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人生で「ああ、どうしよう！」という瞬間
に直面したとき
・
「10 イスラエルの王は、
「ああ、主がこの三人の王を呼び集めたの
は、モアブの手に渡すためだったのだ」と言った。11 ヨシャファ
テは言った。
「ここには、主のみこころを求めることができる主の
預言者はいないのですか。」すると、イスラエルの王の家来の一人
が答えた。
「ここには、シャファテの子エリシャがいます。エリヤ
の手に水を注いだ者です。」12 ヨシャファテが、「主のことばは彼
とともにあります」と言ったので、イスラエルの王と、ヨシャフ
ァテと、エドムの王は彼のところに下って行った。13 エリシャは
イスラエルの王に言った。
「私とあなたの間に何の関わりがあるで
しょうか。あなたの父の預言者たちや、母の預言者たちのところ
に行かれたらよいでしょう。
」すると、イスラエルの王は彼に言っ
た。
「いや、モアブの手に渡すために、この三人の王を呼び集めた
のは、主だ。」14 エリシャは言った。「私が仕えている万軍の主は
生きておられます。もし私がユダの王ヨシャファテの顔を立てる
のでなければ、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこ
ともしなかったでしょう。15 しかし今、竪琴を弾く者をここに連
れて来てください。」竪琴を弾く者が竪琴を弾き鳴らすと、主の手
がエリシャの上に下り、16 彼は次のように言った。
「主はこう言わ
れます。
『この涸れた谷にはたくさんの水がたまる。
』
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17 主がこう言われるからです。『風を見ず、大雨を見なくても、こ
の涸れた谷には水があふれる。あなたがたも、あなたがたの家畜
も、動物もこれを飲む。』18 これは主の目には小さなことです。主
はモアブをあなたがたの手に渡されます。19 あなたがたは、城壁
のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木
を切り倒し、すべての水の源をふさぎ、すべての良い畑を石をも
って荒らすでしょう。
」20 朝になって、ささげ物を献げるころ、な
んと、水がエドムの方から流れて来て、この地は水で満たされた。」
（２列王 3：10～20 新改訳 2017）

覚えておきたい４つの大切なこと：
・神様のことばを求める
・神様のことばを聞く
・神様のことばを信じる
・あなたが直面している問題は、神様の目には簡単なことである
と知る
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WHEN FACING LIFE’S “WHAT!” MOMENT
・
““What!” exclaimed the king of Israel. “Has the Lord called us
three kings together only to deliver us into the hands of Moab?” 11
But Jehoshaphat asked, “ Is there no prophet of the Lord here,
through whom we may inquire of the Lord?” An officer of the king
of Israel answered, “Elisha son of Shaphat is here. He used to pour
water on the hands of Elijah.” 12 Jehoshaphat said, “The word
of the Lord is with him.” So, the king of Israel and Jehoshaphat
and the king of Edom went down to him. 13 Elisha said to the king
of Israel, “Why do you want to involve me? Go to the prophets of
your father and the prophets of your mother.” “No,” the king of
Israel answered, “ because it was the Lord who called us three
kings together to deliver us into the hands of Moab.” 14 Elisha
said, “As surely as the Lord Almighty lives, whom I serve, if I did
not have respect for the presence of Jehoshaphat king of Judah, I
would not pay any attention to you. 15 But now bring me a
harpist.” While the harpist was playing, the hand of the Lord came
on Elisha 16 and he said, “This is what the Lord says: I will fill this
valley with pools of water.
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17 For this is what the Lord says: You will see neither wind nor rain,
yet this valley will be filled with water, and you, your cattle and your
other animals will drink. 18 This is an easy thing in the eyes of the
Lord; he will also deliver Moab into your hands. 19 You will
overthrow every fortified city and every major town. You will cut
down every good tree, stop up all the springs, and ruin every good
field with stones. ” 20 The next morning, about the time for
offering the sacrifice, there it was—water flowing from the direction
of Edom! And the land was filled with water. (2Kings 3:10—20 NIV)

FOUR IMPORTANT THINGS TO REMEMBER:
・ SEEK THE WORD OF THE LORD
・ LISTEN TO THE WORD OF THE LORD
・ BELIEVE THE WORD OF THE LORD
・ KNOW THAT WHAT YOU FACE IS AN EASY THING IN THE
EYES OF THE LORD

