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決して忘れてはならない感謝すべきこと
「すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は、上からのものであり、
光を造られた父から下って来るのです。父には、移り変わりや、天体の運行によって
生じる影のようなものはありません。」 （ヤコブ 1：17 新改訳）

1. 神様は私たちにその

を与えてくださった

「わがたましいよ。主をほめたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる御名
をほめたたえよ。2 わがたましいよ。主をほめたたえよ。主が良くしてくださったことを
何一つ忘れるな。3 主は、あなたのすべての咎を赦し、あなたのすべての病を癒や
し、4 あなたのいのちを穴から贖われる。主はあなたに恵みとあわれみの冠をかぶ
らせ、5 あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さは、鷲のように新し
くなる。(詩篇 103:1～5 新改訳)

2. 神様は私たちを

扱われない

「主は、義とさばきをすべての虐げられている人々のために行われる。7 主は、ご自
分の道をモーセに、そのみわざをイスラエルの子らに知らされた方。8 主は、あわれ
み深く、情け深い。怒るのに遅く、恵み豊かである。9 主は、いつまでも争ってはおら
れない。とこしえに怒ってはおられない。10 私たちの罪にしたがって私たちを扱うこ
とをせず、私たちの咎にしたがって私たちに報いをされることもない。11 天が地上は
るかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。12 東が西から遠く離れて
いるように、主は、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。」
(詩篇 103:6～12 新改訳)

3. 神様は私たちを

愛されている

「父がその子をあわれむように、主は、ご自分を恐れる者をあわれまれる。14 主は、
私たちの成り立ちを知り、私たちが土のちりにすぎないことを心に留めてくださる。
15
人、その一生は草のよう。人は咲く。野の花のように。16 風がそこを過ぎると、そ
れはもはやない。その場所さえも、それを知らない。17 しかし、主の恵みは、とこしえ
からとこしえまで、主を恐れる者の上にあり。主の義はその子らの子たちに及ぶ。
18
主の契約を守る者、主の戒めに心を留めて行う者に。」
(詩篇 103:13～18 新改訳)
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NEVER FORGET TO BE GRATEFUL
“Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from
the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning.”
(James 1:17 NIV)

1. God has given us
“Praise the Lord, my soul; all my inmost being, praise his holy name. 2 Praise
the Lord, my soul, and forget not all his benefits. 3Who forgives all your sins
and heals all your diseases, 4 Who redeems your life from the pit and crowns
you with love and compassion, 5 who satisfies your desires with good things so
that your youth is renewed like the eagles.” (Psalms 103:1—5 NIV)

2. God does not treat us as
“The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. 7He made
known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel: 8The Lord is
compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. 9 He will not
always accuse, nor will he harbor his anger forever; 10he does not treat us as
our sins deserve or repay us according to our iniquities. 11For as high as the
heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him; 12 as
far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from
us.” (Psalms 103:6—12 NIV)

3. God loves us
“As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on
those who fear him; 14for he knows how we are formed, he remembers that we
are dust. 15 The life of mortals is like grass; they flourish like a flower of the
field; 16the wind blows over it, and it is gone, and its place remembers it no
more. 17But from everlasting to everlasting, the Lord’s love is with those who
fear him, and his righteousness with their children’s children, 18with those who
keep his covenant and remember to obey his precepts.”
(Psalms 103: 13--18 NIV)

