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安息日を守ることからくる祝福
私は自分を世界一幸運な者であると思っています。

なぜなら、私が生まれる以前に、両親は安息日のこと

を学び、信じて、安息日を守っていたからです。私は

自分の経験から安息日を守ることが、自分の家庭に何

をもたらすかを知っています。結婚にとって、子供た

ちにとって、全てのクリスチャンにとって、それは祝

福です。私は神さまがその御愛によって、あなた方が

聖書を読む時に、神さまが安息日を通して素晴らしい

祝福を与えたいと願っておられることを知って頂きた

いと思います。安息日を清く守ろうとするひとりひと

りに大きな祝福が用意されているのです。

安息日が制定された時、大いなる喜びがあったと聖

書に書かれています。ヨブ記 38 章 4 節－ 6 節に神様は

ヨブに質問されたとあります。「わたしが地の基をすえ

た時、どこにいたか。もしあなたが知っているなら言え。

あなたがもし知っているなら、だれがその度量を定め

たか。だれが測りなわを地の上に張ったか。その土台

は何の上に置かれたか。その隅の石はだれがすえたか」。

神様はここで安息日が制定された時について語ってお

られます。7 節に注目して下さい。「かの時には明けの

星は相共に歌い、神の子たちはみな喜び呼ばわった」。

安息日が造られた時、全宇宙の神の子たちが見ていた
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のです。聖書は言って

います。「彼らは喜び

呼ばわった」と。ここ

は地球以外に宇宙には

知的存在者がいること

をはっきり語っている

聖書の箇所です。黙示

録も他世界の知的存在者（物）について言及しています。

「それゆえに、天とその中に住む者たちよ、大いに喜べ」

（黙示録 12:12）。

今晩、夜空の星を見上げ、他世界に住む多くの住人

のことを考えてみて下さい。神に造られたものの中で

この地球だけが罪を犯し倒れたのです。我々は罪のた

めに、現在宇宙の他の住人から切り離されています。

罪のない世界と我々との間に神は壁を設けられていて、

我々がそこを訪ねることができないようにしておられ

ます。しかしクリスチャンならば、あなたがイエス様

に従うならば、全宇宙をめぐって罪のない世界を訪ね

まわる日が来るのです。幾千年も生きていて不従順に

陥ったことのない人々に逢えるようになるのです。わ

くわくすることではないでしょうか！
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神の創造のみわざ
創造週の最後に「神が造ったすべての物を見られた

ところ、それは、はなはだ良かった」（創世記 1:31）、

「こうして天と地と、その万象とが完成した。神は第

七日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべて

の作業を終って第七日に休まれた。神はその第七日を

祝福して、これを聖別された。神がこの日に、そのす

べての創造のわざを終って休まれたからである」（創世

記 2:1 － 3）、神様ご自身第 1 回目の安息日の始まりを

記されました。それは創造週の最後にやって来ました。

聖書はこの世界は長い時代を経て出来たとは教えてい

ません。文字通り神のみ言葉によって七日の間に存在

するようになりました。詩篇 33 篇にはどのようにして

造られたかを語っています。「もろもろの天は主のみこ

とばによって造られ、天の万軍は主の口の息によって

造られた」（詩篇 33:6）。どのようにして起こったので

しょうか？「主が仰せられると、そのようになり、命

じられると、堅く立ったからである」（詩篇 33:9）、こ

れが私たちの拝んでいる神様です。

イエス様はこの地上におられる時、この同じ創造の

力を実際に現わされました。ラザロの墓でイエス様が

語られた時、ラザロが命によみがえるのに長い時間を

必要としませんでした。イエス様が声を上げ、「ラザ
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ロよ、出てきなさ

い」（ヨハネ 11:43）

とおっしゃると、死

んでいた者がよみが

えったと聖書は述べ

ています。

私はラザロがよみ

がえった時、「ラザロ

よ、出てきなさい」とイエス様が言われた時、化学的

に、身体的に、電子的に何か起こらなくてはならなかっ

たか、考えてみました。われわれの身体は約 1 兆の細

胞で出来ています。そのひとつひとつが命に輝いてい

て電子を帯びています。人が死ぬとそれはみんな変化

します。しかしイエス様が「ラザロよ、出てきなさい」

と言われた時、1 兆の細胞は生き返りました。その同

じ力が世界の創造の時にかかわったのです。そして安

息日を祝されたことも、その中に含まれているのです。

皆さん、キリスト教の素晴らしいところは、それが

奇跡の宗教だというところです。まず安息日はあなた

が創造主として神様を礼拝する日です。我々の地球は

罪によって恐ろしく損なわれているので、今日ほど創

造された神を必要としている時代はありません。罪は

我々と神との関係を損なったばかりでなく、我々人間
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同士の関係も壊しました。人々は損なわれた心でもっ

て、損なわれた関係を持って、損なわれた家庭で生き

ています。人類家族が語ることができ、人の人生を変

えることのお出来になる創造主を必要としているのは

まさに現代なのです。

安息日はしるしです。関係のしるしです。創造主を

神と崇めているしるしです。この“しるし”というこ

とについてもう少し学んでみましょう。父祖たちは皆、

安息日を守りました。アダム、ノア、アブラハム。聖

書は明確に創世記 26:5 でアブラハムは神の戒めを守っ

たと述べています。安息日の戒めは「覚えよ」という

言葉で始まります。主なる神はシナイで安息日の戒め

を設けられたのではありません。むしろそれは創造の

時、定められた何かを思い出すことなのです。

第 4 条は言います。「安息日を覚えて、これを聖とせ

よ。六日のあいだ働いてあなたのすべてのわざをせよ。

七日目はあなたの神、主の安息であるから、なんのわ

ざをもしてはならない。あなたもあなたのむすこ、娘、

しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにい

る他国の人もそうである。主は六日のうちに、天と地

と海と、その中のすべてのものを造って、七日目に休

まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖と

された」（出エジプト 20:8 － 11）。“覚えよ”。
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働くべき時があります。しかし神様は人間の仕事に

限界を設けられました。私の父がたの祖父はデンマー

クから米国に移民してきた人で、クリスチャンでした

が、安息日については知りませんでした。デンマーク

では、彼らはルター派の教会に出席していました。彼

らは主を愛し、主に従おうと努めていました。しかし、

安息日については何も知らなかったのです。祖父はと

ても意欲的な人で、イリノイ州に落ち着きました。私

は彼を知らないのですが、父が教えてくれたところに

よりますと、祖父は一週間休みなしで働いたというこ

とです。そして、彼の子供たちにも同じことを要求し

ました。家中が彼の要求に従わざるを得ないような状

況でした。

神様はある人々が、休みなく働き、働きに従って得

るものも多くなり、利益も増すと考える傾向にあるこ

とをご存じでした。そして、神はそのように人生を働

きづくめで過ごすことが幸福でないことを知っておら

れたので、働きに制限をおき、しばらくの時間働くこ

とをやめるようにと言われました。「6 日の間にあなた

の働きの全部をすましてしまって、7 日目は何もして

はならない。あなたは休む必要がある」とおっしゃい

ました。わたしの祖父が安息日のことを学んだのは、

イリノイに住んでいる時でした。祖父は長いことこの
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問題と格闘し、最終的にそれを受け入れました。彼は

安息日には農業や牛や石炭の商売をするかわりに休息

をとりました。

皆さまに申し上げます。安息日は家庭を変えます。

結婚を変えます。今日多くの人が結婚し、家庭を持っ

ていますが、一緒に過ごす時間が充分ではありません。

神様は罪の存在をお定めになったのではありません。

しかし、それが存在することを前もって見られました。

神様は家庭の中にわがままが入り込まないように点検

されます。多くの家庭では主人である父親は一週中家

をあけて働いています。主ご自身がこの分離の中に介

入されて、生活費を得るために働くことをやめ、そし

て休む日を設けられました。

この休みの日に私たちはどうしたらよいのでしょう

か。出エジプト記 31:13 － 18 にはこうあります。「あ

なたはイスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたは

必ずわたしの安息日を守らなければならない。これは

わたしとあなたがたとの間の、代々にわたるしるしで

あって、わたしがあなたがたを聖別する主であること

を、知らせるためのものである。それゆえ、あなたが

たは安息日を守らなければならない。これはあなたが

たに聖なる日である。すべてこれを汚す者は必ず殺さ

れ、すべてこの日に仕事をする者は、民のうちから断
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たれるであろう。六日のあいだは仕事をしなさい。七

日目は全き休みの安息日で、主のために聖である。す

べて安息日に仕事をする者は必ず殺されるであろう。

ゆえに、イスラエルの人々は安息日を覚え、永遠の契

約として、代々安息日を守らなければならない。これ

は永遠にわたしとイスラエルの人々との間のしるしで

ある。それは主が六日のあいだに天地を造り、七日目

に休み、かつ、いこわれたからである』。主はシナイ山

でモーセに語り終えられたとき、あかしの板二枚、す

なわち神が指をもって書かれた石の板をモーセに授け

られた」。

安息日は関係を表わすしるしです。それは神を造り

主として礼拝するしるしです。それは主の律法とご支

配を高く崇めるしるしです。それはまた神が我々を清

め、我々を聖なる者とし、

従順な者としてくださる

しるしです。民数記には

安息日を守る者たちに与

えられる祝福について記

されています。もしも安

息日を守るならば、神様

が我々の名を主の聖なる

書に記録されるという約
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束が成就すると主張することが出来ます。そしてこれ

は神が聖書に記録しておられる素晴らしい約束のひと

つです。

この約束は皆さん、安息日を守る者たちだけに与え

られています。同様の者にもうひとつの約束がありま

す。

「もし、あなたの神、主の戒めを守り、その道を歩む

ならば、主は誓われたようにあなたを立てて、その聖

なる民とされるであろう。そうすれば地のすべての民

は皆あなたが主の名をもって唱えられるのを見てあな

たを恐れるであろう。主があなたに与えると先祖に誓

われた地で、主は良い物、すなわちあなたの身から生

れる者、家畜の産むもの、地に産する物を豊かにされ

るであろう。主はその宝の蔵である天をあなたのため

に開いて、雨を季節にしたがってあなたの地に降らせ、

あなたの手のすべてのわざを祝福されるであろう。あ

なたは多くの国民に貸すようになり、借りることはな

いであろう。主はあなたをかしらとならせ、尾とはな

らせられないであろう。あなたはただ栄えて衰えるこ

とはないであろう。きょう、わたしが命じるあなたの

神、主の戒めに聞き従って、これを守り行うならば、

あなたは必ずこのようになるであろう」（申命記 28:9

－ 13）。



10

素晴らしい約束ではありませんか。もちろんこれら

は神の律法に従順であるという条件のもとに与えられ

ています。詩篇 95:1 － 7 に安息日に礼拝するようにと

の招きが書かれています。「さあ、われらは主にむかっ

て歌い、われらの救の岩にむかって喜ばしい声をあげ

よう。われらは感謝をもって、み前に行き、主にむかい、

さんびの歌をもって、喜ばしい声をあげよう。主は大

いなる神、すべての神にまさって大いなる王だからで

ある。地の深い所は主のみ手にあり、山々の頂もまた

主のものである。海は主のもの、主はこれを造られた。

またそのみ手はかわいた地を造られた。さあ、われら

は拝み、ひれ伏し、われらの造り主、主のみ前にひざ

まずこう。主はわれらの神であり、われらはその牧の民、

そのみ手の羊である。どうか、あなたがたは、きょう、

そのみ声を聞くように」。（興味がありましたらこの 7

－ 11 章をへブル書３章、４章と比較してみて下さい。

使徒パウロはへブル書の中でこの言葉を引用し、安息

日の意味について教えています。）

皆さん、安息日を守るならば神様はあなたの羊飼い

となり、あなたはその牧場の羊であり、あなたを世話

すると約束されます。聖書には安息日を守る民に素晴

らしい約束が与えられていることが記されています。

この世は神の律法のこの部分を破ろうとしました。



11

安息日を普通の労働の日とし、罪ある人間の日に変え

ました。この神の律法からの違反は預言されていまし

た。ダニエル書７、８と 11 ははっきりとローマ・カト

リックが神の律法を破りましたと言っています。聖書

は世の終わりにこの律法の破れを繕う者が出現すると

予言しています。

「あなたの子らは久しく荒れすたれたる所を興し、あ

なたは代々やぶれた基を立て、人はあなたを『破れを

繕う者』と呼び、『市街を繕って住むべき所となす者』

と呼ぶようになる」（イザヤ書 58:12）。

誰がこの破れを繕うのでしょうか。

「『もし安息日にあなたの足をとどめ、わが聖日にあ

なたの楽しみをなさず、安息日を喜びの日と呼び、主

の聖日を尊ぶべき日ととなえ、これを尊んで、おのが

道を行わず、おのが楽しみを求めず、むなしい言葉を

語らないならば、その時あなたは主によって喜びを得、

わたしは、あなたに地の高い所を乗り通らせ、あなた

の先祖ヤコブの嗣業をもって、あなたを養う』。これ

は主の口から語られたものである」（イザヤ書 58:13、

14）。

安息日を守り、それを喜びの日とする者は破れを繕

う者と呼ばれるでしょう。神様は安息日が私やあなた
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にとって喜びの日となることをお望みになります。

現在の社会はお互いに気づかいをすることがなく、

問題の多い時代です。時々、最も気にかけなければな

らない家族の者を無視したりしています。家族のひと

りひとりがそれぞれの生き方をしているといったそん

な家族を見たことがありますか？時々私たちは神様に

対して同じようなことをします。主は言われました。「７

日のうちの１日だけ、あなたと共に過ごしたい」。神

と共に過ごしたらどんなことが起こるでしょうか？聖

書に何と書いてありますか？喜びはどこから来るので

しょうか？幸福はどこから来るのでしょうか？愛はど

こから来るのでしょうか？知っておられますか？

「あなたはいのちの道をわたしに示される。あなたの

前には満ちあふれる喜びがあり」（詩篇 16:11）。

あなたの人生に喜びがありますか？聖書には主の前

に満ちあふれる喜びがあると言います。11 節の終わり

の部分を見て下さい。「…あなたの右には、とこしえに

もろもろの楽しみがある」。あなたの人生に、このよう

な喜びを持ちたいと思われませんか？それならば、神

様と共にいる時間を過ごす必要があります。神のご臨

在の中に満ちあふれる喜びがあります。求愛する男女

がデートの時、第三者のことを話し始めるなんていう

こと聞いたことあるでしょうか。第三者のためにお互
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いについて語ることができないなんて、それじゃ楽し

い夕べになるはずないですよね。

もし安息日に我々が仕事のことや心配事について、

または自分たちの楽しみについて話すなら、主はどう

お感じになるか考えたことありますか？もしそうする

ならば、主と共に時を過ごしていることにはなりませ

ん。これはイザヤ書 58:13 に語られていることです。

「もし安息日にあなたの足をとどめ、わが聖日にあな

たの楽しみをなさず、安息日を喜びの日と呼び、主の

聖日を尊ぶべき日ととなえ、これを尊んで、おのが道

を行わず、おのが楽しみを求めず、むなしい言葉を語

らないならば」。

主と共に過ごすということは特別なことですので、

安息日に自分たちのやり方で過ごすのでなく、神様を

崇める必要があります。もし安息日を主と共に過ごす

ならば、主からの最高の喜びを受けることが出来ます。

主のみ手の中に永遠に続

く喜びがあるのです。

安息日は間もなくこの

地上で大きな争いの元と

なります。神様は神様

の聖なるご要求を安息



14

日に置かれました。世の終わりに神のご支配に服従す

るか否かは、安息日を聖に保つか否かにかかっていま

す。反逆のしるしは獣のしるしである日曜日遵守です。

聖書は何千年も前に世の終わりには安息日を守ること

が問題になると預言していました。ですから私たちは、

どのように安息日を守るか知っている必要があります。

安息日を正しく守ることには大きな祝福と喜びが伴っ

ています。

家庭と家族にもたらされる祝福
安息日が家庭と家族にどのように祝福となるのか学

んでみましょう。私たちは既に十戒の 4 条に書かれて

いるように、主要な意味は学びました。それは我々が

この世的な働きをする時間ではないということです。

最初に安息日を受けいれた時、これは私の祖父にとっ

てのテストでした。

しばしば多くの人は 1週に 7日間働かないと経済的に

成功しないだろうと考えます。生活費を得ることができ

ず、家族を養っていけないだろうと考えます。安息日に

も働くよう求められるので、失業してしまうと考えま

す。結果飢えです。もちろん生きていけません。安息日

を守り始めるとそういったことになると悪魔はささやき
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ます。このように安息日は信仰のテストです。これにつ

いてイエス様は何と言われたかご存知ですか？「それだ

から、あなたがたに言っておく。何を食べようか、何を

飲もうかと、自分の命のことで思いわずらい、何を着よ

うかと自分のからだのことで思いわずらうな。命は食物

にまさり、からだは着物にまさるではないか。空の鳥を

見るがよい。まくことも、刈ることもせず、倉に取りい

れることもしない。それだのに、あなたがたの天の父は

彼らを養っていて下さる。あなたがたは彼らよりも、は

るかにすぐれた者ではないか。あなたがたのうち、だれ

が思いわずらったからとて、自分の寿命をわずかでも延

ばすことができようか。また、なぜ、着物のことで思い

わずらうのか。野の花がどうして育っているか、考えて

見るがよい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし、あな

たがたに言うが、栄華をきわめた時のソロモンでさえ、

この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。きょうは

生えていて、あすは炉に投げ入れられる野の草でさえ、

神はこのように装って下さるのなら、あなたがたに、そ

れ以上よくしてくださらないはずがあろうか。ああ、信

仰の薄い者たちよ。だから、何を食べようか、何を飲も

うか、あるいは何を着ようかと言って思いわずらうな。

これらのものはみな、異邦人が切に求めているものであ

る。あなたがたの天の父は、これらのものが、ことごと

くあなたがたに必要であることをご存じである。まず神
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の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのも

のは、すべて添えて与えられるであろう」（マタイ 6:25

－ 33）。

もし安息日を守るならば、そして神様を第一とする

ならば、あなたは自分の必要について心配をするには

およびません。神様はあなたの全ての必要を満たすと

約束して下さいました。祖父が安息日を守り始めた時、

その約束は真実であると知りました。しかし、神様は

あなたのこの世での人生の要求を全て満たされるので

はありません。時には我々は永遠の命を失うことにな

るものを求めることがありますから。

多くの人が安息日を守るために仕事を失いました。

私の父は仕事を失うことを恐れました。その頃私たち

は北部の方に住んでいて、冬には 5 時前に安息日が始

まります。父の雇い主は私の父に 5 時まで働くように

と命じ、でなければ職を失うと主張しました。私の父

は金曜日に 5 時まで働かなくてはいけないのなら仕事

を失ってもよいと答えました。父は仕事を失ったらど

うなるか分かりませんでしたが、神様のご要求が第一

とそう決めました。仕事を持つより神の命令に従うこ

との方が重要なことでした。父は神を敬う者の必要を

神が満たして下さると約束なさったことを知っていま

した。そして父は神を敬ったのです。神様は父が安息
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日の時間を除いた時間で仕事を続けることが出来るよ

うにして下さいました。

皆さん、神様はこの世界の資源にだけでなく、宇宙

のそれ以上の資源につながっておられます。神様はあ

なたの必要を満たす資源を造られるお方です。神様は

幾万というモーセに率いられたイスラエルの民を 40 年

間砂漠で養われました。庭もなく市場もなく商店もな

く、ただ砂漠しかない場所で。それでいて神の民はひ

とりも空腹にならなかったのです。

あなたが神に従おうと決心し、安息日を守ることで

創造主がおられると認める時、主はあなたの必要なも

のを全て与えると約束なさいます。覚えて下さい。神

はお約束なさった全ての約束の背後におられることを。

神様は約束を破ることのできないお方なのです。

「それは、偽ることのあり得ない神に立てられた二つ

の不変の事がらによって、前におかれている望みを捕

えようとして世をのがれてきたわたしたちが、力強い

励ましを受けるためである」（へブル 6:18）。

いつ安息日は始まるのでしょうか？「夕となり、ま

た朝となった。第一日である」（創世記 1:5）。「その夕

から次の夕まで安息を守らなければならない」（レビ

記 23:32 下句）。聖書で夕方とはいつ始まるのでしょう
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か？「夕暮になり日が沈むと、…」（マルコ 1:32）。何

時が夕なのでしょうか？日没です。あなたがもし時計

を持っていなくても安息日を守れます。視力があれば

いつ暗くなり始めたか分かり、安息日が始まることが

分かります。一日が真夜中から始まるという考えは異

教ローマ皇帝から始まりました。ローマの考え方であっ

て、聖書的ではありません。安息日は金曜日の夕方の

日没から始まります。

安息日のための備えはどのようにしたらよいでしょ

うか？「安息日を覚えて、これを聖とせよ」（出エジ

プト 20:8）。安息日を聖とすることのできる者のみが、

聖なる者なのです。私たちは聖なる体を持っていませ

ん。しかし、聖なる人格―神の律法に合致した―を発

達させることは出来ます。もし神の律法のどの部分で

あっても破っていては安息日を聖とすることは出来ま

せん。働きをやめて、それでも安息日を聖とすること

は出来ません。そのように霊的に準備することが、安

息日を迎えることに含まれています。なぜなら自分の

良心に何か罪を持っていては安息日を聖とすることは

出来ないからです。

わたしの親戚の男性の母親の話ですが、ずいぶん前

の、金曜日の夕方日没前、彼らの家族は安息日を迎え

る用意をしました。安息日の始まる前に、彼の母親は
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子供たちを自分のそばに集めました。彼女は、私たち

皆と同じく、人格に問題を持っていました。時々彼女

は子供たちに目に涙をためて言いました。「みんな！私

は 1 週間を思い返すと短気だったことがあったわ。安

息日が近づいている、短気を起こしたことを認めるわ。

ごめんなさいね。もうあんな風にはしないわ」。彼女が

話している時、子供たちは自分の欠点を思い返します。

そしてその週の間にやった正しくなかった行為に気づ

きます。私たちは、皆さんも聖でなければ安息日を聖

とすることができません。全ての罪は金曜日の夕、日

没前に告白されていなくてはなりません。

この家庭では皆が集まる時、子供たちはお互いに自

分たちの間違った行いや言葉をわびあいました。そし

てひざまづいて、天の神に赦しを乞い、彼らは自分の

間違いがイエス様の尊い血によって清められることを

祈り求めました。安息日が始まる前には、全ての罪が

ゆるされたことを確認しました（1ヨハネ 1:9)。

皆さん、もしあなたが家族の者に対して恨みを持っ

ていたり、心の中に苦い思いを抱いていては安息日を

聖く守ることは出来ません。心に愛がないのなら安息

日を聖く守ることはできません。しかし、もし神に従

うことを選び、み旨を行おうとするなら、そして「主よ、

あなたについていきます。お従いします。私の罪を告
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白します」と言うならば、天には神が現われ、その方

はあなたを弁護して下さいます。ヨハネはいいました。

「わたしの子たちよ。これらのことを書きおくるのは、

あなたがたが罪を犯さないようになるためである。も

し、罪を犯す者があれば、父のみもとには、わたした

ちのために助け主、すなわち、義なるイエス・キリス

トがおられる」（Ⅰヨハネ 2:1）。

主はあなたを赦し清くして、安息日を聖く守ること

ができるようにして下さいます。今日、次の安息日ま

での間に集まって、互に罪を告白し合うことの必要な

家庭が多くあります。自分が言ったことは間違ってい

たと告白する必要があります。真実でないことを言っ

ただろうか。不親切なことを何か言っただろうか。短

気を起こさなかっただろうか。皆さん、もしそんなこ

とがあったなら家族のメンバーに許しを求め、また天

のお父様にも赦していただきましょう。

「だから、互に罪を告白し合い、また、いやされるよ

うにお互のために祈りなさい。義人の祈は、大いに力

があり、効果のあるものである」（ヤコブ 5:16）

現代の多くの家庭は癒しを必要としています。なぜ

なら心は傷つき、人間関係は破綻しているからです。

皆さん、安息日の神様は私たちを潔めて下さる方なの

です。私たちを造り変え聖として下さる方なのです。
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清くされるなら幸福になります。私は自分をとても幸

いな者であると考えています。なぜなら、安息日を形

式だけでなく、現実的に心から信じた両親の許で育て

られたからです。

もし母や父が子供たちに彼らが正当と思えないこと

を言ったとしても父母はそれを間違いと認めないほど

にプライドを高く持っていたということはなかったの

です。皆さん、お勧めします。安息日が来る前にそれ

らのことをやってしまっておけば全てが変ります。ひ

ざまづいて互いに祈るなら、神が癒やして下さいます。

旅行でどこに行っても破れた人間関係、苦々しい思い、

恨みがクリスチャン家庭に於いてさえ存在しているの

を見ます。神様は我々の家庭を癒やし、我々の心を癒

やそうと願われます。安息日は主が人類を作られた最

初の目的にあった潔さと幸福に造り変えて下さるしる

しなのです。

私の理解するところでは、これは安息日を迎える重

要な準備なのです。我々自身を聖別する必要がありま

す。もし安息日を潔く保とうとするなら、互いに罪を

告白し、癒やされるように祈り合い、安息日に備えな

くてはなりません。金曜日、週の六日目は安息日を迎

える備えの日です。聖書が何と言っているか読んでみ

ましょう。「モーセは彼らに言った、『主の語られたの
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はこうである、「あすは主の聖安息日で休みである。きょ

う、焼こうとするものを焼き、煮ようとするものを煮

なさい。残ったものはみな朝までたくわえて保存しな

さい」』と」（出エジプト 16:23）。この準備はシナイ山

で十戒が与えられる以前から命じられたもので、イス

ラエルの民は安息日を既に守っていました。

金曜日は安息日の「準備の日」と聖書は言ってい

ます。ルカ 23:54-24:1 を読んでみましょう。「この

日は準備の日であって、安息日が始まりかけていた。 

イ エ ス と 一 緒 に ガ リ ラ ヤ か ら き た 女 た ち

は、 あ と に つ い て き て、 そ の 墓 を 見、 ま た イ

エスのからだが納められる様子を見とどけた。 

そして帰って、香料と香油とを用意した。それからお

きてに従って安息日を休んだ。週の初めの日、夜明け

前に、女たちは用意しておいた香料を携えて、墓に行っ

た。」ここで分かることは、①金曜日は準備の日、②土

曜日は安息日、③日曜日は週の第一日である、という

ことです。

我々の食するものは前日に用意されていて安息日に

は料理などして過ごす必要のないようにしましょう。

この要求は安息日暖かい食物を食べてはいけないとい

う意味ではありません。食事は温められるべきですが、

安息日は料理の日ではないということです。多くの人
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はこの忠告の重要性に気付いていません。料理しなく

てよい運のよい人がいます。彼らの奥さんたちは彼ら

のために料理します。ですから、良い食事を準備する

ということがどういう事か自覚していません。

神様は人がしなければならない仕事の量を知ってお

られますが、また婦人たちがしなくてはならない事も

ご存知です。婦人たちが安息日に料理をすることを神

様は望んでおられません。主は

言われました。「安息日にしなく

てはならない料理は金曜日のう

ちにし終わってしまいなさい」

と。詩篇 95 に言われているよう

に安息日は神が我々が礼拝する

ために神の許に来るようにと定

められた日です。このことはわ

れわれにとって核心となる点で

す。

もしあなたがブッシュ大統領と朝 9 時半に会う予定

があるとします。どんな服を着て行きますか？あなた

の車のオイルを交換した時と同じ服で出かけますか？ 

えッ？そうしますか？皆さん、神様は米国大統領より

重要じゃないわけはありませんよね。米国大統領は人

間です。創造されたもので、ご再臨がその前に起こっ
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ていないならば生き、そして死を迎える被造物です。

礼拝日に神様の前に出るということは特別な事柄で

す。我々は一週間着ていた普通の衣服を着けるべきで

はありません。神の前に出るため、安息日の衣装を持っ

ているべきです。我々は外側も内側もこぎれいに整え

られているべきです。

教会への証 6 巻 355 ページ

「金曜日には安息日のための準備は全部終わって
いるようにしましょう。全ての衣類は準備され、
料理も終わっているべきです。靴もみがき終り、
入浴もすませてしまいましょう。そうすることは
可能です。それを習慣にしてしまえばできます。
安息日は衣類を繕ったり、料理をしたり、楽しみ
を追及したり、また他の世的な仕事に携わる日で
はありません。日没前にこの世的な働きの全ては
横に置き、世的印刷物は片付けましょう」。

主はご自身の語っておられる事柄を知っておられま

す。主はそれらのものが目に入ると、それによって我々

の心が乱されることをご存知です。この日、金曜日兄

弟間の問題を家庭であれ、教会であれ傍らに置いて、

安息日が始まる前までに、苦々しい思いや怒り、悪意

等は心から追い出してしまうべきです。
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心も体と同様に世の仕事から離れているべきです。

おお、皆さん、それは永遠の救いである安息日を潔く、

聖として保つためです。自分の心の中から苦々しい思

いや悪意を棄て、兄弟たちと仲直りすることは教会内

であれ、兄弟の間であれ、夫婦間であれ必要です。創

造主なる神と調和することなのです。

皆さん、お分かりですか。天国には何の闘争や苦々

しい思いはありません。嫌悪、敵意、冷淡、かたくな

な感情はありません。こんなところに私は行きたいで

す。皆さんどうですか？私はその地の喜びと幸福を味

わいたいです。

安息日は罪びとにさえ、天国がどんなところだろう

かと思わせ、そこに入る準備をしなくてはと思わせる

ものなのです。それゆえ、悪意や罪を捨て去らなくて

はならないのです。私たちは自分の心を試し、特に金

曜日に、自分とつれあいの間がどうなっているか知る

必要があります。自分たちを正しくしていない罪が存

在するかどうか？

私たちは癒されるために互いに祈らなくてはなりま

せん。主は安息日を聖として守る人々に言われます。「そ

れゆえイスラエルの神、主は仰せられる、『わたしはか

つて、「あなたの家とあなたの父の家とは、永久にわた

しの前に歩むであろう」と言った』。しかし今、主は仰
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せられる、『決してそうはしない。わたしを尊ぶ者を、

わたしは尊び、わたしを卑しめる者は、軽んぜられる

であろう。』」（Ⅰサムエル記 2:30）。これは素晴らしい

約束です。

皆さん、何か問題を持っておられましたら、もし安

息日を守ろうと決心されているなら、この約束の成就

を求めることができます。私はそれを主張し、神がそ

れを聞き入れて下さいました。あなたは何か家庭に問

題を抱えておられますか？結婚にまたは子供たちに？

奇跡が起きなければとうてい解決しないだろうほどの

問題を持っておられますか？全てのことがうまくいか

ないように見える時、この約束を主張したことがあり

ますか？「わたしを崇める者を、わたしは崇めるであ

ろう」という主張をです。

あなたが問題に直面した時、解決したり答えたりで

きず、誰もそれができなくて天来の力が下って助け癒

す以外方法がないと思われた時「わたしを崇める者を、

私も崇めよう」というこの約束は安息日遵守者に対す

る約束です。安息日は家庭の日として定められ、家庭

に於いて各自互いに交わり、主と交わりする時と定め

られたのです。

家庭でどのように安息日を守るか詳しく説明したい

と思います。日没前に話しましたが、罪があれば互い
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に告白し合わなくてはなりません。単に告白するだけ

でなく、三つのことを特にする必要があります。それ

らのことは天国に行っても行うことです。これらの三

つのことは家庭礼拝で行われます。あなたは家族礼拝

で安息日を始めなくてはなりません。私は思いだす限

りこれまでそうやって来ました。礼拝はあなたの家庭

で最高に幸福な時間です。

私は子供の時から礼拝の時を思い出すことができま

す。家庭礼拝ですべきことが三つあります。第一は神

様のみ言葉を読むこと。1 時間も読んではいけません。

特に小さな子供がいる場合はそうですが、神の言葉を

読んで過ごすこと。二番目は歌を歌うこと。もしキリ

スト者なら、栄光の主を拝んでいるのなら、たたえる

何かがあるはずです。イエス様は地上にあって歌われ

ました。安息日の始まり、聖書を読むだけでなく歌い

ましょう。神の子らは神をたたえます。それは礼拝の

一部です。もちろんそれはとても助けになります。あ

なたの家族の誰かが楽器を弾けるなら弾きましょう。

私の妻と娘たちは私が家庭礼拝で伴奏することを喜び

ました。私は専門のピアニストではありませんが、簡

単なメロディーか讃美歌を弾けます。第三に祈る必要

があります。この三つは天国の家庭礼拝でも行うこと

です。聖書を読み、賛美し、祈る。
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金曜日の夜遅く床に就いてはいけません。何故？ な

ぜなら、安息日は特別な日で、起きるのが遅すぎると

混乱が起こるでしょう。教会に行く準備にごたごたが

起こるでしょう。そして忍耐不足が起こり得るでしょ

う。金曜日の夜、早めに床に就くことで、安息日に早

く起きることが出来て、忍耐不足になったり、ある者

は食事が終わっていないなどということが起こらない

でしょう。不敬の感情が家庭に流れると安息日を汚し、

そして疲れてしまうものです。

安息日は神様を礼拝する時。どなたがおられるのか

考えたことおありですか？栄光の主が天使と共にそこ

におられるのです。主の聖なる日に、あなたが礼拝す

る時、神はあなたが何をしてほしいと思っておられる

と考えますか？ 主はあなたを祝福なさりたいのです。

祝福は神から与えられるのです。牧師ではありません。

教師や人が祝福するのでもありません。主を礼拝する

時、そのことで神はあなたを祝福し、そうすると約束

されます。そんな時眠くなって教会で眠ってしまうな

ら、神が用意しておられるものを受けそこなうことに

なります。

子供たち
私たちは子供たちが安息日に喜びをもって過ごすの

を助ける必要があります。子供を助けるのにいくつか
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の点を見てみましょう。まず、家庭礼拝ですが、これ

は長すぎないようにしましょう。子供たちは長い礼拝

に耐えられません。礼拝に彼らの聖書をもって来させ、

もし子供が文字を読めるのなら、1，2 節読ませましょ

う。よく知っている歌を歌い、お祈りをします。自分

ひとりなら自分の好きなだけ祈れますが、家族や子供

がいるなら彼らのことを考え、好きなだけ祈ることは

出来ません。

子供がいるならどの程度の長さが適当でしょうか？

主は例を示しておられます。もしどのくらいの長さが

祈りに必要かと考えるならマタイ 6:9 － 13 を学んで

みましょう。イエス様は主の祈りというものを与えて

おられます。それは多くの言葉ではありません。もし

子供がいて、この祈りと、その形式から学ぶならそれ

は助けになるでしょう。安息日は自分の子供たちや家

族と共に過ごす時であり、自分自身の家族、子供がい

ないなら、神の家族や友人と共に過ごす日であります。

それは一週で一番祝福された幸福な時間となります。

天国の安息日
私の一番好きな瞑想主題は天国の安息日ってどんな

だろうと考えることです。私には親戚がいます。友人
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もいます。安息日に訪問できないのです。なぜなら、

彼らはもう亡くなっているからです。天国に行ったら

私はこれらの人たちを安息日ごとに訪問します。それ

は心おどる経験だと思います。聖書のイザヤ書 66:22

－ 23 に、天国では、皆が一緒になり、安息日ごとに主

を礼拝するとあります。そこでは家族が形成されます。

素晴らしい祝福された時となります。

私は思いだすのですが、子供の時金曜日の夜、父が

子供たちのために祈ってくれたのです。父はひとりも

漏れないで天国に入れますようにと祈るのが常でした。

神様はあなたの家族も一人ももれず救われることを

願っておられます。

このことを考えたことおありですか？神様はあなた

がそこにいないのなら、あなたの家族をひとりももれ

ず、救うことは出来ないのです。もしあなたの家族が

全員救われ、あなたが救われないとしたら、彼らはあ

なたがいないので悲しむでしょう。それが友人が救わ

れることが必要な理由のひとつです。そうしたら家族

は天国であなたに会え、安息日は家族の時となりそれ

はあなたの愛する人と一緒におり、あなたを愛する人

は、あなたと共にいる時となるのです。
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自然観察
神様は天地創造の後、安息日を造られました。安息日、

それは神様の創造されたものを学ぶ時なのです。もし

も私たちに子供がいたら、天候のよい時には特に、安

息日にすべき素敵な仕事なのです。安息日は創造につ

いて学ぶ良い機会です。

人はそれぞれ創造のいろいろな面の学びに楽しみを

見出します。子供のころ、私が自然界の学びで一番楽

しかったのは、鳥に餌付けをすることでした。大きく

なって北ダコタ州に住んでいた時は、星を調べること

でした。南カリフォルニアに移ってからは星が見えな

いのでやめましたが、安息日の夜に星について学ぶこ

とは、とてもとても興味深いことです。

私は花について学ぶことが大好きな人を知っていま

す。安息日にあなたの子供を自然の中に連れ出して神

様の素晴らしい創造の業について話し、神様が初めに

天地を造られた時、聖く

美しく、私たちの喜びの

ためにこれらを創造な

さったことを話しましょ

う。ある人たちは、大木

や灌木について学ぶこと

を喜びとし、またある人
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たちは他のことに興味を持ちます。安息日に子供と自

然の中に入って神様のお造りになったものについて学

ぶ時なのです。

安息日はまた、私たちの子供たちに救いについて説

明してあげる時です。神様が世の人々を愛して下さり、

罪が侵入した時、既に私たちを救うための計画が用意

されていたことを伝えましょう。主は世の人々をとて

も愛されたのでひとり子をおつかわしになられました。

安息日は子供たちにベツレヘムのことを話し、子供で

あったイエス様がどのように生きられたかを話し、両

親に従順であられたことを話してあげましょう。これ

らのことはルカ2章51節に書かれています。天国に我々

の子供たちが救われるために、イエス様が歩まれたよ

うに歩むべきことを教えましょう。彼らは両親に従順

であるべきなのです。私たちは彼らにイエス様につい

て教え、イエス様がどんなによく彼らの試練、誘惑、

苦闘を知っておられるかを教えましょう。子供たちに

は誘惑があります。ある大人はそれを忘れているので

す。

安息日は、物語を読んであげる時です。私の娘は私

が本を読んであげると喜びました。子供たちはお話が

好きで、安息日はそんな喜びのある日です。世的な本

ではなく、聖書の歴史の本、神様がその民にどんなこ
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とをして下さったかというお話です。

神様は安息日を我々や我々の家族が週の中で一番楽

しく喜びの日であることを願われています。主は我々

の心と家庭を癒し、創世の始めの家族に与えられた喜

びを与えたいと願っておられます。イザヤ書 65 章には

神様がこの世を再創造される時のことが描かれていま

す。千年期の終わりに神様は地球を包む火の洪水で罪

と罪びとを滅ぼし清められます。そして再び世界を造

られます。「見よ、わたしは新しい天と、新しい地とを

創造する。さきの事はおぼえられることなく、心に思

い起すことはない」（イザヤ書 65:17）。

皆さん、このことを本気で考える時、この世界は悪

夢なのです。あなたが、何が起こったか、起こってい

るかを考えると、それは本当に恐ろしいものです。罪

が病をもたらし、考えられない不幸を生んでいます。

罪は全てのものを損ないます。しかし神様には神様が

もともとご計画なさったような場所にこの地球を造り

直されるご計画があります。イザヤ書 65:18 － 22 に注

目してください。「しかし、あなたがたはわたしの創造

するものにより、とこしえに楽しみ、喜びを得よ。見よ、

わたしはエルサレムを造って喜びとし、その民を楽し

みとする。わたしはエルサレムを喜び、わが民を楽し

む。泣く声と叫ぶ声は再びその中に聞えることはない。
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わずか数日で死ぬみどりごと、おのが命の日を満たさ

ない老人とは、もはやその中にいない。百歳で死ぬ者も、

なお若い者とせられ、百歳で死ぬ者は、のろわれた罪

びととされる。彼らは家を建てて、それに住み、ぶど

う畑を作って、その実を食べる。彼らが建てる所に、

ほかの人は住まず、彼らが植えるものは、ほかの人が

食べない。わが民の命は、木の命のようになり、わが

選んだ者は、その手のわざをながく楽しむからである」。

あなたはこのようなところにいたいと思われませんか？

「『彼らの勤労はむだでなく、その生むところの子ら

は災にかからない。彼らは主に祝福された者のすえで

あって、その子らも彼らと共におるからである。彼ら

が呼ばないさきに、わたしは答え、彼らがなお語って

いるときに、わたしは聞く。おおかみと小羊とは共に

食らい、ししは牛のようにわらを食らい、へびはちり

を食物とする。彼らはわが聖なる山のどこでもそこな

うことなく、やぶることはない』と主は言われる」（イ

ザヤ書 65:23 － 25）。そこにいたいと思われますか？

安息日は天国がどんなところかということを前もって

味わう日なのです。

イザヤ書 66:22 － 23「『わたしが造ろうとする新し

い天と、新しい地がわたしの前にながくとどまるよう

に、あなたの子孫と、あなたの名はながくとどまる』
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と主は言われる。『新月ごとに、安息日ごとに、すべて

の人はわが前に来て礼拝する』と主は言われる」。

私は「はい、主よ、お従いします。私はあなたに従っ

てその場所に行きます」と決心されますよう、皆さん

にお勧めします。

以前に一人の男性を獄屋に訪ねたことがあります。

彼の母親は彼が幼い時に亡くなっていました。この男

性はクリスチャンではありませんでした。私は彼に「お

母さんはクリスチャンでしたか？」と尋ねると「はい」

と彼は答えました。「いつかイエス様が再び来られる時、

主は雲に乗って地を去られた時と同じように来られる」

と聖書に書かれています。主は両手をさしのべ、「目覚

めよ、目覚めよ、地に眠る者よ、目覚め、起き上がれ」

と呼ばわれます。

あなたに申し上げます。この地上で生き、生涯を終

えた全ての世代の全ての場所にいた幾千幾万の全ての

神の民はこの言葉で瞬時に生き返るのです。これはか

つてなかった神の絶大な力のあらわれのひとつであり

ます。イエス様は既にそのお力をお示しになったこと

があります。主はかつて、ラザロを甦らせられました。

私はこの男性に「イエス様が、この言葉を語られる時、

あなたのお母さんは目覚めるでしょう。彼女はあなた
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を探します。あなたにお勧めします。今決心をして『何

が起ころうとも従います。服従します』と言って下さい。

いつか幾人かの人があなたを探すでしょう。そして見

つけたら喜ぶでしょう。彼らと永遠に一緒にいられる

のです。安息日を神の民と共に永遠に渡って守るので

す。でもあなたがそこにいないなら、彼らは悲しみま

すよ」と言いました。

皆さん、ご存知ですね。我々は皆つながっているの

です。あなたは分離した原子のように存在しているの

ではありません。ある人はまるで孤島にいるかのよう

に生活しています。－君は君の道を行け、私は私の道

を進む―君は君のことをやれ、私は私のことをやる―。

しかし、皆さん、我々は人類という共通の関係の中に

存在し、誰でも他の人とつながりがあるのです。

神の安息日を守ることで服従の道を歩むことを選択

するならば、何が起こるかご存知ですか？あなたの家

族の誰かに影響を与えます。友達に影響を与え、神に

服従し、神が再び来られる時準備がなされるのです。

あなたの友達や家族はあなたを探すでしょうか？あな

たは彼らを探すでしょうか？覚えて下さい。永遠の救

いは安息日を清く守ることが含まれていることを。そ

して神はこの日を永遠に大いなる喜びの日としたいと

願われていることを。
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