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神のかたちであるキリストの栄光の福音を告げ知らせる聖書 （2016特別集会＃4より）

Ⅰ．御子キリストは、「見えない神のかたちであり」、「神の栄光の輝きであり、神の本質の明確なかた
ち」、すなわち、神が何であるかの表現です：
コロサイ1:15 御子は、見えない神のかたちであり、全被造物の中で最初に生まれた方です．

キリストは目に見えない神の、目に見えるかたち、表現です。…神は、私たちをご自身のかたち
に創造しました。このことが意味しているのは、神が私たちをキリストのかたちに創造したということ
です。キリスト、かたち、私たちは関係があります。私たちがキリストのかたちに創造されたことは、
キリストが私たちとすばらしい関係を持ちたいことを示しています。
ヘブル1:3 御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の明確なかたちであって、…
Ⅰテモテ1:11 これらのことは、祝福に満ちた神の栄光の福音にしたがっているものであり、…

タルソのサウロであるパウロがどのようにして救われたかを思い出してください。彼は、太陽より
も明るい光を見ました。サウロは光によって救われました。…そして彼は、「なぜ私を迫害するの
か？」と言う声を聞きました。次に主は言われました、「私はあなたが迫害しているイエスである」。
神ご自身が、この人に神の栄光の福音を告げ知らせました。神は彼の中へと照らすことによって
彼を救いました。
Ⅱコリント4:4 …神のかたちであるキリストの栄光の福音の輝き…6 神は、私たちの心の中を照
らして、イエス・キリストの御顔にある神の栄光の知識を、輝かせてくださった…

神はキリストのかたちをあなたの中へと照らしたいのです。この方法において、キリストのかたち
はあなたの中へと入ります。それは、造り変えの詩歌をあなたに歌わせるでしょう。しかし、敵は、
このことが日本のあらゆる人に起こることを願っていません。ですから、敵は、光がカメラの中へと
入らないようにしています。彼はカメラを壊すことによってではなく、レンズにカバーをすることに
よって、光がカメラの中へと入らないようにします。…分厚いおおいが、人の存在が開こうとしてい
るのに、その上を覆ってしまっているのです。開くことは、思想を伴う思いにあります。あなたの思
いが閉じられているなら、あなたの全存在も閉じられてしまいます。
主は、ルカによる福音書第24章に記録されている彼の復活の後、弟子たちに会われました。主
は「彼らの思いを開いて、彼らが聖書を理解できるようにされ」（ルカ24:45）ました。思いが開かれ
るなら、心も開かれます。私たちの霊は、私たちの心の奥深くにあります。もし私たちの思いが閉
じられているなら、神聖な光は、私たちの思いの中へと入って、心を通過し、私たちの霊の中へと
入って来る道を持たないでしょう。
1・月

Ａ．御子キリストは、神の具体化として、見えない神のかたちであり、神の属性の本質の表現です。
コロサイ2:9 なぜなら、キリストの中には、神たる方の全豊満が肉体のかたちをもって住んでいるから
です．
Ⅱコリント4:4 この時代の神は、彼らの中で、信じない者たちの思いをくらましてしまい、神のかたちで
あるキリストの栄光の福音の輝きを、彼らの上に照らさせないようにしています。6 なぜなら、「暗や
みから光が照りいでよ」と言われた神は、私たちの心の中を照らして、イエス・キリストの御顔にある
神の栄光の知識を、輝かせてくださったからです。

私たちは、敵の働きを縛るために祈ります、「この人の思いを開いてください」。こうして、福音の光が
その人の中へと照らすことができます。人々の思いは、あらゆる面で、またあらゆる所で占有されてい
ます。彼らは彼らの存在を制御する強い観念を持っています。ですから、私たちは彼らに来て、すべ
てのものから解放します。私たちは、戦いが進行していることを認識する必要があります。戦いは、人
の思いに集中しています。神はそれを開きたいのです。敵はそれをくらまして、閉じたいのです。
敵、この時代の神は、キリストの栄光の福音の輝きを、日本のあらゆる人の上に照らさせないように
したいのです。彼は国全体を支配したいのです。彼らの思いをくらますことによってそうしたいのです。
ここにおいて、私たちはキリストの栄光の福音を託されています。
あなたは人と接触するとき、行なうべき三つの事があります。第一に、あなたはキリストを語る必要が
あります。第二に、あなたは神の光を照らし出す必要があります。私たちは光に満ちることによってこ
れを行ないます。第三に、私たちは祈って、この時代の神を縛る必要があります。私たちは、神が日
本で無数の選ばれた人たちを持っておられることを確信しなければなりません。彼らは今は暗やみの
中におり、サタンの権威の下にいて、彼らの思いはくらまされていますが、それは私たちの状況でも
あったのではないでしょうか？私たちはここで神のエコノミーのためにいます。神の永遠の定められた
御旨は、福音を告げ知らせることによって遂行されます。ですから、私たちは語りかけのために、照ら
しのために、敵を縛ることのために祈る必要があります。
Ｂ．人がキリストにしたがって創造された目的は、キリストが人の中へと入り、人を通して表現されるためです。
コロサイ1:27 神は彼らに、異邦人の間にあるこの奥義の栄光の豊富がどんなものであるかを、
知らせたいと願われました．それはあなたがたの内にいますキリストであり、栄光の望みです．
ピリピ1:20 そこで、私の切なる期待と希望は、私がどんな事にも恥じることなく、かえっていつ
ものように、あらゆる事で大胆になって、生きるにも死ぬにも、今なおキリストが、私の体にお
いて大きく表現されることです。21 なぜなら、私にとって生きることはキリストであり、死ぬこと
は益であるからです。
2・火

Ⅱ．キリストは神のかたちであり、神の栄光の輝きです。ですから、キリストの福音は、彼の栄光の福
音であり、それは輝き、照らします：
コロサイ1:15 御子は、見えない神のかたちであり、…
2:9 なぜなら、キリストの中には、神たる方の全豊満が肉体のかたちをもって住んでいるからです．
ヘブル1:3 御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の明確なかたちであって、…
Ⅱコリント4:3 そこで、もし私たちの福音が覆われているとするなら、それは滅びつつある者たちにとっ
て覆われているのです．4 この時代の神は、彼らの中で、信じない者たちの思いをくらましてしまい、
神のかたちであるキリストの栄光の福音の輝きを、彼らの上に照らさせないようにしています。

神は照らすとき、神の属性の本質を照らし込みます。神の愛の本質は今やあなたの中にありま
す。神の属性の本質すべては、私たちの中へと分け与えられています。
Ⅱコリント3:18 しかし、私たちはみな、主の栄光をおおいのない顔をもって、鏡のように見つめ､
そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じかたちへと徐々に造り変えられていきますが、それ
はまさに主なる霊からです。

「私」がキリストにしたがって創造された目的は、キリストが「私」の中へと入り、「私｣を通して表現
されるためです。
啓6:2 そして見ていると、見よ、白い馬があり、それに乗っている者は弓を持っていた．そして冠
が彼に与えられた．彼は出て行って勝利を得た．そして、さらに勝利を得る。

栄光の福音を告げ知らせるために自分自身を用意する最上の方法とは何でしょうか？最上の
方法とは、あなたが自分自身を停止して、あなたの心を主に向け、彼に全存在を開き、あなたの
霊の中にあるキリストの御顔にある栄光を見つめることです。彼にあなたを照らしていただきましょ
う。彼にあなたの中へと照らし込んでいただきましょう。あなたが光に満ちるまでそうするのです。
あなたはそれを意識しないかもしれませんが、人と接触するとき、彼らは光を感じ取るでしょう。私
たちが主に自分自身を照らしていただけばいただくほど、彼はますます、私たちの内側から人の
心の中へと照らすことができるようになります。このことを行なう最上の方法は、私たちの日常生活
の中にあります。あなたは職場でだれかと一緒に働いています。彼らは神やキリストに全く関心が
ないかもしれません。しかし、あなたは特定の人に負担があります。あなたとあなたの仲間は共に
祈ります。あなたは毎日、自分自身を準備するのです。「主よ、私を照らしてください。私が職場に
いるとき、私から輝いてください。この人の中へと照らしてください」。そうすれば、あなたの同僚の
生活に何かが起こるかもしれません。彼らはあなたと話したくなり、あなたに開くでしょう。あなたは
語ることができるようになります。語り、照らし、敵を縛るのです。
3・水

Ａ．キリストの栄光の福音は、祝福に満ちた神の栄光の福音です：
Ⅰテモテ1:11 これらのことは、祝福に満ちた神の栄光の福音にしたがっているものであり、私は
この福音を託されているのです。
１．「祝福に満ちた神の栄光の福音」という表現は、Ⅰテモテ第1章4節の「神のエコノミー」を指し
ています。
２．使徒パウロがゆだねられた福音は、祝福に満ちた神の栄光の輝きです。
ローマ1:25 …創造主こそ永遠にほめたたえられるべきです。アーメン。
３．神の命と性質をキリストの中で神の選びの民の中へと分与することによって、この福音は神の
栄光を輝かし出します。その栄光の中で、神は彼の民の間でほめたたえられます。
エペソ1:3 ほむべきかな．私たちの主イエス・キリストの神また父．この方はキリストの中で、天
上にある霊のものであるあらゆる祝福をもって、私たちを祝福してくださいました．
3:9 それはまた、万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノ
ミー［経綸］が何であるかを、すべての人を照らして明らかにするためであり。

無神論者を恐れないでください。栄光の神は、無神論者の心の中を照らすことができます。
…輝く神の力を信じましょう。外側の状況を信じないでください。日本の来たるべき年において、
神はこの国において、かつてなかったほどに輝き出されるようになります。…北海道から沖縄ま
で、栄光の神が日本において輝き出されますように！彼の御名がほめたたえられますように。
私たちは、自分の知性や知識に依存しませんし、人々と向かい合って議論しません。私たちは
彼らに証しし、キリストを提示し、そして秘密兵器を用います。それは輝く神です。彼らには理由
がわかりませんが、光があなたと共にあるようになります。ある日、ある事が起こります。ある日、
神が彼らを照らします。こうして、彼らは信じなければならなくなります。
Ｂ．福音は、キリストの栄光の福音です。この栄光は、私たちの心の中で輝き、私たちの心の中を明
るくし、照らします：
Ⅱコリント4:４ …神のかたちであるキリストの栄光の福音の輝き…
１．神が私たちの心の中を照らすことは、イエス・キリストの御顔にある神の栄光の知識を輝かせま
す。すなわち、私たちを照らして、私たちにキリストの福音にある神の栄光を認識させます。
２．Ⅱコリント第4章4節の「神」、「かたち」、「キリスト」、「栄光」、「福音」、「輝き」は、すべて同格で
あり、同じすばらしい方を指しています。神はかたちであり、かたちはキリストであり、キリストは栄
光であり、栄光は福音であり、福音は輝きです。

4・木

３．神の栄光の知識の輝きは、イエス・キリストの御顔にあります。この事が示しているのは、キリストの
栄光の福音が、一人の愛すべき方であり、私たちは神の栄光をこの方の顔に見ることができるとい
うことです。
マタイ17:2 すると、イエスは彼らの前でかたちが変わり、彼の顔は太陽のように輝き、彼の衣
は光のように白くなった。

栄光は、イエス・キリストの御顔にあります。今や、復活のキリストはその霊として、あなたの霊
の中におられます。栄光のキリストは今や、あなたの中に生きておられます。私たちの心が主に
向くとき、私たちの心は霊の中で主に向き、そして私たちのおおいは取り去られます。私たちは、
私たちの霊の中におられるキリストの御顔にある主の栄光を見つめます。私たちはこのことに
よって、キリストの栄光の福音が事物ではないことを知ります。それは愛すべきパースンです。
私たちは栄光の主という愛すべきパースンを提示しています。
４．イエス・キリストの御顔に現された神の栄光は、神の栄光の輝きであるイエス・キリストを通して
表現された栄光の神です。イエス・キリストを知ることは、栄光の神を知ることです。
使徒7:2 ステパノは言った、「みなさん、兄弟たち、父たちよ、お聞きください。私たちの父祖ア
ブラハムがハランに住む前、まだメソポタミヤにいた時に、栄光の神が彼に現れて、
ヘブル12:2 私たちの信仰の創始者、また完成者であるイエスを、ひたすら見つめていなさい．

私たちはみな、さらに主を見つめる必要があります。自分自身を見ることから向きを変えましょ
う。私たちの問題を見ることから向きを変えましょう。私たちの状況を見ることから向きを変えま
しょう。ヘブル人への手紙第12章2節は言います、「イエスを、ひたすら見つめていなさい」。一、
二分間だけでも良いのです。ただ主を見つめましょう。…主に対して多く語ることをやめましょう。
あなたはただ次のように言います、「主よ、私は心をあなたに向けます。あなたを愛します。あな
たは美しくて、愛すべき方です。私は数分間を費やして、あなたを見つめます」。あなたの霊の
中にいる栄光のイエスを見つめることを学んでください。
Ｃ．キリストの栄光の福音の輝きを通して、信者たちは栄光のキリストを卓越した宝として受け入れま
す。今や、三一の神の具体化また表現であるキリストの輝く実際は、私たちの内側の宝です：
Ⅱコリント3:18 しかし、私たちはみな、主の栄光をおおいのない顔をもって、鏡のように見つめ､
そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じかたちへと徐々に造り変えられていきますが、それ
はまさに主なる霊からです。4:7 しかし、私たちはこの宝を土の器の中に持っています．それは、
この卓越した力が神のものであって、私たちからではないことが現れるためです。
5・金

１．神が私たちの心の中を照らすこと（神が分与すること）は、私たちの中へと宝をもたらします。この宝
はすべてを含むキリストであり、この方は三一の神の具体化であって、命を与える霊として、私たちの
命またすべてとなります。
Ⅱコリント4:6 なぜなら、「暗やみから光が照りいでよ」と言われた神は、私たちの心の中を照らして、
イエス・キリストの御顔にある神の栄光の知識を、輝かせてくださったからです。7 しかし、私たちは
この宝を土の器の中に持っています．それは、この卓越した力が神のものであって、私たちからでは
ないことが現れるためです。
コロサイ3:4 私たちの命なるキリストが現される時、あなたがたも、彼と共に栄光のうちに現されます。
11 その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテヤ人、奴隷、自由人は
あり得ません．キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。
２．この宝、内住のキリストは、クリスチャン生活のための供給の神聖な源です。
ピリピ4:13 私は、私を力づけてくださる方の中で、いっさいの事柄を行なうことができるのです。
Ｄ．神が私たちの心の中を照らすのは、私たちが他の人を照らして、こうして彼らがイエス・キリストの御顔に
ある神の栄光の知識を持つため、すなわち、神を表現し明らかに示すキリストの知識を持つためです：
ピリピ2:15 それは、あなたがたが、曲がったよこしまな世代のただ中で、責められるところのない、たく
らみのない、すなわち傷のない神の子供たちとなり、彼らの間で世にあって発光体のように輝き、
１．キリストの栄光の福音は、まず私たちの中へと輝き、次に私たちの内側から輝き出ます。
マタイ5:16 同じように、あなたがたの光を人々の前に輝かせなさい．それは、彼らがあなたがたの良
い行ないを見て、天におられるあなたがたの父に栄光を帰すためである。
２．私たちが福音を宣べ伝えるとき、そこには輝きがあるべきです。私たちは内側からキリストの栄光の
福音を輝かし出す必要があります。
３．私たちの内側の宝としてのキリストは、力の源であって、私たちに活力を与え、私たちに真理を表明
させます。私たちが真理を表明するために生きようとするなら、私たちは恥ずべき隠れた事柄を捨て
去り、悪巧みに歩まず、神の言に混ぜ物をしないようにしなければなりません。
Ⅱコリント4:2 かえって恥ずべき隠れた事柄を捨て去り、悪巧みに歩まず、神の言に混ぜ物をせず、
真理を表明することによって、神の御前で、すべての人の良心に、私たち自身を推薦するのです。
４．私たちはキリストの栄光の福音を告げ知らせるとき、自分自身を宣べ伝えるべきではなく、キリスト・イ
エスを主として宣べ伝えるべきです。彼は福音の内容です。
５．私たちの輝きを通して栄光の福音を受ける人たちの中へと、尊い宝であるキリストは分与されます。
そうすれば、彼らは私たちと同じようにこの極めて尊い宝を持つ土の器となります。
6・土

経験：
① 学生編：「私たちはこの宝を土の器の中に持っています」。私たち人は、土の器です。この宝とは
何でしょうか？この宝は、私たちの心の中を照らすキリストです。キリストが日本の若い学生たち
の心の中を照らすとき、キリストは彼らの中で宝となります。この宝は活力を与えます。彼らは、自
分の価値観を変えるようになります。彼らは、何のために生きているのかを再考慮するようになり
ます。彼らは言うかもしれません、「私は、私の中に最も偉大な宝を持っています。私はこれもあ
れも必要としません」。ですから、主が人の心の中を照らせば照らすほど、神のかたちであるキリ
ストがますます彼らの中へと入るようになります。
パウロは、賢い人であり、おそらく天才であったでしょう。しかし、光が来た時、彼は光と議論する
ことはできませんでした。そして、この光は、彼の価値観を180度変え、イエスを迫害する者からイエ
スを愛し、追求する者に変えました。学生であるあなたは若い時に、思いを開いて心を主に向け、
光が心の中を照らすことを経験してください。自分の価値観を変えようとしても変えられませんが、
光が来てあなたの思いと心を照らすとき、あなたの思いの中の価値観は変えられます。
Ⅱコリント4:6 なぜなら、「暗やみから光が照りいでよ」と言われた神は、私たちの心の中を照らし
て、イエス・キリストの御顔にある神の栄光の知識を、輝かせてくださったからです。7 しかし、私た
ちはこの宝を土の器の中に持っています．それは、この卓越した力が神のものであって、私たち
からではないことが現れるためです。
② 在職青年編：私たちの内側の宝としてのキリストは、力の源であって、私たちに活力を与え、私た
ちに真理を表明させます。私たちが真理を表明するために生きようとするなら、私たちは恥ずべき
隠れた事柄を捨て去り、悪巧みに歩まず、神の言に混ぜ物をしないようにしなければなりません。
ビジネス・ライフにおいて、さまざまな問題、例えば、ⅰ) 上司が細かいことを言う人で神経質に
なってしまう、ⅱ) 上司自身に余裕がなくサポートを得られない、ⅲ) 競合が前進することでプロジェ
クトのおかれた状況が急激に変化する、などの問題があなたに押し寄せます。このような環境を乗
り越えるために、あなたは内側の宝キリストから来る力を経験する必要があります。苦難の中で、主
の御名を呼び、自分自身に頼らず、内側の力の源であるキリストに頼ってください。同時に、あなた
は内側の恥ずべき隠れた事柄、例えば、ⅰ) 自分の能力が足りないことを隠すために周りの人をだ
ます、ⅱ) 人の成功をねたみ、人が失敗することを願う、 ⅲ) 他人の業績を自分の業績のようにア
ピールする、などを対処してください。あなたが内側の恥ずべき事柄を捨てれば捨てるほど、内住
のキリストからの活力を経験し、真理を表明するための生活をすることができます。
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詩歌546 内側の命の各面―造り変え
1 御子とわれらひとつに なるをかみねがう;
つくり変えるみわざは そのれいによる。
(復) われらの思,意,感,を ながみかたちに;
れいもてしみ通り, すべて満たせや。
2 みかみのいのちにより， さいせいされり;
さらにつくり変えよや， たましいのうち。
3 れいよりそとに向かい， たましいにまで，
まったき支はいなるまで あらたにせよや。
4 いのちのたい能により つくり変えたもう;
栄光からえいこうへと 御子のかたちに。
5 聖べつし,つくり変えて, 円じゅくする主は,
たましいをせん有して, からだあがなう。
546 裡面生命的各方面－變化
1 神的心意是要我們
模成祂兒子形像；
因此祂靈變化工作， 必須完成我身上。
（副）求主將我魂的各部， 全都變成你形像；
用你那靈將我浸透， 使我全像你模樣。
2 神已用祂神聖生命， 在我靈中重生我；
但祂還須在我魂中， 作那變化的工作。
3 從我靈中向外開展， 祂就變化我全魂；
更新裡面每一部分， 直到全人都歸順。
4 藉祂那靈生命大能， 照祂形狀變化我；
一部一部，榮上加榮， 模成祂形，新而活。
5 一直變化，全人聖別， 直到像祂，得成熟；
一直變化，魂全佔有， 直到賤體蒙救贖。

Hymn750
1. God's intention is to have us
All conformed to His dear Son;
Thus a work of transformation
By the Spirit must be done.
(chorus)
Lord, transform us to Thine image
In emotion, mind and will;
Saturate us with Thy Spirit,
All our being wholly fill.
2. God hath us regenerated
In our spirit with His life;
But He must transform us further In our soul by His own life.
3. Spreading outward from our spirit
Doth the Lord transform our soul,
By the inward parts renewing,
Till within His full control.
4. By the power of His Spirit
In His pattern He transforms;
From His glory to His glory
To His image He conforms.
5. He transforms, all sanctifying,
Till like Him we are matured;
He transforms, our soul possessing,
Till His stature is secured.
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