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神の愛は私たちを変える
ヘブル 12 章 1-11 節

「わたしはあなたがたのために⽴てている計画をよく知っているからだ。
──主の御告げ──それはわざわいではなくて、平安を与える計画であ
り、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ。」12 あなたがたがわ
たしを呼び求めて歩き、わたしに祈るなら、わたしはあなたがたに聞こ
う。13 もし、あなたがたが⼼を尽くしてわたしを捜し求めるなら、わたし
を⾒つけるだろう。14 わたしはあなたがたに⾒つけられる。──主の御告
げ── 」（エレミヤ 29:11-14）
「それはあなたが私の避け所である主を、いと⾼き⽅を、あなたの住まい
としたからである。わざわいは、あなたにふりかからず、えやみも、あな
たの天幕に近づかない。」(詩篇 91:9-10)

神の愛が変える私たちの⾏動とは︖
1. いっさいの重荷とまつわりつく罪とを

。

「こういうわけで、このように多くの証⼈たちが、雲のように私たちを取
り巻いているのですから、私たちも、いっさいの重荷とまつわりつく罪と
を捨てて、私たちの前に置かれている競⾛を忍耐をもって⾛り続けようで
はありませんか。」(ヘブル 12:1)
「すべて、疲れた⼈、重荷を負っている⼈は、わたしのところに来なさ
い。わたしがあなたがたを休ませてあげます。」（マタイ 11︓28）
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2. イエスから

。

「2 信仰の創始者であり、完成者であるイエスから⽬を離さないでいなさ
い。イエスは、ご⾃分の前に置かれた喜びのゆえに、はずかしめをものと
もせずに⼗字架を忍び、神の御座の右に着座されました。3 あなたがた
は、罪⼈たちのこのような反抗を忍ばれた⽅のことを考えなさい。それ
は、あなたがたの⼼が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。」
(ヘブル 12:2-3)
「あなたがたはこの世に倣ってはなりません。むしろ、⼼を新たにして⾃
分を変えていただき、何が神の御⼼であるか、何が善いことで、神に喜ば
れ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。」
(ローマ 12:2 新共同訳)

3. 訓練を

。

「7 訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなたがたを⼦として扱っておら
れるのです。⽗が懲らしめることをしない⼦がいるでしょうか。8 もしあ
なたがたが、だれでも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私⽣⼦で
あって、ほんとうの⼦ではないのです。9 さらにまた、私たちには⾁の⽗
がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったので
あれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の⽗に服従して⽣きるべき
ではないでしょうか。10 なぜなら、⾁の⽗親は、短い期間、⾃分が良いと
思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の⽗は、私たちの益のため、
私たちをご⾃分の聖さにあずからせようとして、懲らしめるのです。11 す
べての懲らしめは、そのときは喜ばしいものではなく、かえって悲しく思
われるものですが、後になると、これによって訓練された⼈々に平安な義
の実を結ばせます。」(ヘブル 12:3-11)
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The Love of God Changes Us
Hebrews 12:1-11
”For I know the plans that I have for you,ʼ declares the Lord, ʻplans for
welfare and not for calamity to give you a future and a hope. Then you
will call upon Me and come and pray to Me, and I will listen to you. You
will seek Me and find Me when you search for Me with all your heart.
I will be found by you,ʼ declares the Lord, ʻand I will restore your
fortunes and will gather you from all the nations and from all the
places where I have driven you,ʼ declares the Lord , ʻand I will bring
you back to the place from where I sent you into exile.ʼ”
(Jeremiah 29:11-14 NASB)
“If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your
shelter, no evil will conquer you; no plague will come near your
home.” (Psalm 91:9-10 NLT)

What Are Our Actions that the Love of God Changes?
1.
everything that hinders and
the sin that so easily entangles.

"Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of
witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so
easily entangles. And let us run with perseverance the race marked
out for us."(Hebrews 12:1 NIV)
28 “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give
you rest."(Matthew 11:28 NIV)
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on Jesus.

"fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the
joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat
down at the right hand of the throne of God. Consider him who
endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary
and lose heart." (Hebrews 12:2-3 NIV)
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the
renewing of your mind. Then you will be able to test and approve
what Godʼs will is ̶his good, pleasing and perfect will."
(Romans 12:2 NIV)

3.

Training.

"Endure hardship as discipline; God is treating you as his children. For
what children are not disciplined by their father? If you are not
disciplined̶and everyone undergoes discipline ̶then you are not
legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all
had human fathers who disciplined us and we respected them for it.
How much more should we submit to the Father of spirits and live!
They disciplined us for a little while as they thought best; but God
disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness.
No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on,
however, it produces a harvest of righteousness and peace for those
who have been trained by it." (Hebrews 12:3-11 NIV)

