
2021.10.28. 主があなたを背負われる 

イザヤ書 46 章 

こんばんは。ようこそ！ 開始が遅れてすみません。今夜、ご参加下さるのを嬉しく思います。木曜の夜

の礼拝は、書ごと、章ごと、節ごとの「旧約聖書の学び」です。そして今夜は「イザヤ書 46 章」1 章だ

けを見ていきます。その理由は、この後すぐ分かります。しかし始める前に、一緒に祈りましょう。神の

御言葉の中で、共に過ごす時間を祝福して下さるよう、神にお願いしましょう。 

天のお父様。私たちの前にあるこの章を学ぶこの時間を本当にありがとうございます。主よ、あなたの御

言葉に感謝します。主よどうか、私たちの心を整え、思考を静め、聖霊によって、私たちがあなたに全集

中し、気が散らないようしてくださり、そしてあなたが、御言葉を通して、私たちの人生に語ってくださ

いますように。主よ、特にこんにち、世界で起こっているすべてのことが、日に日に激しくなっていって

いるように見えます。ただ、いろんなことが起きていて、恐怖と不確実性に満ちています。主よ、あなた

は私たちに恐れの霊ではなく、力と愛と律された健全な霊を与えておられます。ですから主よ、今夜私た

ちは、あなたが与えて下さったことを心に留めておきたいのです。それを使いたいのです。私たちは耳を

使って聞き、目で見て、心で受け取りたいのです。主よ、私が心から信じるのは、今夜、あなたが私たち

のための御言葉を持っておられる事です。励ましの御言葉と、希望の御言葉です。ですから主よ、この時

間を祝福下さいますように。イエスの御名によって祈ります。アーメン、アーメン。 

それでは！ 今夜、私たちの前にあるこの章は、神の御言葉の他の多くの箇所と共に、「主がいつも私た

ちのために、いてくださる」ことを、私たちが必要としている事を思い出させる箇所の一つです。神は私

たちを置き去りにせず見捨てられません。何が起こっても、どんな状況にあってもいつも私たちを背負

ってくださいます。何が起こっても、どんな状況にあってもいつも私たちを背負ってくださいます。何が

起こっても、どんな状況にあってもいつも私たちを背負ってくださいます。これから見ていくように、神

は、預言者イザヤを通して、非常に赤裸々な対比を描かれていますが、彼らが崇拝していた偽りの神々

と、唯一の真の生ける神との間のいくつかの点で、非常に面白い対比を描いています。神が預言者イザヤ

を通して宣言される以下の強調を繰り返し見ることになります。「”わたしが”あなた方の神、主である。」 

強調されているのは、”わたしが”です。彼らではなく、それではなく、それらではなく、”わたしが”あな

た方の神、主である。祈りで始めましたが、始める前にこれだけは言っておきたいと思います。それは私

の祈りであり、私の希望ですが、この比較的短い章を読み進めていくうちに、私を含めたすべての人が大

いに励まされ勇気づけられます。なぜなら、この章は神の御言葉の中でも、そのような可能性を秘めた章

の一つで、その傾向は、必要な注意喚起を再び促します。それを見ていきます。それでは始めましょう。 

準備はいいですか？ よろしい。1 節から、 
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1 ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの像は獣と家畜に載せられる。あなたがたの荷物は、疲れた動

物の重荷となって運ばれる。 

2 彼らはともにかがみ、ひざまずく。重荷を解くこともできず、自分自身も捕らわれの身となって行く。 

OK。最初の 2 節は、かなり生々しい描写で始まります。イスラエルの民が捕虜になってしまう、実に悲

しい描写です。そして彼らは、自分たちの偶像も持っていきます。彼らはこの荷車にすべてを積み、一緒

に彼らの偶像を運んでいるのです。まさに預言者イザヤがそうなると預言した通りバビロンに捕囚され

ます。ここには興味深いことが書かれています。これらの神々について、ちょっとした余談ですが神が、



イザヤにそれらを名前で呼ぶ必要があるとお考えになったことに注目してください。名指しで呼びかけ

ると言う方が良いかも知れません。これらは偽りの神でした。ベルというのは、ベルシャツァル王の事で

す。ベルは、バルタサル＝ベルシャツァルネボというのは、誰のことでしょうか？ これは別の偽りの神

です。しかしこの神、ネボが興味深いのは、 バビロンの科学の神として知られていたのです。それをし

ばらくそのままにし、聖霊に教えてもらいましょう。昔からあまり変わっていないのです。お～、名前だ

けは罪を守るため変えてあるでしょうね。科学の神、知識の神、それが、この偽りの神でした。そして、 

これがどれほど悲しいことなのか。「私たちはバビロンに、捕虜として連れ去られる。神を荷造りしなく

ちゃね。」「科学の神様を忘れちゃいけない。科学の神が必要なんだよ。」ここで再度、物語のキャンバス

に描かれた絵を、もう一度思い浮かべてみてください。頭に思い浮かべればわかると思いますが、これら

の荷車には、大量の荷物が積まれていました。バンに乗ってコストコに行くとどうなるか分かります？ 

敢えて頻繁に行ってましたが、もう行きたくありませんからそれほど行きませんが。でも、コストコに行

き、平台カートを使います。もし見つけられたら．．．ですが。荷物をバンに積むとバンの後ろがこんな風

になります。（傾斜する）ー(笑)ー それがここでの描写です。 

彼らは捕らえられて行くというのに、重い荷物と一緒に偶像を積んでいるのです。そして、それはとても

重く、疲れた動物の重荷となって運ばれる。彼らはともにかがみ、ひざまずく。真の生ける神の御前に、

これらの偽りの神々がひれ伏しているという考えを伴っていると思います。その様子をすぐにご覧にな

れます。３節、 
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3 ヤコブの家よ、わたしに聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ。胎内にいたときから担がれ、生

まれる前から運ばれた者よ。 

4 あなたがたが年をとっても、わたしは同じようにする。あなたがたが白髪になっても、わたしは背負

う。... 

その部分だけ見ても、私にとって大きな励みになります。神が仰っている事分かりますよね？「わたしは

あなたを背負う。あなたは今、年をとっている。なおわたしはあなたを背負う。あなたの髪が白髪になり

始めても、そう、わたしがあなたを背負う。わたしはあなたを生まれた時から胎を出た時から、背負って

きたのです。事実、胎内で形成される前から、わたしはあなたを知っています。あなたが胎を出た時から、

わたしはあなたを背負ってきて、あなたの生涯を通して、わたしがあなたを背負うのです。あなたが年を

とっても。」ここに理由があります。 

...わたしはあなたたちを造った。わたしが担い、...（後半：新共同訳）わたしがあなたを創りました。 

わたしがあなたを創造し、形成しました。わたしがあなたを知っているのです。 

...背負い、救い出す。 

これは私にとって、結論です。 これこそが、今夜ここでこの章で、私たちが見たいものなのです。それ

が、この 1 章だけを取り上げようと思ったおもな理由のひとつです。神の御言葉を学び、読んでいると、

時々とても楽になりますよね。私の場合、書を読み、文脈を読み、御言葉を教え、頑張って説明する。そ

れを適用する。この頭文字をとって REA。Read：読んで、Explain:説明して、Apply:適用する。シンプル

でしょ？ しかし私には、複雑にする賜物があります。だから私は複雑にします。とにかく妻にそう言わ

れます。しかし、実際はそれほど複雑ではありません。実にシンプルなんですよね。これが結論です。こ

れが、読み終えたばかりの「A」Application (適用)です。私はそれを説明するため最善を尽くしました。 



今、それを私たちに適用したいのです。知識は単なる情報ですが、知恵はその情報を応用することだと言

われているからです。今夜のような聖書の学びで、神の御言葉の中で共に過ごす時間の中で、神の御言葉

をよりよく理解しこの箇所を後にし、でもそれを次のレベルに引き上げて自分の人生に適用することが

ないなら、私たちは大きな過ちを犯すと思います。それは、クリスチャン人生における悲しい解釈だと思

います。ですからそ、私たちにはぜひ、また、私自身も含めて、このことを実際に個人的に適用したいと

思っています。”神が、あなたを背負われる。”そして真実は、神は、あなたを背負って来られた。皆さん

よく思いませんか？ 今日、息子とこんな会話をしていたんです。私たちが知らないところで、霊の領域

におられる神は、何か破滅的なことから私たちを守ってくださっている事。何年も前のことですが、教会

を始めたばかりの頃、木曜日の夜の聖書の学びの後、車で家に帰る時に、当時、息子たちはまだ幼なく、

何らかの理由で遅れてしまったのです。それをとてもよく覚えているんです。私って、信心深く忍耐強い

男でしょ？ 私は本当にイライラしていて、早く家に帰りたいと思っていました。平日の夜で、子どもた

ちを寝かせるのに帰らないといけない。ただ、ちょっと不安になったのを覚えています。皆さんはどなた

も不安になられないのは分かっています。皆さんの方が霊的に優れているから、という話ですよ。しかし

何かが気がかりだったんです。「さあ、早く帰ろう！」という感じでした。そして、やっと帰路につきま

した。私たちが車で走った道は、いつも家に帰るのに走る道でした。青色のライトが点灯していて、警察

があちこちにいました。救急車が迂回路を塞いでいました。そして私は、「ああ、事故があったんだな。」

と。それで回り道して、家に着いて初めて知ったのは、ああ、これは辛く、今その気持ちがよみがえって

きます。皆さん、何年か前にもカイルアで起きたこのことが記憶にあるかと思いますが、男がマラニウ通

りで自分のガールフレンドを殴り殺した。思わず神に感謝したのを覚えています。なぜなら、時間通りに

出発していれば、私はそこにいただろうと思われるタイミング起こったからです。これを見てください。 

そんなものに出くわしてしまうと、私は車から降ります。なぜなら、私は何かをしようと思うからです。

神は私を守ってくださいました。私に知らせずに。それが、私がそれについてを知った時でした。神がそ

うしてくださることが、何度あるでしょうか？ あなたは何も分かっていません。私たちが天国に行っ

たらこんな討論会のようなものがあるのかも知れないと考えます。すべての出来事が画面に表示される。 

私のビデオの長さは、他のよりもはるかに長くなると思います。なぜなら、何度も何度も神がただ守って

下さり、背負って下さり、方向転換させて下さったからです。私はそれを知らなかったのです。生まれた

時から、生涯を通じて。幼い頃、母に言われたことがあります。喘息で 3 回も死にかけました。しかし、

神はそれを乗り越えさせてくださいました。酷い喘息の発作が起こりました。そして神が、私を背負って

くださいました。つまり、若い時から年をとっても。最近でも、神の御手を感じたことがあります。それ

は、私がそれを見て、それを認識し、認め、神に感謝した時に限ってのことです。それが私が見た時であ

るなら、神はあと何回、私を背負ってくださったのでしょうか。 私がそれを認識せず、気づいてもいな

かった時には。日曜日に共有したかと思いますが、この 2 週間の主との時間は、ただただ、何と言うか、

私は、モーセが山頂から降りてきたときのことに例えます。 

彼は輝いていましたよね。（出エジプト 34：35 参照） 

その記述を覚えていますか？ そしてその輝きが消え始めた。もう輝いていなかった。だから彼は覆い

をして、少しでも長く輝きを保とうとしたのです。イスラエルの民に、山頂で神と一緒にいた時の輝きが

薄れてきているのを悟られないようにしたのです。私もそんな風に感じました。ご心配なく、その輝き

は、日曜日の第二礼拝で消えました。しかしとにかく、ははは！ こんな感じです。「OK。もう山頂には



いませんから！」ー(笑)ー しかし皆さん、その時間の間、私はただただ圧倒された瞬間がありました。

神が私に持っておられる愛に。つまり、それが私を満たし、圧倒されました。私は神が私を心から愛して

おられることを思い出す必要があったのです。皆さん、親御さんとしてそれを考えてください。どれほど

子どもさんを愛しておられるかを。祖父母として、どれほどお孫さんを愛しておられるかを。時に皆さん

は、お孫さんの方を愛しておられますね。そんな話を聞いたことがあります。私には孫はまだいません

が。そんな話を聞きます。「ねえ、孫がいるって素晴らしいよ。」子どもの話をしなくなって、孫の話ばか

りされます。そして、孫さんが来た時には、子どもに返す。そこが素晴らしいのかもしれませんね。私に

は分かりません。でも主の来臨が遅れるなら、私にも分かるでしょう。ご自分の子どもたちをどれだけ愛

しているかを考えてみてください。ただ、それだけではありません。神がどれだけあなたを愛しておられ

るかとは、比べものにもなりません。多分今夜、どなたかが聞く必要があるのです。神はあなたを愛して

おられます。悲しいのは、それが、そうとしか思えないことで、「世俗的な」という言葉を使いますが、 

 「世俗的な」という言葉には、一般的なものにするという意味があります。それが「世俗的な」という

言葉の意味です。ただの世俗的な、一般的なレベルになっています。だから、誰かに「ねえ、神はあなた

のことが好きだよ。」と言う方が、「 神はあなたを愛しているよ。」と言うよりもパンチが効いているんで

す。なぜなら、愛はほとんどの場合、再定義されてしまっているからですそして悲しいことに、英語では 

愛を表す単語は 1 つしかありません。ギリシャ語では愛を表す単語が 4 種類あります。エロス、アガぺ、

フィリア、そしてストルゲ。 

アガぺは、無条件の愛。神が私たちに持ってくださってる愛です。 

ストルゲは、 自然な愛情を表す言葉で、聖書にもよく出てきますが、親が子に抱く愛であり、子が親に

抱く愛です。 

エロスとは官能的な愛のことで、英語のエロティックという単語の語源にもなっています。 

フィリアは兄弟愛。フィラデルフィアという町は、兄弟愛の街であり、フィリアから来ています。それは、

キリストにある兄弟姉妹に対する愛です。 

ですから、そのような形で愛について語るとき全体の様相が変わりますよね？ 神はあなたを愛してお

られます。以上。 

神はあなたを愛しておられます。～～する時、もし～～なら、でも～～、しかしながら～～ではなく、夫

が妻に、妻が夫に言うみたいに、「今は愛していない。」ではなく、大抵妻が夫に言いますが、うちの家内

ではないですよ。私は完璧な結婚生活を送っています。牧師ですから。でもこうです。 

「愛しているけど、今のあなたは好きじゃない。」「分かったよ。」神は決してそう仰いません。神は何が

あっても私を愛しておられます。神に愛されなくなるように、私に出来ることなど何もありきません。と

ころで、それは敵の嘘の一つですよ。敵にそれをさせてはいけません。なぜなら、敵は 1 日に 1000 回そ

こにいて、騙して、こう信じさせようとするからです。まるで神の愛が、私たちの愛と同じで、私たちが

何をするか、何をしないかにかかっている愛であるかのように。神は何があっても私たちを愛してくだ

さいます。 

「ローマ人への手紙 8 章（39 節）」どんな被造物も、神の愛から、私たちを引き離すことはできません。 

皆さん、その意味を理解していますか？ これが、その見方や言い方です。あなたが知る最も敬虔なクリ

スチャンを連れていくと、たいていはこのどちらかになります。ええ、もちろん神は彼らを愛しておられ

ます。しかし私のことは＃＄＆！＠・・・まるでこのスケール、つまり 1 から 10 までの評価システムが



あって、1 から 10 までの段階があって、神は彼らを愛しておられるので 10 です。私は 2 を目指して限

界に挑戦です。違います。神は、彼らを愛しているのと同じように、私を愛しておられます。それは双方

作用ですよ。使徒パウロの言葉を思い出します。このことには十分注意してください。だれかが、何者で

もないのに、自分を何者かであるように思うなら、自分自身を欺いているのです。（ガラテア 6：3） 

それがどういう意味で、どんな風に見えるか知っていますか？「そう、神はあなたを愛している以上に、

私のことを愛しておられます。」ですいいえ、神はそうではあられません。神はあなたを愛しておられる

のと同様、私を愛しておられます。神は私を愛しておられます。ただ愛しておられます。神は私を大変愛

しておられます。栄光のこちら側にいる私には、神の私に対する愛を理解することも、想像することもで

きません。猛烈な愛です。神は私を猛烈に守ってくださいます。親御さんとして考えてみてください。子

どもさんが、あなたを必要とするのを見ると、彼らのそばにいてあげませんか？ なぜか？ 彼らを愛

しているからです。彼らを背負う必要があり、あなたが彼らを背負うのです。幼い子どもさんが泣いてい

るのを聞くと、理由があって、あなたに行動と反応を起こさせるのです。私たちへの愛に満ちた主が、ど

れほど私たちが泣くと傷つかれるでしょうか？ 子どもたちが幼かった時に、「彼らを泣かせてみよう」 

という話をしていました。それを試してみました。家内と私は、全ての書籍を読んだのですよ。子育てに

関する大量の本があります。育児に関して膨大な著書がありますから。ですから、それを全て読みまし

た。巨大な図書館です。本棚には子育てに関する 2、3 の棚があります。私たちは思いましたね。この問

題を解決した！ 長男が生まれて、私たちは、子育てについて何も知らないことに気づきました。もう燃

やしてしまったと思います。少なくとも捨てたことは分かっています。しかしこんな感じです。「からか

ってるのか？」ある本には、「子どもたちを泣かせておく。」とあり、やってみました。決して忘れません。

それで泣きだした時、私は家内を見ます。家内は私を見ます。「泣きだしたね。我慢。」1 分 30 秒くらい

だったと思います。ついに部屋に駆け込み、彼を抱き上げ抱きしめたら、泣き止んだんです。ふむ。とて

も良い感じです。主は、どれほどであられるでしょうか。私たちの愛する天のお父様は。主は私たちを物

凄く愛しておられます。 
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5 わたしをだれになぞらえて比べ、わたしをだれと並べて、なぞらえるのか。 

6 袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で量る者たちは、金細工人を雇って、それで神を造り、ひざまず

いては、これを拝む。 

そう、彼らは崇拝します。 

7 彼らはこれを肩に担いで運び、それがあったところに安置すると、それはそこに立ったままである。こ

れはその場所から動かない。これに叫んでも答えず、苦しみから救ってもくれない。 

OK。お許しいただきたいのは、これに症状名があるのは分かっていますが、これは大変ユーモアに溢れ

ています。これは、神がユーモアのセンスをお持ちなのを思い起こさせる箇所の一つです。皆さん、この

箇所のユーモアが分かりますか？ あなたが神を背負わなければならないのは、問題です。あなたの神

が、あなたを背負うのではなく。自分が運ばないといけないのは、問題が起きます。待ってください。私

の神は、私をお創りになって、私を背負われます。でも、待ってください。あなたはあなたの神を作って、

あなたが神を背負うのですか？ 私は結構です。つまり、あなたはこれを作って、その前にひれ伏して、

それを崇拝していますね。そしてそれに泣き叫んでいる。驚くことに、返事はない。なぜ返事がないの

か？ 返事できないからです。なぜ返事ができないのか？ 神じゃないからです。それが理由です。つま



り、あなたはそれをその場所に置いて設置する。数週間前、これを読んだと思いますが、３～４週間前で

す。それが倒れないようにしなければならない。ちょっと待ってください。私がこれを理解しているかど

うか見てみましょう。あなたの神は倒れて壊れるのですか？ そうです。それについては、ペリシテ人に

聞いてみてください。ニネべ人にもですよ。彼らは、ダゴンという名の神を崇拝していますから。ペリシ

テ人は契約の箱を奪って、この神の隣に置きました。半人半魚の神ですよ。半人半魚。それがこの神で、

彼らが造りました。彼らは契約の箱を奪い持って来ました。大きな間違い！ 自分たちの神、ダゴンの神

殿に置いたのです。そして翌朝、自分たちの神を礼拝するのに神殿に来ると、どうなったと思います？ 

彼らの神は、契約の箱の前に倒れて、こんな風にひれ伏していました。OK。あなた方には問題です。あ

なた方の神は、私の真の生ける神に向かって倒れました。彼らは慌てて、誰も見ていないのを確認し、元

に戻しました。しかし壊れていたのです。ですから彼らは、接着剤で引っ付けて、元の姿に戻しました。

そして、また同じことが起こります。彼らがやっと分かったのは、何だと思いますか？ 

「これを捨てよう。私たちの問題は、この契約の箱を我々の神殿に持ち込んだときから始まった。」 

ダゴン神。”Doggone it＝なんてこった！”です。私はそれ大嫌いです。そうでしょ？ そしてニネべ人。

皆さん疑問に思いませんか？ ヨナが、文脈から、この大きな魚は、おそらくクジラだと思われますが、

海岸でヨナを吐き出しました。OK。ヨナは、その巨大な魚の腹の中に三日三晩（予型）呑まれていまし

た。イエスがノアに参照されていますね。ヨナは、ニネべの海岸にひょっこり登場します。彼がするのは、

彼は福音を伝道しません。彼はニネべの人々に何の望みも全く与えません。ただ、まずはっきりしている

のは、彼はそこに行きたくなかったのです。しかし彼がそこの人々に言ったのは、 

「40 日以内に、神があなたがたを焼き滅ぼされる。待ちきれないね。実際私は、あそこへ上って待つ。

それが見たいから。あなたがたは丸焦げだ。」彼の発言に皆が狼狽え、人々が悔い改めたので、ヨナは神

に憤慨しました。皆さん、疑問に思ったことはありませんか？ 私はいつも、ヨナとエレミヤを対比させ

るのが好きです。講演で、どちらにスピーチしてもらいますか？ エレミヤは、一人も救いませんでし

た。ヨナは大群衆を救いました。つまり、一つの国家でなく、一つの民族ではありませんが、これは最悪

の事態なのです。彼ら全員が悔い改めたんです。ヨナはこんな感じです。「からかってるのか？」彼は神

に怒ります。事の次第は、ニネべの人々は半人半魚の神を同様に礼拝していました。これ考えてくださ

い。 半人半魚の神を礼拝していて、ある日ビーチに行ったら、魚が人を吐き出します。そしてその人物

が言うのです。「あなたがたは焼きつくされる。」あなた方は、私の注意を引いた。要点は？ 要点は、今

あなたがいる場所が神が置かれた正しい場所である。誰も滅びることなく、悔い改め救いに辿り着くた

め神は何の手段を使っても、どんな手段を使ってでもなさいます。8 節、 
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8 このことを思い出し、勇み立て。背く者たちよ、心に思い返せ。 

次の 9 節は重要です。これを覚えておいてください。 

9 遠い大昔のことを思い出せ。わたしが神である。ほかにはいない。わたしのような神はいない。 

10 わたしは後のことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、『わたしの計画は成就し、

わたしの望むことをすべて成し遂げる』と言う。 

11 わたしは東から猛禽（キュロスのこと）を、遠い地から、わたしの計画を行う者を呼ぶ。わたしは語

って、それを来たらせ、計画を立てて、それを実行する。 

さて、お分かりの通り、意図的に”I＝わたしが”を強調しています。神は何度、モーセにアロンから人々



に語らせるように命じられたでしょうか。 

「イスラエルの民よ聞きなさい。”わたしが”あなたがたの主、神である。”わたしが”あなたがたの主、神

である。」ここで、預言者イザヤを通して、神は、より良い言い方が見つかりませんが、ご自分を主張さ

れています。「わたしを、他の神々と比較しようとしているのですね。」OK。私たちはこれも見ましたね。 

「わたしにしかできないことをやってもらいましょう。」それは何か？ お～終わりの事を初めから告げ

る事。「さあ彼らに、まだ生まれてもいない人が登場することを予言させ預言させてみよう。事実、彼の

両親もまだ産まれていない。わたしは、その人物が生まれる約 200 年前の今、あなたがたに言う。彼が

生まれ、その両親が彼をキュロスと名付けると。200 年前に。OK。ミスターおごり高ぶり！ 偽りの神

を崇拝しているのですね。あなた方の神にそれをさせてみなさい。どうぞどうぞ。彼らは神ではないか

ら、彼らには出来ません。」一読しただけでは、なかなか分からないことを指摘したいと思います。それ

は、記憶することで得られる信仰と関係があります。神が過去にして下さったことを思い出すことです。

神がご忠実であられた時のことを思い出すのです。 

「以前の全てのことを覚えていますか？ わたしが過去にあなたにしたことを覚えていますか？ わた

しは、昨日も今日も永遠に変わらない神ですわたしがあなたのためにそれをしたなら、なぜ今、あなたの

ためにそれをしないと思うのですか？」ダビデを考えます。実にこれを考えるときの私が味わえる１つ

です。皆さん良くご存知の記述ですね。ダビデの神の御名を、40 日 40 夜冒涜した無割礼のペリシテ人を

斬ったよく知られている記述です 40 は裁きの数字です。ダビデは、戦場にいる兄弟の安否を確認してく

るよう、父親に戦場へ行かされます。また、食料やパンを持って行くためにです。到着してまず起こるの

は、最初に長兄に会うのです。その兄さんは、ダビデを恨んでいました。理由は、サムエルがエッサイ

（父）の家に行って、サウル王の後継者、次のイスラエルの王に油を注ぐとき、長子エリアブなのが決ま

っていたからです。でも違いました。エリアブとその兄弟全員が、その場にいなかった末っ子(ダビデ）

なんだと確認したとき、実際、サムエルはエッサイにダビデを迎えに行かせます。（その場にいないから） 

「その子はどこにいるのですか？」「お～ダビデは羊の世話で出かけています。」「完璧だ！その子だ。連

れて来なさい。」ダビデは血色の良い少年でした。羊飼いで羊と一緒にいたのでおそらく臭かったでしょ

う。神はダビデにご用意されている事のために、ダビデを準備されているのです。神は私たちの人生にそ

れをなさいます。それで父親がダビデを連れて来て、次のイスラエルの王として、ダビデが油を注がれま

す。そのダビデがその戦場に現れます。長兄エリアブはこんな風に言います「何をしにここへ来たのか。

家に帰れ！」いかに見下しているかです。兄弟のライバル関係です。 

「あの少しばかりの羊のところへ帰れ！」（第一サムエル 17：28 参照） 

「これは男の戦場だ！家に帰れ、チビ助め！」ここでは多少自由に語りますが、皆さん理由はお分かりだ

と思います。しかしダビデは、ほとんどこういう風です。 

「ちょっと待ってください。兄さんは、ずっとここにいるのですよね。大の男が。だってこれは男の戦場

なのでしょう？ でも質問があります、兄貴！ 40 日 40 夜の間、あの無割礼のペリシテ人が、私たちの

神の名を冒涜するのを聞いていたんですよね。そして兄さんたちは、何もしていない。兄さんたちはそれ

で良いのですか？ よろしくありません。僕に戦わせてください。」それで彼は、ダビデをサウル王のテ

ントへ連れて行きます。サウルを含む彼ら全員に、実際サウルは、恐怖心をウイルスのように広めてしま

ったのだと思います。ダジャレではありませんよ。彼らは恐怖で麻痺していました。そしてここでダビデ

が、相手と相手の神に戦いと勝負を挑むのです。相手は、イスラエルの神を冒涜しているのです。彼らは



皆、恐怖で身動きが取れなくなっていて、40 日 40 夜、何もせずにただそれを聞いている。毎日毎日、一

日中、毎晩、一晩中冒涜していたと言われています。彼らは、40 日 40 夜それを聞いていたのです。ダビ

デがやってきて、一度それを耳にします。「あれはよろしくない！！私が、あの大口をたたく醜い口を今

すぐ黙らせます。私にさせてください。」「落ち着きなさい、ダビデ。（牧師さんもね。）分かった。サウル

王のところへお前を連れて行こう。」その記述ご存知ですよね？ ダビデがそこにいて、私にとって、そ

れはつまり、それは皮肉の極みです。この小さな少年がいて、10 代だったという説があります。当時の

年齢は正確には分かりませんが、ダビデは、イスラエルの王サウルに、自分が一度も名前で呼ばない、こ

の冒涜する無割礼のペリシテ人と戦わせてほしいと、説得するのです。（第一サムエル 17：31-37 参照） 

彼がゴリアテをその名前で呼ぶのを見たことはありません。理由をご存知ですか？ ゴリアテというの

は、チャンピオンを意味するのです。ダビデにとって、ゴリアテはチャンピオンではありません。冒涜者

です。無割礼の冒涜者。「私がすぐに終わらせます。」それでダビデはサウルを説得し、そして、最終的に

どうなったかというと、私が信じるのは、ダビデは自分に戦わせてほしいとサウル王を説得したことで

す。ダビデは覚えていたのです。神の御業を思い出したのです。ダビデは神が、以前自分にして下さった

ことを覚えていたのです。彼はそれを思い出し、神が過去にして下さったことを現在の状況に当てはめ

たのです。それが彼に信仰を与えました。さて、ここで「信仰」と「勇気」を区別して考えてみましょう。 

信仰は、勇気タンクの燃料です。それが彼に信仰を与えました。それには信仰が必要でしたね。彼はどこ

でそれを手に入れたのか？ 思い出すことによって、彼は何を思い出したのでしょうか？ お～ 

「サウル王、失礼ながら申し上げます。神は熊や獅子を私の手に引き渡しました。神は、それをして下さ

ったのですから、この無割礼のペリシテ人など問題ではありません。私にあいつと戦わせてください。」 

それでサウルはこう言います。「分かった。行くがよい。」サウルはダビデに自分の鎧を着せます。その話

は止めておきます。長くなってしまいますので。私の好きな全記述や聖句と並んで、お気に入りの一つで

す。神があなたのためになさったことを思い出すため、私の必須なのです。私たち全員がそうするので

す。繰り返しますが、私を含めて、皆さんが非常に困難な状況に陥っているとき、それを思い起こすので

す。神があなたを背負い、救って下さった時のことを思い出すのです。多くの場合、それはギリギリでし

たよね？ このことについては、後でお話しします。神のタイミングは完璧ですよね？ 神は決して遅

れることはあられません。でも神は、早すぎる事もあられません。いつも完璧なタイミングなのです。 

家賃を払えるかどうか分からなかった時のことを思い出してください。そして、郵便受けに行くと？ 

事実、私はこの話を共有したいと思います。娘のノエルが生まれた時、彼女が死ぬのは分かっていまし

た。医療費の請求書が山積みでした。あの時の事を覚えています。主の御前にその請求書を置いて言いま

した。「主よ、この請求書を払うお金がありません。」借家で、最初の 3 年間はカーテンも買えませんでし

た。ファミリールームの窓にシャワーカーテンを付けていました。覆うには大きさが足りないので、物干

し竿のクリップで留めていました。- 3 年間。私は、この請求書を見ながら、当時、教会を始めたばかり

でした。私は週に 7 日働き、交代で睡眠をとりながら、ノエルを看病しました。そしてこの請求書を見な

がら、「主よ、あなたは私を失望させたことはあられません。いつも提供してくださっています。これが

請求書の金額です。」神が私の証人です。私は次の日に郵便受けに行きました。そこには匿名のマネーオ

ーダーが入っていて、請求書の金額と全く同じでした。わお～主よ。今、数年後に早送りして、請求書を

見ています。月末までにお金がなくなってしまうとどうなるか知っていますか？ 嫌じゃないですか？

箴言が語るのを思い出します。 



「富を得ようと苦労してはならない。富は必ず翼をつけて、鷲のように天へ飛んで行く。」（箴言 23：4-

5） 

さよ～なら～何が起こったの？ どこに行っちゃったの？ って感じです。月末までにお金がなくなっ

てしまいます。 

「OK。主よ、あなたは私を失望させたことはあられません。いつも提供してくださいます。」 

そして、必要なのは思い出すだけです。あの時、神は熊と獅子から救い出して下さった。私があの郵便受

けに行った時、それが全てです。神の御業を覚えておいてください。神があなたのためになさったことを

思い起こしてください。神が仰れば、解決です。それが実現するのです。それは実現します。12 節です。 

この章を完了しましょう。 
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12 わたしに聞け、頑なな者たちよ。正義から遠く離れている者たちよ。 

13 わたしは、わたしの義を近づける。それは遠くはない。わたしの救いが遅れることはない。わたしは

シオンに救いを、イスラエルにわたしの栄えを与える。 

この章を終えるのに、これほど良い方法はありません。ここで再び、もう一つの必要な注意喚起です。神

の救いは遅れることはあられない。訳すと、神のタイミングは常に完璧だという事。神のタイミングは常

に完璧です。遅れることはなく、早すぎることもありません。その言い回しが大好きです。それがずっと

ずっと心に残っています。タイミングが悪ければ、神は仰います。「Slow=ゆっくりと。」自分が間違って

いれば、神は仰います。「Grow=成長しなさい。」願いが間違っていれば、神は仰います。「No＝ダメで

す。」しかし、タイミングが正しく、自分が正しく、願いが正しければ、神は仰います。「Go＝さあ行き

なさい。」私は主との歩みの中で、祈りに答えてほしいと思ったときに、神が私の祈った願いをなさらず、

祈りに答えてくださらなかったことに、とても感謝していることがたくさんあります。なぜなら、あの

時、あのように、あの祈りに答えて下さっていたら、それは恐ろしいことだったでしょう。ほとんど、こ

れもまた、面白い見方と言い方ですが私たちが祈り、神に何かを求めるとき、私たちは何でも神に求める

ことができるので、ほとんど主をこう見ます。 

何事でも神のみこころにしたがって願うなら、神は聞いてくださる（第一ヨハネ 5：14） 

でしょう？ ですから私たちは祈り言います。「主よ、お願いします。」それって神がこう仰るようなもの

です。「いいえ、わたしにそれをしてほしくはない筈です。わたしにそれをしてほしくはない筈です。」 

こんな言葉を聞いたことがあると思います。神が答えて下さった全ての祈りに感謝します。しかし、 

時に、神が答えて下さらなかったことにいっそう感謝します。祈りの日記や祈りのリストを書いている

人は、振り返って見ると、神がしてくださったことを忘れないようにという話ですが、私は 1990 年、実

際には 80 年代後半からこれをしてきます。この行に祈りが書いてあり、次に祈った日付、祈った内容、 

そして、どのように、いつ答えて下さったか。その祈りを見返す前に皆さん祈る必要があります。それは、

この祈りを読み始めると、ほ～ほ～となって、まず最初に、こんなこと祈ってたのが信じられない！ 

「神よ。祈りに答えて下さらなかったのを感謝します！！！ 壊滅的だったでしょうから。」 

神はこういう風です。「分かっています。だから答えなかったのですよ。」 

すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は、上からのものであり、父には、移り変わりや、天体の

運行によって生じる影のようなものはありません。（ヤコブ 1：17） 

神は、行ったり来たりはなさいません。それが良い事なら、神はあなたにお与えになられます。良くなけ



れば、どうなるか考えてください。神はそれを与えられません。なぜなら、イエスが弟子たちへ、弟子た

ちに聖霊について仰っています。地上の父親であるあなたがたは、子どもたちに良い贈り物をするのが

分かっています。 

子どもがパンを欲しがるなら、石を与えますか？（マタイ 7：9 参照） 

それをするなら、あなたは、話す必要がありますね。私たちはあなたに按手する必要があります。あなた

の考えているような方法はいけません。そうではなく、あなたの天の御父は、どれだけ良い贈り物を下さ

るでしょうか？ 求める人には、聖霊が与えられます。しかし、タイミングが完璧でなれば、神はなさい

ません。これって、これは多くのクリスチャンを混乱させますよね。神が、私たちの祈りや方法で、時間

で答えて下さらないように見えるとき、そして、今すぐにでも欲しいと焦ってしまいます。すぐに欲しい

からです。私たちが生きているこの時代、プロセスの価値を否定し、軽視してしまうよう非常に条件付け

られています。私たちはただ、完成品を求めます。そしてそれを安価にする。自分が経験したプロセスの

価値を自分から奪ってしまうのです。繭から出ようとする芋虫を助けようとする少年の描写を思い浮か

べます。蝶々になるのです。それで、皮を剥き始めると、彼はとてもショックを受けました。芋虫は死ん

でしまったのです。なぜか？ 苦労する過程と、そこから出るタイミングが、蝶へ変容する力を生むから

です。私たちはそのプロセスを妨害します。そして自分自身から、完成品の豊かさを奪うことになりま

す。主を待ち望んでください。主を待ち望むのです。ただ待っていてください。ただ待つのです。 

「ええ、でも私はせっかちなんです。」いいえ、待つのです。待ったことを喜ぶことでしょう。 「イザヤ

書 30：18」です。覚えていますか？ 

「それゆえ主は、あなたがたに恵みを与えようとして待ち、」（イザヤ 30：18） 

言い換えれば、神は遅れておられるのでもなく、否定されているのでもありません。遅れているように思

えても、そこにはプロセスがあり、神のタイミングは完璧なのです。時が正しいなら、神はそれをあなた

に与えられます。あなたはとても感謝することになるでしょう。あなたは、その過程で神の恵みを見るこ

とになるでしょう。この章の全体像は、私にとって「申命記 1 章」に集約されます。ちなみに申命記と

は、第二の律法へ繰り返し命じるという意味です。それが「申命記」ですからこれは 2 度目なのです。し

かし 29 節を聞いてください。 

申命記 1 

29 それで私はあなたがたに言った。「おののいてはならない。彼らを恐れてはならない。 

30 あなたがたに先立って行かれるあなたがたの神、主があなたがたのために戦われる。エジプトで、あ

なたがたの目の前で、あなたがたのためにしてくださった（過去、覚えていますか？）のと同じように。 

その時のことを覚えていますか？ 

31 また荒野では、この場所に来るまでの全道中、（過去、覚えていますか？）あなたの神、主が、人が自

分の子を抱くように（これ重要）あなたを抱いてくださったのを、あなたがたは見ているのだ。 

これに触発されたのが、非常に有名な詩的文章、「砂の上の足跡」です。皆さんも聞いたことがあるでし

ょう。宜しければ、これで締めくくりたいと思います。繰り返しますが、それが非常に必要な注意喚起を

するからです。主が、私たちの人生における非常に困難で苦しい時期に、常に私たちを背負って下さる事

を。「ある夜、私は夢を見た。主と共に浜辺を歩いていると、暗い空の向こうに私の人生の場面が浮かん

できた。それぞれの場面で、砂の上に 2 組の足跡があることに気づいた。一つは私の足跡、もう一つは主

の足跡だ。人生の最後の場面が目の前に現れた後、私は砂の上の足跡を振り返った。私は、自分の人生の



道のりの中で、何度もそのことに気づいた。特に、自分の人生の道のりの中で、最も低い、最も悲しい時

に。足跡が一つしかないのだ。このことがどうしても気になって、主に尋ねてみた。 

『主よ、私があなたに従うことを決めたら、ずっと共に歩くと仰ったではないですか。しかし、私が人生

で最も悲しく、最も困難な時期、足跡が一つしかありません。一番必要な時に、なぜかあなたは私を捨て

てしまわれました。』主が囁かれた。『わたしの大切な我が子よ。わたしはあなたを愛している。あなたの

苦難や試練の間、決してあなたから離れることはない。あなたが見た砂の上の一つの足跡は、わたしがあ

なたを背負っている時だったのだよ。』」お。。。私はそれを聞く必要があります。それを聞きたいのです。 

ご起立ください。賛美チームが上がってきます。締めくくりましょう。 

お～主よ、主よ、ありがとうございます。あなたが私たちを心から愛して下さって感謝します。あなたが

私たちを置き去りにせず、決して見捨てられない御約束に感謝します。あなたがどんなときも私たちを

背負って下さる御約束に感謝します。特に、本当に辛い時に。主よ、今は多くの人にとって本当に辛い時

期の一つだと思います。物事が、日を追うごとに困難になっていくように見えます。主よ、私は祈ります。 

聖書の学びを終え、みんなが帰路につきます。ヤコブが言う通り、この感覚があります。 

「神に近づきなさい。そうすれば、神はあなたがたに近づいてくださいます。」（ヤコブ 4：8） 

私たちがあなたに近づけば、あなたも私たちに近づいてくださる。主よ、世界で起こっているすべてのこ

とは、多くの人々に、そういう影響を与えることを感謝します。多くの人があなたのもとに来て、あなた

のもとに立ち返っています。迷い、道から外れた人々が、あなたの下へ戻っているのです。主よ、あなた

は彼らを背負われます。あなたは私たちを背負い、支えて下さいます。引き止める者が悪を抑えていま

が、あなたが義の者、あなたの民を支えておられ、あなたが私たちを背負っておられるのです。主よ、そ

のことに心から感謝します。今夜ここに来られている人、またオンラインで見ている人で、ただ打ちのめ

され、落ち込み、本当に苦労している人を主よ、彼らを立ち上がらせ、背負い、あなたの愛溢れる御腕で

包んでください。そして彼らに思い起こさせてください。あなたがご忠実で、彼らを乗り越えさせること

を。イエスの御名によって。アーメン。 
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