
 「執りなしの模範」 
  

“Models of Intercession” 
 

                   
 

 
          

                 創世記 Genesis                     

         18:16-33 



□ 執りなし  □ 戒める □ 警告 
□ 説教   □ 予言 

「神は、かつて預言者たちによって、多くのかたち
で、また多くのしかたで先祖に語られたが、この
終わりの時代には、御子によってわたしたちに語

られました。」 （ヘブライ1:1~2） 



「まことに、主なる神はその定められた 
ことを、僕なる預言者に示さずには、 
何事もなされない。」 （アモス3:7） 

□ 執りなし  □ 戒める □ 警告 
□ 説教   □ 予言 



「わたしが行おうとしていることをアブラハム
に隠す必要があろうか。」（創18:17） 

「アブラハムは大きな強い国民になり、 
世界のすべての国民は彼によって 
祝福に入る。」（創18:18） 



□ Interceding  □ Rebuking □ Warning 
□ Preaching   □ Foretelling 

“Surely the Sovereign LORD does nothing 
without revealing his plan to his servants 

the prophets.” (Amos 3:7) 

“Shall I hide from Abraham what I am 
about to do?”（Gen. 18:17) 



「その人たちは、更にソドムの方へ向かっ

たが、アブラハムはなお、主の御前に 
いた。」 （創18:22） 

「二人の御使いが夕方ソドムに 
着いた・・・」 （創19:1） 

“The men turned away and went 
toward Sodom, but Abraham remained 

standing before the LORD. ” (Gen. 18:22) 

The two angels arrived at Sodom in the 
evening.” (Gen. 19:1) 



「主はマムレの樫の木の所でアブラハムに 
現れた。暑い真昼に、・・・」（創18:1） 

「その日、風の吹くころ、主なる神が 
園の中を歩く・・・。」（創3:8） 



“The LORD appeared to Abraham near  
the great trees of Mamre while he was 

sitting at the entrance to his tent  
in the heat of the day.”（Gen. 18:1） 

“Then the man and his wife heard the sound 
of the LORD God as he was walking in the 

garden in the cool of the day.” 
 (Gen. 3:8) 



“The men turned 
away and went toward 
Sodom, but Abraham 

remained standing 
before the LORD. ” 

(Gen. 18:22) 

「その人たちは、更にソドムの方へ向かったが、

アブラハムはなお、主の御前に 
いた。」 （創18:22） 



「その人たちは、更にソドムの方へ向かったが、

アブラハムはなお、主の御前に 
いた。」 （創18:22） 

「その一羽さえ、あなたがた
の父のお許しがなければ、
地に落ちることはない。」
（マタイ10：29） 



“The men turned away and went toward 
Sodom, but Abraham remained standing 

before the LORD. ” (Gen. 18:22) 

“Not one of them will fall 
to the ground apart from 
the will of your Father.” 

(Matt. 10:29-31) 



The LORD says “The outcry against 
Sodom and Gomorrah is so great and 

their sin so grievous.” 
(Gen. 18:20) 

主は言われた。「ソドムとゴモラの罪は非常
に重い、と訴える叫びが実に大きい。」 

（創18:20） 



“They hid from the LORD God among 
the trees of the garden.” 

(Gen. 3:8) 

「アダムと女が、主なる神の顔を避けて、
園の木の間に隠れると・・・」（創3:8） 



“I don’t know. Am I my brother’s 
keeper?” (Gen. 4:9) 

「知りません。わたしは弟の番人 
でしょうか。」（創4:9） 



“Those who heard began to go away 
one at a time, the older ones first, 

until only Jesus was left.”  
(John 8:9) 

「これを聞いた者は、年長者から
始まって、一人また一人と、 
立ち去ってしまい・・・」 

（ヨハネ8:9） 



“I am no longer worthy to be called 
your son.” (Luke 15:21) 

「わたしはあなたの息子と呼ばれる
資格はありません。」 
（ルカ15:21） 



“Now that I have been so bold as to 
speak to the LORD, though I am 
nothing but dust and ashes.” 

(Gen. 18:27) 

「塵あくたにすぎない私ですが、 

あえて、わが主に申し上げます。」  
（創18:27） 



モーセは主なる神をなだめて言った。 
 「主よ、どうして御自分の民に向って怒り
を燃やされるのですか。あなたが大いなる
御力と強い御手をもってエジプトの国から
導き出された民ではありませんか。・・・」  
 主は御自分の民にくだす、と告げられた
災いを思い直された。 
       （出エジプト32:11~14） 



モーセは主のもとに戻って言った。 
 「ああ、この民は大きな罪を犯し、金の
神を造りました。今、もしもあなたが彼らの
罪をお赦しくださるのであれば……。 
 もし、それがかなわなければ、どうかこの
わたしをあなたが書き記された書の中か
ら消し去ってください。」 

       （出エジプト32:31~32） 



 「今、わが主の力を大いに現してください。あ
なたはこう約束されました。『主は、忍耐強く、
慈しみに満ち、罪と背きを赦す方。しかし、罰
すべき者を罰せずにはおかれず、父祖の罪を子
孫に三代、四代までも問われる方である』と。 
 どうか、あなたの大きな慈しみのゆえに、また、
エジプトからここに至るまで、この民を赦してこら
れたように、この民の罪を赦してください。」 
 主は言われた。「あなたの言葉のゆえに、わ
たしは赦そう。」 
                          （民数記4:17~20） 



  But Moses sought the favor of the LORD 
his God. “LORD,” he said, “why should your 
anger burn against your people, whom 
you brought out of Egypt with great power 
and a mighty hand? … 
  14 Then the LORD relented and did not 
bring on his people the disaster he had 
threatened. 
                                             (Exod. 32:11-14) 



  So Moses went back to the LORD and said, 
“Oh, what a great sin these people have 
committed! They have made themselves 
gods of gold. 32 But now, please forgive 
their sin—but if not, then blot me out of 
the book you have written.” 
                                             (Exod. 32:31-32) 



  “Now may the Lord’s strength be displayed, 
just as you have declared: 18 ‘The LORD is slow 
to anger, abounding in love and forgiving sin 
and rebellion. Yet he does not leave the guilty 
unpunished; he punishes the children for the 
sin of the parents to the third and fourth 
generation.’ 19 In accordance with your great 
love, forgive the sin of these people, just as 
you have pardoned them from the time they 
left Egypt until now.” 20 The LORD replied,  
“I have forgiven them, as you asked. 
                                               (Num. 14:17-20) 



「父よ。彼らをお赦しください。彼らは 
何をしているのか、わからないのです。」  

（ルカ23:34） 

「だれがわたしたちを罪に定めることができましょう。
死んだ方、否、むしろ、復活させられた方であるキリ
スト・イエスが、神の右に座っていて、わたしたちのた
めに執り成してくださるのです。」 （ローマ8:34） 

「それでまた、この方は常に生きていて、人々の 
ために執り成しておられるので、御自分を通して 
神に近づく人たちを、完全に救うことがおできに 

なります。」（ヘブライ7:25） 



“Father, forgive them, for they do not 
know what they are doing.”  

(Luke 23:34) 

“Christ Jesus who died—more than that, who 
was raised to life—is at the right hand of God 

and is also interceding for us.” 
（Rom. 8:34） 

 “Therefore he is able to save completely 
those who come to God through him, 

because he always lives to intercede for 
them.”（Heb. 7:25） 




