
Declaring that He is my Shepherd 

Psalm 23:1 

主はわたしの牧者宣言 

詩篇 23:1 

Setting: 

What is God as our Shepherd, whom we need to 

survive, like? 

Psalm 23 

 V 1: meet our needs (responsible for us) 
 V 2: Prepare us the best environment 
 V 3: heal and restore us 
 V 3: Lead us to the right path(to heave), daily (we 

don’t have to get lost) 

 V 4: Always with us and protect us in any 
circumstance 

 V 4: Always comfort us 
 V 5: Because He always win the battle for us, we 

can enjoy God’s celebration banquet that He 
prepares for us 

 V 5: oil=Bug repellent and ointment » He gives us 
victory even small pestering things 

 V 5: Over flowing blessing 
 V 6: Goodness & mercy, unconditional love 

Ezekiel 34:12-16 
 V 12: Rescue lost sheep 
 V 16: Wrap around to comfort wounded ones 

 V 16: Strengthen weak ones 

聖句の背景:  

私達に必要不可欠な羊飼いなる神様とは？ 

詩篇 23 

 1節：必要を満たして下さる(責任をおってくださる) 

 2節：ベストな環境を備えて下さる 

 3節：癒やしと回復を与えて下さる 

 3節：日々、正しい道（天国への道）へと導かれる

（迷わずにすむ） 

 4節：どの様な状況でも共にいて、守って下さる 

 4節：いつも慰め励まして下さる 

 5節：私達の為に敵に勝利し、私達は戦わずにして神

様が準備してくださった祝勝会を楽しむ事ができる 

 5節：油=虫除け及び虫さされに対する薬»小さいつま

づきや悩みにも勝利させて下さる 

 5節：満ち溢れる十二分の祝福 

 6節：恵みと慈しみ・慈愛・無条件の愛（いつも） 

エゼキエル 34：1２-16 

 １２節：迷った羊を見つけ救い助ける 

 １６節：傷ついた物を包みこむ 

 １６節：弱ったものを強める 

Application: 

When we make Jesus Christ as our Shepherd, He will 

provide our needs, protect us, care for us, appreciate 

the real value, and lead us responsibly 

 Declaration=Prayer with faith 
 Are you declaring Jesus Christ as your shepherd? 
 Are you depending and following Jesus Christ as 

your shepherd? 
 How can we walk with God our Shepherd? 

o Listen to the voice of the Shepherd (the Word) 
o Stay around other sheep (the church) 
o Allow the Shepherd to lead your path instead 
of going your own path 

聖句の適用方法:  

イエス・キリストを私達の羊飼いとする時に、私達を羊として

必要を満たし、守り、ケアし、本当の価値を見出し、責任を

もって導いてくださる 

 宣言=信仰に立った祈り 

 イエス・キリストを自分の羊飼いとして宣言できていますか？ 

 イエス・キリストを自分の羊飼いとして頼って従っています

か？ 

 羊飼い(神様)と共に歩むには、どうすればよいでしょうか？ 

o 羊飼いの声（御言葉）に耳を傾ける 

o 群れ（教会）から離れず中にいる 

o 自分の思う道を行くのではなく、羊飼いに導かれる 

Prayer: 

 Lead us to Your will as we daily declare You as our 

Shepherd to trust You and follow You. 

 Speak to our lives as we daily pray, read the Word 

and the meditate to hear Your voice. 

 Protect and bless this church, and help each of us 

not be strayed. 

いのり: 

 日々あなたを私達の羊飼いとして宣言して頼り従って

いきますので、私達をあなたの御旨の中に導いて下さ

い。 

 日々、祈りや聖書朗読や瞑想をもって、あなたの御言

葉に耳を傾けていきますので、私達に語りかけて下さ

い。 

 あなたが備えられたこの群れを更に祝福し、誰も迷わ

ないようにお守り下さい。 


