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モヤモヤした気分を吹き飛ばせ！ 
 

「1 イスラエルの全会衆は、第一の月にツィンの荒野に入った。民はカデシュにとどまった。ミリアムは

そこで死んで葬られた。2 そこには、会衆のための水がなかった。彼らは集まってモーセとアロンに逆ら

った。3 民はモーセと争って言った。「ああ、われわれの兄弟たちが主の前で死んだとき、われわれも死

んでいたらよかったのに。4 なぜ、あなたがたは主の集会をこの荒野に引き入れ、われわれと、われわ

れの家畜をここで死なせようとするのか。5 なぜ、あなたがたはわれわれをエジプトから連れ上り、この

ひどい場所に引き入れたのか。ここは穀物も、いちじくも、ぶどうも、ざくろも育つような場所ではない。

そのうえ、飲み水さえない。」6 モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口にやって来て、

ひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。7 主はモーセに告げられた。8「杖を取れ。あなたとあな

たの兄弟アロンは、会衆を集めよ。あなたがたが彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。彼らの

ために岩から水を出して、会衆とその家畜に飲ませよ。」9 そこでモーセは、主が彼に命じられたとおり

に、主の前から杖を取った。10 モーセとアロンは岩の前に集会を召集し、彼らに言った。「逆らう者たち

よ。さあ、聞け。この岩から、われわれがあなたがたのために水を出さなければならないのか。」11 モ

ーセは手を上げ、彼の杖で岩を二度打った。すると、豊かな水が湧き出たので、会衆もその家畜も飲ん

だ。12 しかし、主はモーセとアロンに言われた。「あなたがたはわたしを信頼せず、イスラエルの子らの

見ている前でわたしが聖であることを現さなかった。それゆえ、あなたがたはこの集会を、わたしが彼ら

に与えた地に導き入れることはできない。」13 これがメリバの水である。イスラエルの子らが主と争った

場所であり、主はご自分が聖であることを彼らのうちに示されたのである。」( )13-20:1 民数記  

 

「人の怒りは、神の義を全うするものではないからである。」(ヤコブの手紙 1:20) 

 

「怒る人は争いを起し、 憤る人は多くの罪を犯す。」(箴言 29:22) 

 

主を     

「ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、心配しなくてよいのです。これらのも

のはすべて、異邦人が切に求めているものです。あなたがたにこれらのものすべてが必要であることは、

あなたがたの天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのも

のはすべて、それに加えて与えられます。ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のこ

とは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。」(マタイの福音書 6:31-34) 
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Blow Away The Blurred Mood! 
 

"1 Then the sons of Israel, the whole congregation, came to the wilderness of Zin in the first month; 

and the people stayed at Kadesh. Now Miriam died there and was buried there. 2 There was no water 

for the congregation, and they assembled themselves against Moses and Aaron. 3 The people thus 

contended with Moses and spoke, saying, “ If only we had perished when our brothers perished before 

the Lord! 4 Why then have you brought the Lord’s assembly into this wilderness, for us and our beasts 

to die here? 5 Why have you made us come up from Egypt, to bring us in to this wretched place? It is 

not a place of grain or figs or vines or pomegranates, nor is there water to drink.” 6 Then Moses and 

Aaron came in from the presence of the assembly to the doorway of the tent of meeting and fell on 

their faces. Then the glory of the Lord appeared to them; 7 and the Lord spoke to Moses, saying, 8 

“Take the rod; and you and your brother Aaron  

assemble the congregation and speak to the rock before their eyes, that it may yield its water. You shall 

thus bring forth water for them out of the rock and let the congregation and their beasts drink.” 9 So 

Moses took the rod from before the Lord, just as He had commanded him; 10 and Moses and Aaron 

gathered the assembly before the rock. And he said to them, “ Listen now, you rebels; shall we bring 

forth water for you out of this rock?” 11 Then Moses lifted up his hand and struck the rock twice with 

his rod; and water came forth abundantly, and the congregation and their beasts drank. 12 But the 

Lord said to Moses and Aaron, “ Because you have not believed Me, to treat Me as holy in the sight of 

the sons of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them.” 

13 Those were the waters of Meribah, because the sons of Israel contended with the Lord, and He 

proved Himself holy among them. (Numbers 20:1-13 NASB1995) 
 

"for the anger of man does not achieve the righteousness of God.' 

 (Jas.1.20 NASB1995) 

 

"An angry man stirs up strife,And a hot-tempered man abounds in transgression.” (Prov.29.22 

NASB1995)  

 
         The Lord!  
 

“31 Do not worry then, saying, ‘What will we eat?’ or ‘What will we drink?’ or ‘What will we wear for 

clothing?’ 32 For the Gentiles eagerly seek all these things; for your heavenly Father knows that you 

need all these things. 33 But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be 

added to you. 34 “So do not worry about tomorrow; for tomorrow will care for itself. Each day has 

enough trouble of its own.” (Matthew 6:31-34 NASB1995) 


