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神を待ち望め!

Ⅲ　約束の力

主はアブラムに言われた。「あなたは、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の
家を離れて、わたしが示す地へ行きなさい。
そうすれば、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
いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。
わたしは、あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者をのろう。地のすべての部
族は、あなたによって祝福される。」"

創世記 12:1-3 

1.理由付けや説明を求めて生きるのではなく、神の約束に
　生きる
"「わたしはあなたを多くの国民の父とした」と書いてあるとおりです。彼は、死者を
生かし、無いものを有るものとして召される神を信じ、その御前で父となったので
す。
彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、「あなたの子孫は、このようになる」と言わ
れていたとおり、多くの国民の父となりました。
彼は、およそ百歳になり、自分のからだがすでに死んだも同然であること、またサラ
の胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。
不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて、神に
栄光を帰し、神には約束したことを実行する力がある、と確信していました。"

ローマ人への手紙 4:17-21

2.神は約束と共にテストされます
"これらの出来事の後、神がアブラハムを試練にあわせられた。神が彼に「アブラハム
よ」と呼びかけられると、彼は「はい、ここにおります」と答えた。
神は仰せられた。「あなたの子、あなたが愛しているひとり子イサクを連れて、モリ
ヤの地に行きなさい。そして、わたしがあなたに告げる一つの山の上で、彼を全焼の
ささげ物として献げなさい。」
翌朝早く、アブラハムはろばに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて
行った。アブラハムは全焼のささげ物のための薪を割った。こうして彼は、神がお告
げになった場所へ向かって行った。"

創世記 22:1-3
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Hope in the Lord!

Ⅲ　The power of promise

“The Lord had said to Abram, “Go from your country, your people and your father’s
household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will
bless you; I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those
who bless you, and whoever curses you I will curse; and all peoples on earth will be
blessed through you.”

Genesis 12:1-3

1. Living by God's promise instead of seeking reasoning
　and explanations

As it is written: “I have made you a father of many nations.” He is our father in the sight
of God, in whom he believed—the God who gives life to the dead and calls into being
things that were not.
Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many
nations, just as it had been said to him, “So shall your offspring be.” Without weakening
in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead—since he was about a
hundred years old—and that Sarah’s womb was also dead. Yet he did not waver
through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and
gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had
promised.”

Romans 4:17-21

2. God also tests us as He gives us His promise

Some time later God tested Abraham. He said to him, “Abraham!”
“Here I am,” he replied. Then God said, “Take your son, your only son, whom you
love—Isaac—and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on
a mountain I will show you.”
Early the next morning Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two
of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering,
he set out for the place God had told him about.”

Genesis 22:1-3


