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THE POWER OF OPPORTUNITIES
Luke 19:12—27
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OF YOUR OPPORTUNITIES

“He said: “A man of noble birth went to a distant country to
have himself appointed king and then to return. 13 So he
called ten of his servants and gave them ten minas. ‘Put this
money to work,’ he said, ‘until I come back.’ 14 “But his
subjects hated him and sent a delegation after him to say,
‘We don’t want this man to be our king.’ 15 “He was made
king, however, and returned home. Then he sent for the
servants to whom he had given the money, in order to find
out what they had gained with it. 16 “The first one came and
said, ‘Sir, your mina has earned ten more.’ 17 “‘Well done, my
good servant!’ his master replied. ‘Because you have been
trustworthy in a very small matter, take charge of ten cities.’
18 “The second came and said, ‘Sir, your mina has earned
five more.’ 19 “His master answered, ‘You take charge of
five cities.’ 20 “Then another servant came and said, ‘Sir,
here is your mina; I have kept it laid away in a piece of cloth.
21 I was afraid of you, because you are a hard man. You take
out what you did not put in and reap what you did not sow.’
22 “His master replied, ‘I will judge you by your own words,
you wicked servant! You knew, did you, that I am a hard man,
taking out what I did not put in, and reaping what I did not
sow? 23 Why then didn’t you put my money on deposit, so
that when I came back, I could have collected it with interest?’
24 “Then he said to those standing by, ‘Take his mina away
from him and give it to the one who has ten minas.’ 25 “‘Sir,’
they said, ‘he already has ten!’ 26 “He replied, ‘I tell you that
to everyone who has, more will be given, but as for the one
who has nothing, even what they have will be taken away. 27
But those enemies of mine who did not want me to be king
over them—bring them here and kill them in front of me. 28
After telling this story, Jesus went on toward Jerusalem,
walking ahead of his disciples.” (Luke 19:12—28 NLT)
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チャンスの力	
 
ルカの福音書１９：１２−２７	
 
	
 

• あなたに与えられたチャンスに対して	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 
	
 
それで、イエスはこう言われた。
「ある身分の高い人が、遠い国に行っ
た。王位を受けて帰るためであった。13 彼は自分の十人のしもべを呼
んで、十ミナを与え、彼らに言った。
『私が帰るまで、これで商売しな
さい。』14 しかし、その国民たちは、彼を憎んでいたので、あとから
使いをやり、
『 この人に、私たちの王にはなってもらいたくありません。』
と言った。15 さて、彼が王位を受けて帰って来たとき、金を与えてお
いたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出
すように言いつけた。16 さて、最初の者が現われて言った。『ご主人
さま。あなたの一ミナで、十ミナをもうけました。』17 主人は彼に言
った。
『よくやった。良いしもべだ。あなたはほんの小さな事にも忠実
だったから、十の町を支配する者になりなさい。』18 二番目の者が来
て言った。
『ご主人さま。あなたの一ミナで、五ミナをもうけました。』
19 主 人 は こ の 者 に も 言 っ た 。『 あ な た も 五 つ の 町 を 治 め な さ い 。』 20
もうひとりが来て言った。
『ご主人さま。さあ、ここにあなたの一ミナ
がございます。私はふろしきに包んでしまっておきました。21 あなた
は計算の細かい、きびしい方ですから、恐ろしゅうございました。あ
なたはお預けにならなかったものをも取り立て、お蒔きにならなかっ
たものをも刈り取る方ですから。』22 主人はそのしもべに言った。
『悪
いしもべだ。私はあなたのことばによって、あなたをさばこう。あな
たは、私が預けなかったものを取り立て、蒔かなかったものを刈り取
るきびしい人間だと知っていた、というのか。23 だったら、なぜ私の
金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰って来たとき
に、それを利息といっしょに受け取れたはずだ。』24 そして、そばに
立っていた者たちに言った。
『その一ミナを彼から取り上げて、十ミナ
持っている人にやりなさい。』25 すると彼らは、
『ご主人さま。その人
は十ミナも持っています。』と言った 26 彼は言った。『あなたがたに
言うが、だれでも持っている者は、さらに与えられ、持たない者から
は、持っている者までも取り上げられるのです。27 ただ、私が王にな
るのを望まなかったこの敵どもは、みなここに連れて来て、私の目の
前で殺してしまえ。』」28 これらのことを話して後、イエスは、さらに
進んで、エルサレムへと上って行かれた。	
 
（ルカの福音書１９：１２−２７）	
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