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2 Samuel 9:3 & 7-10a
Then the king said, “Is there 
not still someone of the house 
of Saul, to whom I may 
show the kindness of God?” 
And Ziba said to the king, 
“There is still a son of 
Jonathan who is lame 
in his feet.”
So David said to him, “Do not 
fear, for I will surely show you 
kindness for Jonathan your 
father’s sake, and will restore 
to you all the land of Saul your 
grandfather; and you shall eat 
bread at my table continually.”
Then he bowed himself, and 
said, “What is your servant, 
that you should look upon 
such a dead dog as I?”

サムエル記下 9:3 & 7-10

王は言った、「サウルの家の
人がまだ残っていませんか。
わたしはその人に神の恵みを
施そうと思う」。ヂバは王に
言った、「ヨナタンの子がま
だおります。あしなえです」。

ダビデは彼に言った、「恐れ
ることはない。わたしはかな
らずあなたの父ヨナタンのた
めにあなたに恵みを施しま
しょう。あなたの父サウルの
地をみなあなたに返します。
またあなたは常にわたしの食
卓で食事をしなさい」。彼は
拝して言った、「あなたは、
しもべを何とおぼしめして、
死んだ犬のようなわたしを顧
みられるのですか」。

2 Samuel 9:3 & 7-10a

And the king called to Ziba, 
Saul’s servant, and said to 
him, “I have given to your 
master’s son all that 
belonged to Saul and to all 
his house.

You therefore, and your sons 
and your servants, shall work 
the land for him, and you 
shall bring 
in the harvest, that your 
master’s son may have food 
to eat. But Mephibosheth
your master’s son shall eat 
bread at my table always.”

サムエル記下 9:3 & 7-10a

王はサウルのしもべヂバを

呼んで言った、「すべてサ

ウルとその家に属する物を

皆、わたしはあなたの主人

の子に与えた。

あなたと、あなたの子たち

と、しもべたちとは、彼の

ために地を耕して、あなた

の主人の子が食べる食物を

取り入れなければならない。

しかしあなたの主人の子メ

ピボセテはいつもわたしの

食卓で食事をするであろ

う」。

When God 

puts us into a 

state of 

checkmate

神様が私達を
チェックメイ
トの状態に
おかれる時

 Checkmate?
 Loss but not complete 

destruction
 Mephibosheth
 Lame in his feet (v. 3)
 Hiding (v. 4)
 A dead dog (v.8)

 Love that seeks / lost sheep
Luke 15:1-6

 After King David found him
 Show God’s grace
 Not fear / peace
 Restore the inheritance
 Dine at the King’s table 

as 1 of his children / VIP
 By surrendering / 

depending, he returned to 
his true identity

 How? Praise / Worship, 
Repentant lifestyle, 
baptismal

 What is your true identity?

 チェックメイトとは?
 負け、でも全滅ではない
 メピボセテ
 足萎え（3節）
 問題からにげ隠れして
いる（4節）

 死んだ犬（8節）
 探す愛/迷える子羊ルカ

15:1-6
 ダビデ王が見つけた後
 神の恵みを施す
 恐れることはない/平安
 遺産を返還/回復
 王の子のように食卓に
つく/VIP待遇

 降伏/委ねる事により、
彼自身の真のアイデン
ティティに立ち返った

 どうやって? 賛美/礼拝、
悔改めの人生/生き方、
洗礼

 あなたの真のアイデン
ティティは何ですか?
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 Not running from God, but 
surrender and realize your 
true identity (child of God), 
there will be a great 
blessing as a child of God: 
Mary & Joseph, Paul, Job

 Not trying to change the 
circumstance, but change 
our attitude and focus

 When God puts us into the 
state of checkmate, He 
hands us things instead of 
destroying us:
 Grace, mercy, love, hope, 

restoration, joy, miracle
 God isn’t looking at your 

problems. He’s looking at 
yourself & who you are.

 神様から逃げるのではなく、
降伏し、再度自分の真のア
イデンティティ（神の子）
を再認識する時、神の子と
しての大きな祝福が:マリヤ
とヨセフ、パウロ、ヨブ

 状況を変えようとするので
はなく、心構え、焦点を変
える

 神様が私達をチェックメイ
トの場所に置かれる時、神
様が私達に手渡されるのは、
壊滅されるのではなく

 恵み、憐れみ、愛、希望、
回復、喜び、奇跡

 あなたの問題を、神様は見
ていない。神様が見ている
のは、あなた自身、あなた
のアイデンティティである。

 Thank you for not only 
creating us, but loving us 
enough to look for us even 
when we wander off. You 
save us, and guide us 
through it all.

 May Your will be done in 
our lives as praise and 
worship You as we follow 
you, daily.

 With the act of 
surrendering & depending, 
we repent and get 
baptized in the water in 
Jesus’ name & the Spirit. 
Guide our path, as we’d 
walk as a created Child of 
God.

 私達を創造して下さった
だけでなく、迷いやすい
私達を愛する為に探し、
貴方の子として救い、助
け、導いて下さる事を感
謝します

 賛美と礼拝を持って、
日々あなたに従って歩ん
で行きますので、あなた
のみ旨が我々のうちにあ
るように。

 悔い改めと、イエスのな
による水と霊のバプテス
マという降伏/委ねる行
為を持って、あなたが創
造して下さった、神の子
として歩んで行きますの
で、貴方が導いて下さい


