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「満たされた人生」
主題聖句: 詩篇23編

1 主は私の羊飼い。私は、乏しいことがありません。
2 主は私を緑の牧場に伏させ、いこいの水のほとりに伴われます。3 主
は私のたましいを生き返らせ、御名のために、私を義の道に導かれま
す。4 たとい、死の陰の谷を歩くことがあっても、私はわざわいを恐れ
ません。あなたが私とともにおられますから。あなたのむちとあなた
の杖、それが私の慰めです。5 私の敵の前で、あなたは私のために食事
をととのえ、私の頭に油をそそいでくださいます。私の杯は、あふれ
ています。6 まことに、私のいのちの日の限り、いつくしみと恵みとが、
私を追って来るでしょう。私は、いつまでも、主の家に住まいましょ
う。
」(詩篇 23 編)

「…彼(エッサイ)は言った、
「まだ末の子が残っていますが羊を飼って
います」。サムエルはエッサイに言った、「人をやって彼を連れてきな
さい。彼がここに来るまで、われわれは食卓につきません」。 そこで
人をやって彼をつれてきた。彼は血色のよい、目のきれいな、姿の美
しい人であった。主は言われた、
「立ってこれに油をそそげ。これがそ
の人である」。 サムエルは油の角をとって、その兄弟たちの中で、彼
に油をそそいだ。この日からのち、主の霊は、はげしくダビデの上に
臨んだ。そしてサムエルは立ってラマへ行った。
」
(サムエル記上16:11-13)

「しかしダビデはサウルに言った、
「しもべは父の羊を飼っていたので
すが、しし、あるいはくまがきて、群れの小羊を取った時、 わたしは
そのあとを追って、これを撃ち、小羊をその口から救いだしました。
その獣がわたしにとびかかってきた時は、ひげをつかまえて、それを
撃ち殺しました。
」(サムエル記上17:34-35)
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12あなたがたはどう思いますか。もし、だれかが百匹の羊を持ってい
て、そのうちの一匹が迷い出たとしたら、その人は九十九匹を山に残
して、迷った一匹を捜しに出かけないでしょうか。13そして、もし、
いたとなれば、まことに、あなたがたに告げます。その人は迷わなか
った九十九匹の羊以上にこの一匹を喜ぶのです。(マタイ18:12-13)
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A Fulfilling Life
Psalms 23

"1 The Lord is my shepherd, I shall not want. 2 He makes me lie down in
green pastures; he leads me beside still waters; 3 he restores my soul.
He leads me in right paths for his name’s sake. 4 Even though I walk
through the darkest valley, I fear no evil; for you are with me; your rod
and your staff—they comfort me. 5 You prepare a table before me in the
presence of my enemies; you anoint my head with oil; my cup overflows.
6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and
I shall dwell in the house of the Lord my whole life long."
(Psalms 23 NRSV)
Samuel said to Jesse, “Are all your sons here?” And he said, “There
remains yet the youngest, but he is keeping the sheep.” And Samuel
said to Jesse, “Send and bring him; for we will not sit down until he
comes here.” He sent and brought him in. Now he was ruddy, and had
beautiful eyes, and was handsome. The Lord said, “Rise and anoint him;
for this is the one.” Then Samuel took the horn of oil, and anointed him
in the presence of his brothers; and the spirit of the Lord came mightily
upon David from that day forward. Samuel then set out and went to
Ramah. (1 Samuel 16:11-13 NRSV)
But David said to Saul, “Your servant used to keep sheep for his father;
and whenever a lion or a bear came, and took a lamb from the flock, I
went after it and struck it down, rescuing the lamb from its mouth; and
if it turned against me, I would catch it by the jaw, strike it down, and
kill it."(1 Samuel 17:34-35 NRSV)
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"What do you think? If a shepherd has a hundred sheep, and one of
them has gone astray, does he not leave the ninety-nine on the
mountains and go in search of the one that went astray? And if he finds
it, truly I tell you, he rejoices over it more than over the ninety-nine that
never went astray."(Matthew 18:12-13 NRSV)
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