
をあがなうために、あらゆる点において兄弟たち
と同じようにならねばならなかった。:18	主
ご自身、試錬を受けて苦しまれたからこそ、試
錬の中にある者たちを助けることができるので
ある。

■信仰の目をもって軍勢を見る
2Kg	6:16	エリシャは言った、「恐れること
はない。われわれと共にいる者は彼らと共にい
る者よりも多いのだから」。:17	そしてエリシャ
が祈って「主よ、どうぞ、彼の目を開いて見さ
せてください」と言うと、主はその若者の目を開
かれたので、彼が見ると、火の馬と火の戦車
が山に満ちてエリシャのまわりにあった。

■主は我らの味方である
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。:32	ご自身の御子をさえ惜しまない
で、わたしたちすべての者のために死に渡さ
れたかたが、どうして、御子のみならず万物
をも賜わらないことがあろうか。

■ダビデの礼拝改革
1Ch	15:16	ダビデは・・・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。
1Ch	16:4	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。

■黙示録のモーセの歌
Rev	15:3	彼らは、神の僕モーセの歌
と小羊の歌とを歌って言った、「全能者にして
主なる神よ。あなたのみわざは、大いなる、
また驚くべきものであります。万民の王よ、あ
なたの道は正しく、かつ真実であります。:4	
主よ、あなたをおそれず、御名をほめたたえ
ない者が、ありましょうか。あなただけが聖
なるかたであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさばき
が、あらわれるに至ったからであります」。

■平安な義の実
Hbr	12:11	すべての訓練は、当座は、喜
ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと
思われる。しかし後になれば、それによって
鍛えられる者に、平安な義の実を結ばせるよう
になる。

■主は岩、不義なし
Deu	32:4	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。

主は救い主	　　　　　　　　　主が守る	　　　　　　　　　　恐れない	　　　　　　　　　　主は避けどころ

正しい者は栄える　　　　　　　	敵は滅びる	　　　　　　　　みわざを悟る	　　　　　　　　感謝と賛美
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■主は王となられた　Psa	96:10,	Psa	
97:1,	Psa	99:1
Exd	15:18	主は永遠に統べ治められる」。

■威光
Deu	33:26	「エシュルンよ、神に並ぶ者は
ほかにない。あなたを助けるために天に乗り、威
光をもって空を通られる。

■力　Psa	93:1,	Psa	96:6,	Psa	
96:7,	Psa	99:4,	Psa	105:4	
Exd	15:2	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。: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。
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。

■栄光の王の声
Psa	29:3	主のみ声は水の上にあり、栄光
の神は雷をとどろかせ、主は大水の上におら
れる。:10	主は洪水の上に座し、主はみくら
に座して、とこしえに王であらせられる。
Rev	14:2	またわたしは、大水のとどろきの
ような、激しい雷鳴のような声が、天から出る
のを聞いた。わたしの聞いたその声は、琴をひ
く人が立琴をひく音のようでもあった。
Rev	19:6	わたしはまた、大群衆の声、多
くの水の音、また激しい雷鳴のようなものを
聞いた。それはこう言った、「ハレルヤ、全能
者にして主なるわれらの神は、王なる支配者
であられる。

■申命記32章のモーセの歌は契約の箱の
脇に置かれた
Exd	25:22	その所でわたしはあなたに会
い、贖罪所の上から、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。
Deu	31:19	・・・この歌をイスラエルの
人々に対するわたしのあかしとならせなさ
い。・・・:26	「この律法の書をとって、あな
たがたの神、主の契約の箱のかたわらに置
き、その所であなたにむかってあかしをするも
のとしなさい。

■聖　H6944	qodesh
Exd	15:11	主よ、神々のうち、だれがあ
なたに比べられようか、だれがあなたのよう
に、聖にして栄えあるもの、ほむべくして恐る
べきもの、くすしきわざを行うものであろうか。
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。

■聖所　H4720	miqdash
Exd	15:17	あなたは彼らを導いて、あな
たの嗣業の山に植えられる。主よ、これこそあ
なたのすまいとして、みずから造られた所、主
よ、み手によって建てられた聖所。
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。

■御霊が住む聖なる宮
1Co	3:16	あなたがたは神の宮であって、
神の御霊が自分のうちに宿っていることを知ら
ないのか。・・・:17	・・・神の宮は聖なる
ものであり、そして、あなたがたはその宮なの
だからである。
Rev	22:11	・・・義なる者はさらに義を行
い、聖なる者はさらに聖なることを行うままに
させよ」。

■復讐：正義と公正が回復する＝不義に対する神の憤り
Psa	94:15	さばきは正義に帰り・・・
Psa	94:23	・・・主は彼らを滅ぼされます。

■申命記32章のモーセの歌は復讐の歌
Deu	31:19	・・・この歌をイスラエルの人々に対するわ
たしのあかしとならせなさい。・・・:26	「この律法の書
をとって、あなたがたの神、主の契約の箱のかたわらに置
き、その所であなたにむかってあかしをするものとしなさい。
Deu	32:35	彼らの足がすべるとき、わたしはあだを返し
（復讐）、報いをするであろう。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。・・・:41	わたしが
きらめくつるぎをとぎ、手にさばきを握るとき、わたしは敵に
あだを返し（復讐）、わたしを憎む者に報復するであろ
う。・・・: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
（復讐）、その民の地の汚れを清められるからである」。

■主のさばきを知らない、知恵のない国々
Deu	32:28	彼らは思慮の欠けた民、その
うちには知識がない。:29	もし、彼らに知
恵があれば、これをさとり、その身の終りをわ
きまえたであろうに。

■恵みの歌は復讐の歌の表裏
Lke	4:16	・・・安息日にいつものように会
堂にはいり・・・
:17	すると預言者イザヤの書が手渡された
ので・・・:19	主のめぐみの年を告げ知らせ
るのである」。
Isa	61:1	主なる神の霊がわたしに臨ん
だ。これは主がわたしに油を注いで、貧しい
者に福音を宣べ伝えることをゆだね、わたしを
つかわして心のいためる者をいやし、捕われ人
に放免を告げ、縛られている者に解放を告
げ、:2	主の恵みの年とわれわれの神の報
復の日とを告げさせ、また、すべての悲しむ者
を慰め、

■復讐は主のもの、信仰が試される
Hbr	10:30	「復讐はわたしのする
ことである。わたし自身が報復する」と
言われ、また「主はその民をさばかれ
る」
Hbr	10:36	神の御旨を行って約束
のものを受けるため、あなたがたに必
要なのは、忍耐である。:37	「もうし
ばらくすれば、きたるべきかたがお見え
になる。遅くなることはない。
・・・:39	しかしわたしたちは、信仰
を捨てて滅びる者ではなく、信仰に
立って、いのちを得る者である。
Hbr	11:1	さて、信仰とは、望んで
いる事がらを確信し、まだ見ていない事
実を確認することである。

■懲らしめる（訓練する）
Hbr	12:5	また子たちに対するよう
に、あなたがたに語られたこの勧めの
言葉を忘れている、「わたしの子よ、主
の訓練を軽んじてはいけない。主に責
められるとき、弱り果ててはならな
い。・・・:7	あなたがたは訓練とし
て耐え忍びなさい。
Deu	8:2	あなたの神、主がこの四
十年の間、荒野であなたを導かれ
た・・・:5	あなたはまた人がその子を
訓練するように、あなたの神、主もあ
なたを訓練されることを心にとめなけ
ればならない。

■主は岩
Deu	32:4	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。
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。
Psa	89:26	彼はわたしにむかい『あなたはわ
が父、わが神、わが救の岩』と呼ぶであろう。

■自分を造った救いの岩を捨てた
Psa	78:52	こうして神はおのれの民を羊のよう
に引き出し、彼らを荒野で羊の群れのように導き、
Deu	32:15	しかるにエシュルンは肥え太って、
足でけった。あなたは肥え太って、つややかにな
り、自分を造った神を捨て、救の岩を侮っ
た。・・・:18	あなたは自分を生んだ岩を軽ん
じ、自分を造った神を忘れた。

■メリバで岩からの水
Exd	17:2	それで、民はモーセと争って言った、
「わたしたちに飲む水をください」。モーセは彼ら
に言った、「あなたがたはなぜわたしと争うのか、
なぜ主を試みるのか」。
Exd	17:7	そして彼はその所の名をマッサ、ま
たメリバと呼んだ。これはイスラエルの人々が争っ
たゆえ、また彼らが「主はわたしたちのうちにおら
れるかどうか」と言って主を試みたからである。

■今日、御声に聞き従え
Hbr	4:7	神は、あらためて、ある日を「きょ
う」として定め、長く時がたってから、先に引用
したとおり、「きょう、み声を聞いたなら、あな
たがたの心を、かたくなにしてはいけない」と
ダビデをとおして言われたのである。
Hbr	4:10	なぜなら、神の安息にはいった
者は、神がみわざをやめて休まれたように、
自分もわざを休んだからである。
Hbr	4:11	したがって、わたしたちは、この
安息にはいるように努力しようではないか。そ
うでないと、同じような不従順の悪例にならっ
て、落ちて行く者が出るかもしれない。:12	
というのは、神の言は生きていて、力があり、
もろ刃のつるぎよりも鋭くて、精神と霊魂と、
関節と骨髄とを切り離すまでに刺しとおし
て、心の思いと志とを見分けることができ
る。:13	そして、神のみまえには、あらわで
ない被造物はひとつもなく、すべてのもの
は、神の目には裸であり、あらわにされている
のである。この神に対して、わたしたちは言い
開きをしなくてはならない。

■岩はキリスト、偶像礼拝を避けよ
1Co	10:1	兄弟たちよ。このことを知らずに
いてもらいたくない。わたしたちの先祖はみな
雲の下におり、みな海を通り、
: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。:5	し
かし、彼らの中の大多数は、神のみこころに
かなわなかったので、荒野で滅ぼされてしま
った。
:9	また、ある者たちがしたように、わたしたち
は主を試みてはならない。主を試みた者は、
へびに殺された。
:11	これらの事が彼らに起ったのは、他に
対する警告としてであって、それが書かれたの
は、世の終りに臨んでいるわたしたちに対す
る訓戒のためである。・・・:13	あなたがた
の会った試錬で、世の常でないものはない。
神は真実である。あなたがたを耐えられない
ような試錬に会わせることはないばかりか、
試錬と同時に、それに耐えられるように、の
がれる道も備えて下さるのである。:14	それ
だから、愛する者たちよ。偶像礼拝を避けな
さい。

■ヘブル手紙の引用の導入
Hbr	3:6	キリストは御子として、神の家を
治めるのに忠実であられたのである。もしわた
したちが、望みの確信と誇とを最後までしっ
かりと持ち続けるなら、わたしたちは神の家な
のである。:7	だから、聖霊が言っているよう
に、「きょう、あなたがたがみ声を聞いたな
ら、

■主イエスはダビデの子
Lke	1:51	主はみ腕をもって力をふる
い、心の思いのおごり高ぶる者を追い散
らし、:52	権力ある者を王座から引きお
ろし、卑しい者を引き上げ、:53	飢えて
いる者を良いもので飽かせ、富んでいる
者を空腹のまま帰らせなさいます。
Lke	1:32	彼は大いなる者となり、い
と高き者の子と、となえられるでしょう。そ
して、主なる神は彼に父ダビデの王座
をお与えになり、:33	彼はとこしえにヤ
コブの家を支配し、その支配は限りなく
続くでしょう」。

■最初の復讐の約束
Gen	3:15	わたしは恨みをおく、お
まえと女とのあいだに、おまえのすえと女
のすえとの間に。彼はおまえのかしらを
砕き、おまえは彼のかかとを砕くであろ
う」。

■ハレルヤ
（不義の支配者サタンから義の王主イエ
スの支配へ）
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、Rev	19:2	そ
のさばきは、真実で正しい。神は、姦
淫で地を汚した大淫婦をさばき、神の
僕たちの血の報復を彼女になさったか
らである」。

とこしえに聖である						大水の声							とこしえの御座					主は王となった

悪しき支配者が滅びる	　　　不義をさばきめぐみで救う	　　　　　		懲らされる人の忍耐	　　　　　愚か者の無知	　　　　　　　　　　高慢者が民を虐げる

安息に入れない	　　　かたくなな先祖たち	　　　　拝め造主に、牧者と羊々	　　　歌へ岩に、すべの造主
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■ダビデがソロモンに王位継承
（国と力と栄とは限りなくなんじの
ものなればなり）
1Ch	29:10-19	そこでダビ
デは全会衆の前で主をほめたたえ
た。ダビデは言った、
「われわれの先祖イスラエルの
神、主よ、あなたはとこしえにほむ
べきかたです。
:11	主よ、大いなることと、力と、
栄光と、勝利と、威光とはあなた
のものです。天にあるもの、地に
あるものも皆あなたのものです。主
よ、国もまたあなたのものです。あ
なたは万有のかしらとして、あがめ
られます。
:12	富と誉とはあなたから出ま
す。あなたは万有をつかさどられま
す。あなたの手には勢いと力があ
ります。あなたの手はすべてのもの
を大いならしめ、強くされます。
:13	われわれの神よ、われわれ
は、いま、あなたに感謝し、あな
たの光栄ある名をたたえます。
:19	またわが子ソロモンに心をつ
くしてあなたの命令と、あなたのあ
かしと、あなたのさだめとを守らせ
て、これをことごとく行わせ、わた
しが備えをした宮を建てさせてくだ
さい」。

■新しい歌を歌え
Psa	33:3	新しい歌を主にむか
って歌い、喜びの声をあげて巧み
に琴をかきならせ。
Psa	40:3
Psa	144:9
Psa	149:1
Isa	42:10	主にむかって新しき
歌をうたえ。地の果から主をほめた
たえよ。海とその中に満ちるもの、
海沿いの国々とそれに住む者とは
鳴りどよめ。

■天の大群衆の歌
Rev	5:9	彼らは新しい歌を歌っ
て言った、・・・
Rev	14:3	彼らは、御座の
前、四つの生き物と長老たちとの前
で、新しい歌を歌った。
Rev	5:13	またわたしは、天と
地、地の下と海の中にあるすべて
の造られたもの、そして、それらの中
にあるすべてのものの言う声を聞い
た、「御座にいますかたと小羊と
に、さんびと、ほまれと、栄光と、
権力とが、世々限りなくあるよう
に」。
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、:2	そのさばきは、真実で正し
い。・・・

■マリアの歌
Lke	1:46	するとマリヤは言った、
「わたしの魂は主をあがめ、:47	わ
たしの霊は救主なる神をたたえます。
:49	力あるかたが、わたしに大きな
事をしてくださったからです。そのみ名
はきよく、:50	そのあわれみは、
代々限りなく主をかしこみ恐れる者に
及びます。:51	主はみ腕をもって力
をふるい、心の思いのおごり高ぶる者
を追い散らし、
:54	主は、あわれみをお忘れになら
ず、その僕イスラエルを助けてくださ
いました、:55	わたしたちの父祖ア
ブラハムとその子孫とをとこしえにあわ
れむと約束なさったとおりに」。

■ザカリヤの歌
Lke	1:71	わたしたちを敵から、ま
たすべてわたしたちを憎む者の手か
ら、救い出すためである。:72	こうし
て、神はわたしたちの父祖たちにあわ
れみをかけ、その聖なる契約、:73	
すなわち、父祖アブラハムにお立て
になった誓いをおぼえて、:74	わた
したちを敵の手から救い出し、

■ダビデはレビ人歌うたいを任命
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。
1Ch	15:28	こうしてイスラエル
は皆、声をあげ、角笛を吹きなら
し、ラッパと、シンバルと、立琴と
琴をもって打ちはやして主の契約の
箱をかき上った。
1Ch	16:4	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。

■聖なる創造
Exd	20:8	安息日を覚えて、これ
を聖とせよ。
Exd	20:11	主は六日のうちに、
天と地と海と、その中のすべてのも
のを造って、七日目に休まれたから
である。それで主は安息日を祝福
して聖とされた。

■義と公平が王座の基
Psa	89:14	義と公平はあなたの
みくらの基、いつくしみと、まことはあ
なたの前に行きます。
Gen	18:18	アブラハムは必ず大
きな強い国民となって、地のすべての
民がみな、彼によって祝福を受ける
のではないか。
Gen	18:19	わたしは彼が後の
子らと家族とに命じて主の道を守ら
せ、正義と公道とを行わせるために
彼を知ったのである。・・・」。

■神の臨在の栄光
Psa	18:9-13	主は天をたれて
下られ、暗やみがその足の下にあり
ました。:11	やみをおおいとして、
自分のまわりに置き、水を含んだ暗
い濃き雲をその幕屋とされまし
た。:13	主はまた天に雷をとどろか
せ、いと高き者がみ声を出されると、
ひょうと燃える炭とが降ってきまし
た。
Num	10:34-36	彼らが宿営を
出て、道に進むとき、昼は主の雲が
彼らの上にあった。:35	契約の箱
の進むときモーセは言った、・・・

■正しい者の新しい歌
Psa	33:1	正しき者よ、主
によって喜べ、さんびは直き者
にふさわしい。:2	琴をもって
主をさんびせよ、十弦の立琴
をもって主をほめたたえ
よ。:3	新しい歌を主にむか
って歌い、喜びの声をあげて
巧みに琴をかきならせ。:4	
主のみことばは直く、そのす
べてのみわざは真実だからで
ある。:5	主は正義と公平とを
愛される。地は主のいつくし
みで満ちている。

■ケルビムの上に座す王
2Sm	6:2	・・・神の箱・・・
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。
1Ch	28:2	そしてダビデ王は
その足で立ち上がって言った、
「わが兄弟たち、わが民よ、わた
しに聞きなさい。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、すでにこれを
建てる準備をした。
Psa	132:7	「われらはそのす
まいへ行って、その足台のもとに
ひれ伏そう」。

■主は聖である
Lev	19:2	「イスラエルの
人々の全会衆に言いなさい、『あ
なたがたの神、主なるわたし
は、聖であるから、あなたがた
も聖でなければならない。
1Sm	2:2	主のように聖なるも
のはない、あなたのほかには、
だれもない、われわれの神のよ
うな岩はない。

■十戒授与
Exd	19:5	それで、もしあな
たがたが、まことにわたしの声
に聞き従い、わたしの契約を
守るならば、あなたがたはすべ
ての民にまさって、わたしの宝と
なるであろう。全地はわたしの
所有だからである。
Exd	19:6	あなたがたはわ
たしに対して祭司の国となり、
また聖なる民となるであろう』。
Exd	19:9	主はモーセに言わ
れた、「見よ、わたしは濃い雲
のうちにあって、あなたに臨む
であろう。それはわたしがあな
たと語るのを民に聞かせて、彼
らに長くあなたを信じさせるため
である」。モーセは民の言葉を
主に告げた。
Exd	19:19	ラッパの音が、
いよいよ高くなったとき、モーセ
は語り、神は、かみなりをもっ
て、彼に答えられた。
Exd	20:1	神はこのすべて
の言葉を語って言われた。

■詩篇第5巻
Psa	107:1	「主に感謝せよ、
主はまことにいつくしみ深い。その恵
みはとこしえまで。」

■詩篇95篇
Psa	95:7	主はわれらの神であ
り、われらはその牧の民、そのみ手
の羊である。どうか、あなたがた
は、きょう、そのみ声を聞くように。
Psa	95:11	それゆえ、わたしは
憤って、彼らはわが安息に入ること
ができないと誓った。

■新しい創造、新天新地
Gen	1:4	神はその光を見て、良しとされ
た。神はその光とやみとを分けられた。
Hbr	12:22	しかしあなたがたが近づ
いているのは、シオンの山、生ける神の
都、天にあるエルサレム、無数の天使の
祝会、・・・
Hbr	12:28	このように、わたしたちは
震われない国を受けているのだから、感
謝をしようではないか。そして感謝しつ
つ、恐れかしこみ、神に喜ばれるように、
仕えていこう。
Rev	21:1	わたしはまた、新しい天と
新しい地とを見た。先の天と地とは消え去
り、海もなくなってしまった。
Rev	21:2	また、聖なる都、新しいエ
ルサレムが、夫のために着飾った花嫁の
ように用意をととのえて、神のもとを出て、
天から下って来るのを見た。
Rev	21:3	また、御座から大きな声が
叫ぶのを聞いた、「見よ、神の幕屋が人
と共にあり、神が人と共に住み、人は神
の民となり、神自ら人と共にいまして、

■イスラエルの救いを待ち望む
Lke	2:25	その時、エルサレムにシメオンという名の人が
いた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められ
るのを待ち望んでいた。:30	わたしの目が今あなたの救を
見たのですから。: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、2:32	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」。
Lke	2:38	この老女も、ちょうどそのとき近寄ってきて、神に
感謝をささげ、そしてこの幼な子のことを、エルサレムのあ
がないを待ち望んでいるすべての人々に語りきかせた。

■主の御前で喜び感謝せよ
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。主なる
神よ、どうぞあなたの祭司たちに救の
衣を着せ、あなたの聖徒たちに恵みを
喜ばせてください。
1Ch	16:41	また彼らとともにヘマ
ン、エドトンおよびほかの選ばれて名
をしるされた者どもがいて、主のいつく
しみの世々限りなきことについて主に
感謝した。
2Ch	5:13	ラッパ吹く者と歌うたう
者とは、ひとりのように声を合わせて主
をほめ、感謝した）、そして彼らがラッ
パと、シンバルとその他の楽器をもって
声をふりあげ、主をほめて「主は恵み
あり、そのあわれみはとこしえに絶える
ことがない」と言ったとき、雲はその宮
すなわち主の宮に満ちた。

■感謝（ユダx753回）
Gen	29:35	彼女（レア）
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。

■聖書人は感謝人
Col	3:16	キリストの言葉
を、あなたがたのうちに豊か
に宿らせなさい。そして、知
恵をつくして互に教えまた訓戒
し、詩とさんびと霊の歌とに
よって、感謝して心から神を
ほめたたえなさい。

■主は王となった
Rev	19:6	わたしはま
た、大群衆の声、多くの
水の音、また激しい雷
鳴のようなものを聞い
た。それはこう言った、
「ハレルヤ、全能者にし
て主なるわれらの神は、
王なる支配者であられ
る。:7	わたしたちは喜
び楽しみ、神をあがめま
つろう。小羊の婚姻の時
がきて、花嫁はその用意
をしたからである。

■出エジプト記15章　モーセの歌
■1歴代誌16章　ダビデの歌

詩篇105:1-15詩篇96詩篇106:1,	47-48

主はさばき主	　　　　　　　　栄光と力の王	　　　　　　　　　大いなるみわざ	　　主に向かって歌え

主がさばきに来る	　　　主の御前で歌う	　恵と真実による救い　	主の救い（勝利）

義人の光、悪者から救う	　さばきを喜ぶ	　義の栄光、偶像の恥	　　　義王のさばきを喜ぶ

悪に報いる神	　　　呼ぶと答える神	　　　　正義と公正の大王　　　	シオンにいる大王

98:3	　96:8	　　96:3-5	　98:4

義

聖

王国

救民
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悪しき者を滅ぼす	　民が全き道に歩む　	高ぶる者を滅ぼす	　王が全き道に歩む
			

シオンの恵みの時	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悩みの日の祈り

私の齢、主の齢	　　　　　　　　　　　　　シオンの民が造られる

■いつくしみとさばきを歌う
Psa	89:14	義と公平はあなたのみ
くらの基、いつくしみと、まことはあなた
の前に行きます。
Mic	6:8	・・主のあなたに求められ
ることは、ただ公義をおこない、いつくし
みを愛し、へりくだってあなたの神と共
に歩むことではないか。（Deu	
10:12）

■全き者ヨブ
Job	1:8	主はサタンに言われた、
「あなたはわたしのしもべヨブのように
全く、かつ正しく、神を恐れ、悪に遠ざ
かる者の世にないことを気づいたか」。

■箴言の王の知恵
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（いつくし
み）によって保たれる。
Prv	29:14	もし王が貧しい者を公平
にさばくならば、その位はいつまでも堅
く立つ。
Prv	16:12	悪を行うことは王の憎む
ところである、その位が正義によって堅く
立っているからである。
Prv	25:5	王の前から悪しき者を除
け、そうすれば、その位は正義によって
堅く立つ。
Prv	15:33	主を恐れることは知恵の
教訓である、謙遜は、栄誉に先だ
つ。
Prv	21:3	正義と公平を行うことは、
犠牲にもまさって主に喜ばれる。:4	高
ぶる目とおごる心とは、悪しき人のともし
びであって、罪である。
■敵を滅ぼす
Psa	18:40	あなたは敵にその後を
わたしに向けさせられたので、わたしは
自分を憎む者を滅ぼしました。

■申命記の王の命令
Deu	17:19	・・常にそれを
自分のもとに置いて読み、こうし
てその神、主を恐れることを学
び、・・:20	そうすれば彼の
心が同胞を見くだして、高ぶるこ
となく、・・その子孫と共にイス
ラエルにおいて、長くその位にと
どまることができるであろう。

■神殿でささげる祈り
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。
1Kg	8:29	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。・・

■ヒゼキヤの悩みの日（王の救いと民の救い）
Isa	38:1	そのころヒゼキヤは病気になって死
にかかっていた。・・:3	「ああ主よ、願わく
は、わたしが真実と真心とをもって、み前に歩
み、あなたの目にかなう事を行ったのを覚えてく
ださい」。そしてヒゼキヤはひどく泣い
た。・・:5	「行って、ヒゼキヤに言いなさい、
『あなたの父ダビデの神、主はこう仰せられま
す、「わたしはあなたの祈を聞いた。あなたの
涙を見た。見よ、わたしはあなたのよわいを十
五年増そう。:6	わたしはあなたと、この町とを
アッスリヤの王の手から救い、この町を守ろ
う」。

■主は民を造る
Deu	32:6	愚かな知恵のない民よ、あなた
がたはこのようにして主に報いるのか。主はあ
なたを生み、あなたを造り、あなたを堅く立てら
れたあなたの父ではないか。・・:15	・・自
分を造った神を捨て、救の岩を侮った。

■神殿をささげる祈り
1Kg	8:50	あなたの民が、あなたに対して
犯した罪と、あなたに対して行ったすべてのあ
やまちをゆるし、彼らを捕えていった者の前で、
彼らにあわれみを得させ、その人々が彼らをあ
われむようにしてください。

■シオンに帰る
Isa	51:11	主にあがなわれた者は、歌うた
いつつ、シオンに帰ってきて、そのこうべに、とこ
しえの喜びをいただき、彼らは喜びと楽しみとを
得、悲しみと嘆きとは逃げ去る。

■御名の栄光が国々に
1Kg	8:60	そうすれば、地のすべ
ての民は主が神であることと、他に
神のないことを知るに至るであろう。
Isa	12:1	その日あなたは言う、
「主よ、わたしはあなたに感謝しま
す。あなたは、さきにわたしにむかっ
て怒られたが、その怒りはやんで、
わたしを慰められたからです。
Isa	12:4	その日、あなたがたは
言う、「主に感謝せよ。そのみ名を
呼べ。そのみわざをもろもろの民の中
につたえよ。そのみ名のあがむべき
ことを語りつげよ。

■ヒゼキヤの祈り
Isa	38:9	次の言葉はユダの王ヒ
ゼキヤが病気になって、その病気が
直った後、書きしるしたものであ
る。:10	わたしは言った、わたしは
わが一生のまっ盛りに、去らなけれ
ばならない。わたしは陰府の門に
閉ざされて、わが残りの年を失わな
ければならない。

■ダビデの子ソロモンの知恵
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。また
あなたは彼のために、この大いな
るいつくしみをたくわえて、今日、
彼の位に座する子を授けられまし
た。・・・:9	それゆえ、聞きわけ
る心をしもべに与えて、あなたの民
をさばかせ、わたしに善悪をわきま
えることを得させてくださ
い。・・:28	イスラエルは皆王が
与えた判決を聞いて王を恐れた。
神の知恵が彼のうちにあって、さ
ばきをするのを見たからである。

■ダビデの子の知恵の支配
Isa	11:1	エッサイの株から一
つの芽が出、その根から一つの若
枝が生えて実を結び、:2	その
上に主の霊がとどまる。これは知
恵と悟りの霊、深慮と才能の霊、
主を知る知識と主を恐れる霊で
ある・・:4	正義をもって貧しい者
をさばき、公平をもって国のうちの
柔和な者のために定めをな
し・・:5	正義はその腰の帯とな
り、忠信はその身の帯となる。

■家は知恵によって建てられる
Prv	9:1	知恵は自分の家を建
て、その七つの柱を立て、
Prv	24:3	家は知恵によって
建てられ、悟りによって堅くせら
れ、

■シオンをあわれむ、主の名
Exd	33:19	・・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」。

■恵みの日
Isa	51:3	主はシオンを慰め、またそのす
べて荒れた所を慰めて、その荒野をエデン
のように、そのさばくを主の園のようにされる
Isa	61:1	主なる神の霊がわたしに臨ん
だ。これは主がわたしに油を注いで、貧し
い者に福音を宣べ伝えることをゆだね、わた
しをつかわして心のいためる者をいやし、捕
われ人に放免を告げ、縛られている者に解
放を告げ、:2	主の恵みの年とわれわれの
神の報復の日とを告げさせ、また、すべての
悲しむ者を慰め、:3	シオンの中の悲しむ
者に喜びを与え、灰にかえて冠を与え、・・

■御子については　
Hbr	1:10-12
Hbr	1:8	御子については、
「神よ、あなたの御座は、世々
限りなく続き、あなたの支配の
つえは、公平のつえである。

■とこしえに変わることなし
Hbr	12:22	しかしあなたが
たが近づいているのは、シオン
の山、生ける神の都、天にある
エルサレム、無数の天使の祝
会、
Rev	14:1	見よ、小羊がシオ
ンの山に立っていた。
Hbr	13:8	イエス・キリスト
は、きのうも、きょうも、いつまで
も変ることがない。

■わがたましいよ主をほめよサンド
Ps103	申命記5章の十戒の安息日（救い主）
Deu	5:15	あなたはかつてエジプトの地で
奴隷であったが、あなたの神、主が強い手
と、伸ばした腕とをもって、そこからあなたを導
き出されたことを覚えなければならない。それゆ
え、あなたの神、主は安息日を守ることを命じら
れるのである。

■新しくする
Psa	51:10	神よ、わたしのために清い心を
つくり、わたしのうちに新しい、正しい霊を与えて
ください。
1Pe	1:3	ほむべきかな、わたしたちの主イエ
ス・キリストの父なる神。神は、その豊かなあわ
れみにより、イエス・キリストを死人の中からよ
みがえらせ、それにより、わたしたちを新たに生
れさせて生ける望みをいだかせ、

■主の聖なる名
Lev	19:2（1Pe	1:16）	『あなたがたの
神、主なるわたしは、聖であるから、あなたが
たも聖でなければならない。
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、
Exd	34:7	いつくしみを千代までも施し、悪
と、とがと、罪とをゆるす者、しかし、罰すべき者
をば決してゆるさず、父の罪を子に報い、子の
子に報いて、三、四代におよぼす者」。
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」。

■ちりにすぎない
1Pe	1:24	「人はみな草のごとく、その栄華
はみな草の花に似ている。草は枯れ、花は散
る。1Pe	1:25	しかし、主の言葉は、とこしえ
に残る」。

■あわれみ深い忠実な大祭司
1Pe	1:11	彼らは、自分たちのうちにいます
キリストの霊が、キリストの苦難とそれに続く栄
光とを、あらかじめあかしした時・・
Hbr	2:17	そこで、イエスは、神のみまえに
あわれみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を
あがなうために、あらゆる点において兄弟たちと
同じようにならねばならなかった。:18	主ご自
身、試錬を受けて苦しまれたからこそ、試錬の
中にある者たちを助けることができるのである。

■主を恐れる者よ、主をほめたたえよ
（Psa	22:1	わが神、わが神、なに
ゆえわたしを捨てられるのですか・・）
Psa	22:23	主を恐れる者よ、主をほめ
たたえよ。ヤコブのもろもろのすえよ、主を
あがめよ。
Psa	22:28	国は主のものであって、主
はもろもろの国民を統べ治められます。
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	22:22（Hbr	2:12）	わたしは
あなたのみ名を兄弟たちに告げ、会衆の
中であなたをほめたたえるでしょう。

■わがたましいよ主をほめよサンド
Ps104	出エジプト記20章の十戒
の安息日（創り主）
Exd	20:11	主は六日のうちに、
天と地と海と、その中のすべてのも
のを造って、七日目に休まれたから
である。それで主は安息日を祝福し
て聖とされた。

■創造の６日間
第1、2日：光、天、空。第3日：
地、植物。第4日：日月昼夜。第
5、6日：生きもの
Gen	1:11	神はまた言われた、
「地は青草と、種をもつ草と、種
類にしたがって種のある実を結ぶ果
樹とを地の上にはえさせよ」。
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」。:29	神はま
た言われた、「わたしは全地のおも
てにある種をもつすべての草と、種
のある実を結ぶすべての木とをあな
たがたに与える。これはあなたがた
の食物となるであろう。

■31-35は第7日、栄光の日
Gen	2:3	神はその第七日を祝
福して、これを聖別された。神が
この日に、そのすべての創造のわざ
を終って休まれたからである。

■知恵による創造
Prv	3:19	主は知恵をもって地の基をす
え、悟りをもって天を定められた。
Prv	8:12	知恵であるわたし
は・・・:22	主が昔そのわざをなし始めら
れるとき、そのわざの初めとして、わたしを
造られた・・・31	その地で楽しみ、また
世の人を喜んだ。	

■知恵のあるヨブに現れた主
Job	38:1	この時、主はつむじ風の中か
らヨブに答えられた、・・:4	わたしが地
の基をすえた時、どこにいたか。もしあなた
が知っているなら言え。・・レビやタン・・
Job	42:2	「わたしは知ります、あなた
はすべての事をなすことができ、またいかな
るおぼしめしでも、あなたにできないことは
ないことを・・:5	わたしはあなたの事を耳
で聞いていましたが、今はわたしの目であ
なたを拝見いたします。

■風、息、霊（ルアフ）
Gen	1:2	地は形なく、むなしく、やみ
が淵のおもてにあり、神の霊が水のおも
てをおおっていた。
Gen	2:7	主なる神は土のちりで人を造
り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこ
で人は生きた者となった。

■ダビデの若枝
Isa	11:1	エッサイの株から一つの芽が
出、その根から一つの若枝が生えて実を結
び、:2	その上に主の霊がとどまる。これ
は知恵と悟りの霊、深慮と才能の霊、主を
知る知識と主を恐れる霊である。:3	彼
は主を恐れることを楽しみとし、その目の見る
ところによって、さばきをなさず・・:4	正義
をもって貧しい者をさばき、公平をもって国の
うちの柔和な者のために定めをな
し、・・:6	おおかみは小羊と共にやどり、
ひょうは子やぎと共に伏し、・・:9	・・水
が海をおおっているように、主を知る知識
が地に満ちるからである。

　　　罪を忘れる	　　　　　　　　　　　　　　　　王の救い
			

　民の賛美　　　　　　　　　　　　　　ちりを忘れない

第3日	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1、2日
			

第5、6日	　　　　　　　　　　　　　　　第4日第7日
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さばきのみわざ　　　　　　　　　　　　　　	恵み・大いなる民　アブラハムとの契約

（さばき）　　　　　　　（恵み）
	栄光と力	　　　　　　　聖なる御名

【カナン～エジプト　ヨセフ】

■御力のさばき
Exd	15:2	主はわたしの力また
歌・・: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。
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・・
Psa	96:7	・・主に帰せよ、栄光と力
とを主に帰せよ・・:10	・・「主は王と
なられた。・・主は公平をもってもろもろの
民をさばかれる」と。

■教えを守るなら契約は守られる
1Kg	8:55	（ソロモンは）立って大声でイ
スラエルの全会衆を祝福して言っ
た、・・・:61	それゆえ、あなたがたは、
今日のようにわれわれの神、主に対して、心
は全く真実であり、主の定めに歩み、主の戒
めを守らなければならない」。

恵み・約束の相続地　アブラハムとの契約	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さばきのみわざ

【エジプト～カナン　(ヨシュア)	】	

■歴史要約の詩篇	Psa78,	105,	106,	136
105と106はハレルヤサンド（主をほめたたえよ）
105	契約を覚えるーみわざをなすー選ばれて民となる
106	みわざを忘れるー恵みを覚えるー救われて民となる

■ダビデは主の箱の前で感謝をささげる
1Ch	16:4	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。

1歴代誌16:8-36	=	詩105:1-15	+	詩96	+	詩106:1,	47-48

■概略　ヨセフの子ヨシュア（イエス）
1-7節は導入　恵み	chesed	さばき	mishpat	詩101:1
1-3（恵み）聖なる御名はとこしえに
4-7（さばき）栄光と力は主のもの
8-15（恵み）16-24（さばき）カナン	-	エジプト：ヨセフ
25-38（さばき）39-45（恵み）エジプト	-	カナン：ヨシュア

■アブラハムとの契約（相続、遺言）
Gen	17:5	あなたの名は、もはやアブラムとは言われず、
あなたの名はアブラハムと呼ばれるであろう。わたしはあなた
を多くの国民の父とするからである・・:8	・・カナンの全地を
永久の所有として与える。

■主は民を愛し選ばれた
Deu	7:7	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。Deu	7:8	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、主は強い手をも
ってあなたがたを導き出し、奴隷の家から、エジプトの王パロ
の手から、あがない出されたのである。
Deu	7:11	それゆえ、きょうわたしがあなたに命じる命令
と、定めと、おきてとを守って、これを行わなければならな
い:12	あなたがたがこれらのおきてを聞いて守り行うなら
ば、あなたの神、主はあなたの先祖たちに誓われた契約を
守り、いつくしみを施されるであろう。

■アブラハムとの契約の詩篇
（105:8-9,	42）
Lke	1:46	するとマリヤは言った、「わたし
の魂は主をあがめ・・:49	力あるかたが、
わたしに大きな事をしてくださったからです。
そのみ名はきよく・・:54	主は、あわれみ
をお忘れにならず、その僕イスラエルを助け
てくださいました、:55	わたしたちの父祖ア
ブラハムとその子孫とをとこしえにあわれむと
約束なさったとおりに」。
Lke	1:68（ザカリヤ）	「主なるイスラエ
ルの神は、ほむべきかな。・:72	こうして、
神はわたしたちの父祖たちにあわれみをか
け、その聖なる契約、:73	すなわち、父
祖アブラハムにお立てになった誓いをおぼ
えて、

■アブラハムが選ばれた理由
Gen	18:18	アブラハムは必ず大き
な強い国民となって、地のすべての民が
みな、彼によって祝福を受けるのでは
ないか。:19	わたしは彼が後の子らと
家族とに命じて主の道を守らせ、正義と
公道とを行わせるために・・

■アブラハムのとりなしの祈り
Gen	18:23	アブラハムは近寄って言
った、「まことにあなたは正しい者を、悪
い者と一緒に滅ぼされるのです
か。・・:25	正しい者と悪い者とを一緒
に殺すようなことを、あなたは決してな
さらないでしょう。正しい者と悪い者とを
同じようにすることも、あなたは決してな
さらないでしょう。全地をさばく者は公義
を行うべきではありませんか」。

■バプテスマのヨハネの働き
Lke	1:76	幼な子よ、・・主の・・道を
備え、:77	罪のゆるしによる救をその民に
知らせるのであるから。:78	これはわたした
ちの神のあわれみ深いみこころによる。・・
Lke	3:3	彼は・・罪のゆるしを得させる
悔改めのバプテスマを宣べ伝えた。・・:7	
さて、ヨハネは、・・群衆にむかって言った、
「まむしの子らよ、迫ってきている神の怒りか
ら、のがれられると、だれが教えたの
か。:8	だから、悔改めにふさわしい実を
結べ。・・神は石ころからでも、アブラハム
の子を起すことができるのだ。

■恵みの年、救いの日、ヨベルの年
Lke	4:18	「・・主はわたしをつかわし
て、囚人が解放され、盲人の目が開かれる
ことを告げ知らせ、打ちひしがれている者に
自由を得させ、:19	主のめぐみの年を告げ
知らせるのである」。
Lev	25:10	その五十年目を聖別して、国
中のすべての住民に自由をふれ示さなけれ
ばならない。この年はあなたがたにはヨベ
ルの年であって・・
2Co	6:2	神はこう言われる、「わたしは、
恵みの時にあなたの願いを聞きいれ、救の
日にあなたを助けた」。見よ、今は恵みの
時、見よ、今は救の日である。（Isa	
49:8・・救の日にあなたを助けた。わたし
はあなたを守り、あなたを与えて民の契約と
し、国を興し、荒れすたれた地を嗣業として
継がせる。）

■ルカ福音書「恵みはとこしえ」
Lke	1:50	そのあわれみは、代々限
りなく主をかしこみ恐れる者に及びます。
Lke	1:54	主は、あわれみをお忘れ
にならず、その僕イスラエルを助けてく
ださいました、
Lke	1:58	近所の人々や親族は、主
が大きなあわれみを彼女におかけにな
ったことを聞いて、共どもに喜んだ。
Lke	1:72	こうして、神はわたしたち
の父祖たちにあわれみをかけ、その聖
なる契約、
Lke	1:78	これはわたしたちの神の
あわれみ深いみこころによる。また、その
あわれみによって、日の光が上からわた
したちに臨み、

■ザカリヤの預言
Lke	1:68	「主なるイスラエルの神は、ほ
むべきかな。神はその民を顧みてこれをあ
がない、・・:73	すなわち、父祖アブラハ
ムにお立てになった誓いをおぼえて、:74	
わたしたちを敵の手から救い出し、:75	生
きている限り、きよく正しく、みまえに恐れな
く仕えさせてくださるのである。

■正しく敬けんな人
Lke	1:6	ふたりとも神のみまえに正しい
人であって、主の戒めと定めとを、みな落度
なく行っていた。
Lke	2:25	その時、エルサレムにシメオン
という名の人がいた。この人は正しい信仰
深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち
望んでいた。また聖霊が彼に宿っていた。

■その恵みはとこしえまで
1Ch	16:41	また彼らとともにヘマ
ン、エドトンおよびほかの選ばれて名
をしるされた者どもがいて、主のいつくし
みの世々限りなきことについて主に感
謝した。

■イスラエルの賛美（誉）
Exd	15:11	主よ、神々のうち、だれ
があなたに比べられようか、だれがあ
なたのように、聖にして栄えあるもの、
ほむべくして恐るべきもの、くすしきわざ
を行うものであろうか。

■御霊に逆らう歴史
（ステパノの証言）
Act	7:51	ああ、強情
で、心にも耳にも割礼のな
い人たちよ。あなたがたは、
いつも聖霊に逆らっている。そ
れは、あなたがたの先祖た
ちと同じである。

■御霊がとりなす
Rom	8:26	御霊もまた同
じように、弱いわたしたちを
助けて下さる。なぜなら、わ
たしたちはどう祈ったらよいか
わからないが、御霊みずか
ら、言葉にあらわせない切な
るうめきをもって、わたしたちの
ためにとりなして下さるからで
ある。

　　　　　　　　　　　　出エジプト1,2年目	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エジプトから出る
　　　　　　　　　　　出32:	　　　民16	:	　　　　　民11	:	　　　　　　　　　　　出15:

カナン	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒野40年目
士師記	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民20	　　　　民25　　　　　　　　　民14

■ソロモンの神殿でのとりなhし
1Kg	8:50	・・彼らを捕えていっ
た者の前で、彼らにあわれみを得
させ、その人々が彼らをあわれむよ
うにしてください。

■罪を犯し悪を行った
（ソロモンの神殿奉献）
1Kg	8:47	もし彼らが捕われていった
地で、みずから省みて悔い、自分を捕
えていった者の地で、あなたに願い、
『われわれは罪を犯しました、そむいて悪
を行いました』と言い、
:48	自分を捕えていった敵の地で、心
をつくし、精神をつくしてあなたに立ち返
り、あなたが彼らの先祖に与えられた
地、あなたが選ばれた町、わたしがあ
なたの名のために建てた宮の方に向かっ
て、あなたに祈るならば、
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