


創世記 Genesis 37:3～4 





「主がヨセフと共におられたので、彼はうま
く事を運んだ。・・・主が共におられ、主
が彼のすることをすべてうまく計らわれるのを
見た主人は・・・ 」（創39:2～3） 
 

「しかし、主がヨセフと共におられ、恵み
を施し、監守長の目にかなうように導か
れた・・・ 」（創39:21） 



“The LORD was with Joseph and 
he prospered. . . . The LORD gave 
him success in everything he 
did. . . . The LORD was with him; 
he showed him kindness and 
granted him favor."  
         (Gen. 39:2-3, 21) 
 



「沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。
繁栄の道を行く者や、悪だくみをする者の 
ことでいら立つな。怒りを解き、憤りを捨てよ。
自分も悪事を謀ろうと、いら立ってはならない。
悪事を謀る者は断たれ、主に望みをおく人
は、地を継ぐ。しばらくすれば、主に逆らう
者は消え去る。彼のいた所を調べてみよ、

彼は消え去っている。」 
（詩編37:7～10） 



 “Be still before the LORD and wait patiently 
for him; do not fret when people succeed in 
their ways, when they carry out their wicked 
schemes. 8 Refrain from anger and turn from 
wrath; do not fret—it leads only to evil. 9 For 

those who are evil will be destroyed, but 
those who hope in the LORD will inherit the 
land. 10 A little while, and the wicked will be 

no more; though you look for them, they will 
not be found.” (Psalm 37:7-10) 



だれに対しても悪に悪を返さず、すべての人の前
で善を行うように心がけなさい。できれば、せめて
あなたがたは、すべての人と平和に暮らしなさい。
愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに
任せなさい。「『復讐はわたしのすること、わた
しが報復する』と主は言われる」と書いてありま
す。「あなたの敵が飢えていたら食べさせ、渇い
ていたら飲ませよ。そうすれば、燃える炭火を彼
の頭に積むことになる。」 悪に負けることなく、
善をもって悪に勝ちなさい。(ローマ12:17～21） 



「この方は、罪を犯したことがなく、その口
には偽りがなかった。」 ののしられてもののしり
返さず、苦しめられても人を脅さず、正しく
お裁きになる方にお任せになりました。  

（1ペトロ2：23） 



“Do not repay anyone evil for evil. Be careful to 
do what is right in the eyes of everyone. If it is 
possible, as far as it depends on you, live at 
peace with everyone. Do not take revenge, my 
dear friends, but leave room for God’s wrath, 
for it is written: “It is mine to avenge; I will 
repay,” says the Lord. On the contrary: “If your 
enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give 
him something to drink. In doing this, you will 
heap burning coals on his head.” Do not be 
overcome by evil, but overcome evil with good.  

(Romans 12:17-21) 



“When they hurled their insults at him, 
he did not retaliate; when he suffered, 

he made no threats. Instead, he 
entrusted himself to him who judges 

justly.” (1 Peter 2:23) 



創世記 Genesis 45:14～15 





ジェノサイド（大量虐殺） 



ベルギー人によって作られた分断 

90%  

フツ族 

Hutus 

10% ツチ族 Tutsis  
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創世記 Genesis 
45:4～8 



ヨセフの兄弟たちは、父が死んでしまっ
たので、ヨセフがことによると自分たちを
まだ恨み、昔ヨセフにしたすべての悪に
仕返しをするのではないかと思った。 

（創50：15）  



「あなたがたはわたし
に悪をたくらみました
が、神はそれを善に

変え・・・」 
（創世記50:15） 



“When Joseph's brothers saw 
that their father was dead, they 

said, `What if Joseph holds a 
grudge against us and pays us 
back for all the wrongs we did  

to him?” (Genesis 50:15) 





「神を愛する人々、 

すなわち、神のご計画に従って  

          召された人々のためには、 

神がすべてのことを働かせて  

益としてくださることを、 

私たちは知っています。」 
ローマ8：28（新改訳）  



And we know that 
                        In All things 
   God works for the good of 

those who LOVE him, 
                     who has been called 
according to His purpose. 
                                         Romans 8:28  
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