New Hope Tokyo Message Note

12/5/2021

期待という贈り物
“信仰は目に見えないものを見、信じられないことを信じ、不可能なものを受け取る“
コーリー・テン・ブーム

「三日後、つかさたちは宿営の中を巡り、3 民に命じた。「あなたがたの神、主の契約の箱を見、さらにレビ人
の祭司たちがそれを担いでいるのを見たら、自分のいる場所を出発して、その後を進みなさい。4 あなたがた
が行くべき道を知るためである。あなたがたは今まで、この道を通ったことがないからだ。ただし、あなたがた
と箱の間に二千キュビトほどの距離をおけ。箱に近づいてはならない。」5 ヨシュアは民に言った。「あなたが
たは自らを聖別しなさい。明日、主があなたがたのただ中で不思議を行われるから。」(ヨシュア 3:2～5 新
改訳 2017）

1.

をはるか遠くに見て、

「これらの人たちはみな、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、
はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。14 そのよう
に言っている人たちは、自分の故郷を求めていることを明らかにしています。15 もし彼らが思っていたのが、
出て来た故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう。16 しかし実際には、彼らが憧れていたのは、もっと良い
故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は、彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼
らのために都を用意されたのです。」(ヘブル 11:13～16 新改訳 2017)

2. 神様が

を計画しておられると信じる

「これらの人たちはみな、その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませ
んでした。40 神は私たちのために、もっとすぐれたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして、彼らが
完全な者とされることはなかったのです。」(ヘブル 11:39～40 新改訳 2017)

3.

に導かれて行動する

「そのとき、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい、敬虔な人で、イスラエルが慰められるの
を待ち望んでいた。また、聖霊が彼の上におられた。26 そして、主のキリストを見るまでは決して死を見ること
はないと、聖霊によって告げられていた。27 シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るため
に、両親が幼子イエスを連れて入って来た。28 シメオンは幼子を腕に抱き、神をほめたたえて言った。29『主よ。
今こそあなたは、おことばどおり、しもべを安らかに去らせてくださいます。30 私の目があなたの御救いを見た
からです。31 あなたが万民の前に備えられた救いを。32 異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光
を。』33 父と母は、幼子について語られる様々なことに驚いた。34 シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。
『ご覧なさい。この子は、イスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また、人々の
反対にあうしるしとして定められています。35 あなた自身の心さえも、剣が刺し貫くことになります。それは多
くの人の心のうちの思いが、あらわになるためです。』」（ルカ 2:25～35 新改訳 2017）
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THE GIFT OF ANTICIPATION
“Faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible.”
Corrie Ten Boom
“After three days the officers went throughout the camp, 3 giving orders to the people: ‘When you
see the ark of the covenant of the Lord your God, and the Levitical priests carrying it, you are to
move out from your positions and follow it. 4 Then you will know which way to go, since you have
never been this way before. But keep a distance of about two thousand cubits[a] between you and
the ark; do not go near it.’ 5 Joshua told the people, ‘Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord
will do amazing things among you.’” (Joshua 3:2-5 NIV)

1. SEEING

,

IT FROM A DISTANCE

“All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things
promised; they only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were
foreigners and strangers on earth. 14 People who say such things show that they are looking for a
country of their own. 15 If they had been thinking of the country they had left, they would have
had opportunity to return. 16 Instead, they were longing for a better country—a heavenly one.
Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them.”
(Hebrews 11:13-16 NIV)

2. TRUST THAT GOD HAS PLANNED
“These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised, 40
since God had planned something better for us so that only together with us would they be made
perfect.” (Hebrews 11:39-40 NIV)

3. MOVE WITH
“Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting
for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. 26 It had been revealed to him by the
Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord’s Messiah. 27 Moved by the Spirit, he
went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the
custom of the Law required, 28 Simeon took him in his arms and praised God, saying: 29
‘Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. 30 For my
eyes have seen your salvation, 31 which you have prepared in the sight of all nations: 32 a light for
revelation to the Gentiles, and the glory of your people Israel.’ 33 The child’s father and mother
marveled at what was said about him. 34 Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother:
‘This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be
spoken against, 35 so that the thoughts of many hearts will be revealed. And a sword will pierce
your own soul too.’” (Luke 2:25—35 NIV)

