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従順な心
「なぜ、わたしを『主よ、主よ。
』と呼びながら、わたしの言うことを
行なわないのですか。47 わたしのもとに来て、わたしのことばを聞き、
それを行なう人たちがどんな人に似ているか、あなたがたに示しまし
ょう。48 その人は、地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、そ
れから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押
し寄せたときも、しっかり建てられていたから、びくともしませんで
した。49 聞いても実行しない人は、土台なしで地面に家を建てた人に
似ています。川の水が押し寄せると、家は一ぺんに倒れてしまい、そ
のこわれ方はひどいものとなりました。
」（ルカ 6:46-49 新改訳）

3 つの従順の印

１.ただただ神様の言われることを

こと

「そこで、エレミヤに次のような主のことばがあった。13『イスラエ
ルの神、万軍の主は、こう仰せられる。行って、ユダの人とエルサレ
ムの住民に言え。
「あなたがたはわたしのことばを聞いて懲らしめを受
けようとしないのか。
――主の御告げ。――14 レカブの子ヨナダブが、
酒を飲むなと子らに命じた命令は守られた。彼らは先祖の命令に聞き
従ったので、今日まで飲まなかった。ところが、わたしがあなたがた
にたびたび語っても、あなたがたはわたしに聞かなかった。
』」
（エレミヤ 35:12-14 新改訳）
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していくこと

「
『わたしはあなたがたに、わたしのしもべであるすべての預言者たち
を早くからたびたび送って、さあ、おのおの悪の道から立ち返り、行
ないを改めよ。ほかの神々を慕ってそれに仕えてはならない。わたし
があなたがたと先祖たちに与えた土地に住めと言ったのに、あなたが
たは耳を傾けず、わたしに聞かなかった。16 レカブの子ヨナダブの子
たちは、先祖が命じた命令を守ってきたのに、この民はわたしに聞か
なかった。
』17 それゆえ、イスラエルの神、万軍の神、主は、こう仰せ
られる。
『見よ。わたしはユダと、エルサレムの全住民に、わたしが彼
らについて語ったすべてのわざわいを下す。わたしが彼らに語ったの
に、彼らが聞かず、わたしが彼らに呼びかけたのに、彼らが答えなか
ったからだ。
』」
（エレミヤ 35:15-17 新改訳）

３. 従順になることから受ける

を得る

「エレミヤはレカブ人の家の者に言った。
『イスラエルの神、万軍の主
は、こう仰せられる。
「あなたがたは、先祖ヨナダブの命令に聞き従い、
そのすべての命令を守り、すべて彼があなたがたに命じたとおりに行
なった。
」19 それゆえ、イスラエルの神、万軍の主は、こう仰せられる。
『レカブの子、ヨナダブには、いつも、わたしの前に立つ人が絶える
ことはない。
』」
（エレミヤ 35:18-19 新改訳）
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A HEART OF OBEDIENCE
“So why do you keep calling me ‘Lord, Lord!’ when you don’t do
what I say? 47I will show you what it’s like when someone comes to me,
listens to my teaching, and then follows it. 48It is like a person building
a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the
floodwaters rise and break against that house, it stands firm because it
is well built. 49But anyone who hears and doesn’t obey is like a person
who builds a house right on the ground, without a foundation. When the
floods sweep down against that house, it will collapse into a heap of
ruins.” (Luke 6:46—49 NLT)

THREE MARKS OF OBEDIENCE

1. SIMPLY

TO GOD

“Then the Lord gave this message to Jeremiah: 13 “This is what the
Lord of Heaven’s Armies, the God of Israel, says: Go and say to the
people in Judah and Jerusalem, ‘Come and learn a lesson about how to
obey me. 14 The Recabites do not drink wine to this day because their
ancestor Jehonadab told them not to. But I have spoken to you again
and again, and you refuse to obey me.” (Jeremiah 35:12—14 NLT)

New Hope Tokyo Message Note

05/19/2019

2. MAKE IT A DAILY LEARNING
“Time after time I sent you prophets, who told you, “Turn from your
wicked ways, and start doing things right. Stop worshiping other gods
so that you might live in peace here in the land I have given to you and
your ancestors.” But you would not listen to me or obey me. 16 The
descendants of Jehonadab son of Recab have obeyed their ancestor
completely, but you have refused to listen to me.’ 17 “Therefore, this
is what the Lord God of Heaven’ s Armies, the God of Israel, says:
‘Because you refuse to listen or answer when I call, I will send upon
Judah and Jerusalem all the disasters I have threatened.’
(Jeremiah 35:15—17 NLT)

3. REAP THE

OF OBEDIENCE

“Then Jeremiah turned to the Recabites and said, “This is what the
Lord of Heaven’s Armies, the God of Israel, says: ‘You have obeyed
your ancestor Jehonadab in every respect, following all his
instructions.’ 19 Therefore, this is what the Lord of Heaven’s Armies,
the God of Israel, says: ‘ Jehonadab son of Recab will always have
descendants who serve me.’(Jeremiah 35:18—19 NLT)

