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THE LORD HIMSELF WILL PROVIDE
1. OBEDIENCE IS THE KEY TO GOD’S PROVISION
AND BLESSINGS
“1 Some time later, God tested Abraham’s faith. “Abraham!” God called.“Yes,” he
replied. “Here I am.”2 “Take your son, your only son—yes, Isaac, whom you love so
much—and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on
one of the mountains, which I will show you.”3 The next morning Abraham got up
early. He saddled his donkey and took two of his servants with him, along with his
son, Isaac. Then he chopped wood for a fire for a burnt offering and set out for the
place God had told him about. 4 On the third day of their journey, Abraham looked
up and saw the place in the distance. 5 “Stay here with the donkey,” Abraham told
the servants. “The boy and I will travel a little farther. We will worship there, and
then we will come right back.”6 So Abraham placed the wood for the burnt offering
on Isaac’s shoulders, while he himself carried the fire and the knife. As the two of
them walked on together, 7 Isaac turned to Abraham and said, “Father?”“Yes, my
son?” Abraham replied.“We have the fire and the wood,” the boy said, “but where
is the sheep for the burnt offering?”8 “God will provide a sheep for the burnt
offering, my son,” Abraham answered. And they both walked on together.9 When
they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and
arranged the wood on it. Then he tied his son, Isaac, and laid him on the altar on
top of the wood. 10 And Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice.
11 At that moment the angel of the Lord called to him from heaven, “Abraham!
Abraham!”“Yes,” Abraham replied. “Here I am!”12 “Don’t lay a hand on the boy!”
the angel said. “Do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God.
You have not withheld from me even your son, your only son.”13 Then Abraham
looked up and saw a ram caught by its horns in a thicket. So he took the ram and
sacrificed it as a burnt offering in place of his son. 14 Abraham named the place
Yahweh-Yireh (which means “the Lord will provide”). To this day, people still use
that name as a proverb: “On the mountain of the Lord it will be provided.”15 Then
the angel of the Lord called again to Abraham from heaven. 16 “This is what the
Lord says: Because you have obeyed me and have not withheld even your son,
your only son, I swear by my own name that 17 I will certainly bless you. I will
multiply your descendants[a] beyond number, like the stars in the sky and the sand
on the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies. 18 And
through your descendants all the nations of the earth will be blessed—all because
you have obeyed me.”19 Then they returned to the servants and traveled back to
Beersheba, where Abraham continued to live.” (Genesis 22:1-19 NLT)
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必要を備えられる方
１．従順になることは神様の備えと祝福への鍵となる
「1 これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に会わせられた。神は彼に、「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。2 神は仰せられ
た。「あなたの子、あなたの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示す一つの山の上で、全焼のいけにえとしてイサクをわた
しにささげなさい。」3 翌朝早く、アブラハムはろばに鞍をつけ、ふたりの若い者と息子
イサクとをいっしょに連れて行った。彼は全焼のいけにえのためのたきぎを割った。こう
して彼は、神がお告げになった場所へ出かけて行った。4 三日目に、アブラハムが目を
上げると、その場所がはるかかなたに見えた。5 それでアブラハムは若い者たちに、
「あなたがたは、ろばといっしょに、ここに残っていなさい。私と子どもはあそこに行き、
礼拝をしてあなたがたのところに戻って来る」と言った。6 アブラハムは全焼のいけにえ
のためのたきぎを取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、ふ
たりはいっしょに進んで行った。7 イサクは父アブラハムに話しかけて言った。「お父さ
ん。」すると彼は、「何だ。イサク」と答えた。イサクは尋ねた。「火とたきぎはありますが、
全焼のいけにえのための羊は、どこにあるのですか。」8 アブラハムは答えた。「イサク。
神ご自身が全焼のいけにえの羊を備えてくださるのだ。」こうしてふたりはいっしょに歩
き続けた。9 ふたりは神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはその所に
祭壇を築いた。そうしてたきぎを並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上のたきぎの上
に置いた。10 アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。11 そ
のとき、主の使いが天から彼を呼び、「アブラハム。アブラハム」と仰せられた。彼は答
えた。「はい。ここにおります。」12 御使いは仰せられた。「あなたの手を、その子に下し
てはならない。その子に何もしてはならない。今、わたしは、あなたが神を恐れることが
よくわかった。あなたは、自分の子、自分のひとり子さえ惜しまないでわたしにささげ
た。」13 アブラハムが目を上げて見ると、見よ、角をやぶにひっかけている一頭の雄羊
がいた。アブラハムは行って、その雄羊を取り、それを自分の子の代わりに、全焼のい
けにえとしてささげた。14 そうしてアブラハムは、その場所を、アドナイ・イルエと名づけ
た。今日でも、「主の山の上には備えがある」と言い伝えられている。15 それから主の
使いは、再び天からアブラハムを呼んで、16 仰せられた。「これは主の御告げである。
わたしは自分にかけて誓う。あなたが、このことをなし、あなたの子、あなたのひとり子
を惜しまなかったから、17 わたしは確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を、空
の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫は、その敵の門を勝
ち取るであろう。18 あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようにな
る。あなたがわたしの声に聞き従ったからである。」19 こうして、アブラハムは、若者た
ちのところに戻った。彼らは立って、いっしょにベエル・シェバに行った。アブラハムはベ
エル・シェバに住みついた。」」(創世記 22:1-19)

