
“My People” – 2 Chronicles 7:14-16 

「わたしの民」 〜 歴代誌下 ７：１４〜１６ 





神様はどういう神か 

WHO GOD IS 

神様は何をして下さるか   
（して下さったか、これからして

下さるか） 
WHAT GOD DOES 

(HAS DONE, WILL DO) 



…declares who God is (verse 14) 
 
・・・神様はどういう神か   
               宣言する （１４節） 

…celebrates God is with them 
(verse 15) 
 

・・・神様がともにいらしゃるのを
感謝して祝う （１５節） 

…petitions God in prayer (verses 
19-35) 
 
・・・神様に祈り願う   
  （１９〜３５節） ６章 CHAPTER 6 



７章： 
CHAPTER SEVEN: 

 
神様の答え 

GOD’S RESPONSE 



…If my people, 

who are called 

by my name… 

 

•IDENTITY 

•RELATIONSHIP 

・・・わたしの名を
呼び求めている 
わたしの民が・・・ 
 
•アイデンティティー 

•関係 



レビ記２６：１２ 

「わたしがあなたがたの間を歩もう。わたしはあなたがたの神と
なり、あなたがたはわたしの民となる。」 
 

Leviticus 26:12 

“I will walk among you and be your God, and you will 

be my people.” 



…will humble 

themselves… 

 

•ATTITUDE 
•CHARACTER 

・・・みずから 
へりくだり・・・ 
 

•反応 
•特徴、 性格 



フィリピ２：５、８ 

「あなたがたの間では、そのような心構えでいなさい。それは   
キリスト・イエスのうちにも見られるものです。・・・自分を卑しくし、 
死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。」 
 

Philippians 2:5, 8 

“Your attitude should be the same as that of Christ 

Jesus: …he humbled himself and became obedient to 

death – even death on a cross!” 



ルカ ９：２３〜２７、４６〜４８、５７〜６２ 

イエスは、みなの者に言われた。「誰でもわたしについて来たいと
思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負い、そしてわたしに
ついて来なさい。」 
 

Luke 9:23-27, 46-48, 57-62 

“If anyone would come after me, he must deny himself 

and take up his cross daily and follow me.” 



・・・祈りをささげ、わたしの顔を 
慕い求め・・・ 
 

•優先順位 

…and pray and seek my face… 

 

•PRIORITIES 



詩編２７：８ 

あなたに代わって、私の心は申します。「わたしの顔を、慕い求め
よ」と。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。 

 

Psalm 27:8 

My heart says of you, “Seek his face!”  Your face, LORD, 

will I seek. 



マタイ６：３３ 

だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、
それに加えて、これらのものはすべて与えられます。 

 

Matthew 6:33 (NLT) 

Seek the Kingdom of God above all else, and live 

righteously, and he will give you everything you need. 



…and turn 

from their 

wicked ways… 

 

•ACTION 

・・・その悪い道 
から立ち返る・・・ 
 

•行動 



使徒言行録３：１９ 

「そういうわけですから、あなたがたの罪をぬぐい去っていただく 
ために、悔い改めて、神に立ち返りなさい。」 
 

Acts 3:19 

“Repent, then, and turn to God, so that your sins may be 

wiped out, that times of refreshing may come from the 

Lord…” 



…then I will hear from heaven, 

and will forgive their sin, and will 

heal their land. 

 

•PROMISE 

・・・わたしは親しく天から聞いて、   
彼らの罪を赦し、彼らの地をいやそう。 

 

•約束 



Now my eyes will be open, and my 

ears attentive to the prayers 

offered in this place.  I have 

chosen and consecrated this 

temple so that my Name may be 

there forever.  My eyes and my 

heart will always be there. 

 

•PROMISE CONTINUES 

今や、わたしはこの所でささげられる 
祈りに目を留め、耳に傾けよう。   
今、 わたしは、とこしえまでもそこに
わたしの名を置くためにこの宮を   
選んで聖別した。わたしの目とわたし
の心は、いつもそこにある。 

 

* 約束は続く 



ヨハネ１４：１６〜１７ 

「わたしは父にお願いします。そうすれば、父はもうひとりの   
助け主をあなたがたにお与えになります。その助け主がいつまで
もあなたがたと、ともにおられるためにです。その方は、真理の 
御霊です。」 
 

John 14:16-17 

“And I will ask the Father, and he will give you another 

Counselor to be with you forever – the Spirit of truth.” 



マタイ２８：２０ 

「見よ。わたしは、世の終わりまで、いつもあなたがたとともに  
います。」 
 

Matthew 28:20 (NLT) 

“And be sure of this: I am with you always, even to the 

end of the age.” 



祈り     PRAYER 


