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とてもとても良いお父さん 
 
 

「あなたがたは、人を再び恐怖に陥れる、奴隷の霊を受けたのではなく、子とする

御霊を受けたのです。この御霊によって、私たちは『アバ、父』と叫びます。16御霊

ご自身が、私たちの霊とともに、私たちが神の子どもであることを証ししてください

ます。」 （ローマ 8：15～16 新改訳） 
「私たちが神の子どもと呼ばれるために、御父がどんなにすばらしい愛を与えてく

ださったかを、考えなさい。事実、私たちは神の子どもです。世が私たちを知らな

いのは、御父を知らないからです。」 (1 ヨハネ 3：1 新改訳) 
 
１.あなたは                      にとって厄介者ではない 
また、イエスはこう言われた。「あなたがたのうちのだれかに友だちがいて、その

人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。『友よ、パンを三つ貸して

くれないか。6 友人が旅の途中、私のところに来たのだが、出してやるものがない

のだ。』 7 すると、その友だちは家の中からこう答えるでしょう。『面倒をかけない

でほしい。もう戸を閉めてしまったし、子どもたちも私と一緒に床に入っている。起

きて、何かをあげることはできない。』 8 あなたがたに言います。この人は、友だ

ちだからというだけでは、起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし、友だ

ちのしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。」  
                                             (ルカ 11:5～8 新改訳) 
 
2. あなたは自由に         天のお父さんに近づくことができる 
ですから、あなたがたに言います。求めなさい。そうすれば与えられます。

探しなさい。そうすれば見出します。たたきなさい。そうすれば開かれます。 
10だれでも、求める者は手に入れ、探す者は見出し、たたく者には開かれま

す。 (ルカ 11:9～10新改訳) 
 
 
3. あなたには父なる神様の                  が与えられる 
あなたがたの中で、子どもが魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるよう

な父親がいるでしょうか。12 卵を求めているのに、サソリを与えるような父親がい

るでしょうか。13 ですから、あなたがたは悪い者であっても、自分の子どもたちに

は良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に

求める者たちに聖霊を与えてくださいます。 (ルカ 11:11～13 新改訳) 
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GOOD GOOD FATHER 
 

“The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear 
again; rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. 
And by him, we cry, ‘Abba, Father.’ 16The Spirit himself testifies with our spirit 
that we are God’s children.” （Romans 8:15-16 NIV） 
 
“See what great love the Father has lavished on us, that we should be called 
children of God! And that is what we are!”  （1 John 3:1a NIV） 
 
1. You are not a nuisance to your                         
Then Jesus said to them, “Suppose you have a friend, and you go to him at 
midnight and say, ‘Friend, lend me three loaves of bread; 6 a friend of mine 
on a journey has come to me, and I have no food to offer him.’ 7 And suppose 
the one inside answers, ‘Don’t bother me. The door is already locked, and my 
children and I are in bed. I can’t get up and give you anything.’ 8 I tell you, 
even though he will not get up and give you the bread because of friendship, 
yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as 
much as you need.”  (Luke 11:5-8 NIV) 
 
2. You are welcome to approach your Heavenly Father  
                                
So I say to you: Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock 
and the door will be opened to you. 10 For everyone who asks receives; the 
one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened.  
                                             (Luke 11:9-10 NIV) 
  
3. You will be gifted with                   of your Father 
Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? 
12 Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? 13 If you then, though you 
are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will 
your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him! 
                                            (Luke 11:11-13 NIV) 
 


