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はじめに 

第一サムエル記の始まりでは、エリがイスラエルの大祭司であっ

た。法王や大司教に等しいと言える。モーセの兄であるアロンの時

代にさかのぼると、大祭司は国家の礼拝生活の純度を維持するため

のイスラエルの霊的指導者であったことを思い出します。国家の安

否：安全、強度、繁栄、および神がお与えになった約束の土地にす

む権限は、彼らの神であるヤハウェとの関係の近さに直結した。そ

のことは、レビ人の祭司たちが、神の愛と献身の模範を示し、シナ

イ山において、神によって、モーセを通して与えられた契約の要件

に慎重に従い遂行する必要があるということを意味した。大祭司と

その息子たち（任務の相続人）にとって、イスラエル国家も同じく

礼拝生活の霊的純度を維持するために、神聖な幕屋で模範となり、

教えるということは、より不可欠であった。エリは、大祭司として

イスラエルを４０年間導いた（４：１８）；しかし、彼の任務中、

神を称えることに失敗した。ハンナでまでも、祈りの最中にエリに

よる非情で失礼な反応を体験した（１：１３，１４）。悲しいかな

この大祭司は、自分の世帯に、また国家全体に、祝福をもたらすの

ではなく、裁きをもたらした。 

エリの息子たちの罪： ２：１２－１７ 

 

大祭司としての失敗の根本は、邪悪さによるものではなく、むしろ

過失によるものであった。エリは、父親として息子たちを責めはし

たものの、邪悪な息子、ホフニとフィニアスを抑制することに失敗

した。彼らは、利己的な利益のために、無謀にも、定められていた

手順を違反することによってシロでの神聖な幕屋においての崇拝の

儀式に軽蔑を示しました。 

エリの子らは、よこしまな人々で、主を恐れなかった。（２：１２）

このように、その若者たちの罪は、主の前に非常に大きかった。 

この人々が主の供え物を軽んじたからである。（２：１７） 

 

「レビ記」は、神を礼拝し称えるために祭司によってどのように各

種のいけにえが備えられるべきであるかに関する極めて具体的な指

示を与えているマニュアルである。ホフ二とフィ二アスは、神の指

示が記された書を廃棄し、罪な欲求を満たすために、思い通りの独

自のものに作り替えた。これらの犠牲が意図されていた主に対する

完全な不名誉な行いであった。最初と最後の行いは実に問題の核心

を突いている：彼らは主を恐れなかった（１２節）。・・・この

人々が主の供え物を軽んじたからである。（２：１７）ホフニとフ

ィニアスは、イスラエルの群集が見守る中、主の御前に奇妙な火を

捧げた、アロンの我儘な息子たち、ナダブとアビフが神の怒りの噴

出によって破壊されました出来事を思い出させる（参照：レビ記１

０章）。不敬虔な祭司の現状はその後も旧約の間継続する。エリ、 

ホフニ、そしてフィニアスの約５００年後、神は預言者エレミヤに 

エリの時代のことを話された：祭司たちは、『主はどこにおられる

か』と言わなかった。律法を扱う者たちはわたしを知らず、つかさ

たちはわたしにそむき、預言者たちはバアルによって預言し、益な

き者に従って行った。（エレミヤ書２：８） 

 

 

 

 



ハンナの更なる祝福： ２：１８－２１ 

 

物語は、少年サムエルと対照的に続く。サムエルと献身的な母親で

あるハンナとの親密な関係、また、神による祝福により、ハンナは

更に５人の子供を授かった物語を際立てている！ 

 

サムエルはまだ幼く、身に亜麻布のエポデを着けて、主の前に仕え

ていた。母は彼のために小さい上着を作り、年ごとに、夫と共にそ

の年の犠牲をささげるために上る時、それを持ってきた。エリはい

つもエルカナとその妻を祝福して言った、「この女が主にささげた

者のかわりに、主がこの女によってあなたに子を与えられるよう

に」。そして彼らはその家に帰るのを常とした。こうして主がハン

ナを顧みられたので、ハンナはみごもって、三人の男の子とふたり

の女の子を産んだ。わらべサムエルは主の前で育った。 

（２：１８－２１） 

不健全な環境の光の中に置かれたサムエルの安否と個人的成長を心

配するハンナは必死に祈ったに間違いありません。年に一度の祝い

の際には、サムエルを訪れ、成長に合わせて大きい式服を縫って与

えた。主に捧げた息子の代わりに、ハンナに更に子が授かるように

祈ったのは、祭司のエリであった。祈りに答えられた主は、ハンナ

に３人の息子と２人の娘を与えてくださった！ 

ハンナは、主にサムエルの祭司として、また、願わくば将来のイス

ラエルの指導者として、息子を神にお返しするという誓願を守った

（神に、更に子供を授けてくださることを期待することなく）。 

おそらく、我が子を引き離し、エジプトのパロの娘の息子となるよ

う導いたモーセの母、ヨケベドに動かされたのかもしれない（出エジ

プト２：９，１０）。両者とも、与えられた時間に出来る限り、息子

に投資した。また、息子の将来の結果を知ることなく、忠実に神に

自分の息子を委託した。母親（と父親）には子供の形成的発育に投

資するために限られた時間が与えられている。厳粛な責任である。

限られた時間は短いです。賢く使いましょう！ 

エリの息子たちへの訓育における失敗： ２：２２－２６ 

 

イスラエルの大祭司として、エリは自分の不従順な息子たちを幕屋

においての任務から退けるべきであった。その代わりに、頼りなく

彼らを非難した；それでも、役割継続を許した。息子たちは、父の

声を聞いても、罪悪感すら覚えることなく、それを却下することを

実践した。 

 

エリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエルの人々

にしたいろいろのことを聞き、また会見の幕屋の入口で勤めていた

女たちと寝たことを聞いて、彼らに言った、「なにゆえ、そのよう

なことをするのか。わたしはこのすべての民から、あなたがたの悪

いおこないのことを聞く。わが子らよ、それはいけない。わたしの

聞く、主の民の言いふらしている風説は良くない。もし人が人に対

して罪を犯すならば、神が仲裁されるであろう。しかし人が主に対

して罪を犯すならば、だれが、そのとりなしをすることができよう

か」。しかし彼らは父の言うことに耳を傾けようともしなかった。

主が彼らを殺そうとされたからである。（２：２２－２５） 

 

戒めは温和な言葉から始まる。知恵ある子は父の教訓をきく、あざ

ける者は、懲しめをきかない。（箴言１３：１）時に、繰り返し口

頭で戒めが見過ごされることがある。愚かな者は父の教訓を軽んじ

る、戒めを守る者は賢い者である。（箴言１５：５）継続して無視

する場合は、行動の重さを自覚することが出来るように因果関係を

重視する必要がある：機会の損失、特権の制限、責任の低下、資源

の制限、賃金の損失、等々。最終的に、それでも、相手が聞き入れ

ない際は、補正の段階は終了である：しばしばしかられても、なお

かたくなな者は、たちまち打ち敗られて助かることはない。（箴言

２９：１）エリは息子たちを戒めるさい、この工程を経ることに失

敗した。もしあなたが権威ある立場におかれているなら、無視され

た補正の継続的な影響に対処するための神の知恵に従いましょう。

もし、あなたが補正されている立場である場合、あなたの善のため

を思って言われていることを心に留めましょう。神は、時に人をお



用いになって、あなたの盲点をに気づかせてくださったり、変化や

成長を必要とする分野を示してくださる。 

 

ホフニとフィニアスとは全く対照的に、サムエルの継続的成長が短

く記されている。わらべサムエルは育っていき、主にも、人々に

も、ますます愛せられた。（２：２６）これと全く同じ要約がイエ

ス様の幼少期について記されている（ルカの福音書２：５２）。 

 

わらべサムエルは育っていき、主にも、人々にも、ますます愛せら

れた。（２：２６） 

 

エリの家に裁きが言い渡される： ２；２７－３６ 

 

大祭司の聖職は父から息子へと受け継がれて、同じ系統内で相続さ

れてきた職務であった。このとき、神は名も無い預言者をお用いに

なって、エリの家系からの大祭司としての聖職任務の除去を命じら

れ、別の家系に移された。 

このとき、ひとりの神の人が、エリのもとにきて言った、「主はか

く仰せられる、『あなたの先祖の家がエジプトでパロの家の奴隷で

あったとき、わたしはその先祖の家に自らを現した。そしてイスラ

エルのすべての部族のうちからそれを選び出して、わたしの祭司と

し、わたしの祭壇に上って、香をたかせ、わたしの前でエポデを着

けさせ、また、イスラエルの人々の火祭をことごとくあなたの先祖

の家に与えた。それにどうしてあなたがたは、わたしが命じた犠牲

と供え物をむさぼりの目をもって見るのか。またなにゆえ、わたし

よりも自分の子らを尊び、わたしの民イスラエルのささげるもろも

ろの供え物の、最も良き部分をもって自分を肥やすのか』。 

（２：２７－２９） 

 

（エリの大祭司の時代の終わり：２：３０－３３） 

その預言者は、ホフニとフィニアスの終わりを予告し、さらに具体

的にエリの祭司としての家系の終わりを予告した。 

あなたのふたりの子ホフニとピネハスの身に起ることが、あなたの

ためにそのしるしとなるであろう。すなわちそのふたりは共に同じ

日に死ぬであろう。わたしは自分のために、ひとりの忠実な祭司を

起す。その人はわたしの心と思いとに従って行うであろう。わたし

はその家を確立しよう。その人はわたしが油そそいだ者の前につね

に歩むであろう。（２：３４，３５） 

神は、預言者を通して、大祭司の役職は、「神に完全に従う忠実な

祭司」に与えられ、また、「永続的な家の系統」が与えられること

を告げられた。エリの後任としてレビ人の祭司を忠実に務めたサム

エルが適任であるように考えられるが、実際、サムエルは正式にア

ロンに続く大祭司の系統ではなく、彼の息子たちも祭司を継ぐこと

は無かった。それでは、ここで言っている将来の「忠実な祭司」と

は、誰のことでしょうか？ 

 

アロン 

↓ 

ナダブ アビフ  エリアザル  イタマル 

↙    ↘ 

          フィニアス   ↓ 

           ↓    エリ 

           ↓    ↙ ↘ 

          ホフニ   フィニアス 

           ↓     ↓ 

           ↓    アヒトブ 

           ↓     ↓ 

           ↓    アヒメレク 

           ↓     ↓ 

          ザドク   アビアタル 

           ↓     ▯ 

           ↓     ▯ 



私たちがどのように神と歩むか（また、歩まないか）は、自身の生

活のみならず、私たちの後に従う人々の生活に利害関係をもたら

す。聖書は、私たちが種をまくものを刈り取ることができる（ガラ

テヤ６：＆７）と教示しているので、私たちは、ものごとを長い目

で見ることを学ばなければならない。人生を長い目でみながらじっ

くりと考えてみてください。現在、行動に起こしている（または、

行動に起こしていない事柄）は、あなたの人生や人間関係において

のみならず、あなたに続く将来の子孫にどのような影響を及ぼすで

しょうか？あなたはどんな遺産を築いておられるでしょうか？あな

たの孫やひ孫たちがあなたの物語を知る時、何と言うでしょうか？

「私たちに続く全子孫に私たちの信仰が伝わりますように。私たち

の信心の炎が彼らの歩む道を照らしますように。私たちの残す足跡

が信じる道へと導き、また、私たちが生きる人生が神に従う道へと

促進し、私たちの後に続く者たちに私たちの信仰が伝わりますよう

に。」スティーブ・グリーンの曲：「Find Us Faithful」 

 

主、サムエルに語り始められる： ３：１－２１ 

 

3 章では、主がどのように幼い預言者としてのサムエルに語り始め

られたかに焦点を当てている。サムエルが幕屋の中の主の箱の傍ら

で眠っていた際、3 日連続、主がサムエルに語りかけられた。とこ

ろが、主の御声に聞きなれていなかったサムエルは、大祭司のエリ

に呼ばれたと思った。ようやく 4 日目に、神が直接語り掛けようと

しておられることに気が付き、それを受けた。この出来事は、サム

エルにとっては偉大な預言の祝福であったと同時に、神からの最初

のメッセージは、前向きでも慰められるものでもなかった！むしろ

神は、エリの罪のための完全な裁きとエリの系統を終わらせること

を預言された。 

 

その時、主はサムエルに言われた、「見よ、わたしはイスラエルの

うちに一つの事をする。それを聞く者はみな、耳が二つとも鳴るで

あろう。 の日には、わたしが、かつてエリの家について話したこと

を、はじめから終りまでことごとく、エリに行うであろう。わたし

はエリに、彼が知っている悪事のゆえに、その家を永久に罰するこ

とを告げる。その子らが神をけがしているのに、彼がそれをとめな

かったからである。それゆえ、わたしはエリの家に誓う。エリの家

の悪は、犠牲や供え物をもってしても、永久にあがなわれないであ

ろう」。（３：１１－１４） 

その翌日、幼いサムエルは、この悲しいメッセージを渋々エリに報

告し、エリは、「主からの」知らせとして受け止めた。 

エリは言った、「それは主である。どうぞ主が、良いと思うことを

行われるように」。（３：１８） 

この章は、主がサムエルに語り続けられたことが記され、全イスラ

エル国家は、神のみ言葉の継続的な啓示を通して、主がサムエルを

預言者（代弁者）として育てあげられたことを認め、サムエルの静

粛な成長の年月の主な概要（３：１９－２１）をもって閉じる。 

サムエルは育っていった。主が彼と共におられて、その言葉を一つ

も地に落ちないようにされたので、ダンからベエルシバまで、イス

ラエルのすべての人は、サムエルが主の預言者と定められたことを

知った。主はふたたびシロで現れられた。すなわち主はシロで、主

の言葉によって、サムエルに自らを現された。こうしてサムエルの

言葉は、あまねくイスラエルの人々に及んだ。（３：１９－２１） 

30 歳までの「静粛な」年月は、聖書に登場する多くの人物の人生の

中に共通する。彼らの人生の多くの訓練と形成の時期であった。 

シロにおいて、サムエルが成長しながら、主のご臨在の内に仕えた

およそ 26 年の間の記述は殆ど存在しないが、神は、サムエルの発達

に伴い、サムソンの後の偉大な士師となるよう育成された。最初は

年齢に応じた日常の基本的な作業をこなすることによって、主に仕

えた；毎晩、7 本のローソクに火をともしたり（3：2；レビ記２４：

１－４）、また、エリの補佐も務めた。成長してからは、モーセ五書

（トーラー）をエリや他の年輩の祭司たちから学び、幕屋で仕える



男女から一般的技術を学んだ。サムエルは、神とエリに喜んでいた

だくために、小事に忠実な人であった（ルカ１６：１０）。 

神は喜ばれ、全イスラエルを祝福し仕えたサムエルと相互に満足す

る親密な関係を継続された。 

 

あなたが何歳であろうと、人生の中のどのステージにおられようと

神は、あなたが常にもっと神を知りもっと神を愛するように成長す

ることを願っておられる。神との霊的歩みがどの段階であっても、

神があなたのために持っておられる教訓を学びましょう。サムエル

は、神との関係を大変真面目に受け止めた。ホフニとフィネアスは

そうではなかった。キリストに従う信徒の霊的成長と神との関係や

神に仕えることを喜ぶ能力は、あなたがキリストとあなたのみこと

ばを求める空腹感を共有し成長、奉仕するための他の人々との時間

をどれだけ優先するかに比例する。あなたは、静粛の時期にいると

感じておられるかもしれません。もし、そうであるなら、ここはあ

なたに相応し場所です！いかなる学びの経験や機会を無駄にしない

でください。サムエルのように、学び成長するためのあなたの忠実

さは、あなたの成長を成熟させるより多くの機会となります。あな

たが引き続き学ぶことによって、あなたが神の現在の、また、将来

のご計画のために備えることが出来るように、また、そのことによ

って喜びがもたらされ、最終的に神のご栄光となるようにお祈りく

ださい。 

 

ペリシテ人、神の契約の箱を捕える： ４：１－１１ 

ペりシテ人はイスラエル国家を何十年も苦しめて来た。ここで彼ら

は再びイスラエルを攻撃する。イスラエルの民は、戦いの第一日目

に、こっぴどく敗北し、その事実は、なぜ神は彼らのために戦って

くださらなかったのか、彼らに疑問を抱かせた。 

民が陣営に退いた時、イスラエルの長老たちは言った、「なにゆ

え、主はきょう、ペリシテびとの前にわれわれを敗られたのか。シ

ロへ行って主の契約の箱をここへ携えてくることにしよう。そして

主をわれわれのうちに迎えて、敵の手から救っていただこう」。そ

こで民は人をシロにつかわし、ケルビムの上に座しておられる万軍

の主の契約の箱を、そこから携えてこさせた。その時エリのふたり

の子、ホフニとピネハスは神の契約の箱と共に、その所にいた。

（４：３，４） 

イスラエルの長老たちは、おそらく如何に神の契約の箱がイスラエ

ルからヨルダン川を経て取り去られたかについて話し合ったに違い

ありません。契約の箱によって、ペリシテ人の軍隊を大敗に導くこ

とは可能であったと考えたでしょう。「彼らは、契約の箱という物

理的存在ではなく、神ご自身のご臨在こそに助けを依存するべきで

あることに気付いていなかかった、道徳的、また、霊的条件を理解

し、満たすために備える必要がある。」F.B. Meyer 

皮肉なことに、ペりシテ人たちの方がイスラエル人よりも、神の力

と神聖さに、より多くの畏敬の念を持っていたので、神の契約の箱

が戦線に持ち込まれた際、恐怖に震えた。 

ペリシテびとは恐れて言った、「神々が陣営にきたのだ」。彼らは

また言った、「ああ、われわれはわざわいである。このようなこと

は今までなかった。ああ、われわれはわざわいである。だれがわれ

われをこれらの強い神々の手から救い出すことができようか。これ

らの神々は、もろもろの災をもってエジプトびとを荒野で撃ったの

だ。（４：７，８） 

悲しいかな、神のご臨在は、イスラエルの民と共に戦場に向かわな

かった。その代り、イスラエル人は敗北し契約の箱は捕えられた！ 

こうしてペリシテびとが戦ったので、イスラエルびとは敗れて、お

のおのその家に逃げて帰った。戦死者はひじょうに多く、イスラエ

ルの歩兵で倒れたものは三万であった。また神の箱は奪われ、エリ

のふたりの子、ホフニとピネハスは殺された。 （４：１０，１１） 

 

イスラエルの歴史の中で、この瞬間の重さについて熟考してみまし

ょう。シナイ山で、神がモーセにお与えになった、律法が刻まれた



石板が入れられた神聖な契約の箱を思い出しましょう。その箱の中

にはイスラエルの民をエジプトから救出した際に使われたアロンの

物品、また、40 年間もの荒野での生活の間、神が誠実に備えてくだ

さったことを記念するマナも入っていた。この契約の箱は、シロの

幕屋の中の最も神聖である至聖所に保管されていた。至聖所には、

年に一度だけ大祭司のみが国民の罪の贖いのために入ることができ

る場所であり、イスラエル人であっても、殆どが、この契約の箱を

見ることは出来なかった。神ご自身のご栄光がこの神聖な契約の箱

の上に憩ったのである！そして、今・・・その契約の箱は奪われて

しまった・・・異教の神々を礼拝するペリシテ人の手に渡ってしま

った。その日、神のご臨在は、イスラエルの国から発ってしまった

のである！ 

 

ここで重要なのは、数年後に、詩編作者がこれらの言葉を用いて次

のように記述していることである： 

 

神は人々のなかに設けた幕屋なるシロのすまいを捨て、その力をと

りことならせ、その栄光をあだの手にわたされた。神はその民をつ

るぎにわたし、その嗣業にむかって大いなる怒りをもらされた。火

は彼らの若者たちを焼きつくし、彼らのおとめたちは婚姻の歌を失

い、彼らの祭司たちはつるぎによって倒れ、彼らのやもめたちは嘆

き悲しむことさえしなかった。（詩篇 78：６０－６４） 

戦いに契約の箱を運ぶことによって、神が働いてくださるよう操作

しようと考えたイスラエルの民の行動は、何と愚かであったことで

しょう。宗教的な演出の表面的動き（定められた時間に、定められ

た場所に行くこと、適切な装飾品を身に着けること、妥当な象徴を

私たちの体に落書きすること、定められた言葉を発しながら妥当な

神社に触れること）を経ることによって、自分たちに神を動かすこ

とができるなどと考える私たちは、何と愚かであろう。神は、手品

を実行するかのように操作することができる人格を持たないな力で

はない。私たちが神と愛情関係の内に生きるよう想像された人格を

もたれたお方である。唯一、神の御心と御手を私たちの願いをかな

えるために動かすことができるのは、神への心からの献身である。

イエスは彼に答えて言われた、「もしだれでもわたしを愛するなら

ば、わたしの言葉を守るであろう。そして、わたしの父はその人を

愛し、また、わたしたちはその人のところに行って、その人と一緒

に住むであろう。（ヨハネの福音書１４：２３）あなたの心と神の

御心が一致するとき、神は、あなたの闘いの中で共に戦ってくださ

る。 

 

エリ、ホフニ、フィネアスの死（４：１２－２２） 

大祭司のエリは、道沿いの椅子に座り、戦線から良い知らせが来る

のを待った。神の契約の箱は、敵の偉大な勝利を保証することを確

信していた。ところが、使いの者は痛ましい知らせを持ち帰った。 

しらせをもたらしたその人は答えて言った、「イスラエルびとは、

ペリシテびとの前から逃げ、民のうちにはまた多くの戦死者があ

り、あなたのふたりの子、ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪わ

れました」。彼が神の箱のことを言ったとき、エリはその座から、

あおむけに門のかたわらに落ち、首を折って死んだ。老いて身が重

かったからである。彼のイスラエルをさばいたのは四十年であっ

た。（４：１７，１８） 

沢山の悪い知らせの中、エリは、契約の箱が奪われたことを知らさ

れたとき、転落して死んだ。エリの罪の一切によって、打ちのめさ

れた悲しい日であった。忠実に国民と家族を導くことに失敗した 

エリは全てを失い、イスラエルはいと高き神そのもののご臨在と 

栄光を失った。しかし、エリの家にとって、それがトラブルの終わ

りではなかった。フィネハの妻は二人目を妊娠していた。夫と父と

契約の箱のことを知ったとき、エリと同様にショック状態に陥り、

早産した。男の子を産んだ後、彼女は死ぬ。ところが死の前にその

日に相応しい名前を付けた：栄光が去ったこと意味する「イカボ

デ」と名付けた。 



ただ彼女は「栄光はイスラエルを去った」と言って、その子をイカ

ボデと名づけた。これは神の箱の奪われたこと、また彼女のしゅう

とと夫のことによるのである。彼女はまた、「栄光はイスラエルを

去った。神の箱が奪われたからです」と言った。（４：２１，２２） 

この運命の日から 400 年前にシナイの荒野で、モーセによって始め

て建てられた幕屋の上に「神のご栄光 」が降りた： 

そのとき、雲は会見の天幕をおおい、主の栄光が幕屋に満ちた。モ

ーセは会見の幕屋に、はいることができなかった。雲がその上にと

どまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。 

（４０：３４，３５） 

イスラエルの民の罪にも関わらず、神の個人的ご臨在の栄光は、 

その日からこの悲しい日まで、イスラエルと共にあった。しかし、

この日は違っていた。道の分岐点であった。まるで神が、お選らび

になった民に次のように言われたかのようであった：「わたしは、

あなた方から休息が必要である。わたしは行かなければならない。

別離が必要である。」神は、イスラエルから去られた！ 

 

確かに、イスラエルが失った「神の栄光」は特異な出来事であっ

た。イスラエルの宗教的、最も神聖な備品である契約の箱が無くな

ってしまった・・・それとともに、神の目に見える、有形であった

ご臨在も失ってしまった。しかし、私たちも多々、似たような方法

で神の栄光を失ってしまっている。私たちの心の中で、神に王位に

着いていただき、神と共に本当の愛の関係の中を歩くことに失敗す

るとき、私達も神の栄光を失ってしまっているのです。私たちが、

神との交わりや調和から外れて過ごす日々が、失われた栄光の日で

ある。イエス様は言われました。わたしはぶどうの木、あなたがた

はその枝である。もし人がわたしにつながっており、またわたしが

その人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。

わたしから離れては、あなたがたは何一つできないからである。(ヨ

ハネの福音書１５：５) いつでも、私たちが神と接点なく過ごす

日々は、実りのない日であり・・・栄光が失われた日なのです。永

遠のいのちのこちら側では、主と密接な交わりの内に住んでいた場

合の豊かな実りの可能性を見ることは出来ないので、私たちが失っ

た栄光のために支払わなければならないコストを推定することは困

難である。でも、いつか必ず、知る時が来ます。神が、私たちに全

ての働き、「私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじ

め備えてくださった良い行い。」を見せてくださるときが。（エペ

ソ人への手紙２：１０）失われた栄光が収納されており倉庫を見せ

てくださるでしょう： 動かすことが出来たはずの信仰の山々、実

るべきはずであった果実、変えられるべきはずであった人々の人生

回避できたはずの痛み、可能であった癒しの数々、得ることが出来

たはずの勝利の数々。友よ、どうか神の栄光をあなたの人生から逃

がさないでください。あなたを深く愛してくださっている魂の恋人

となってくださるお方と密接な調和と交わりの中を歩くことを学ん

でください。あなたの内に宿る御霊を通して、あらわしてくださる

ためのはるかな栄光を持っておられるのです。 

 

わたしたちはみな、顔おおいなしに、主の栄光を鏡に映すように見

つつ、栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えられていく。これは霊

なる主の働きによるのである。（第二コリント３：１８） 

 


