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2013年7月16日 中西雅裕師 教団夏季聖会説教「主と共に破れ口に立つ！」詩篇106篇19〜23節 1 

 2 

１．ａ．テキスト要約：作者は、歴史詩篇の中で、民の背反とモーセの執り成しを書いた。 143,392 3 

ｂ．テキストテーマ：民の背反と神のいつくしみ 4 

ｃ．テキストゴール：読者は、自分達の罪深さと神のいつくしみを覚える。 5 

 6 

２．ａ．説教テーマ：破れ口に立つ教会 7 

ｂ．説教ゴール：神に選ばれた者として破れ口に立つ使命を自覚する事によって、全てのキリスト者が8 

神と地域と社会に仕えていく事が出来る。 9 

ｃ．福音的イメージ：ＪＨＣの教会のメンバーとして、イエス様と共に破れ口に立つ私 10 

ｄ．説教ニード 11 

 (イエス)：御自身の様に破れ口に立って欲しい。 12 

 (教会レベル)：ＪＨＣの教会が、神に選ばれた教会として破れ口に立つ使命を自覚する事によって、13 

神と地域と社会に仕えていく必要。 14 

 (個人レベル)：一人一人が、神に選ばれた者として破れ口に立つ使命を自覚する事によって、神と15 

教会と地域と社会に仕えていく必要。 16 

     (新来/求道者レベル)：新来/求道者が、破れ口に立つという教会の使命に加わる為に、イエスを信17 

じる必要。 18 

 19 

３．聴衆の声(第一の黙想) 20 

人を主にあって活かす説教! 21 

ジュニアが理解出来る分かり易い説教! スリーポイントでも良いのではないか! 22 

自分の持ち味を生かす! 説教のタイプの使い分けがあっても良いのではないか? 23 

 24 

ゆっくり読む! キリスト以外にはない! 御言葉に預かる! 分かり易く! 25 

あくまでも,基礎養育! 神中心,神主体の信仰! 26 

 27 

悔い改めと信仰! 28 

キッズタイムでも使える様に 時間を短く  29 

 30 

彼等はエジプトで大いなる事を為し、ハムの地でくすしき御業を為し、紅海のほとりで恐るべき事を為された 31 

エジプト、ハムの地、紅海のほとり 大いなる事、くすしき御業、恐るべき事 3回言い直し かなりの強調 32 

救い主なる神を忘れた これ程の御業をされた主を忘れた 33 

救い出してくれた事を強調 34 

それ故、主は彼等を滅ぼそうと言われた 言われた 誰に？ モーセに 35 

しかし、主のお選びになったモーセ 主が選んだ 36 

破れ口で主の御前に立った どの破れ口 37 

み怒りを引き返して、滅びを免れさせた 38 

 39 

立って，執り成した 40 
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breach（法律･義務･約束などの）違反、不覆行、破棄 （城壁･要塞･防御戦などの）割け口、切り目、突破口 41 

（友好関係の）断絶、仲違い 42 

英訳はbreach 43 

 44 

特に誰に向けてのメッセージ？ 箱根聖会への参加者へ 45 

 46 

４．第二の黙想 47 

モーセの執り成しの内容は、出エ32章11〜13節 48 

どの破れ口に立つか？ 神と自分（礼拝、聖書、祈り、ディボーション）、神と教会（礼拝、交わり、教育、49 

執り成し）、神と未信者（伝道、証し、関係作り、執り成し）、神と地域（伝道、奉仕、援助）、神と他教会（伝50 

道チーム派遣、献金、執り成し、聖歌隊の派遣）、神と日本・世界（執り成し、伝道、宣教師支援） 51 

礼拝、伝道、教育、交わり、奉仕 52 

内向きになるな 外へ，外へ，出ていく 53 

破れ口は至る所にある breachの意味 違反、不履行 割れ目、突破口、穴、欠陥 仲違い、不和 54 

個人として，横浜教会として，破れ口に立つ 仕える 55 

横浜教会として破れ口に立つ意味は大きいのでは 横浜市・神奈川県、教団・教区の他教会、地域の教会 56 

横浜教会のこれから１０数年のあり方 ビジョン 57 

破れ口に立つ教会 悲壮な形相で頑張る？ マイナスのイメージ？ 先ずイエス様が破れ口に立たれた 神58 

と私の，教会の、 イエスと共に破れ口に立つ イエスが最初、私達はおまけ 59 

神に選ばれたモーセがした事 私達も神に選ばれた者 特に横浜教会へ召された 神に選ばれた者として何60 

をする？ 期待されている？ 61 

横浜教会の規模、経済力、位置、賜物を持ってして、仕えていく その言い換えが、破れ口に立つ教会 横浜62 

教会の存在価値 63 

ロゴを作る 64 

モーセの位置に、自分を，横浜教会を置く 65 

主の御前で破れ口に立った 神と○○の破れのはざまに 66 

 67 

 68 

 69 

１．テーマ 主と共に破れ口に立つ！ 適用 １)どこの破れ口に立つ ２)具体的に何をする 70 

２．メッセージ 神に選ばれた者として、主と共に破れ口に立つ使命を自覚する事によって、全てのキリスト71 

者が神と地域と社会に仕えていく事が出来る。 72 

３．福音イメージ ＪＨＣの教会のメンバーとして、イエス様と共に破れ口に立つ私 73 

４．聖書箇所 詩篇１０６篇１９〜２３節                          ２３節ｂ 74 

５．中心聖句 「しかし主のお選びになったモーセは破れ口で主のみ前に立ち、み怒りを引きかえして、滅び75 

を免れさせた。」 76 

 77 

 78 

 79 

 80 

 81 
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Ⅰ．ホレブでの背反（起） v19-22 82 

(証)滋賀 WEC教団の開所式で祝辞 神が期待していると,挨拶 当然の事と思ってbut 先生方,さすがJHC教団83 

との声 伝道熱心,信仰,潔めの教団と 他教団の牧師達は見てる 何か status, JHC に所属してる事の誇りみた84 

いなもの感じた 中田重治から宣教開始,112年の歴史,162の教会数etc. but課題も多い 教会の高齢/弱体化,85 

牧師不足 私達1人1人はJHCの教会に呼び集められた as Christ者 労する者と 神は何を私達JHCに期待し86 

ている 御言葉聞いて行こう! 87 

破れ口 英訳聖書はどれも breach X 漂白剤の名 スペル違う①(法律/約束/協定)違反②(壁/堤防等の)割れ88 

目,(敵の攻撃により城壁に開けられた)突破口,穴/欠陥③仲違い,不和 破れ口というと敵に包囲され,責めら89 

れ,打ち破られそうな個所を必死の形相で守り抜くimageあるが,それだけではない! 90 

(背)Ps106 歴史詩篇と呼ばれる｢主を誉め讃えよ。主に感謝せよ、主は恵み深く、そのいつくしみはとこしえ91 

に絶えることがない。誰が主の大能の御業を語り、その誉をことごとく言い表す事が出来ようか｣v1-2と主へ92 

の感謝で始まるが Israelの背反,  失敗がこれでもかこれでもかと繰り返し出現 93 

日本人-失敗忘れようとするbut Jews-逆 この詩篇はIsraelの礼拝の度ごとに朗読 Why? 鍵語-'覚える' 民が 94 

主語の場合-神/神の恵み忘れる but神が主語の場合-覚えてる/忘れない’民がどんな状態であろうが,何しよ95 

うが,慈しみに富む神は助けの手差し伸べる 決して忘れない 人間の罪深さに対する神の hesed それ故,礼拝96 

で朗読 97 

v19-20はその中の1つ｢彼らはホレブで子牛を造り、鋳物の像を拝んだ。彼らは神の栄光を草を食う牛の像と98 

取り替えた｣Ex32の記事 シナイ山でMosesが神から十戒/幕屋の指示授与中,民はMosesの下山が遅いので自分99 

達の為,神作れとAronに Aronは金で鋳て子牛を これがあなた方をEgyptから導き上った神である,と祭り 飲100 

み食い,戯れた 101 

｢彼らは Egyptで大いなる事をなし、ハムの地でくすしき御業をなし、紅海のほとりで恐るべき事をなされた102 

救主なる神を忘れた｣v21- 22 Egypt/ハムの地/紅海のほとりで,大いなる事/くすしき御業/恐るべき事と言葉103 

換えて3回repeat 強調! 出エ/10の奇跡/紅海徒渉という神の助け/導き強調but民-この救い主なる神忘れた!104 

他人事でない!(証)聖餐one十字架の恵み再確認 one自分が救われた時の事,思い返したと 大切! 神の恵み忘105 

れるな!but民は神の恵み忘れた 106 

 107 

Ⅱ．神の怒り（承） v23a 108 

‘それ故に’この神の恵み忘れた民に対し｢主は彼らを滅ぼそうと言われた｣v23a ある英訳’脅して言っ109 

た’それ程の神の怒り Ex32では神の言葉の内容が｢私はこの民を見た、これは頑なな民である、それで、私を110 

止めるな、私の怒りは彼らに向かって燃え、彼らを滅ぼし尽くすであろう｣さすがのさすがに今回は! 神を忘111 

れた民に神の怒りが燃え上がった! 112 

 113 

Ⅲ．モーセの執り成し（転） v23b 114 

そこにMosesが登場 神の恵みを忘れた民 それ故,神の怒りが..｢しかし主のお選びになったMosesは破れ口115 

で主の御前に立ち、み怒りを引き返して、滅びを免れさせた｣Moses破れ口で主の前に立った 何をした? 立っ116 

て,執り成した 頑なで,すぐ神の恵み/業忘れてしまう民の為執り成した 117 

Ex32:11-13｢Mosesはその神、主をなだめて言った、『主よ、大いなる力と強き手をもって、Egyptの国から導118 

き出されたあなたの民に向かって、なぜあなたの怒りが燃えるのでしょうか。どうしてEgyptびとに【彼は悪119 

意をもって彼らを導き出し、彼らを山地で殺し、地の面から断ち滅ぼすのだ】と言わせてよいでしょうか。ど120 

うかあなたの激しい怒りを止め、あなたの民に下そうとされるこの災を思い直し、あなたのしもべ Abraham、121 

Isaac、Israel に、あなたが御自身を指して誓い、【私は天の星の様に、あなた方の子孫を増し、私が約束し122 

たこの地を皆あなた方の子孫に与えて、長くこれを所有させるであろう】と彼らに仰せられた事を覚えて下さ123 

い』｣ 124 

Mosesは必死で執り成した①あなた自身がEgyptから導き出したあなたの民を滅ぼすのか②荒野で滅ぼす為125 

にEgyptから連れ出した’と,Egypt人に言わせてよいか③あなたがAbraham達とした約束をほごにするのか? 126 

神の真実性にかけて執り成した あなたはこういう神ですと｢それで、主はその民に下すと言われた災いについ127 
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て思い直された｣EX32:14 神の怒りを静め,民を滅びから免れさせた! 128 

気になったのは’Moses’の前に’主がお選びになった’と言う言葉がついている事! 主が選んだとは? 当然,129 

出エのleaderとして それ以外に,神がこの場に置いた,立てたという意味もないか? 頑なな民の事執り成す為130 

に,破れ口に立つ為,神は Mosesを選び,立て,ここに置いた 神の業! ここにも神の hesedが! 神は自分の怒り131 

を執り成させる為,Mosesを選んでた!(証)堀野姉年度末,役員止めようと決心していた 教会から離れてる娘の132 

為祈る 賜物神の為に用いればと エステルの言葉が自分に｢あなたがこの国に迎えられたのは、この様な時の133 

為でなかったと誰が知りましょう｣4:14c Jews滅亡の危機時,王女になったエステルへの言葉 役員止められな134 

くなったと 神が選び,立てた 135 

 136 

Ⅳ．主と共に破れ口に立つ教会（結）  137 

'破れ口に立つ'私達への言葉として聞く 神がMosesを選び/立て/置き/用いた様に,私達も選ばれてる 私達138 

1人1人は名呼ばれ,召され,潔められ,それぞれの教会に仕える! 右肩下がり,この課題の多い時に! 同じ時期139 

に共に神/教会に仕える 夏季聖会に出席,潔めの恵み頂く X偶然 計画ある 私達を用いようと期待されてる 私140 

達個人として破れ口に立つ! 同時に,JHCの教会として,教会員と一緒に破れ口に立つ! JHC全体で! 中田重治141 

から 宣教開始,112年の歴史,162の教会数etc 教会/教団内部だけでなく,外へ外へと目を向けていく! 142 

破れ口は至る所にある ‘破れ口’と訳されている語の聖書の中での使用例 堤防決壊による水の突然の流出,143 

壁の割れ目/ひび(ここから崩壊開始),恐れが突然襲ってくる事,友好関係/平和関係の決裂/仲違い ここから,144 

破れ口に立つとは,ただ執り成しするだけにとどまらない 壊れている所の手直し,一触即発の危機回避,対策,145 

欠けている所の助け,秩序回復,和解etc 146 

具体的にはどうやって破れ口に立つか? 何処の破れ口,何と神との間に立つかによって,見えてくる! 147 

①先ず第一に,神と自分の間 一番大事なところ,ここが壊れるとどうしようもない 弱く,すぐ動揺し,罪犯し148 

易い自分自身 自分は大丈夫なんて誰も言えない(証)必死の執り成しをした Moses も,v32 でメリバ事件で,約149 

束の地へ入れなくなった 礼拝守る,聖書に触れる,自分の為に祈る,devotion,聖会出席,神の前に出る事大切150 

に②神と 教会の間 教会 or 教会員/牧師の間 共に礼拝を守る,兄弟姉妹として交わり,共に育っていく,執り151 

成し,訪問,共に学び,祈り合い/支え合い/仕え合う(証)横須賀兄 多くの方の祈りの後押し故,安心 神と牧師152 

との間にも立って 欲しい 牧師/家族の為に執り成し/支え 教会にとってどんなに力になるか 153 

③神と未信者との間 伝道 神の恵みを証/誘う 執り成しの祈り積み,出ていく,関係作り,伝える 何でもあり! 154 

年に 3 万人の自殺者 私達は解決の道を手にしているはず 私達の内にある希望を語る! 外に外に 外向き伝道155 

④神と地域の間 祈祷課題 近隣の人々と良い関係結べる様に 奉仕/仕える 地域活動の為に施設使用許可(勿論156 

条件付き)(証)井土ヶ谷教会 会堂建設の目的の1つ 災害の時の救済center 仕える 157 

⑤神と他の教会の間(教区/教団/他教会) 霊的助け(執り成し),経済的支援,人/物質的援助(伝道 team 派遣,行158 

った先の教会も力,行った者達も励まし),交わり(証)神奈川教区の1つの目玉 被災地講壇支援(証)福島師の言159 

葉 整え⑥神と日本/世界の間 指導者の為に執り成し(証)修養生が TBS 祈祷会で首相の為祈った,驚いた 勿論160 

伝道第一 宣教師支援,宣教師派遣したい 色々な所に破れ口ある そこに立つ 出来る事は広がっていく! 神は161 

エゼキエルに言った’私は Israel の民の為に破れ口に立つ者を捜した but いなかった だから国は滅びた162 

と’22:30 163 

(証)壮年会 破れ口に立つ-難しい,困難覚えると 確かに! マイナスなimage? 悲壮な形相で頑張り抜く 仁王164 

立ちして? but忘れるな! 先ず神と私達の破れ口に立った方がいる事を! Jesus Christ! 何処で? 十字架で 私165 

達の全ての罪を負って ここから全て開始 この方から恵み/救い/自由/平安/喜びが流れ溢れてくる この方が166 

いつも共にいる 私達の為に十字架で死に,復活 天/地に於いて権威を与えられた この Jesus と共に破れ口に167 

立つ! X私達が頑張る Jesusが先立ち,私達はおまけ! 私達はJesusの後ろに居れば良い! 168 

私達の為十字架についたこの Jesusが私達 1人 1人,JHCの教会に言う 私 Jesusと共に,あの人の為破れ口に169 

立って欲しい これらの人々の為に犠牲を払い,執り成して欲しい 時間取って欲しい その様な教会となって170 

欲しい 私はその為にあなたを選んだ,名を呼んだ 私Jesusの為にと これこそ実を結ぶ生き方! 171 


