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なに、この香り?
「しかし、神に感謝します。神はいつでも、私たちをキリストによる
凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを、い
たるところで放ってくださいます。私たちは、救われる人々の中でも、
滅びる人々の中でも、神に献げられた芳しいキリストの香りなのです。
滅びる人々にとっては、死から出て死に至らせる香りであり、救われ
る人々にとっては、いのちから出ていのちに至らせる香りです。この
ような務めにふさわしい人は、いったいだれでしょうか。
」
(コリント人への手紙 第二 2 章 14～16 節 新改訳 2017)

世の中の神のイメージは

から来るところが大きい。

「今、行け。わたしは、あなたをファラオのもとに遣わす。わたしの
民、イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。」モーセは神に言った。
「私は、いったい何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラ
エルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。
」神は仰せ
られた。
「わたしが、あなたとともにいる。…」
(出エジプト記 3 章 10～12 節 新改訳 2017)

神が

おられるから、私たちはタスクを全うできる。

「私たちはキリストによって、神の御前でこのような確信を抱いてい
ます。何かを、自分が成したことだと考える資格は、私たち自身には
ありません。私たちの資格は神から与えられるものです。神は私たち
に、新しい契約に仕える者となる資格を下さいました。文字に仕える
者ではなく、御霊に仕える者となる資格です。文字は殺し、御霊は生
かすからです。
」(コリント人への手紙 第二 3 章 4～6 節 新改訳 2017)

このタスクは

行う必要がある。

「主はモーセに言われた。
「あなたは香料のナタフ香、シェヘレテ香、
ヘルベナ香と純粋な乳香を取れ。これらは、それぞれ同じ量でなけれ
ばならない。これをもって、調香の技法を凝らして調合された、塩気
のある、きよい、聖なる香を作れ。… その割合で作る香を自分たちの
ために作ってはならない。それはあなたにとって、主に対して聖なる
ものである。
」(出エジプト記 30 章 34～35、37 節 新改訳 2017)
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What's That Smell?
[14] But thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal
procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of
him everywhere. [15] For we are the aroma of Christ to God among
those who are being saved and among those who are perishing, [16] to
one a fragrance from death to death, to the other a fragrance from life
to life. Who is sufficient for these things? (2 Corinthians 2:14–16 ESV)

The world's idea of God comes largely from
[10] Come, I will send you to Pharaoh that you may bring my people,
the children of Israel, out of Egypt.” [11] But Moses said to God, “Who
am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of
Egypt?” [12] He said, “But I will be with you....” (Exodus 3:10–12)

We are up to the task because of God's
[4] Such is the confidence that we have through Christ toward God. [5]
Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from
us, but our sufficiency is from God, [6] who has made us sufficient to be
ministers of a new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the
letter kills, but the Spirit gives life. (2 Corinthians 3:4–6)

We need to get this
[34] The LORD said to Moses, “Take sweet spices, stacte, and onycha,
and galbanum, sweet spices with pure frankincense (of each shall there
be an equal part), [35] and make an incense blended as by the perfumer,
seasoned with salt, pure and holy. [37] And the incense that you shall
make according to its composition, you shall not make for yourselves. It
shall be for you holy to the LORD.” (Exodus 30:34-35, 37)
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