
ハレルヤ！

ハレルヤ！

ハレルヤ！

ヘブライ語、ギリシャ語で、主をほめた
たえよ！



ブックシリーズ⑨ エズラ記1:1-8 

絶対に守られる主の
約束！
エレミヤ 29:11 わたし自身、あなたがた
のために立てている計画をよく知ってい
る──【主】のことば──。それはわざわ
いではなく平安を与える計画であり、あ
なたがたに将来と希望を与えるためのも
のだ。





旧約聖書の大きな動き

• 天地創造 アダムとエバ 悪魔の誘惑と罪、

• アブラハム、ヤコブ、イサク、ヨセフ

• モーセによる出エジプト ヨシュア

• 士師記 サウル、ダビデ、ソロモン王国の分裂

• BC 720 北王国イスラエル. アッシリアに捕囚

• BC 585 南王国ユダ バビロン捕囚

• BC 515 エズラ 神殿の再建完成

• BC445 ネヘミヤ 城壁再建

• BC 430 マラキ書 沈黙 キリストの誕生



復興の年代表

BC 536 4万9897人、バビロンよりエルサレムに帰る。

BC 535 宮の工事に着手し、まもなく中止する。

BC520 ハガイとゼカリヤにより工事再開

BC 516 宮の完成

BC 478 エステル、ペルシャ王妃となる。

BC 457 エズラ、バビロンよりエルサレムに出発する

BC 444 ネヘミヤ、城壁を再建する

BC 432 ネヘミヤ、再びバビロンに帰る



エズラ記 アウトライン

1. 1-6 章 エルサレム帰還から神殿再建まで

1. 1章BC 538年に捕囚のユダヤ人に故郷への帰還の許可

2. 2 章 4万9897人が帰還

3. 3章 神の祭壇と宮の基礎工事

4. 4章 異邦人に妨害される工事の中止

5. 5-6章 預言者の励ましにより再建し、完成

2. エズラの活動

1. 7-8章 エズラのエルサレム帰還 神の律法を教え、宮

を美しく、礼拝の復興

2. 9-10章雑婚の問題



エズラ 1:1 ペルシアの王キュロスの第一
年に、エレミヤによって告げられた
【主】のことばが成就するために、
【主】はペルシアの王キュロスの霊を奮
い立たせた。王は王国中に通達を出し、
また文書にもした。
エズラ 1:2 「ペルシアの王キュロスは言
う。『天の神、【主】は、地のすべての
王国を私にお与えくださった。この方が、
ユダにあるエルサレムに、ご自分のため
に宮を建てるよう私を任命された。



エズラ 3:11 そして彼らは【主】
を賛美し、感謝しながら「主は
まことにいつくしみ深い。その
恵みはとこしえまでもイスラエ
ルに」と歌い交わした。こうし
て、【主】の宮の礎が据えられ
たので、民はみな【主】を賛美
して大声で叫んだ。







ブックシリーズ⑨ エズラ記1:1-8 

絶対に守られる主の
約束！
エレミヤ 29:11 わたし自身、あなたがた
のために立てている計画をよく知ってい
る──【主】のことば──。それはわざわ
いではなく平安を与える計画であり、あ
なたがたに将来と希望を与えるためのも
のだ。





エレミヤ 29:10 まことに、
【主】はこう言われる。
『バビロンに七十年が満ち
るころ、わたしはあなたが
たを顧み、あなたがたにい
つくしみの約束を果たして、
あなたがたをこの場所に帰
らせる。



ヨハネ 3:16 神は、実に、
そのひとり子をお与えに
なったほどに世を愛され
た。それは御子を信じる
者が、一人として滅びる
ことなく、永遠のいのち
を持つためである。



黙示録 20:11 また私は、大きな白い御座
と、そこに着いておられる方を見た。地
と天はその御前から逃げ去り、跡形もな
くなった。
黙示録 20:12 また私は、死んだ人々が大
きい者も小さい者も御座の前に立ってい
るのを見た。数々の書物が開かれた。書
物がもう一つ開かれたが、それはいのち
の書であった。死んだ者たちは、これら
の書物に書かれていることにしたがい、
自分の行いに応じてさばかれた。



黙示録 20:13 海はその中にいる死者
を出した。死とよみも、その中にい
る死者を出した。彼らはそれぞれ自
分の行いに応じてさばかれた。
黙示録 20:14 それから、死とよみは
火の池に投げ込まれた。これが、す
なわち火の池が、第二の死である。
黙示録 20:15 いのちの書に記されて
いない者はみな、火の池に投げ込ま
れた。





人生100年時代
36,500日
その後どうする？
考えよう！



主から与えられている特権

1. 偶然たまたまの進化論でなく、創造論、神の作品

2. イエス様の誕生、十字架の贖い、復活を通して父との関係

3. 祈り、主との会話、孤独の解放

4. 恐れることはない、プラスプラス、どんな時でも平安

5. 死んで終わりでなく、罪の贖い、永遠の天国

6. 人生のガイドブック、人生の羅針盤、暗闇の中の光、聖書

7. 人生の使命、目的、意味

8. 聖霊充満、真理により解放

9. キリスト者としての楽しみ、喜び、感謝、礼拝の祝宴

10.インマヌエルによる神家族！



１歴代誌 29:11 【主】よ、偉
大さ、力、輝き、栄光、威厳
は、あなたのものです。天に
あるものも地にあるものもす
べて。【主】よ、王国もあな
たのものです。あなたは、す
べてのものの上に、かしらと
してあがめられるべき方です。



１歴代誌 29:12 富と誉れは御前から
出ます。あなたはすべてのものを
支配しておられます。あなたの御
手には勢いと力があり、あなたの
御手によって、すべてのものが偉
大にされ、力づけられるのです。
１歴代誌 29:13 私たちの神よ。今、
私たちはあなたに感謝し、あなた
の栄えに満ちた御名をほめたたえ
ます。



l具体的
l個人的
l可能的

御言葉を自分のものにする適用

ヤコブ 1:22 また、みことばを実行する
人になりなさい。自分を欺いて、ただ
聞くだけの者であってはいけません。



主は御座におられる

主は 御座におられる 聖なるお方
Shu wa Miza ni orareru seinaru Okata

イエスの愛を受けて 賛美を献げよう
Yesu no ai wo ukete sambi wo sasageyou

主の 臨在の中で 大いなる勝利を
Shu no rinnzai no naka de ooinaru shouri wo

ほふられた子羊に 心から叫ぼう
Hofurareta kohitsuji ni kokoro kara sakebou

主にハレルヤ ハレルヤ ハレルヤ
Shu ni hallelujah hallelujah hallelujah

主にハレルヤ ハレルヤ ハレルヤ
Shu ni hallelujah hallelujah hallelujah



アナウンス

1. 共に礼拝をささげられる事を感謝します。あなたの存在に感謝し

ます。

2. Zoom早天は、火・水・木・金のAM 6:00からです。主との歩み感

謝です。！ミーティングID: 813 7504 6324、パスコード1234

3. 今週の金曜礼拝はありません。来週4/3から、日曜礼拝の時間が変

更になります。(AM 9:00とAM 11:00スタート)

4. プランティングクラスは、4/3, 洗礼式4/17の予定です。覚えてお

祈りください。

5. 箴言 1:7「主を恐れることは知識の初めである。」主を恐れ、礼

拝の10分前からフロントラインの賛美と祈りの時を献げましょ

う！


