


ヨセフは、兄弟たちがファラオと会う前に、 
「仕事は何か？」と聞かれたとき、 
どう答えるように伝えておきましたか？ 

（創世記46:33～34） 

「あなたの僕であるわたしどもは、 
先祖代々、羊飼いでございます。」 

（創世記47:3） 
“Your servants are shepherds,  

just as our fathers were.” (Gen. 47:3)  

１.我々クリスチャンは、祝福する存在である。 
We Christians are made to bless others. 



「ヤコブはファラオに祝福の言葉を述べた 
（祝福した）。」（7節） 

「ヤコブはファラオに別れの挨拶をして（祝福し
て）、ファラオの前から退出した。」（10節） 



幸せとは、世の富、知恵、力のうちに
あるのではない。 

本当の幸せは、神様のもとにある。 
神様のもとにある幸せを天に呼び、 

 人に与える。それこそが本当の祝福  
 の祈り。 



“Jacob blessed Pharaoh.” (v. 7) 

“Then Jacob blessed Pharaoh and went 
out from his presence.” (v. 10) 



Happiness does not exist in wealth, 
wisdom, or prestige.  

True happiness exists under God. 
We ask that happiness under God, call to 
Heaven, and give to the people.  

     That is the true prayer of blessings. 



「わたしには金や銀はないが、持っているものを 
あげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって 
立ち上がり、歩きなさい。」（使徒3:6） 

「わたしたちは人を欺いているようでいて、誠実であり、
人に知られていないようでいて、よく知られ、死にか
かっているようで、このように生きており、罰せられてい
るようで、殺されてはおらず、悲しんでいるようで、常
に喜び、物乞いのようで、多くの人を富ませ、無一
物のようで、すべてのものを所有しています。」 

（2コリント6:8～10） 



Then Peter said, “Silver or gold I do not have, 
but what I do have I give you. In the name of 

Jesus Christ of Nazareth, walk.” (Acts 3:6) 

“Genuine, yet regarded as impostors; known, yet 
regarded as unknown; dying, and yet we live on; 
beaten, and yet not killed; sorrowful, yet always 

rejoicing; poor, yet making many rich; having 
nothing, and yet possessing everything.” 

(2 Cor. 6:8-10)  



この神様の約束は、ファラオとヤコブ家の関係を 
どのように説明しているでしょうか？ 

創世記47:27 

祝福されたのは、祝福するため。 
祝福する者は、祝福される。 



How does this promise explain the relationship 
between Pharaoh and Jacob’s family? 

Genesis 47:27 

    We are blessed,  
so that we can bless others. 

    Those who bless  
will receive blessings. 



 「全能の神がカナン地方のルズで 
わたしに現われて、わたしを祝福して 

くださった」（３節） 

クリスチャンは、誰を通して 
クリスチャンになったとしても、神の
孫ではなく、みな神の子である。 



Jacob said to Joseph, “God Almighty 
appeared to me at Luz in the land of Canaan, 

and there he blessed me” (v. 3) 

Christians became Christians through 
someone,  

but we are not God’s grandchildren  
but we are all His children. 



ヤコブは、ヨセフにどういう申し出をしましたか？ 
（48章5節） 

What kind of offer did Jacob give to Joseph? (48:5) 



創世記48:1で、ヨセフの息子たちは、
どういう順で呼ばれていますか？ 
In what order were the sons of 

Joseph named in Gen. 48:1? 

5節では、ヤコブはどういう順で 
二人の名を呼んだ？ 

In what order did Jacob speak their 
name in verse 5? 

創世記41:51-52によると、 
どちらが長男だった？ 

According to Gen. 41:51-52, which of 
Joseph’s sons was his firstborn? 



弟エフライムを兄マナセの上に立たせる。 
このような思いがけない選びこそが、ヤコブ自身の 

経験した神の恵みの現実だった。 






