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主  題：喜びと感謝をもって主に仕える 

聖書箇所：詩篇 １００篇 

 

 「喜びと感謝を主にささげよう」、そのことをこの詩篇１００篇は私たちに教えてくれます。というの

は、これこそ私たち救われた者にとって、本当の礼拝者にとってふさわしいことだからです。この詩篇

１００篇は美しい詩です。イスラエルの人々が本当にこのことばによって、励ましを慰めを確信を得た、

そのことを私たちは見て取ることができます。このすばらしい詩篇を私たちは今日見て行くのですが、

その励ましも慰めもイスラエルの人たちだけでなく、主によって贖われた私たちもその喜びを共有する

ことができるからです。この詩篇は大きく二つに分かれます。喜びと感謝を主にささげようという正し

い礼拝の態度が、この１－２節と４節に記されています。どのように私たちが神を崇めるべきなのか、

その正しい態度が教えられています。そして、３節と５節には、なぜ私たちがこの方を心からほめたた

えるべきなのか、その理由を記しているのです。ですから、難しい詩篇ではありません。しかし、神を

心から喜び、主に心からの感謝をささげて生きるということは、主によって贖われた一人ひとりが目標

にする生き方です。そのように私たちは日々を過ごして行くはずです。同時に、主が贖われた者たち一

人ひとりに期待しておられる生き方でもあるのです。ごいっしょに見て行きましょう。 

☆贖われた者にふさわしい礼拝 

１．正しい礼拝の態度  １－２節、４節 

（１）礼拝者への招き  １節 

１節「全地よ。主に向かって喜びの声をあげよ。」、初めに「全地よ。」と記されており「すべての人々」

と見ることができます。つまり、神がすべての人々に望んでおられることは、すべての人々が声をあげ

て、この真の神を礼拝する者になることです。この神を心から愛する者になることです。「主に向かって

喜びの声をあげよ。」、大きな声で主をたたえることです。このことばは詩篇９８：４に出てくることば

が繰り返されています。「全地よ。主に喜び叫べ。大声で叫び、喜び歌い、ほめ歌を歌え。」。スポルジョンは

このことばの原語は「王が国民の前に姿を現わしたときの民の喜びの叫びを表わす」と言っています。

ですから、神はすべての人々からの賞賛に値する方、すべての被造物が崇める方です。しかし、悲しい

ことに、すべての人々がこの神を崇めていないことは事実です。神がそのような人々に対して望んでお

られることは何でしょう？それは真の神を信じその方に心からの礼拝をささげる者になることです。そ

のことを神は常に望み、そのために忍耐をもって待っておられると新約聖書も私たちに教えるのです。

神の恵みはイスラエルの民にだけではありません。すべての人々にその恵みは及ぶのです。イザヤ５５：

６－７には「また、主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった外国人がみな、安息日を守っ

てこれを汚さず、わたしの契約を堅く保つなら、:7 わたしは彼らを、わたしの聖なる山に連れて行き、わたしの

祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼のいけにえやその他のいけにえは、わたしの祭壇の上で受け入れられる。

わたしの家は、すべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。」とあります。神は目的をもってイスラエルの民を

選ばれました。しかし、神はすべての人々を愛しすべての人々が神を心から礼拝する者になることを望

んでおられるのです。そして、２１世紀の今でも、神は同じことを望んでおられます。どこの国にあっ

ても、すべての人々がこの神を礼拝する者へとなることを神は望み、人々が正しい選択をするようにと

待っておられるのです。まず、神はすべての人々に対して、心から礼拝をする者になりなさいと礼拝者

への招きをしておられます。 

（２）礼拝者の正しい態度  ２節 

「:2 喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。」 

（ａ）正しい行ない 

 「主に仕えよ」と記されています。この「仕える」ということばは、働く、奉仕するという意味をもっ

たことばです。ですから、私たち主によって贖われた者たち、旧約の時代であろうと新約の時代であろ

うと、どこの国であろうと、この神の恵みによって救われた一人ひとりに神が望んでおられること、期

待しておられることは、私たちがこの主に仕える者になることです。神はそのことを皆さんに期待して

おられます。あなたが本当の礼拝者なら、あなたが本当に神の恵みによって救われたなら、罪赦されて

永遠のいのちをいただいたなら、神はあなたが仕える者になることを期待しておられるのです。元シカ

ゴのムーディー教会の牧師であったＷ・ウァーズビーはこのように言っています。「『礼拝するために

入る、仕えるために出て行く』と礼拝堂の入り口の上にはっきりと書いておくべきだ」と。つまり、ク

リスチャン皆がしっかり覚えるべきことは、私たちは主を礼拝するだけで終わりではない、主に仕える



者だということです。私たちは皆働き人です。ごく一部の者たちだけが働けばよいというのでは決して

ありません。すべての人は主から与えられた賜物を用いて働く者です。それこそ、礼拝者にふさわしい

正しい行ないなのです。同時に、この「仕える」ということばは「礼拝」であると訳している聖書の箇

所も実際にあります。というのは、出エジプト３：１２に「神は仰せられた。「わたしはあなたとともにい

る。これがあなたのためのしるしである。わたしがあなたを遣わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、

あなたがたは、この山で、神に仕えなければならない。」とあり、つまり、モーセがエジプトからイスラエル

の民を解放したとき、このシナイ山にあって何をするのか、「この山で、神に仕えなければならない」、そ

こで一生懸命奉仕をすることなのかというとそうではなく、人々はそこで礼拝したのです。ですから、

ここで言われている「喜びをもって主に仕えよ」というのは礼拝のことなのです。でも、いずれにしても大

きな問題はありません。なぜなら、イエスを信じて救われたクリスチャンは皆礼拝者だからです。私た

ちは日曜日の限られた午前中だけ礼拝する、それで終わりではありません。私たちは日曜日の午後も夜

も月曜日から土曜日まで２４時間、３６５日ずっと礼拝しているのです。どこにあっても…。私たちが

教会で奉仕すること、この社会で様々な奉仕すること、社会人として会社で働くことも、学生として学

校で学ぶことも、主婦として家庭で働きを為すことも、また、定年を迎えて家で時間を過ごすことも、

すべて礼拝者として行なうのです。みな礼拝です。私たちの為すことをもって、私たちの語ることをも

って、神を崇め続けて行くのです。ですから、何をしていてもどこにいても、私たちは常に主の前に正

しく、主が喜んでくださることを行なって行こうとするのです。ですから、私たちがいろいろな働きを

すること、私たちが主を礼拝すること、どちらも礼拝者としてあるべき姿を教えているのです。 

まず、この詩篇の著者が私たちに教えていることは、あなたは神によって贖われた者として、毎日、

その一日のすべての時間を礼拝者としてふさわしい歩みを為して行きなさい、すべての点で主に喜ばれ

るように歩んで行きなさいということです。それが礼拝者にとっての正しい行ないであると言うのです。 

（ｂ）正しい行ないには正しい心が伴っていること 

気を付けなければいけないことは、正しいことをしていても正しい心が伴っていなければ空しいので

す。それはもう皆さんよくご存じです。私たちが何をしていても神は私たちの心を見ておられます。私

たちの為すことすべては、人に対してでなく神に対してするわけです。神は私たちの心を見ておられる

ので、どんな気持ちをもってやっているのか、どんな考えをもってやっているのか、その行為の背後に

どういう考えがあるのかを神はご存じなのです。ですから、ここでは「主に仕えよ」と言ったのではな

く、「喜びをもって主に仕えよ」と言ったのです。つまり、一人ひとりが礼拝者として生きて行くために必

要なことは、私はどれほど神から祝福をいただいているのかをしっかり覚えて、そのことを喜びながら

行なって行くことです。ですから、あなたが礼拝者として生きて行くために必要なことは、毎日、その

瞬間瞬間において、あなたが喜びをもってすべてのことを為して行くことです。もし、あなたの中から

喜びが無くなってしまっているなら、あなたがご存じの通り、それは罪があるからです。申命記の中で

モーセはこのように言っています。２８：４７－４８「あなたがすべてのものに豊かになっても、あなたの神、

主に、心から喜び楽しんで仕えようとしないので、:48 あなたは、飢えて渇き、裸となって、あらゆるものに欠乏

して、主があなたに差し向ける敵に仕えることになる。主は、あなたの首に鉄のくびきを置き、ついには、あなた

を根絶やしにされる。」、神はあなたを豊かに祝してくださっているにも拘わらず、あなたが主に喜びを

もって仕えようとしないなら、あなたからは祝福が無くなって行くと言うのです。つまり、私たちにと

って大切なことは、神の恵みが毎日毎日豊かに与えているのだから、そのことにしっかり気付いて、そ

のことに感謝をもって歩んで行くこと、そのことを賛美しながら神を称えながら生きて行くことです。 

「喜び歌いつつ御前に来たれ。」と続いています。同じことです。その人の心の中には喜びがあるのです。

この２節で「仕えよ」「来たれ」と二つの動詞がありますが、どちらも命令形です。神の命令です。神によ

って贖われた者たちよ、礼拝者として喜びをもって主に仕えて行きなさい、喜びをもって日々を過ごし

て行きなさい、喜びをもって常に神の前に立ちなさいと、神はそのことをあなたに望んでおられるので

す。悲しんでいるクリスチャン、悩んでいるクリスチャン、暗い顔をして落ち込んでいるクリスチャン

が多すぎる、私たちがしなければいけないことは、神の恵みを思い出すことです。どんなに大きな祝福

を神は私たちに与えてくださったのか、そのことはこの後、私たちは続けて見て行きます。 

「喜びをもって」ということについてもう一つ、１節に「喜びの声をあげよ。」と記されていましたが、

このことばが詩篇６６：１にこのように出ています。「全地よ。神に向かって喜び叫べ。」と。確かに、私

たちは神から恵みをいただいた者として、神に感謝する、神を心から崇めるということを見てきたので

すが、Ⅰサムエル１０：２４には「サムエルは民のすべてに言った。「見よ。主がお選びになったこの人を。

民のうちだれも、この人に並ぶ者はいない。」民はみな、喜び叫んで、「王さま。ばんざい。」と言った。」とあ

ります。「喜び叫んで」ということは、私たちがただ神に感謝します、神さま、あなたは本当にすばらし

い神ですと言って神をほめ称えるだけでなく、神に対する私たちの忠誠心、服従、敬意、尊敬というも



のが含まれるのです。ただ感謝しますという軽いものではなくて、こんなにすばらしいことをしてくだ

さった神ゆえに、私はあなたを心からほめたたえ、同時に、私はあなたにより忠実に従って行きたい、

あなたにより従順でありたいと、そういう意味が含まれているのです。確かにそうです。神は私たちの

心を見ておられるのです。私たちイエス・キリストを信じる者はどのようにして信じたでしょう？私た

ちはイエス・キリストに従って行きますと決心しました。私たちはイエス・キリストを私の新しい主人

として従って行くと言ったのです。それなら、私たちに神が望んでおられることは、この方に喜んで従

って行くことであり、この方を喜ばせることです。私たちがこの方にほめ歌を歌うとき、私たちは私た

ち自身の忠誠心、神への畏敬の念を新たにすることが必要なのです。そういう思いをもって私たちは主

を心から崇めることです。そして、そのようなことを教えた後、３節に、私たちはなぜ神をほめたたえ

るのか、その理由を述べます。 

２．なぜ、神をほめたたえるのか、その理由  ３－５節 

（１）礼拝者の力  ３節 

 「知れ。主こそ神。主が、私たちを造られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。」と、まず、

「知りなさい」と命令があります。何となく礼拝するのではなく、きちんと知りなさいと言います。こ

のことばは神との関係においても用いられます。そして、私たちが「神を知る」というのは、頭にいろ

いろな知識を詰め込むというのではなく、もちろん、そのことも大切ですが、それとともにそこには必

ずそれに伴った行ないがあるのです。それが大切なのです。何度も言うように、イスラエルの人々にと

って「知る」というのは必ずそこには行ないが伴うのです。「知った」ということが「行ない」によっ

て証明されて行くのです。ですから、私は神を知っていると言いながら全然神を恐れない生き方をして

いるなら、どこかに問題があるのです。「神を知りなさい」と言います。どのような神でしょう？３節

で教えています。（ａ）主こそ神＝この著者が言うのは、唯一真の神だということです。礼拝者の皆さ

ん、あなたが今覚えなければいけないことは、あなたが今礼拝している神は唯一真の神で、この方以外

には神はいないと言っているのです。それが「主こそ神」という意味です。そのことはみことばを通して

私たちは何度も教えられることです。申命記４：３５「あなたにこのことが示されたのは、主だけが神であっ

て、ほかには神はないことを、あなたが知るためであった。」、同じ４：３９「きょう、あなたは、上は天、下

は地において、主だけが神であり、ほかに神はないことを知り、心に留めなさい。」、７：９には「あなたは知

っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。…」とあります。みことばは繰り返して私

たちに神はひとりだ、神はひとりしかいないと言っています。Ⅰ列王記１８章を見てください。エリヤ

という一人の預言者がアハブ王の所に出て行きます。どちらの神が本当の神か試してみようと言うので

す。１９節には「さあ、今、人をやって、カルメル山の私のところに、全イスラエルと、イゼベルの食卓につく

四百五十人のバアルの預言者と、四百人のアシェラの預言者とを集めなさい。」とあり、このような神々に仕え

る預言者たち、合計８５０人を皆カルメル山に集めなさいと言います。そして、２１節ではエリヤはこ

のように言っています。「エリヤはみなの前に進み出て言った。「あなたがたは、いつまでどっちつかずによろ

めいているのか。もし、主が神であれば、それに従い、もし、バアルが神であれば、それに従え。」しかし、民は

一言も彼に答えなかった。」、民は恐ろしかったのです。そこでエリヤは言います。「…私たちのために、

二頭の雄牛を用意せよ。彼らは自分たちで一頭の雄牛を選び、それを切り裂き、たきぎの上に載せよ。彼らは火を

つけてはならない。私は、もう一頭の雄牛を同じようにして、たきぎの上に載せ、火をつけないでおく。:24 あな

たがたは自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぼう。そのとき、火をもって答える神、その方が神である。」

民はみな答えて、「それがよい。」と言った。」（２３－２４節）、バアルの預言者たちは自分たちの神に

呼び続けるのですが何の答えもありません。彼らは何時間も呼び続け、剣や槍で自分たちのからだに傷

をつけてバアルに祈り続けるのですが、何もなかった、そこで、３０節からエリヤはこのように言いま

す。「エリヤが民全体に、「私のそばに近寄りなさい。」と言ったので、民はみな彼に近寄った。それから、彼は

こわれていた主の祭壇を建て直した。:31 エリヤは、主がかつて、「あなたの名はイスラエルとなる。」と言われ

たヤコブの子らの部族の数にしたがって十二の石を取った。:32 その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、

その祭壇の回りに、二セアの種を入れるほどのみぞを掘った。:33 ついで彼は、たきぎを並べ、一頭の雄牛を切り

裂き、それをたきぎの上に載せ、:34 「四つのかめに水を満たし、この全焼のいけにえと、このたきぎの上に注げ。」

と命じた。ついで「それを二度せよ。」と言ったので、彼らは二度そうした。そのうえに、彼は、「三度せよ。」

と言ったので、彼らは三度そうした。:35 水は祭壇の回りに流れ出した。彼はみぞにも水を満たした。:36 ささげ

物をささげるころになると、預言者エリヤは進み出て言った。「アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ。あ

なたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたのみことばによって私がこれらのすべて

の事を行なったということが、きょう、明らかになりますように。:37 私に答えてください。主よ。私に答えてく

ださい。この民が、あなたこそ、主よ、神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてくだ

さい。」:38 すると、主の火が降って来て、全焼のいけにえと、たきぎと、石と、ちりとを焼き尽くし、みぞの水

もなめ尽くしてしまった。:39 民はみな、これを見て、ひれ伏し、「主こそ神です。主こそ神です。」と言った。」、



このようにして神はご自分だけが真の神であることを明らかにされたのです。神はそのことを何度も

人々に示して来られました。しかし、人間の問題は、どんなに示されても自分の都合の良い神しか信じ

たくないのです。なぜなら、人間は本質的に自分の思い通りに生きて行きたいからです。従って生きる

ことは私たちにとって一番いやなことなのです。まして、神に服従するなんて…。ですから、私たちは

様々な方法をもって自分の好きなように生きようとするのです。そこに罪があるのです。（ｂ）唯一真

の神＝しかし、みことばは私たちに、また、過去の歴史は私たちに繰り返してこのイスラエルの神こそ、

この天地万物すべてを造られた唯一の神こそが真の神であることを明らかにしています。私たち日本に

いてもそのことは皆分かっているはずです。私たちは皆同じことをして来ました。いろいろなものに手

を合わせてきました。ところが、手を合わせているものが世界のすべての創造主がどうかと問いかけて

みるなら分かります。過去の立派な人間であったり、人間が作ったものであったり、そのようなものが

創造主になり得ません。贖われた一人ひとりに対して神が言われることは、この神こそが唯一真の神で

あることをしっかり覚えなさいです。（ｃ）創造主であり罪を贖われるお方＝しかも、その方は「主が、

私たちを造られた」と創造主だと言います。また、同時に、その方は私たちを贖ってくださった方、罪を

赦してくださった方です。だから、「私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。」と言います。神に

逆らっていた私たちを神は救い出してくださって、罪を赦してくださって、何と私たちを神のもの、神

の民、牧場の羊としてくださったのです。「主の民」である、私たちは神の所有物だということです。エ

ゼキエル書の３４：３０に「このとき、彼らは、わたしが主で、彼らとともにいる彼らの神であり、彼らイスラ

エルの家がわたしの民であることを知ろう。――神である主の御告げ。――」と書かれています。これがどれ

ほど私たちを慰めてくれることでしょう。全能で全知のこの世界のすべてをお造りになった真の神がい

つも私とともにいてくださる、私たちは新約聖書を見て「わたしは決してあなたを離れず、また、あなたを

捨てない。」（ヘブル１３：５）と言われた、そのことを感謝しますが、旧約聖書から神はそのことを約

束されているのです。「わたしはあなたとともにいる」と。心配しなくてもよい、どんなときでもわた

しはあなたとともにいるから、なぜなら、あなたはわたしの愛するもの、あなたはわたしの民である、

わたしの大切なものだと言われるのです。「牧場の羊である」とこのような表現はみことばの中に見て私

たちはよく知っています。私たちは羊なのです。すばらしい最高の羊飼いによって養われ守られている

羊なのです。この羊飼いは私たちの弱さを知っておられて、私たちの必要を満たしてくださり、私たち

を守ってくださり、私たちを正しく導いてくださる、そのような人生に私たちは招き入れられたのです。

クリスチャンの皆さん、あなたが信じている神は唯一真の神です。私たちはそのことを考えるたびに、

なぜ、このような特権にあずかったのかと思います。なぜなら、神と名の付くものはいっぱいいたし、

今もいます。そのような中でなぜ神は私を救い出してくださって、この真の神を信じるように導いてく

ださったのか、驚きだと思いませんか？それだけではありません。この神は私をしっかり捉えてくださ

り、私を守ってくださり、私を導いてくださり、私の弱さも全部分かった上で主を与えてくださる、こ

のような特権に私たちは招き入れられているのです。私たちは他の人たちを見て彼らを見下げるなどと

いう罪を犯しません。なぜなら、彼らよりも罪深い者がここにいるからです。驚くべきことは、なぜこ

のような罪人に対して神はここまで祝福をくださるのかです。ですから、私たちはこの神に喜びをもっ

て賛美をするべきだ、この方を心から崇めるべきだと言うのです。このようなすばらしい祝福を私にく

ださったから、そして、この祝福の中に私を保ってくださっているから。 

 喜びをもって主に仕えて行きなさいと、喜びをもって主を礼拝することがこの１－３節に記されてい

ます。 
（２）感謝をもって主を礼拝すること  ４－５節 

４節を見ると、２節と同じように礼拝者の正しい態度が再び教えられています。「感謝しつつ、主の門

に、賛美しつつ、その大庭に、はいれ。主に感謝し、御名をほめたたえよ。」、感謝と賛美をもって主を崇め

なさいと言います。宮に入りなさい、主の門に、大庭に入りなさいと言います。この「はいれ」というの

も命令形が使われています。礼拝のために主のもとに来なさいということです。そして、「主に感謝し、

御名をほめたたえよ。」と言います。神を礼拝するのですが、個人的な礼拝というよりも、すべての礼拝

が一つになってこの主に感謝し、ほめ歌を歌うようにと、このみことばは私たちに教えるのです。「御名

をほめたたえなさい」、この方に心からの感謝をささげなさいと、それは私たちがこの方の偉大さを覚え、

この方が与えてくださったすばらしい祝福を覚えるときに、私たちはその方に対する感謝を、そして、

心からなる礼拝をささげたいと願うものです。詩篇３４：１に「私はあらゆる時に主をほめたたえる。私の

口には、いつも、主への賛美がある。」と著者が言います。このような生き方を神は私たちに望んでおられ

るのです。どんなときでも私たちが神をほめたたえるように、どんなときにも神に対する賛美があるよ

うにと。最初に言ったように、神に贖われたイスラエルの民はそうであるし、新約の時代に救われた今

の私たちにも神は同じことを望んでおられます。私たちが真に心から神を礼拝する者になることを神は



望んでおられるのです。いつも私たちがこの神を賛美しながら、この神のすばらしさをたたえながら歩

む者になることを神は私たちに望んでおられるのです。この「感謝しなさい」も「御名をほめたたえな

さい」もすべて命令形で書かれています。つまり、これを神は望んでいるということです。どちらでも

いいというのではない、こういう生き方をしなさいというのが神の命令なのです。それは、この神はそ

れにふさわしいお方だからです。 

５節にその理由が記されています。「礼拝の力」が再び３節と同じようにこの５節にも記されていま

す。私たちが知るべきこと、それは「主はいつくしみ深くその恵みはとこしえまで、その真実は代々に至る。」

です。（ａ）主はいつくしみ深い＝主は良いお方であるということを覚えるのです。詩篇９２：１に「主

に感謝するのは、良いことです。」とあります。この「良いこと」ということばがここでも使われているの

です。このことばは旧約聖書の中に６１５回も出て来ます。前にも言ったように、神が天地創造された

ときに、その被造物を見て「よかった」と言われた、そのときにも同じことばが使われているのです。

神が造ったものはみなすばらしかったのです。おもしろいことは、善悪の知識の木があります（創世記

３：５）。この善悪というのは善と悪の知識の木なのです。この善にも「良いこと」ということばが使

われているのです。つまり、神は善、良いことしかできないのです。神に悪を行なうことはできないの

です。神には罪がないから罪を犯すことはないのです。神が行なうことは常に良いことです。だから、

私たちは神が為さっていることがなぜか分からなくても、ローマ８：２８で教えるように「神がすべての

ことを働かせて益としてくださる」ということを信じるのです。「益とする」と訳されていることばは英語

では「ｇｏｏｄ」です。神の為さることは常にｇｏｏｄ、良いことだと言うのです。それが神です。だ

から、私たちは分からないことがたくさんあったとしても、そのすべてのことを分かっておられる神、

しかも良いことしかできない神は、私たちにはどう見ても良いことと思えないことも使って、私たちの

ためにしてくださるのです。病気はだれが考えても嬉しいことではありません。でも、病気を通して学

ぶことはたくさんあります。辛いことも有り難くない、でもそれを通して学ぶことはたくさんあります。

後になってみて、そのような経験をしたことはよかったと言えることはたくさんあります。私たちの弱

さを知っておられる神、私たちに必要なことが何かを知っておられる神は、神のご性質が良いことしか

できない、良いお方だから私たちに最善のことをいつもしてくださっています。神がそのような方だか

ら、私たちは信頼を置こうとします。この詩篇の著者もそのように言うのです。「主はいつくしみ深い」、

主は良いお方だ、主は良いことだけを為さるお方だと。だから、もし、あなたが今私たちの生活に起こ

っているいろいろなことを見て、なぜ？と神を疑っているなら、あなたは大変な過ちを犯しているので

す。神は良いことしかできないのです。だから、それを正しく受け取ることが必要です。神さま、今こ

のときにしっかり学ばなければいけないことを学ばせてください、どうぞ、この中にあって正しいこと

をさせてください、私はあなたを喜ばせたいですから、それが救ってくださったあなたに対して私がで

きる最善のことです。（ｂ）その恵みはとこしえまで＝恵みということばは、確かに、恵み、あわれみ

という意味ですが、愛と訳すことばでもあります。英語の聖書では「愛」と訳しているものもあります。

つまり、この著者は神は私たちに常に良いことを為される方であり、同時に、変わることのない愛をも

って私たちを愛してくださっているお方だというのです。私たちがどんなに神に背こうと逆らおうと神

の愛は変わらないのです。しかし、私たちクリスチャンが神に逆らい続けるなら、神は私たちを懲らし

めなければなりません。正しい道に戻ってくるようにと。（ｃ）その真実は代々に至る＝主は真実なお

方であると言います。神の言われることは必ずそうなる、信頼できるお方であると言うのです。神が言

われたことは変わることがないのです。 

 このような神によって私たちは救われ、守られ、導かれているのです。私たちは新しい年を迎えて新

しく歩むにあたって、もちろん、これは年の初めだけでなくいつも変わらないことですが、このような

神によって私は守られ、今日このように生かされていることを一人ひとり覚えなければいけません。イ

スラエルの人々もそのように覚えなければいけなかった、そして、私たちもこのようなすばらしい祝福

を覚えて、この方を心から礼拝しつつ生きて行くことが必要です。 

 そこで、最後に皆さんにお聞きしたいことは、確かに皆さんは礼拝をささげておられる、主に仕えて

おられます。でも、形だけの信仰者になっていないか、形だけの礼拝者になっていないかを自分自身に

問いかけてみなければいけません。そのようになりがちなのです。これまでと同じことを行なっていな

がら心が伴っていないこと…。マルコ７：６－８「イエスは彼らに言われた。「イザヤはあなたがた偽善者に

ついて預言をして、こう書いているが、まさにそのとおりです。『この民は、口先ではわたしを敬うが、その心は、

わたしから遠く離れている。』 :7 彼らが、わたしを拝んでも、むだなことである。人間の教えを、教えとして

教えるだけだから。』 :8 あなたがたは、神の戒めを捨てて、人間の言い伝えを堅く守っている。」、悲しいこ

とに、クリスチャンでもいつの間にかみことば以外のものに関心をもって、みことば以外のものが私た

ちの生活を支配してしまって、気が付くと聖書から外れた生き方をしているということが起こり得るの



です。私たちは気を付けなければいけません。なぜ私は礼拝に来るのか、なぜ私は奉仕をするのか、も

し、あなたが神の恵みをしっかり覚え、神がどういうお方かしっかり覚えてその方に対する心からの感

謝をもって喜びをもってしているなら、それは神の前に喜ばれることです。しかし、ただ義務感からし

ているなら、それはむなしいことです。 

 最後に、神を賛美し神に感謝を常にささげて生きる礼拝者になるためにはどうすればいいのでしょ

う？一つは、神を知ることが必要です。あなたが主を知るために必要なことは主と時間を取らなければ

いけません。あなたの信仰生活を振り返ってみてください。あなたは神との時間を取っておられますか？

その神との時間もいつの間にか義務になってしまって、かつてもっていた喜びが無くなってしまって、

しなければいけないことだからする、そうしないと何か災いが襲ってくるような…、もう間違った道に

歩み始めているのです。確かに、大変なことです、忍耐がいることです。犠牲心がいることです。しか

し、私たちが主に喜ばれる礼拝者になって行くために必要なことは、神との時間です。もし、あなたが

今、喜びや感謝を失ってしまっているなら、もし、あなたの心の中にいろいろな不満があるなら、苛立

ちがあるなら、どうぞ、あなたと神との時間を考えてみてください。どこかからその時間がだんだん少

なくなってきて、その時間を取っていてもその交わりは本当に神が望んでおられるような、神が喜ばれ

るような時間であるのかどうかです。二つ目に必要なことは、罪を告白することです。知らず知らずの

うちに私たちは罪を犯しているのです。私たちが神を礼拝するために必要なことの一つは、私たちが自

らの罪を告白することです。間違いなく、私たちは罪に罪を重ねているのです。今朝起きてからここに

来るまでも私たちはいろいろな罪を犯しています。礼拝中も犯しているかもしれません。私たちはどう

しようもない罪人なのです。ですから、こんな私たちが主の前に喜ばれる礼拝を、しかも、心の隅々ま

でご覧になっておられる神に礼拝をささげて行くには、私たちは主の前にいつもきよめていただかなけ

ればなりません。私たちに必要なことは自らの罪を告白することです。そうすることによって私たちは

喜びをもって感謝をもって歩むことができるのです。信仰者の皆さん、どうぞ、神が教えておられるこ

とに耳を傾けてください、そして、神が教えておられることを実践してください。そのときに神が働い

て神はあなたを変えて行ってくださいます。救ってくださった神を心から崇め、この方のすばらしさを

証する者として神はあなたを用いていってくださる、そのようにして生きる生き方こそ、価値のある生

き方です。神の恵みを無駄にしてはいけません。どうぞ、喜びと感謝をもって主を礼拝してください。 

 


