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神様は語られた約束を実行される
「バラムは彼の詩のことばを口にして言った。
「立て、バラクよ。そし
て聞け。私に耳を傾けよ。ツィポルの子よ。19 神は人ではないから、
偽りを言うことがない。人の子ではないから、悔いることがない。神
が仰せられたら、実行されないだろうか。語られたら、成し遂げられ
ないだろうか。20 見よ、私は、祝福せよとの命を受けた。神が祝福さ
れたのだ。私はそれをくつがえすことはできない。
」
(民数記 23:18～20 新改訳 2017)

「雨や雪は、天から降って、もとに戻らず、地を潤して物を生えさせ、
芽を出させて、種蒔く人に種を与え、食べる人にパンを与える。11 そ
のように、わたしの口から出るわたしのことばも、わたしのところに、
空しく帰って来ることはない。それは、わたしが望むことを成し遂げ、
わたしが言い送ったことを成功させる。12 まことに、あなたがたは喜
びをもって出て行き、平安のうちに導かれて行く。山と丘は、あなた
がたの前で喜びの歌声をあげ、野の木々もみな、手を打ち鳴らす。
」
(イザヤ 55:10～12 新改訳 2017)

・

ことを笑い飛ばしてはならない

「彼らはアブラハムに言った。「あなたの妻サラはどこにいますか。」
彼は答えた。「天幕の中におります。
」10 すると、そのうちの一人が言
った。
「わたしは来年の今ごろ、必ずあなたのところに戻って来ます。
そのとき、あなたの妻サラには男の子が生まれています。
」サラは、そ
の人のうしろの、天幕の入り口で聞いていた。11 アブラハムとサラは
年を重ねて老人になっていて、サラには女の月のものがもう止まって
いた。12 サラは心の中で笑って、こう言った。
「年老いてしまったこの
私に、何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで。
」13 主はア
ブラハムに言われた。「なぜサラは笑って、『私は本当に子を産めるだ
ろうか。こんなに年をとっているのに』と言うのか。14 主にとって不
可能なことがあるだろうか。わたしは来年の今ごろ、定めた時に、あ
なたのところに戻って来る。そのとき、サラには男の子が生まれてい
る。
」15 サラは打ち消して言った。
「私は笑っていません。」恐ろしかっ
たのである。しかし、主は言われた。
「いや、確かにあなたは笑った。
」
(創世記 18:9～15 新改訳 2017)
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疑ってしまうときに学ぶべきこと：
1. 問題があるときに奇跡が起こる
2. 神様はご自分の言葉に責任を持たれ、私たちは神様に信頼する
という責任を持つ

3. 神様は私のではなく、ご自分のタイミングでいつも働かれる

4. 神様は、死んだも同然のところから新しい命を生み出される
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GOD SPEAKS AND ACTS ON HIS PROMISES
“ Arise, Balak, and listen; hear me, son of Zippor. 19 God is not
human, that he should lie, not a human being, that he should change
his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not
fulfill? 20 I have received a command to bless; he has blessed, and I
cannot change it.” (Numbers 23:18—20 NIV)
“As the rain and the snow come down from heaven, and do not return
to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it
yields seed for the sower and bread for the eater, 11 so is my word that
goes out from my mouth: It will not return to me empty but will
accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it.
12 You will go out in joy and be led forth in peace; the mountains and
hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap
their hands.” (Isaiah 55:10—12 NIV)

・ NEVER LAUGH OFF WHAT

HE WILL DO

FOR YOU
“Where is your wife, Sarah?” they asked him. “There, in the tent,”
he said. 10 Then, one of them said, “I will surely return to you about
this time next year, and Sarah, your wife, will have a son.” Now Sarah
was listening at the entrance to the tent, which was behind him. 11
Abraham and Sarah were already very old, and Sarah was past the age
of childbearing. 12 So Sarah laughed to herself as she thought, “After
I am worn out, and my lord is old, will I now have this pleasure?” 13
Then the Lord said to Abraham, “Why did Sarah laugh and say, ‘Will
I really have a child, now that I am old?’14 Is anything too hard for the
Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will
have a son.” 15 Sarah was afraid, so she lied and said, “I did not
laugh.” But he said, “Yes, you did laugh.” (Genesis 18:9—15 NIV)
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LESSONS TO LEARN WHEN YOU DOUBT:
1.MIRACLES HAPPEN IN THE PRESENCE OF PROBLEMS
2.GOD IS ACCOUNTABLE TO HIS WORD, AND WE ARE
ACCOUNTABLE TO TRUST HIM
3.GOD ALWAYS WORKS AT HIS TIMING NOT MINE
4.GOD CREATES NEW LIFE IN DEAD WOMBS

