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シリーズ： イエス様は突拍子もないことを言われる

ああ、信仰の小さき者たちよ
「だから、あすのための心配は無用です。あすのことはあすが心配し
ます。労苦はその日その日に、十分あります。
」（マタイ 6:34 新改訳）
1.あなたの天のお父さんは、何よりも

されている

「それから弟子たちに言われた。
『だから、わたしはあなたがたに言い
ます。いのちのことで何を食べようかと心配したり、からだのことで
何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。23 いのちは食べ物よ
りたいせつであり、からだは着物よりたいせつだからです。24 烏のこ
とを考えてみなさい。蒔きもせず、刈り入れもせず、納屋も倉もあり
ません。けれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなたがた
は、鳥よりも、はるかにすぐれたものです。25 あなたがたのうちのだ
れが、心配したからといって、自分のいのちを少しでも延ばすことが
できますか。26 こんな小さなことさえできないで、なぜほかのことま
で心配するのですか。
』」
（ルカ 12:22-26 新改訳）

2.あなたの天のお父さんは、あなたのことを

おられる。

「ゆりの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか。紡ぎもせず、
織りもしないのです。しかし、わたしはあなたがたに言います。栄華
を窮めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはい
ませんでした。28 しかし、きょうは野にあって、あすは炉に投げ込ま
れる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた
がたには、どんなによくしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄
い人たち。29 何を食べたらよいか、何を飲んだらよいか、と捜し求め
ることをやめ、気をもむことをやめなさい。30 これらはみな、この世
の異邦人たちが切に求めているものです。しかし、あなたがたの父は、
それがあなたがたにも必要であることを知っておられます。
」
（ルカ 12:27-30 新改訳）
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3.あなたの天のお父さんは、大喜びであなたに必要なものを

「何はともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。そうすれば、
これらの物は、それに加えて与えられます。32 小さな群れよ。恐れる
ことはありません。あなたがたの父である神は、喜んであなたがたに
御国をお与えになるからです。33 持ち物を売って、施しをしなさい。
自分のために、古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に
積み上げなさい。そこには、盗人も近寄らず、しみもいためることが
ありません。34 あなたがたの宝のあるところに、あなたがたの心もあ
るからです。
」（ルカ 12:31-34 新改訳）
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SERIES TITLE：JESUS SAYS THE DRANDEST THINGS!

O YE OF LITTLE FAITH
“ So don’ t worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own
worries. Today’s trouble is enough for today.” (Matthew 6:34 NLT)
1.YOUR HEAVENLY FATHER

MORE THAN ANYTHING

“Then, turning to his disciples, Jesus said, ‘That is why I tell you not
to worry about everyday life—whether you have enough food to eat or
enough clothes to wear. 23For life is more than food, and your body
more than clothing. 24Look at the ravens. They don’t plant or harvest
or store food in barns, for God feeds them. And you are far more
valuable to him than any birds! 25Can all your worries add a single
moment to your life? 26And if worry can’t accomplish a little thing like
that, what’s the use of worrying over bigger things?’
”
(Luke 12:22--26 NLT)

2.YOUR HEAVENLY FATHER
“Look at the lilies and how they grow. They don’t work or make their
clothing, yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as
they are. 28And if God cares so wonderfully for flowers that are here
today and thrown into the fire tomorrow, he will certainly care for you.
Why do you have so little faith? 29’And don’t be concerned about
what to eat and what to drink. Don’t worry about such things. 30These
things dominate the thoughts of unbelievers all over the world, but your
Father already knows your needs.’
” (Luke 12:27--30 NLT)
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3.YOUR HEAVENLY FATHER’S GREAT HAPPINESS IS TO

“ Seek the Kingdom of God above all else, and he will give you
everything you need. 32“So don’t be afraid, little flock. For it gives
your Father great happiness to give you the Kingdom. 33“Sell your
possessions and give to those in need. This will store up treasure for
you in heaven! And the purses of heaven never get old or develop holes.
Your treasure will be safe; no thief can steal it and no moth can destroy
it. 34Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also
be.” (Luke 12:31--34 NLT)

