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セル ガイド

礼拝メッセージフィードバック

①祈り、賛美によって主がここにい
てくださることを信じ、聖霊様を
あがめます。
②互いの存在を感謝し、尊敬すると
ころを分かち合いましょう。
③ディボーションの分かち合いをし
ます。
④セルの目的と働きについてみなで
共有して、祈り、遣わされて行き
ましょう。

＜今日の聖書箇所は…＞
①神のみこころは？（信仰のあり方、希望
の約束、愛の満たしなど）

④この世にあって何を実践しますか？

L T G ガイド
①お互いへの感謝と誉めることを分
かち合いましょう。（２～３つ）

年長のクリスチャンがリードしてく
ださい。進め方にはいろいろな意見が
出るかもしれませんが、「主に期待す
る」信仰が最も大切です。 いつもの家
族のでいいのです。
①この１週間で神様はすばらしいと
感じたのはどんなこと？
②この１週間でお互いにどんなこと
を感謝しますか？（または誉めた
いですか？）１つだけ。
③聖書のみことばから、どんな実践
をして、またどんな恵みがありま
したか？
④互いの必要のために祈りましょう。

② 1 週間の罪を言い表して悔い改め、
互いに祈りましょう。

L T G Guide

③生き方にどう適用しますか？（あなたの
どの部分を主は扱おうとしておられます
か）

But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior
Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen. II
Peter 3:18

家族礼拝ガイド

Cell Group Guide

Family Worship

②どんな思いになりましたか？（感情や願
いなど）

2021.8.16-22

③礼拝メッセージの分かち合いをし
ます。
礼拝メッセージの分かち合いが難
しい場合はディボーションの分かち
合い（なるべく短く）
④預言の祈り（主の御心を宣言して
祈り）をします。

１６日 月曜
士師記
6:25 その夜、主はギデオンに仰せられた。
「あなたの父の雄牛、七歳の第二の雄牛を取
り、あなたの父が持っているバアルの祭壇を
取りこわし、そのそばのアシェラ像を切り倒
せ。
6:26 そのとりでの頂上に、あなたの神、主の
ために石を積んで祭壇を築け。あの第二の雄
牛を取り、切り倒したアシェラ像の木で全焼
のいけにえをささげよ。」
6:27 そこで、ギデオンは、自分のしもべの中
から十人を引き連れて、主が言われたとおり
にした。彼は父の家の者や、町の人々を恐れ
たので、昼間それをせず、夜それを行った。
6:28 町の人々が翌朝早く起きて見ると、バ
アルの祭壇は取りこわされ、そのそばにあっ
たアシェラ像は切り倒され、新しく築かれた
祭壇の上には、第二の雄牛がささげられてい
た。
6:29 そこで、彼らは互いに言った。「だれが
こういうことをしたのだろう。」それから、
彼らは調べて、尋ね回り、「ヨアシュの子ギ
デオンがこれをしたのだ」と言った。
6:30 ついで、町の人々はヨアシュに言った。
「あなたの息子を引っ張り出して殺しなさい。
あれはバアルの祭壇を取りこわし、そばに
あったアシェラ像も切り倒したのだ。」
6:31 すると、ヨアシュは自分に向かってたっ
ているすべての者に言った。「あなたがたは、
バアルのために争っているのか。それとも、
彼を救おうとするのか。バアルのために争う
者は、朝までに殺されてしまう。もしバアル
が神であるなら、自分の祭壇が取りこわされ
たのだから、自分で争えばよいのだ。」

6:32 こうして、その日、ギデオンはエルバ
アルと呼ばれた。自分の祭壇が取りこわさ
れたのだから「バアルは自分で争えばよ
い」という意味である。
ギデオンは必ずしも勇者の性質をそなえている
わけではありませんでした。偶像を切り倒すのに、
わけではありませんでした。偶像を切り倒すのに、
人を恐れて夜にそれを行うような、気の弱い面が
あったのです。できれば自分がやったとは知られ
たくなかったでしょう。しかしそれが知れ渡って
しまいました。
主はご自身の力が明らかになるために、あえて
弱い人間を用いることが多いようです。自分は弱
いから主のためには何もできないのだという言い
訳は通用しません。
主が第一に求められるのは、弱い者が強くなる
ということではなく、その人自らのきよさです。
ギデオンの家には偶像があったので、主はそれを
処分するように命じられたのです。私たちは主に
願いますし、そのためには自分を用いてください
と願うこともあるでしょう。そのときは何よりも、
と願うこともあるでしょう。そのときは何よりも、
罪から離れてきよくされることが必要です。罪あ
る者を用いるなら、それは主の聖であられること
に傷がつくことになります。
結局ギデオンは隠れていることができずに、表
に立ってしましたし、それによって 31 節からのよ
うな威勢のいい言葉までも発しました。私たちも
もしかしたら、成り行きで引っ込みがつなかく
なって、大胆な信仰の行いへと導かれることもあ
るかもしれません。主の栄光につながることなら、
るかもしれません。主の栄光につながることなら、
それは良いことであり、主が最後まで支えてくだ
さいます。ギデオンのように前進しましょう。

①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

④この世にあって何を実践しますか？

１７日 火曜
士師記
6:33 ミデヤン人や、アマレク人や、東の
人々がみな連合して、ヨルダン川を渡り、イ
ズレエルの谷に陣を敷いた。
6:34 主の霊がギデオンをおおったので、彼が
角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まっ
て来て、彼に従った。
6:35 ギデオンはマナセの全域に使者を遣わし
た
彼はまた、アシェル、ゼブルン、そしてナフ
タリに使者を遣わしたので、彼らは合流して
上って来た。
6:36 ギデオンは神に申し上げた。「もしあ
なたが仰せられたように、私の手でイスラエ
ルを救おうとされるなら、
6:37 今、私は打ち場に刈り取った一頭分の羊
の毛を置きます。もしその羊の毛の上にだけ
露が降りていて、土全体がかわいていたら、
あなたがおことばのとおりに私の手でイスラ
エルを救われることが、私にはわかりま
す。」
6:38 すると、そのようになった。ギデオンが
翌日、朝早く、その羊の毛を押しつけて、そ
の羊の毛から露を絞ると、鉢いっぱいになる
ほど水が出た。
6:39 ギデオンは神に言った。「私に向かって
御怒りを燃やさないでください。私にもう一
回言わせてください。どうぞ、この羊の毛でも
う一回だけ試みさせてください。今度はこの
羊の毛だけがかわいていて、土全体には露が
降りるようにしてください。」
6:40 それで、神はその夜、そのようにされた。
すなわち、その羊の毛の上だけがかわいてい
て、土全体には露が降りていた。

敵は結集して戦いの準備が整いましたが、ギデ
オンは大胆に人々を集めました。もう後戻りをす
ることはできません。酒ぶねの中に身を隠してい
たような者が、主に召しだされて偶像を撤廃して
きよめられ、後戻りできない状態で心を決めたの
です。どんなに信仰の勇者でも始めから「自分に
はできる。」と思っていた人はいません。主のた
めなら、また主の御心が前進しているのなら、も
うそれで行くという決心をしましょう。
またギデオンは慎重な人でもありました。前進
しているからこそ、主の御心を確かめたくなるも
のです。不安や迷いがあるなら、正直に自分の内
面を見つめて、主からの確信をもらいましょう。
ミニストリーを担ってわかることは、それぞれ
の段階において、新たな不安が起きるということ
です。ギデオンのように、人でへなく主に聞きま
しょう。

①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

④この世にあって何を実践しますか？

１８日 水曜
士師記
7:1 それで、エルバアル、すなわちギデオ
ンと、彼にいっしょにいた民はみな、朝早く
ハロデの泉のそばに陣を敷いた。ミデヤン人
の陣営は、彼の北に当たり、モレの山沿いの
谷にあった。
7:2 そのとき、主はギデオンに仰せられた。
「あなたといっしょにいる民は多すぎるから、
わたしはミデヤン人を彼らの手に渡さない。
イスラエルが、『自分の手で自分を救った』
と言って、わたしに向かって誇るといけない
から。
7:3 今、民に聞こえるように告げ、『恐れ、
おののく者はみな帰りなさい。ギルアデ山か
ら離れなさい』と言え。」すると、民のうち
から二万二千人が帰って行き、一万人が残っ
た。
7:4 すると、主はギデオンに仰せられた。
「民はまだ多すぎる。彼らを連れて水のとこ
ろに下って行け。わたしはそこで、あなたの
ために彼らをためそう。わたしがあなたに、
『この者はあなたといっしょに行かなければ
ならない』と言うなら、その者は、あなたと
いっしょに行かなければならない。またわた
しがあなたに、『この者はあなたといっしょ
に行ってはならない。』と言う者はだれも、
行ってはならない。」
7:5 そこでギデオンは民を連れて、水のとこ
ろに下って行った。すると、主はギデオンに
仰せられた。「犬がなめるように、舌で水を
なめる者は残らず別にしておき、また、ひざ
をついて飲む者も残らずそうせよ。」
7:6 そのとき、口を手に当てて水をなめた者
の数は三百人であった。残りの民はみな、ひ

ざをついて飲んだ。
7:7 そこで主はギデオンに仰せられた。「手
で水をなめた三百人で、わたしはあなたが
たを救い、ミデヤン人をあなたの手に渡す。
残りの民はみな、それぞれ自分の家に帰ら
せよ。」
7:8 そこで彼らは民の糧食と角笛を手に取っ
た。こうして、ギデオンはイスラエル人を
みな、それぞれ自分の天幕に送り返し、三
百人の者だけを引き止めた。ミデヤン人の
陣営は、彼から見て下の谷にあった。
主が人数の多さによって勝利される方ではない
ということがわかります。三万二千人いた兵士が
たったの三百人になりましたが、主の戦いのため
にはその方が良かったのです。とはいえただ減ら
したのではありません。主の戦いにふさわしくな
い者は退けられ、ふさわしい者が残ったのです。
まず第一に恐れている者は退けられました。恐
れの原因は色々あったでしょう。敵という問題の
大きさを見て、主の偉大さを忘れてしまう。味方
の弱さ足りなさというマイナス面ばかりを見てし
まう。さらにはそのように恐れている味方を見て
は、「この群れは一致がない」「力がない」と批
判する。またはその批判者を見て、「これでは勝
てない」と思ってしまうなどなど…。恐れという
ものは伝染します。主はそのような者はいない方
が良いと判断なさるのです。
また第二には危機感のない者が退けられました。
また第二には危機感のない者が退けられました。
ひざをついて犬のように水を飲むなら、周囲の様
子が分からなくなりますし、突然敵が襲って来た
ときに、とっさに身をかわすことができないので
す。しかし手で水をすくって飲むなら、ひざをつ
いて顔を上げたままですから、様子も見えますし
襲撃に対処できます。危機感のないいい加減な雰
囲気もまた伝染します。主は三百人で戦うことを
よしとされたのです。

数の多さを頼みとするよりも、主を信頼し、
数の多さを頼みとするよりも、主を信頼し、
危機感をもって主に従う備えのできた人を、
働きの力と認識しましょう。またそのような
働き人となりましょう。
①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

④この世にあって何を実践しますか？

１９日 木曜
士師記
7:9 その夜、主はギデオンに仰せられた。
「立って、あの陣営に攻め下れ。それをあな
たの手に渡したから。
7:10 しかし、もし下って行くことを恐れるな
ら、あなたに仕える若い者プラといっしょに
陣営に下って行き、
7:11 彼らが何と言っているかを聞け。そのあ
とで、あなたは、勇気を出して、陣営に攻め
下らなければならない。」そこで、ギデオン
と若い者プラとは、陣営の中の編隊の端に
下って行った。
7:12 そこには、ミデヤン人や、アマレク人や、
東の人々がみな、いなごのように大ぜい、谷
に伏していた。そのらくだは、海辺の砂のよ
うに多くて数えきれなかった。
7:13 ギデオンがそこに行ってみると、ひとり
の者が仲間に夢の話をしていた。ひとりが言
うには、「私は今、夢を見た。見ると、大麦
のパンのかたまりが一つ、ミデヤン人の陣営
にころがって来て、天幕の中にまで入り、そ
れを打ったので、それは倒れた。ひっくり
返って、天幕は倒れてしまった。」
7:14 すると、その仲間は答えて言った。「そ
れはイスラエル人ヨアシュの子ギデオンの剣
にほかならない。神が彼の手にミデヤンと、
陣営全部を渡されたのだ。」
7:15 ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞い
たとき、主を礼拝した。そして、イスラエル
の陣営に戻って言った。「立て。主はミデヤ
ン人の陣営をあなたがたの手に下さった。」
7:16 そして、彼は三百人を三隊に分け、全
員の手に角笛とからつぼとを持たせ、そのつ
ぼの中にたいまつを入れさせた。

7:17 それから、彼らに言った。「私を見て、
あなたがたも同じようにしなければならな
い。見よ。私が陣営の端に着いたら、私が
するように、あなたがたもそうしなければ
ならない。
7:18 私と、私といっしょにいる者がみな、
角笛を吹いたなら、あなたがたもまた、全
陣営の回りで角笛を吹き鳴らし、『主のた
めだ。ギデオンのためだ』と言わなければ
ならない。」
7:19 ギデオンと、彼といっしょにいた百
人の者が、真夜中の夜番の始まる時、陣営
の端に着いた。ちょうどその時、番兵の交
代をしたばかりであった。それで、彼らは
角笛を吹き鳴らし、その手に持っていたつ
ぼを打ちこわした。
7:20 三隊の者が角笛を吹き鳴らして、つぼ
を打ち砕き、それから左手にたいまつを堅
く握り、右手に吹き鳴らす角笛を堅く握っ
て、「主の剣、ギデオンの剣だ」と叫び、
7:21 それぞれ陣営の周囲の持ち場に着いた
ので、陣営の者はみな走り出し、大声をあ
げて逃げた。
7:22 三百人が角笛を吹き鳴らしている間
に、主は、陣営の全面にわたって、同士打
ちが起こるようにされた。それで陣営は
ツェレラのほうのベテ・ハシタや、タバテ
の近くのアベル・メホラの端まで逃げた。
7:23 イスラエル人はナフタリと、アシェル
と、全マナセから呼び集められ、彼らはミ
デヤン人を追撃した。
7:24 ついで、ギデオンはエフライムの山
地全域に使者を送って言った。「降りて来
て、ミデヤン人を攻めなさい。ベテ・バラ
までの流れと、ヨルダン川を攻め取りなさ

い。」そこでエフライム人はみな呼び集
められ、彼らはベテ・バラまでの流れと、
ヨルダン川を攻め取った。
7:25 また彼らはミデヤン人のふたりの首
長オレブとゼエブを捕らえ、オレブをオ
レブの岩で、ゼエブをゼエブの酒ぶねで
殺し、こうしてミデヤン人を追撃した。
彼らはヨルダン川の向こう側にいたギデ
オンのところに、オレブとゼエブの首を
持って行った。
主の戦いと前進のためには確信が重要です
が、ギデオンにはこれがなかったので、神様
は斥候が敵陣で聞いたことばにより、確信を
与えました。それが指導力となり、全軍を鼓
舞しました。そして 300 人という少数でも、
彼らは戦えたのです。一方敵陣は大勢でした
が、ひとりの夢によって動揺しました。
少数でも確信と一致があれば勝利できるの
です。「足りない」と思えるような現状でも、
です。「足りない」と思えるような現状でも、
主の選ばれた条件で雄雄しく戦いましょう。
イスラエル軍が持っていたのはつぼとたい
まつでした。彼らは勇士でしたが、それは剣
の強者であることを意味しません。彼らに必
要なのは、恐れない者であったこと（2-3
要なのは、恐れない者であったこと（2-3 節）、
節）、
また危機感を持って備えていること（4-7
また危機感を持って備えていること（4-7 節）
でした。献身、さらには 300 人でも主の戦い
なら勝利という信仰、そしてつぼとたいまつ
で大軍に向かってゆくという勇気でした。
今を生きる私たちは、誰のための戦いであ
るか、そして主の栄光を表すよう信仰の勇士
として進んでいるかを問いかけてみる必要が
あります。
①神のみこころは？ ②どんな思いになり
ましたか？ ③生き方にどう適用しますか？
④この世にあって何を実践しますか？

２０日 金曜
士師記
8:1 そのとき、エフライム人はギデオンに
言った。「あなたは、私たちに何ということ
をしたのですか。ミデヤン人と戦いに行った
とき、私たちに呼びかけなかったとは。」こ
うして彼らはギデオンを激しく責めた。
8:2 ギデオンは彼らに言った。「今、あなた
がたのしたことに比べたら、私がいったい何
をしたというのですか。アビエゼルのぶどう
の収穫よりも、エフライムの取り残した実の
ほうが、よかったのではありませんか。
8:3 神はあなたがたの手にミデヤン人の首長
オレブとゼエブを渡されました。あなたがた
に比べたら、私に何ができたのでしょう。」
ギデオンがこのことを話すと、そのとき彼ら
の怒りは和らいだ。
8:4 それからギデオンは、彼に従う三百人の
人々とヨルダン川を渡った。彼らは疲れてい
たが、追撃を続けた。
8:5 彼はステコの人々に言った。「どうか、
私について来ている民にパンを下さい。彼ら
は疲れているが、私はミデヤン人の王ゼバフ
とツァルムナを追っているのです。」
8:6 すると、スコテのつかさたちは言った。
「ゼバフとツァルムナの手首を、今、あなた
は手にしているのでしょうか。私たちがあな
たの軍団にパンを与えなければならないなど
とは。」
8:7 そこでギデオンは言った。「そういうこ
となら、主が私の手にゼバフとツァルムナを
渡されるとき、私は荒野のいばらやとげで、
あなたがたを踏みつけてやる。」
8:8 ギデオンはそこからペヌエルに上って行
き、同じように彼らに言った。すると、ペヌ

エルの人々もスコテの人々が答えたように
彼に答えた。
8:9 それでギデオンはまたペヌエルの人々に
言った。「私が無事に帰って来たら、この
やぐらをたたきこわしてやる。」
エフライム人はイスラエルの部族ですから、ギ
デオンの味方ではありますが、彼らはクレームを
つけに来ました。ギデオンたちが三百人の勇士で
戦い、勝敗が決した後に参戦したのがエフライム
でした。彼らは戦利品など勝者の利益が欲しかっ
たのです。
そのような有様は現代でも考えられることです。
そのような有様は現代でも考えられることです。
自分は責任やリスクを負わないように、ことの成
り行きを見守り、先が見えたところで参加して自
論や権利を主張するといった行動です。
それに対してギデオンは知恵を持って対処して
います。「あなたがたの方がすばらしいことをし
てくれた。よりよい結果を得た。」と言って、相
手の心を「和ら」げた（３）のです。
これが主の戦いであること、主の力で与えられ
た勝利であること、これからもともに歩むべき同
胞であることなどを思い、ギデオンは聖霊様から
知恵と忍耐をいただいたのでしょう。
一方スコテとぺヌエルの人々に対しては、ギデ
オンは報復を誓っています。彼らはイスラエルの
部族であるのにも関わらず、まだギデオンたちの
勝利を疑っており、リスクを犯さないで自己中心
だったからです。ギデオンは感情で言ったのでは
なく、まず優先課題であるミデヤン人問題を解決
し、その後で対処しようとしています。
私たちには感情よりも優先させるべきことがあ
りますし、また感情よりも大切な主の勝利という
ものがあるのです。

①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

④この世にあって何を実践しますか？

２１日 土曜
士師記
8:10 ゼバフとツァルムナはカルコルにいた
が、約一万五千からなるその陣営の者も彼ら
といっしょにいた。これは東の人々の陣営全
体のうち生き残った者のすべてであった。剣
を使う者十二万人が、すでに倒されていたか
らである。
8:11 そこでギデオンは、ノバフとヨグボハの
東の天幕に住む人々の道に沿って上って行き、
陣営を打った。陣営は油断していた。
8:12 ゼバフとツァルムナは逃げたが、ギデオ
ンは彼らを追って、ミデヤンのふたりの王ゼ
バフとツァルムナを捕らえ、その全陣営をろ
うばいさせた。
8:13 それから、ヨアシュの子ギデオンは、
ヘレスの坂道を通って戦いから帰って来た。
8:14 そのとき、彼はスコテの人々の中からひ
とりの若者を捕らえ、尋問した。すると、彼
はギデオンのために、スコテのつかさたちと
七十七人の長老たちの名を書いた。
8:15 そこで、ギデオンはスコテの人々のとこ
ろに行って、言った。「あなたがたが、『ゼ
バフとツァルムナの手首を、今、あなたは手
にしているのか。私たちがあなたに従う疲れ
た人たちにパンを与えなければならないなど
とは』と言って、私をそしったそのゼバフと
ツァルムナが、ここにいる。」
8:16 そしてギデオンは、その町の長老たちを
捕らえ、また荒野のいばらや、とげを取って、
それでスコテの人々に思い知らせた。
8:17 また彼はペヌエルのやぐらをたたきこわ
して、町の人々を殺した。
8:18 それから、ギデオンはゼバフとツァル
ムナに言った。「おまえたちがタボルで殺し

た人たちは、どこにいるのか。」すると彼
らは答えた。「あの人たちは、あなたのよ
うな人でした。どの人も王の子たちに似て
いました。」
8:19 ギデオンは言った。「彼らは私の兄弟、
私の母の息子たちだ。主は生きておられる。
おまえたちが彼らを生かしておいてくれた
なら、私はおまえたちを殺しはしないのだ
が。」
8:20 そしてギデオンは自分の長男エテルに
「立って、彼らを殺しなさい」と言ったが、
その若者は自分の剣を抜かなかった。彼は
まだ若かったので、恐ろしかったからであ
る。
8:21 そこで、ゼバフとツァルムナは言った。
「立って、あなたが私たちに撃ちかかりな
さい。人の勇気はそれぞれ違うのですか
ら。」すると、ギデオンは立って、ゼバフ
とツァルムナを殺し、彼らのらくだの首に
掛けてあった三日月形の飾りを取った。

情による報復と見ることもできます。いずれ
にしても、主に敵対するものを残しておいて
はなりません。私たちにとっても同じで、そ
れが人であればその人を悔い改めに導く必要
がありますが、あくまでも愛によって働く聖
霊に力があります。また人以外のものである
ならそれを処分する必要があります。

敵の王たちを捕らえたギデオンは、以前に宣言
したように、スコテとぺヌエルの人々に報復しま
す。その後、敵の王であるゼバフとツァルムナを
殺します。
敵は大打撃を受けましたが、まだ一万５千人が
残っており、三百人のギデオン軍に対しては油断
していました。力が弱いことが勝利の要因だった
のです。
ギデオンがスコテやぺヌエルの人々に報復した
のは、同胞を滅ぼすのではなく叱責を与えるもの
でした。敵は敵として、主の愛は主の愛として混
同しないようにしなければなりません。
ギデオンはゼバフとツァルムナが同胞を殺した
ことを知り、その報復として彼らを殺します。こ
れは正しい対処と見ることもできますし、また私

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

④この世にあって何を実践しますか？

２２日曜日曜
士師記
8:22 そのとき、イスラエル人はギデオンに
言った。「あなたも、あなたのご子息も、あ
なたの孫も、私たちを治めてください。あな
たが私たちをミデヤン人の手から救ったので
すから。」
8:23 しかしギデオンは彼らに言った。「私は
あなたがたを治めません。また、私の息子も
あなたがたを治めません。主があなたがたを
治められます。」
8:24 ついで、ギデオンは彼らに言った。「あ
なたがたに一つ、お願いしたい。ひとりひと
り、自分の分捕り物の耳輪を私に下さい。」
―殺された者たちはイシュマエル人であった
ので、金の耳輪をつけていたからである―
8:25 すると、彼らは「差し上げますとも」と
答えて、一枚の上着を広げ、ひとりひとりそ
の分捕り物の耳輪をその中に投げ込んだ。
8:26 ギデオンが願った金の耳輪の目方は金で
一千七百シェケルであった。このほかに、三
日月形の飾りや、垂れ飾りや、ミデヤンの王
たちの着ていた赤紫の衣、またほかに、彼ら
のらくだの首の回りに掛けていた首飾りなど
もあった。
8:27 ギデオンはそれで、一つのエポデを作り、
彼の町のオフラにそれを置いた。すると、イ
スラエルはみな、それを慕って、そこで淫行
を行った。それはギデオンとその一族にとっ
て、落とし穴となった。
8:28 こうしてミデヤン人はイスラエル人に
よって屈服させられ、二度とその頭を上げな
かった。この国はギデオンの時代、四十年の
間、穏やかであった。
8:29 ヨアシュの子エルバアルは帰って自分の

家に住んだ。
8:30 ギデオンには彼から生まれた息子が七
十人いた。彼には大ぜいの妻がいたからで
ある。
8:31 シェケムにいたそばめもまた、彼にひ
とりの男の子を産んだ。そこで彼はアビメ
レクという名をつけた。
8:32 やがて、ヨアシュの子ギデオンは長寿
を全うして死に、アビエゼル人のオフラに
ある父ヨアシュの墓に葬られた。
8:33 ギデオンが死ぬとすぐ、イスラエル人
は再びバアルを慕って淫行を行い、バア
ル・ベリテを自分たちの神とした。
8:34 イスラエル人は、周囲のすべての敵か
ら自分たちを救い出した彼らの神、主を心
に留めなかった。
8:35 彼らは、エルバアルすなわちギデオン
がイスラエルに尽くした善意のすべてにふ
さわしい真実を、彼の家族に尽くさなかっ
た。

れた善きものでありましたし、それがミデヤ
ン人への勝利を記念するものであったなら、
なおすばらしいものであるはずです。しかし
これが偶像となり民の堕落のきっかけとなっ
たのです。
どんなに良い起源があったとしても、それ
が神ご自身から離れてしまうなら、簡単に偶
像となってしまうという顕著な例です。それ
がイスラエルの霊的堕落を生み、ギデオンに
よってもたらされた信仰を忘れさせ、さらに
はその家族への尊厳もなくなってしまったの
でしょう。
神を第一にし中心にしないことが、すべて
の問題の原因になってゆくのです。
①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

ギデオンは統治者になるようにと要請されまし
たが、これを断りました。その代わりにエポデ
（祭司の式服）を作りましたが、これが偶像に
③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
なってしまいました。ギデオンの死後、イスラエ
の部分を主は扱おうとしておられますか）
ルはまた神の御心から離れ、淫行を行うようにな
り、ギデオンの家族に不誠実になってしまいまし
た。
ギデオンの「主があなたがたを治められま
す。」ということばは真理ではありますが、しか
し現実的ではありませんでした。すなわちイスラ
エルは主に治められることを好まなかったのです。
エルは主に治められることを好まなかったのです。
ギデオンの謙遜はすばらしいものですが、一方霊
④この世にあって何を実践しますか？
的な状態を看破して自分の役割を果たすことも必
要な場合があることをも忘れてはならないでしょ
う。
ギデオンが作ったエポデは神様によって命じら

