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「心を尽くす」
ルツ記 1 章

1.神の約束は

である。

「1 さばきつかさが治めていたころ、この地にききんがあった。それで、
ユダのベツレヘムの人が妻とふたりの息子を連れてモアブの野へ行き、
そこに滞在することにした。 2 その人の名はエリメレク。妻の名はナ
オミ。ふたりの息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレ
ヘムの出のエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこにと
どまっているとき、 3 ナオミの夫エリメレクは死に、彼女とふたりの
息子があとに残された。 4 ふたりの息子はモアブの女を妻に迎えた。
ひとりの名はオルパで、もうひとりの名はルツであった。こうして、
彼らは約十年の間、そこに住んでいた。5 しかし、マフロンとキルヨン
のふたりもまた死んだ。こうしてナオミはふたりの子どもと夫に先立
たれてしまった。 6 そこで 、彼女は嫁たちと連れ立って、モアブの野
から帰ろうとした。モアブの野でナオミは、主がご自分の民を顧みて
彼らにパンを下さったと聞いたからである。 」

2. 神の

へと歩み出す。

「7 そこで、彼女はふたりの嫁といっしょに、今まで住んでいた所を出
て、ユダの地へ戻るため帰途についた。 8 そのうちに、ナオミはふた
りの嫁に、 「あなたがたは、それぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あ
なたがたが、なくなった者たちと私にしてくれたように、主があなた
がたに恵みを賜り、 9 あなたがたが、それぞれ夫の家で平和な暮らし
ができるように主がしてくださいますように 」と言った。そしてふた
りに口づけしたので、彼女たちは声をあげて泣いた。10 ふたりはナオ
ミに言った。「いいえ。私たちは あなたの民のところへあなたといっ
しょに帰ります。」 11 しかしナオミは言った。 「帰りなさい。娘た
ち。なぜ私といっしょに行こうとするのですか。あなたがたの夫にな
るような息子たちが、まだ、私のお腹にいるとでもいうのですか。
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12 帰りなさい。娘たち。さあ、行きなさい。私は年をとって、もう
夫は持てません。たとい私が、自分には望みがあると思って、今晩で
も夫を持ち、息子たちを産んだとしても、 13 それだから、あなたが
たは息子たちの成人するまで待とうというのですか。だから、あなた
がたは夫を持たないままでいるというのですか。娘たち。それはいけ
ません 。私をひどく苦しませるだけです。主の御手が私に下ったので
すから。」14 彼女たちはまた声をあげて泣き、オルパはしゅうとめに
別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。
」

3. 神の

を目にする。

「15 ナオミは言った。 「ご覧なさい。あなたの弟嫁は、自分の民と
その神のところへ帰って行きました。あなたも弟嫁にならって帰りな
さい。」 16 ルツは言った。 「あなたを捨て、あなたから別れて帰る
ように、私にしむけないでください 。あなたの行かれる所へ私も行
き 、あなたの住まれる所に私も住みます。あなたの民は私の民、あな
たの神は私の神です。 17 あなたの死なれる所で私は死に、そこに葬
られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなこと
があったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。」 18 ナオミは、
ルツが自分といっしょに行こうと堅く決心しているのを見ると、もう
それ以上は何も言わなかった。 19 それから、ふたりは旅をして、ベ
ツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中がふたりの
ことで騒ぎ出し、女たちは、
「まあ。 ナオミではありませんか 」と言
った。 20 ナオミは彼女たちに言った。 「私をナオミと呼ばないで、
マラと呼んでください 。全能者が私をひどい苦しみに会わせたのです
から。 21 私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で帰され
ました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を卑しくし、全能者
が私をつらいめに会わせられましたのに。
」
22 こうして、ナオミは、嫁のモアブの女ルツといっしょに 、モアブ
の野から帰って来て、大麦の刈り入れの始まったころ、ベツレヘムに
着いた。
」
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With All Our Hearts
Ruth 1

1.God's promises are

.

“Now it came about in the days when the judges governed, that there
was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem in Judah went
to sojourn in the land of Moab with his wife and his two sons. The name
of the man was Elimelech, and the name of his wife, Naomi; and the
names of his two sons were Mahlon and Chilion, Ephrathites of
Bethlehem in Judah. Now they entered the land of Moab and remained
there. Then Elimelech, Naomi’s husband, died; and she was left with
her two sons. They took for themselves Moabite women as wives; the
name of the one was Orpah and the name of the other Ruth. And they
lived there about ten years. Then both Mahlon and Chilion also died,
and the woman was bereft of her two children and her husband. Then
she arose with her daughters-in-law that she might return from the land
of Moab, for she had heard in the land of Moab that the Lord had visited
His people in giving them food. ” (Ruth 1:1-6 NASB)

2. Step into God's

for your life.

“ So she departed from the place where she was, and her two
daughters-in-law with her; and they went on the way to return to the
land of Judah. And Naomi said to her two daughters-in-law, “Go, return
each of you to her mother’s house. May the Lord deal kindly with you
as you have dealt with the dead and with me. May the Lord grant that
you may find rest, each in the house of her husband.” Then she kissed
them, and they lifted up their voices and wept. And they said to her,
“ No, but we will surely return with you to your people.”
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But Naomi said, “Return, my daughters. Why should you go with me?
Have I yet sons in my womb, that they may be your husbands? Return,
my daughters! Go, for I am too old to have a husband. If I said I have
hope, if I should even have a husband tonight and also bear sons,
would you therefore wait until they were grown? Would you therefore
refrain from marrying? No, my daughters; for it is harder for me than for
you, for the hand of the Lord has gone forth against me.” And they
lifted up their voices and wept again; and Orpah kissed her
mother-in-law, but Ruth clung to her. ” (Ruth 1:7-14 NASB)

3. You will see the

of God.

“ Then she said, “ Behold, your sister-in-law has gone back to her
people and her gods; return after your sister-in-law.” But Ruth said,
“ Do not urge me to leave you or turn back from following you; for
where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people
shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die,
and there I will be buried. Thus may the Lord do to me, and worse, if
anything but death parts you and me.” When she saw that she was
determined to go with her, she said no more to her. So they both went
until they came to Bethlehem. And when they had come to Bethlehem,
all the city was stirred because of them, and the women said, “Is this
Naomi?” She said to them, “Do not call me Naomi; call me Mara, for
the Almighty has dealt very bitterly with me. I went out full, but the Lord
has brought me back empty. Why do you call me Naomi, since the Lord
has witnessed against me and the Almighty has afflicted me?”
So Naomi returned, and with her Ruth the Moabitess, her
daughter-in-law, who returned from the land of Moab. And they came to
Bethlehem at the beginning of barley harvest. (Ruth 1:15-22 NASB)

