
 

 

２０１１／０４／１０  礼拝メッセージ  近藤修司 牧師 

 

主  題：新たな歩み 

聖書箇所：詩篇 ８１篇 
 

この詩篇８１篇の著者であるアサフはこのように言います。１節「われらの力であられる神に喜び歌え。

ヤコブの神に喜び叫べ。」、彼は人々に「ともに神を称賛しよう、誉め称えよう。」と呼びかけるのです。

そのために、私たち信仰者は召されたのです。時代がどうあれ、旧約の時代であろう新約の時代であろ

うと私たちはこの神を誉め称えるために造られ、そして、救われ、生かされているのです。恐らく、信

仰者である皆さんもそのような歩みを日々為しておられることと期待します。そのように信じます。し

かしながら、注意していなければ、私たちはいつの間にか神に対して称賛をささげているようでも、実

は、主が喜ばれない称賛、賛美をささげてしまっている可能性があります。 

 今日、私たちはこの詩篇８１篇のみことばを見て行きますが、私はこのメッセージのタイトルを「新

たな歩み」としました。新年度であろうとなかろうと、私たちは常に何のために救われ、何のために生

かされているのか、主が私たちにどのようなことを期待しておられるのか、そのことを思いながら歩む

ことが必要です。アサフは私たちに「神を誉め称えながら生きて行こう！」と言います。神を心から賛

美しながら歩んで行こうと言います。願わくは、このみことばを通して今日、信仰者である皆さん一人

ひとりが自らの歩みを再確認してくださることを願います。そして、今までの信仰者としての歩みにど

こか問題があるならば、今日が新たな出発の日になっていただきたいと心から願います。 

☆新たな歩み ： 神を心から誉め称えるために覚えるべきこと 
 この詩篇の著者は私たちに大切なことを教えるのですが、この１－３節で彼は先程から話しているよ

うに「称賛への招き」を記しています。ともに主を誉め称えようと言うのです。そして、４節から後半

を見ると、実際にどのようにして神を誉め称えて行くのか、そのことが記されています。 

Ⅰ．賞賛への招き  １－３節 

Ａ．称賛の対象 ： だれを誉め称えるのか  １節  

１．「われらの力であられる神」 

２．「ヤコブの神」 

１節にこのように記されています。彼は単に「神を誉め称える」と言わないで、敢えて、目的をもっ

てこのように語るのです。アサフが言いたいことは、私たちが誉め称える神はどのような神であるのか、

そのことをしっかりと覚えて、その方にふさわしい称賛をささげるべきだということです。彼は私たち

に先ず、「われらの力であられる神に」と言います。彼が言いたかったことはこの後も出て来ますが、私

たちの神は、私たちイスラエルの先祖をエジプトの地から連れ戻った方、奴隷であった私たちの先祖を

そこから解放して約束の地まで導いてくださった、そのような救いの神であると、そのことを彼はまず

最初に教えるのです。そして、「ヤコブの神に」、即ち、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、つ

まり「契約を守られる方、約束なさったことは必ず成就なさる神」、それが私たちの神だとアサフは告

げるのです。それだけでも称賛に値する神です。 

人々を救い出してくださる神、特にイスラエルはそのことを体験しました。そして、約束されたこと

は必ず守られる方です。イエスを信じておられる皆さん、それが私たちの神ですね！イスラエルはエジ

プトの奴隷から解放されました。私たちは罪の奴隷から解放されました。私たちがどうすることも出来

ない罪の力を神は打ち破って、私たちをそこから救い出してくださったのです。同時に、私たちは私た

ちがどう思うか、どう感じるかというそのようなところに立っているのではありません。私たちの信仰

は神の言われた約束に、そのことばに立っています。なぜですか？神が言われたことは必ず成ると信じ

ているからです。この約束こそが神の約束であることを知っているからです。ですから、私たちはこの

呼びかけに対して「アーメン、その通りです。」と、私たちも心からこの偉大な神、私たちの主を誉め

称えたいとそのように願うのです。 

Ｂ．称賛に関する注意事項 ： どのように誉め称えるのか  ２－３節 

２－３節「声高らかにほめ歌を歌え。タンバリンを打ち鳴らせ。六弦の琴に合わせて、良い音の立琴をかき鳴

らせ。:3 われらの祭りの日の、新月と満月に、角笛を吹き鳴らせ。」と、これは明らかに祭りのことです。 

イスラエルの三大祭りの一つである「仮庵の祭り」です。 

《仮庵の祭り》＝この祭りは第７の月、私たちの暦で言うなら９月の下旬か１０月の初旬です。その第

７の月の１５日から２２日までの７日間行われる祭りです。イスラエルの民はエルサレムの神殿に集ま



 

 

って主の前にいけにえとささげ物をささげます。何のためにそうするのか？彼らはエジプトから解放さ

れて、そして、約束の地まで導いて来られたその旅を覚えるためです。その祭りの話をするのです。で 

すから、アサフはそれを覚えながら、その偉大な神をいっしょに称えようと言うのです。 

さて、その神を誉め称えることに関して、アサフは二つの注意事項を与えています。 

１．喜びをもってささげる  

 １節には「神に喜び歌え。」、「神に喜び叫べ。」、２節には「声高らかにほめ歌を歌え。タンバリンを打

ち鳴らせ。六弦の琴に合わせて、良い音の立琴をかき鳴らせ。」と、楽器の音に合わせてその喜びを表わし

なさいと言います。皆さんが神を誉め称えるとき、皆さんが賛美をささげるとき、心からの喜びをもっ

てささげていますか？アサフが言うことはそこです。初めに話したように、私たちは確かに賛美をささ

げ続けます。賛美をささげ続けて来ました。ところが問題は、私たちがどのような心をもってそれをさ

さげているかです。喜びをもって神を誉め称えているのかどうかです。ただ何となく賛美をしていませ

んか？スポルジョンはこのことに関してこのようなコメントを出しています。「私たちへの主のみわざ

に対して私たちはどんなことばをもって感謝を表わしても十分ではありません。元気のない歌声で賛美

の歌を台無しにしてはいけません。気乗りしない歌い方は賛美の歌として似つかわしくありません。罪

人たちよ、この上もない恵みのゆえに喜び歌え。心に感謝が満たされているのだから、その感謝の気持

ちを声にして大いに言い表わすが良い。」と。まさに、今私たちが見ていることです。神を称えるなら、

注意しなければいけないことは、私たちが喜びをもって神を称えているかどうかです。そうでなければ、

神はその賛美を喜んでお受けにはならないのです。まず、私たちが注意事項として覚えなければいけな

いことは、ただ機会的に何となくやってしまってはいないかどうかをしっかりと吟味すること、そして、

喜びをもって神を称えているかどうかということです。 

２．心から為している 

 それは心から為している行為かどうかです。喜びは心から出て来るものです。私たちの賛美や礼拝は

ただ義務でやっていないか、ただ習慣的にやっている行為に過ぎないのかどうか、本当に心から神の前

に喜びをもって為している行為かどうか、そのことを探りなさいと言うのです。 

 サマリアの女とイエスが話している記事がヨハネの福音書４章にあります。彼女は「神を礼拝するの

はどこの場所なのですか？」と問います。４：２０「私たちの先祖は、この山で礼拝しましたが、あなたが

たは、礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。」、いったいどこが神を礼拝するのにふさわしい場所

なのでしょう？と。彼女の関心はどこで主を礼拝すればいいのかということです。そのときに、イエス

が教えられたことは場所ではありませんでした。心でした。「神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊とま

ことによって礼拝しなければなりません。」（４：２４）。もうすでに私たちが学んだことですから詳しい

学びはしませんが、この「まことによる礼拝」とは自分勝手な礼拝ではありません。神のみことばの真

理に基づいて礼拝をささげなさいということです。だから、私たちはみことばをしっかりと学び、それ

に対してふさわしい応答をしていくのです。「霊による礼拝」とは心からの礼拝です。アーサー・ピン

グという神学者が言っている非常に大切なことば、私はとても好きですが、彼はこのように言います。 

「礼拝というのは神によって支配された贖われた心であり、崇敬と感謝のうちに表現されるものであ

る。」と。心が問題なのです。心が本当に神の前に感謝しているなら、神に対して聖い正しい恐れを抱

いているなら、それにふさわしい行為がそこから生まれて来るということです。それにふさわしい礼拝

がそこから生まれて来るのです。問題は私たちの心なのです。 

ですから、イエスは「霊による礼拝」と言われたときに、人々が陥り易い形式的な礼拝がそれに反す

ることとして、警鐘として教えられたのです。形式的な礼拝に陥ってはならない、あなたのささげる礼

拝は常に心からのものでなければならないと。私たちが正しく神を知ることによって、そして、その真

理によって感動した心から湧き上がってくるもの、それが礼拝なのです。だから、イエスはパリサイ人

のささげていた礼拝を責められたのです。マタイの福音書１５：８－９「『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。:9 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。』」、確かに、礼拝をささげている、神を賛美している、でも、彼ら

の心はここにない、彼らの心は神の前に正しくないと言うのです。なぜなら、神の関心は行為ではなく

心だからです。 

 アモス書の中の５章２１節から、非常に厳しい神のおことばがあります。「わたしはあなたがたの祭り

を憎み、退ける。あなたがたのきよめの集会のときのかおりも、わたしは、かぎたくない。:22 たとい、あなた

がたが全焼のいけにえや、穀物のささげ物をわたしにささげても、わたしはこれらを喜ばない。あなたがたの肥

えた家畜の和解のいけにえにも、目もくれない。:23 あなたがたの歌の騒ぎを、わたしから遠ざけよ。わたしは

あなたがたの琴の音を聞きたくない。」と、賛美を退けなさい、止めなさい、あなたがたのささげている



 

 

礼拝を止めなさい、聞きたくないと、非常に厳しい恐ろしい神のメッセージです。では、なぜ、神はこ

のようなことを言われたのでしょう？２４節「公義の水のように、正義をいつも水の流れる川のように、流

れさせよ。」と、つまり、礼拝をささげている人々は神の前に正しくなかったのです。罪の中にいたの 

です。でも、彼らは形だけ礼拝をささげていたのです。彼らは形だけ賛美をささげていたのです。だか

ら、神はそれを拒絶されました。どんなに涙を流しても、人間の目から見てどんなにすばらしい礼拝を

ささげたとしても、礼拝は神に対してささげるものですから、その神がお喜びにならない礼拝は、どん

なに人間に感動を与えたとしてもそれは虚しいものです。 

どうですか？皆さんがささげておられる礼拝は？あなたの心からなる神に対する感謝ですか？主のな

してくださったみわざに対してあなたの心は感動し、その喜びに満たされて「神様、本当に感謝します。

あなたによって贖われたことを感謝します。この救いに与っていること、永遠のいのちに与っているこ

とを感謝します。」と、そのような思いがあなたの内側から出て来て、そして、神にその感謝を礼拝を

ささげておられますか？みことばは明確に私たちに、あなたのささげる賛美やあなたがささげている礼

拝のすべてが、喜びをもってささげていないなら「わたしは喜ばない。」と言っています。あなたの心

から出ていなければ、どんなに人間的にすばらしく見えても「わたしは喜ばない。」と主はおっしゃる

のです。そのことを私たちはしっかりと覚えなければいけないのです。 

「ともに主を賛美しよう！ともに主を誉め称えよう！」と言います。そのためには私たちが自らの心

をしっかりと探らなければいけないのです。だから、心を整えることは大切なのです。罪をもったまま

神の前に出て行くことは出来ないのです。聖い正しい神が誉め称えられるためには、聖い正しい心をも

って神の前に出て行かなければいけません。そして、その心は神に対する喜びに溢れていなければなら

ないのです。 

Ⅱ．称賛の実践  ４－１６節 

 確かに、私たちはみな、そのように神が喜んでくださる称賛を神にささげたい、神を誉め称えて行

きたいと、そのように願ってはいるのですが、なかなかそれが実現できないのが私たちです。賛美をさ

さげていても、かつてもっていた感動が薄れてしまったり、かつてもっていた畏れが少なくなっていた

りと、私たちは大変罪深い愚かな者です。そのような状況を神の前に一生懸命説明する必要は無いので

す。なぜなら、神はそのことをすべて分かっておられるからです。そこでこのアサフは、どうすれば主

が喜んでくださるのか、また、どうすれば主が求めておられる賛美をささげることができるのかを教え

てくれています。弱い私たち、罪深い私たちがどうすれば神が喜んでくださる称賛をささげることが出

来るのか、そのことを教えてくれています。彼は二つのことを言います。一つは、主のみわざをいつも

覚えなさいと言います。神がどんなことをなさったのか、その主のみわざをいつも覚えることです。二

つ目は、主の約束をいつも覚えることです。アサフはそのことをここに記しました。 

Ａ．主のみわざを覚えること  ４－７節 
 「:4 それは、イスラエルのためのおきて、ヤコブの神の定めである。:5 神が、エジプトの地に出て行かれた

とき、ヨセフの中に、それをあかしとして授けられた。私は、まだ知らなかったことばを聞いた。:6 「わたしは、

彼の肩から重荷を取り除き、彼の手を荷かごから離してやった。:7 あなたは苦しみのときに、呼び求め、わたし

は、あなたを助け出した。わたしは、雷の隠れ場から、あなたに答え、メリバの水のほとりで、あなたをためし

た。セラ」、ここには五つの出来事が記されています。 

主のみわざ：出エジプトにおける主のみわざ 

（１）肩から重荷を取り除いた  ６節 

  その状況が見えて来ませんか？奴隷であったイスラエルの民、彼らは重荷を背負っていました。し

かも、彼らに課せられた労働は大変厳しいものでした。 

（２）彼の手を荷かごから離してやった  ６節 

彼らが背負った荷かごには建築用の資材が入っていたのです。それを担ぎながら彼らは働き続けな

ければいけなかったのです。そのような苦しみの中から神は彼らを解放されたのです。 

（３）苦しみのときにあなたを助け出した  ７節 

苦しみのときに神は彼らを助け出されたのです。 

（４）雷の隠れ場からあなたに答えた  ７節 

恐らく、シナイ山で主ご自身が語られたときのことでしょう。出エジプト記２０章に記されていま

す。２０：１８－２１「民はみな、雷と、いなずま、角笛の音と、煙る山を目撃した。民は見て、たじろぎ、

遠く離れて立った。:19 彼らはモーセに言った。「どうか、私たちに話してください。私たちは聞き従います。

しかし、神が私たちにお話しにならないように。私たちが死ぬといけませんから。」:20 それでモーセは民に

言った。「恐れてはいけません。神が来られたのはあなたがたを試みるためなのです。また、あなたがたに神



 

 

への恐れが生じて、あなたがたが罪を犯さないためです。」:21 そこで、民は遠く離れて立ち、モーセは神の

おられる暗やみに近づいて行った。」 

（５）メリバの水のほとりであなたをためした  ７節 

そして、荒野をさまよっているときに「メリバの水のほとりで、あなたをためした。」と、モーセは岩に命

じて水を出させるべきなのに、怒りをもって岩をたたいて水を出させたことによって神の前に罪を犯し

た、そのときの出来事です。出エジプト１７：１－７「イスラエル人の全会衆は、主の命により、シンの荒

野から旅立ち、旅を重ねて、レフィディムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。:2 それで、民はモーセ

と争い、「私たちに飲む水を下さい。」と言った。モーセは彼らに、「あなたがたはなぜ私と争うのですか。な

ぜ主を試みるのですか。」と言った。:3 民はその所で水に渇いた。それで民はモーセにつぶやいて言った。「い

ったい、なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか。私や、子どもたちや、家畜を、渇きで死なせるためで

すか。」:4 そこでモーセは主に叫んで言った。「私はこの民をどうすればよいのでしょう。もう少しで私を石で

打ち殺そうとしています。」:5 主はモーセに仰せられた。「民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、

あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。:6 さあ、わたしはあそこのホレブの岩の上で、あなたの

前に立とう。あなたがその岩を打つと、岩から水が出る。民はそれを飲もう。」そこでモーセはイスラエルの長

老たちの目の前で、そのとおりにした。:7 それで、彼はその所をマサ、またはメリバと名づけた。それは、イス

ラエル人が争ったからであり、また彼らが、「主は私たちの中におられるのか、おられないのか。」と言って、

主を試みたからである。」、民数記２０：１－１３「イスラエル人の全会衆は、第一の月にツィンの荒野に着

いた。そこで民はカデシュにとどまった。ミリヤムはそこで死んで葬られた。:2 ところが会衆のためには水がな

かったので、彼らは集まってモーセとアロンとに逆らった。:3 民はモーセと争って言った。「ああ、私たちの兄

弟たちが主の前で死んだとき、私たちも死んでいたのなら。:4 なぜ、あなたがたは主の集会をこの荒野に引き入

れて、私たちと、私たちの家畜をここで死なせようとするのか。:5 なぜ、あなたがたは私たちをエジプトから上

らせて、この悪い所に引き入れたのか。ここは穀物も、いちじくも、ぶどうも、ざくろも育つような所ではない。

そのうえ、飲み水さえない。」:6 モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入口に行ってひれ伏した。

すると主の栄光が彼らに現われた。:7 主はモーセに告げて仰せられた。:8 「杖を取れ。あなたとあなたの兄弟

アロンは、会衆を集めよ。あなたがたが彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは、彼らのために

岩から水を出し、会衆とその家畜に飲ませよ。」:9 そこでモーセは、主が彼に命じられたとおりに、主の前から

杖を取った。:10 そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して、彼らに言った。「逆らう者たちよ。さあ、

聞け。この岩から私たちがあなたがたのために水を出さなければならないのか。」:11 モーセは手を上げ、彼の

杖で岩を二度打った。すると、たくさんの水がわき出たので、会衆もその家畜も飲んだ。:12 しかし、主はモー

セとアロンに言われた。「あなたがたはわたしを信ぜず、わたしをイスラエルの人々の前に聖なる者としなかっ

た。それゆえ、あなたがたは、この集会を、わたしが彼らに与えた地に導き入れることはできない。」:13 これ

がメリバの水、イスラエル人が主と争ったことによるもので、主がこれによってご自身を、聖なる者として示さ

れたのである。」 

アサフはもう一度このイスラエルの民に、どのようなことが神によって為されたのか、また、どのよ

うな失敗を私たちがしたのか、そのことを明らかにするのです。メリバでの出来事はまさに失敗でした。 

しかし、この失敗を覚えることによって同じ失敗を繰り返さないようにと言います。あのモーセでさえ

もこのような失敗をしてしまいました。私たちもしっかり注意してそのようなことを為すことがないよ

うにと。覚えなさい、何が起こったのか、神がどのようなことを為されたのか？と。 

 アサフは、あなたはいつも心を正しく保つために、あなたの心がいつも喜びに満たされ、そして、そ

の正しい心で神を誉め称えていくために必要なことは、神の為されたそのみわざをしっかり覚えること

だと言います。今、新約の時代に生きている私たちにも同じことです。私たちは確かに、神がイスラエ 

ルをエジプトから連れ戻ったそのすばらしいみわざを覚えることができます。しかし同時に、私たちは

私たち自身を罪から解放してくださったあのイエス・キリストの十字架のみわざを覚え続けるのです。 

教会に十字架が飾られているのは偶像ではありません。私たち一人ひとりが十字架を誇っているからで

す。あの十字架にイエス・キリストが架かり私たちの罪の贖いを成してくださった。私たちの誇りはそ

こにあります。十字架を見るたびに、私が愛されていることを確認できます。大きな犠牲をもって示し

てくださった愛、主の成されたみわざをしっかりと覚えて私たちも歩み続けて行くことです。 

Ｂ．主の約束を覚えること  ８－１６節 

 この中でアサフは二つのことを言います。主の約束、簡単に言えば、そこには「さばき」があり、そ

こには「祝福」がある、どちらかだと言うのです。あなたの選択によってそれが決まると言うのです。 

神の祝福をいただくことも出来るし神ののろいを受けることも出来る。神の豊かな祝福を楽しむことも

出来るし、神のさばきを受けることもできる、選択だと言うのです。しかし、そのことは神が常に人々

に教えて来られたことです。 

１．さばき ： 警告の約束  ８－９節、１１－１５節 



 

 

この箇所には「さばき」に関する警告の約束が記されています。８節「聞け。わが民よ。わたしは、あ

なたをたしなめよう。」、神ご自身が戒めを与える、神ご自身が注意しなさいと警告を発するのです。 

１）偶像崇拝への警告  ９節 
 「イスラエルよ。よくわたしの言うことを聞け。:9 あなたのうちに、ほかの神があってはならない。あなたは、

外国の神を拝んではならない。」、ここで主は偶像崇拝への警告を発しています。それは神でないものを

崇拝することであり、神に敵対するものを崇拝することです。 

（１）神でないもの 

神でないものを崇拝する、そのような人々に対する警告はみことばの中に溢れています。申命記８：

１９を見ると「あなたが万一、あなたの神、主を忘れ、ほかの神々に従い、これらに仕え、これらを拝むような

ことがあれば、きょう、私はあなたがたに警告する。あなたがたは必ず滅びる。」とあります。これは明確な 

神の警告のメッセージです。「真の神であるわたしを忘れて、わたしを無視して、わたしに背いて、神

でないものを神として崇拝してそれに仕えていくなら、あなたがそのような選択をし続けるなら、あな

たに警告する、必ず、あなたは滅びる。」と。これは神に対する罪だからです。私たちは良く分かって

います。神でないものを神として崇拝するという偶像礼拝の罪に対する神の厳しいさばきがあることを。 

（２）神に敵対するもの 

 同時に、神に敵対するものを崇拝することも偶像礼拝です。コロサイ人への手紙３章の中でパウロが

そのことについてこのように教えています。３：５－６「ですから、地上のからだの諸部分、すなわち、不

品行、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりが、そのまま偶像礼拝なので

す。」、五つのことが記されています。 

その種類： 

ａ）不品行＝このことばから「ポルノ」ということばが出て来ています。ポルネイアというギリシャ語

です。性的不道徳という意味です。今の社会では、結婚した夫婦間以外のセックスは問題ないと言いま

すが、聖書はそれは「罪」だと言います。世の中がどのように言おうと、神はメッセージを変えておら

れません。それは「不品行の罪」です。 

ｂ）汚れ＝不潔な放埓です。自分の欲するままに生活をしていろいろなものに溺れてしまう。アルコー

ルかもしれないし女性かもしれない、そのような生活のことです。 

ｃ）情欲＝性的汚れへと導く恥ずべき欲望のことです。また、そのような性的な汚れを喜ぶ心の状態の

ことです。 

ｄ）悪い欲＝禁じられているものに憧れて、それらを求めて行くそのような心のことです。  

ｅ）むさぼり＝貪欲です。決して満足することがないのです。物や快楽を追い求め続けていくのです。

そして、それを手に入れるためなら何でもするのです。人のものであっても盗んででも手に入れたいと

するのです。そういうことです。 

 なぜ、パウロが、そして、神が「これが罪である」、「これが偶像崇拝である」と言ったのか？それ

は、これらの生き方はすべて神以外のものを愛しそれに従う生活を表わしているからです。生きる目的

が神でなくて、このようなものが生きる目的になってしまっているからです。神以外のものを愛して、

優先して生きること、それは偶像崇拝なのです。確かにこのようなものに対して神はコロサイ３：６で

このように警告を発しています。「このようなことのために、神の怒りが下るのです。」と、この世の中の

罪をご存じである神は、必ずその罪をさばかれます。 

この国ほど不道徳な国はありません。何回も皆さんに話しました。外国から宣教師がやって来て彼ら

が驚くことは、どこにでも自動販売機があって、アルコールだけでなく、たばこ、そして、ポルノ雑誌

までが容易く手に入るということです。かなり以前のことですが、アメリカで高速道路を走っていると 

大きな看板があります。それも問題だ、誘惑すると言います。私たちの国にはそのようなものが溢れて

います。新聞を見ても、テレビを見ても、ラジオを聞いても、小説を読んでも、私たちの周りにはその

ような神が喜ばれない生き方を勧める文章や写真などが溢れています。私たちがそのようなものを愛し

て求めていくなら、それは偶像崇拝です。 

私たちは気をつけなければいけないのです。この地上において神が喜ばれる生き方をして行くという

ことは大変です。しかし、私たちが覚えなければいけないことは、このような間違った選択に対しては

神の怒りがあるということです。エペソ５：５に「あなたがたがよく見て知っているとおり、不品行な者や、

汚れた者や、むさぼる者――これが偶像礼拝者です。――こういう人はだれも、キリストと神との御国を相続す

ることができません。」とある通りです。このような生活を習慣的に行ない続けている人たち、そのよう

なことを平気でやっている人たちは何を意味しているのか？救われていないことを明らかにしていると

言うのです。もちろん、気をつけなければ、私たちもそのような誘惑に陥ってしまうことがあります。 



 

 

でも、パウロはそのことを言っているのではありません。このような生き方を選択し愛して、その生き

方を継続している者たちのことです。神ではなくこの世のものを愛する、神のみこころよりも自分の欲

望に従う、そのような生き方をし続けている者たちのことです。 

その報い：神に敵対する生き方の結末   

同じエペソ５：６には「むなしいことばに、だまされてはいけません。こういう行ないのゆえに、神の怒り

は不従順な子らに下るのです。」とあります。ピリピ人への手紙３：１９にも「彼らの最後は滅びです。彼

らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。」とあり

ます。今さえ良ければいい、今さえ楽しければいい、今この欲望を満たしてくれたらいいと、このよう

に今のことしか考えない、それには神のさばきがあるから気をつけなさいと言うのです。 

２）不従順への警告  １１－１５節 

１１節「しかしわが民は、わたしの声を聞かず、イスラエルは、わたしに従わなかった。」、モーセは申命 

記８章でこのような警告を与えています。８：２０「主があなたがたの前で滅ぼされる国々のように、あな

たがたも滅びる。あなたがたがあなたがたの神、主の御声に聞き従わないからである。」、皆さん、明確です。 

神に従わなければそこには必ず神のさばきがあると言うのです。神に従わないことは罪です。神のみこ 

ころに従って行かないことは罪なのです。道から外れているのです。そこには必ず、それにふさわしい

報いがあると警告されているのです。 

過去から学ぶ：イスラエルの例  １１－１２節 

 アサフはそのことをイスラエルの過去の例を引き合いに出して説明しようとします。１１－１２節
「しかしわが民は、わたしの声を聞かず、イスラエルは、わたしに従わなかった。:12 それでわたしは、彼らを

かたくなな心のままに任せ、自分たちのおもんぱかりのままに歩かせた。」、ここには彼らの三つの罪が記さ

れています。 

ａ）主の声を聞かない＝神の声を喜んで聞こうとしないことです。だから、従わないのです。私たちも

神のみことばを聞きたくないと思っているときは、信仰的に余り良い状態ではありません。神のみこ

とばを聞きたいと思っているとき、その人の霊的状態は良い状態です。しかし、みことばから次第に

距離を置いてしまっているなら、霊的に危険な状態にあります。イスラエルは主の声を喜んで聞こう

としないゆえに、彼らは主に従わなかったのです。 

ｂ）神のことを考えない＝神のことよりも自分たちのことを考えるのです。それは彼らの生き方が明ら

かにしました。不従順な生き方がそれを明らかにしたのです。神のことに関心を払うよりも自分たち

のことに関心を払って、自分たちの好きなことを選択するのです。 

ｃ）心がかたくな＝神の声に耳を傾けようとしないのです。神に対して非常に頑固なのです。それが形

となって現われた、そのような選択を彼らがしたと言うのです。 

アサフはここでこうして神のさばきがあるという警告を発しました。神よりもそれ以外のものを愛し

たり優先するなら、そこには必ず神の審判があることを、神に従わない不従順な選択をするなら、そこ

にもさばきがあることの警告をアサフは与えました。 

２．祝福 ： 祝福の約束  １０，１６節 

 「さばき」から一転して今度は「祝福」のことに移って行きます。それが１０節と１６節に記されて

います。 

１）幸せ   

神は、神に従う者、神を愛する者たちにすばらしい幸せを約束しています。申命記６：１７－１８で 

モーセはこのように言います。「あなたがたの神、主の命令、主が命じられたさとしとおきてを忠実に守らな

ければならない。:18 主が正しい、また良いと見られることをしなさい。そうすれば、あなたはしあわせになり、

主があなたの先祖たちに誓われたあの良い地を所有することができる。」と。明確に記されています。神が良

いと思われること、神が正しいと思われることを選択しなさいと。新約聖書の中にも出て来ます。ロー

マ１２：２「この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神のみこころは何か、すなわち、何が良い

ことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一新によって自分を変えなさい。」と、

メッセージは全然変わっていません。神のメッセージは一貫しているのです。あなたが神を愛し神に忠

実に従っていくなら、失敗してもそれを悔い改めて従って行く、また失敗したらまた悔い改めて…と、

そのように歩んで行くなら神はあなたを喜んであなたを祝してくださるのです。私たちが考える正しい

ことではないのです。私たちが思う良いことではないのです。神が良いと思われること、正しいと思わ

れることを選択しなさい、そうすれば、あなたは幸せになる、神の祝福があるということです。それは、

決してあなたの欲しいものが与えられるということではありません。神の祝福があなたの上にあるので

す。このように「幸せ」が約束されています。 



 

 

２）満足  １６節  

 １６節「しかし主は、最良の小麦をイスラエルに食べさせる。「わたしは岩の上にできる蜜で、あなたを満ち

足らせよう。」、最高のもの最良のものを与えると言います。そして、このことが実際に起こりました。 

民数記１８：１２には「最良の新しい油、最良の新しいぶどう酒と穀物、これらの人々が主に供える初物全部

をあなたに与える。」と、詩篇１４７：１４には「主は、あなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを

満たされる。」とあります。また、申命記３２：１３には「主はこれを、地の高い所に上らせ、野の産物を

食べさせた。主は岩からの蜜と、堅い岩からの油で、これを養い、」と記されています。 

過去から学ぶ：イスラエルの例  １０節  それが可能である！なぜなら、… 

そのことをアサフは再びイスラエルの過去の例を用いて語るのです。それが１０節に出て来ます。 

（１）真の神＝「わたしが、あなたの神、主である。」と、アサフは「私の神は、私たちの神は私たちを

豊かに祝してくださる。」と言います。なぜそれが可能なのか？私たちの神は真の神だから。どうして

それが分かるのか？「わたしが、あなたの神、主である。」と言います。「わたしがあなたがたの神（エ

ロヒム）である。そして主（ヤーウェ）である。」と言います。なぜ、このように二つの神の名をここ

で使っているのでしょう？アサフが言いたかったことは、「神」、すなわち、それは「力ある創造主な

るお方である」、そして同時に、「主」である、この方は契約を守られる神であるということです。そ

のことはもうすでに見て来ました。１節に「力であられる神」とありました。私たちの神はヤコブの神で

す。契約を守る神です。そのことを彼はまたここで繰り返すのです。「私たちの神は力ある神だ。私た

ちの神は契約を守られる神だ。」と。だから、言われたことを必ず守られる。「こうすれば祝福する」

と言われたなら必ず祝福されるのです。「こうしたらさばく」と言われたなら必ずさばかれるのです。

神が言われたことは必ずその通りになるのです。そのことをアサフは告げるのです。 

（２）救いの神＝「わたしはあなたをエジプトの地から連れ上った。」、今見て来たように、出エジプトの

ことです。神が彼らを助けられたのです。詩篇１１８：５－９をご覧ください。 
118:5 苦しみのうちから、私は主を呼び求めた。主は、私に答えて、私を広い所に置かれた。 

  118:6 主は私の味方。私は恐れない。人は、私に何ができよう。 

  118:7 主は、私を助けてくださる私の味方。私は、私を憎む者をものともしない。 

  118:8 主に身を避けることは、人に信頼するよりもよい。 

  118:9 主に身を避けることは、君主たちに信頼するよりもよい。 

なぜなら、私の助けは主から来る、神が私を助けてくださるから。そうしてイスラエルは助けられたの

です。アサフも同じように神が助けてくださったと言います。最後に彼はこのように言います。 

（３）必要を与える神＝「あなたの口を大きくあけよ。わたしが、それを満たそう。」と、アサフが言うこ 

とは、私たちの神は「真の神」だけでない、「救いの神」だけでない、「必要を与える神」だというこ

とです。「わたしが、それを満たそう。」と言います。私たちの神は私たちの必要を満たしてくださるの

です。ですから、私たちはその約束に立って、 

（ａ）神は必ず必要を満たしてくださることを信じる。 

（ｂ）神は最善を与えてくださることを信じる。 

神ご自身が「そのとおり！」と言われたのです。神は常に最善のことしか成せないのです。それが神な

のです。私たちとは違うのです。「この人には一番良いものを…」、「この人には二番目に良いものを

…」、これは神ではありません。神は私たちに最善のものを与えてくれるのです。私たちが神の最善で

はなくて自分の最善、つまり、最善でないものを選択していることが問題です。神が為さることは常に

最善を与え続けることです。 

（ｃ）神は最善のときに与えてくださることを信じる。 

そして、神は最善のときにそれを与えてくれるのです。神の約束は、先ほども話したように、私たち 

の欲しいものを与えるということではありません。私たちに必要なもの、私たちに最善なものを神は最

善のときに与えてくださるということです。だから、私たちは自分の考える最善を捨てて、神の最善を

期待する者になることです。なぜですか？私たちは私たちが最善と思っても、それが本当に最善かどう

か分からない者だからです。分かっているのは神だけです。それなら、神にお任せすることです。 

私たちはいつも思います。｢神さま、今これが必要です。今が最善のときです。｣と、それが事実かど

うかも分からない私たちがそう言うのです。すべてを知っておられる神に任せておかなければいけない

のです。神は最善を為さるお方であり、最善だけを為す方であり、そして同時に、最善のときに為され

るお方です。ですから、私たちが主が最善を与えてくださるという確信をもって生きるということ、ま

た、そのように生きていくためには、主がどのようなお方であるかにすべて掛かっています。もし、私



 

 

たちが神がどのようなお方であるかということを分かれば分かるほど、私たちはこの方に任せて行くこ

とです。この方は最善を為してくださり、私たちの考える最善のときではなくて、神の最善のときに私 

たちを助けてくださるのです。 

 皆さん、信仰生活の中で難しいことの一つは「待つ」ことだと思いませんか？「いつまで待つのです

か？神さま…」と、そのような信仰者から「あなたの最善のときに最善のことが為されることを私は信

じます。どうぞ、私に忍耐を与えてください。」と、そのような信仰者へと私たちは変わりたいもので

す。アサフは私たちに言います。｢神を誉め称えよう。神を心から誉め称えましょう。そのために、あ

なたは自分の心をしっかり吟味して、神に喜ばれる称賛、賛美をささげているかどうかを吟味しなさい。

あなたの賛美、あなたの称賛は喜びから出ていますか？心から出ていますか？しっかりと心を吟味しな

さい。｣と。 

この方だけがあなたにすばらしい祝福を与えることができるのです。なぜなら、この方は「真の神で

あり、力ある救いの神であり、そして、あなたの必要を満たしてくださる神」だからです。信仰者の皆 

さん、しっかりと私たちの主を見ましょう。どのような方か？そして、それをしっかり見て、その方に

信頼を置いて今日を生きて行くことです。多くの信仰者が自らの愚かさのために最善を逃してしまって

います。そのようなことを繰り返してはなりません。今から新しい歩みを始めることです。今日から、 

新たな歩みを始めて行くことです。救われた目的を果たす者として、神を心から誉め称える者として、

人ではなくて神ご自身が喜んでくださる、そのような歩みをもってあなたの神を誉め称え続けてくださ

い。 

 

☆考えましょう： 

１．主はあなたがささげてきた称賛を喜んでおられたと思いますか? 

２．どうすれば主を覚え続けることが出来るのでしょう？ 良い方法を考えてください。 

３．主の最善以外のものを選択してしまうのはどうしてなのでしょう？ 

４．主の最善を選択するためにはどうしたら良いと思いますか？ 

５．あなたは今日からどのように歩んで行かれますか？ 

 


