#7 一人の新しい人の実際的な出現のために、
私たちの思いの霊の中で新しくされる 2019/12/23-29
Overview:一人の新しい人はキリストが既に十字架上で創
造されましたが、新しい人が出現するために、新しい人の
更新があります(Ⅰ,Ⅱ)。更新されるとは、神の要素が私た
ちの存在の中へと加えられて、私たちの古い要素に置き
換わり、それを除き去ることです(Ⅲ)。更新は内側で思い
の霊の中で新しくされて、外側で古い社会生活を脱ぎ、新
しい召会生活を着ることです(Ⅳ)。更新する霊は先ず私た
ちの再生された霊とミングリングされ、一つのミングリングさ
れた霊となります。次に私たちの思いに広がり、更新する
霊と聖書の啓示によって、私たちの宇宙、人類、神などに
関する哲学、思想、観念、心理(これらは国民性と文化に
したがって、思いの中に建て上げられています)を徹底的
に変え、新しくします(Ⅴ)。思いの更新の目的は、一人の
新しい人の完全な出現と実際的な実行のためです(Ⅵ)。
Ⅰ．コロサイ3:10には、新しい人の創造と新しい人の更新
があります。新しい人の創造は、十字架上で完成されま
したが、新しい人の更新は、なおも進行しています。
コロサイ3:10 新しい人を着たのです．その新しい人は、そ
れを創造された方のかたちにしたがって全き知識へと至
るように、新しくされつつあるのです．
Ⅱ．新しい人はキリストによって創造されました。しかし、
信者たちはこの創造にあずかる必要があります：
エペソ2:15 数々の規定から成っている戒めの律法を、
彼の肉体の中で廃棄されたからです．それは、彼がご自
身の中で、二つのものを一人の新しい人へと創造して、
平和をつくるためであり。
Ａ．新しい人を生み出すために、まず十字架上でのキリス
トの創造する働きが必要でした。そして、これはすでに達
成されました。
Ｂ．この創造にあずかるために、毎日私たちは新しくされる
ことを通して、古い人を脱ぎ捨て、新しい人を着る必要が
あります。エペソ4:24 また、あの実際の義と聖の中で、神
にしたがって創造された、新しい人を着たのです。
月
Ⅲ．新しくされるとは、神の要素が私たちの存在の中へと
加えられて、私たちの古い要素に置き換わり、それを除き
去ることです：Ⅱコリント4:16 こういうわけで、私たちは落胆
しません．それどころか、私たちの外なる人が朽ちていっ
ても、私たちの内なる人は、日ごとに新しくされていきます。
Ａ．新しさは神です。ですから、新しくなるとは、神になる
ことです：１．神は永遠に新しいです。彼は、ご自身の常に
新しい本質を私たちの存在の中へと注入し、私たちの全
存在を新しくします。２．神の霊は、神の属性を私たちの内
側の各部分に注入することによって、私たちを新しくします。
この神の属性は、永遠に新しく、決して古くならず、永存し、
変わることがありません。
Ｂ．更新する霊は、新しい人の神聖な本質を私たちの存
在の中へと分け与え、私たちを新創造にします。
Ｃ．神は私たちの環境を案配し、少しずつ、日ごとに、私た
ちの外なる人を朽ちさせ、私たちの内なる人を新しくします。
Ｄ．私たちは、復活の中にある神聖な命の更新する能力に
よって新しくされます。ピリピ3:10 キリストと彼の復活の力と
彼の苦難の交わりとを知り、彼の死に同形化されて。 火
Ⅳ．私たちにとって重大で重要なものであるエペソ4:23に
よれば、古い人（古い社会生活）を脱ぎ捨てて、新しい人
（新しい召会生活）を着ることのかぎは、私たちの思いの
霊の中で新しくされることにあります：
エペソ4:23 あなたがたの思いの霊の中で新しくされ、
Ａ．再生された霊は、新しくされた霊です。この新しくされ

た霊は増強されて、私たちの魂のあらゆる部分に侵入し、
それらを征服し、占有しなければなりません。テトス3:5
彼は私たちを救ってくださいました．それは、私たちが行
なった義のわざによってではなく、彼のあわれみによっ
てであり、再生の洗いと聖霊の更新を通してです。
Ｂ．命を与える霊としてのキリストは、今や私たちの霊の中
にいます。これら二つの霊は共にミングリングされて、思い
の霊を形成します：ピリピ2:5 キリスト・イエスの中にあった
この思いを、あなたがたの内側でも思いとしなさい。１．私た
ちの思いが新しくされるのは、命を与える霊としてのキリスト
が私たちの再生された人の霊とミングリングされているとい
う認識を通してです。２．命を与える霊が私たちの再生され
た霊の中に住み、私たちの再生された霊とミングリングさ
れて、私たちの思いの中へと広がるとき、このミングリング
された霊は私たちの思いの霊となります。このミングリング
された霊によって、私たちの思いは新しくされます。
水
Ｃ．私たちの思いの霊の中で新しくされるとは、内側のこと
であり、内在的なことです：１．私たちの思いの霊の中で新
しくされると、私たちの論理、哲学、思想、観念、心理を徹
底的に変えます。２．新しくされるとは、実際の霊と聖書の
啓示によって、宇宙、人類、神などに関する私たちの宗
教、論理、哲学において、私たちの思いが変えられること
です。さらには、十字架の朽ちさせる働きを通して、キリ
ストの思いが私たちの思いに置き換わることです。
Ｄ．この時代に神の定められた御旨が成就されるのは、
私たちすべてが進んで思いの霊の中で新しくされること
よってのみ可能になります。
Ⅴ．更新する霊は、私たちの再生された霊とミングリング
されて、一つのミングリングされた霊となって、私たちの思
いの中へと広がります。それは、古い人を脱ぎ捨てて新
しい人を着ることによって、私たちの全存在を新しくして、
新しい人の肢体とするためです：
Ａ．古い人を脱ぎ捨てるとは、私たちの古い自己を否み、
放棄することです。
マタイ16:24 「だれでも私について来たいなら、自分を否
み、自分の十字架を負い、私に従って来なさい」。
Ｂ．新しい人を着るとは、キリストが新しい人を創造した時
に達成したものを適用することです。
Ｃ．十字架は私たちの古い人を脱ぎ捨てるためですが、そ
の霊は新しい人を着るためです：１．古い人を脱ぎ捨てるた
めに、私たちは十字架を自分自身に適用しなければなりま
せん。２．新しい人を着るとは、イエス・キリストの霊の満ちあ
ふれる供給を通して、キリストを生き、キリストを大きく表現
することです。ピリピ1:19-20 あなたがたの祈り求めることと、
イエス・キリストの霊の満ちあふれる供給を通して、このこと
が私にとって救いとなる.…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。 木
Ⅵ．思いが新しくされることは、一人の新しい人の満ち満
ちた出現と実際的な実行のためです：コロサイ3:10-11
新しい人を着たのです．その新しい人は、それを創造
された方のかたちにしたがって全き知識へと至るように、
新しくされつつあるのです．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。(金曜)
Ａ．私たちの思いが新しくされる必要があるのは、私たちの
霊的振る舞いや私たち個人の道徳的行為のためだけで
はなく、一人の新しい人の出現のためです。

Ｂ．私たちが思いの霊の中で新しくされることでの中心
点は、一人の新しい人です。
Ｃ．私たちの一生の中で、私たちの国民的また民族的な
思想が建て上げられてきました。一人の新しい人の出現
のためには、この思想は新しくされなければなりません：
１．私たちの天然の思想と国民的な思想は、私たちの民
族と文化の背景にしたがって教育され、建て上げられまし
た。これは、新しい人の出現にとって最大の妨げです。
２．一人の新しい人が完全に出現するようになるために
は、私たちの国民性と文化にしたがって建て上げられて
きた私たちの思いが徹底的に新しくされることを、私たち
は経験しなければなりません。
Ｄ．一人の新しい人が実際的に実現される唯一の道は、
私たちの思いが新しくされることによります：
ローマ12:2 またこの時代にかたどられてはいけません．
むしろ、思いが新しくされることによって造り変えられなさ
い．それは、何が神のみこころであるか、すなわち何が善
であって、喜ばれ、完全なものであるかを、あなたがたが
わきまえるようになるためです。１．私たちは生活の中で、
実際的に、毎日、私たちの思いの霊の中で新しくされる
必要があります。そうでないと、主が新しい人を持つ道は
ありません。２．一人の新しい人が実現するのは、私たち
が矯正されたり教えられたりすることによるのではなく、神
の霊が私たちの思考に浸透することによります。
３．私たちは祈りで、一人の新しい人の実行の中に入りた
いという願いを持つ必要があります。こういうわけで、私
たちは主に、私たちの思いを新しくし、私たちの内側の存
在を造り変えてくださるよう求める必要があります。
４．毎日、私たちは古い人を脱ぎ捨て、新しい人を着る
必要があります。このために、私たちは一つ霊から飲み、
実際の日常生活のあらゆる面において、私たちの思い
の霊の中で新しくされる必要があります。
５．私たちがその霊から飲むとき、彼は私たちの存在のあら
ゆる部分に浸透します：Ⅰコリント12:13 なぜなら、私たち
はユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、みな一つ霊
の中で、一つからだの中へとバプテスマされ、みな一つ霊
を飲むようにされたからです。ａ．私たちがその霊から飲む
とき、彼が最初に浸透する魂の部分は思いです。
ｂ．その霊から飲むなら、私たちは思いの霊の中で新しくさ
れます。このように新しくされることは、私たちすべてを一人
の新しい人とします。６．私たちの思いが新しくされたとき、
一人の新しい人が実際的に出現します。そしてキリストは
真にすべてとなり、すべての中にいるようになります。 金土
Crucial Point⑴:救われた人は思いを霊に付け、
思いの霊の中で更新されることによって新しい人を着る
OL1:新しい人を生み出すために、まず十字架上での
キリストの創造する働きが必要でした。そして、これは
すでに達成されました。OL2:この創造にあずかるため
に、毎日私たちは新しくされることを通して、古い人を
脱ぎ捨て、新しい人を着る必要があります。
OL3:神は私たちの環境を案配し、少しずつ、日ごとに、私た
ちの外なる人を朽ちさせ、私たちの内なる人を新しくします。
エペソ 4:24 によれば、新しい人はあの実際の義と聖
の中で創造されています。しかし、コロサイ 3:10 によれ
ば、新しい人は新しくされつつあります。どうして新しい人
には、創造されること（いかなる古いものとも何の関係も
ない）と、新しくされること（古いものと関係がある）の両
方があり得るのでしょうか？…キリストの側からは、新し
い人はすでに創造されました。しかし私たちの側、私た
ちの経験からは、新しい人は新しくされつつあります。…

この新しくされることは、実は新しい人を着ることです。
私たちの以前の生活様式、バベルからの遺産、ユダヤ
人の規定さえ、キリストの肉体の中で、十字架上の彼の死
によって廃棄されました。私たちは自分の遺産を尊ぶので
はなく、それを断ち切るべきです。積極的な面で、私たちは、
新しい人がすでに創造されており、再生によって、私たちの
霊の中へと入れられたことを見る必要があります。今の必
要は、私たちの霊が、私たちの存在の支配する部分になる
ことです。これは、神の霊とミングリングされた私たちの霊が、
思いの霊とならなければならないことを意味します。
私たちは習慣において強く、私たちであることにおいて
強いかもしれません。…私たちは［自分の子供を］私たち
の性情、私たちの存在、私たちの習慣にしたがって取り扱
うかもしれません。ですから、神は環境を用いて、私たちを
「獄」の中へと入れられます。そして私たちは思い起こさ
せられて祈り、私たちの祈りの最終的な結果は、私たち
が単に矯正されることではなく、新しくされることです。
ときどき神は、召会に「嵐」を経過させられるでしょう。
この「嵐」が起こることを神が許されるのは、私たちが新
しくされることを、彼が願っておられるからです。悲劇的
な事は、私たちが「嵐」の中で苦しんでいる間、何の更
新もなく同じままであるということです。…私たちは祈ら
なければなりません、「主よ、私は同じままでいたくありま
せん。私は昨年そうであったように、今年も同じままでい
たくありません。私は日ごとに新しくされたいのです」。
適用：新人編
新しく救われた新人の皆さんは、キリストが十字架上
で創造された新しい人の実際があなたの中にあることを
知ってください。この新しい人を、あなたの霊からあなた
の思い、感情、意志に広がらせるために、あなたは今、
思いを霊に付ける必要があります。ローマ8:5 なぜなら、
肉にしたがっている者は、肉の事柄を思い、霊にしたがっ
ている者は、その霊の事柄を思うからです。6 肉に付け
た思いは死ですが、霊に付けた思いは命と平安です。
クラスメイトや先生あるいは同僚や上司に対して怒り
を持ち続けたり、仲間外れをしかけたりすることは思いを
肉に付けることです。人の肉体にはサタンの罪の性質が
住んでいるので、それは肉になってしまいました。あなた
は思いを外側の肉に付けるのではなく、内側の霊に付
けてください。そうすれば、あなたは心に喜び、平和、落
ち着きを得ることができます。思いを肉に付けると内側
は怒り、焦り、争いなどで満たされます。ガラテヤ5:19
さて、肉の働きは明白です．すなわち、淫行、汚れ、好
色、20 偶像礼拝、まじない、敵意、争い、しっと、怒り
の爆発、党派心、分裂、分派、21 ねたみ、泥酔、宴楽、
そのような類の事柄です．それらについて、私は前にも
言っておいたように、今もあらかじめ言っておきます．そ
のような事を行なう者は、神の王国を継ぐことはありませ
ん。22 しかし、その霊の実は、愛、喜び、平和、辛抱強
さ、親切、善良、信実、23 柔和、自制です．
思いを肉に付けると、人があなたに語った何気ない小
さな言葉を、歪曲したり、拡大させたりして、心の中が落
ち込み、その人を憎むようになります。このような歪曲と
拡大はサタンから来ます。サタンは人々を分裂させ、互
いに憎ませて、神のエコノミーからあなたを遠ざけようとし
ています。例えば、あなたが福音友人や最近救われた
ばかりの兄弟姉妹を集会に誘って、彼らから集会に来る
という返事をもらいました。しかし、結局彼らは集会に来
ませんでした。このような時、思いを肉に付けると、サタ
ンはあなたに「あなたは彼らに嫌われている」とか「彼ら

はいい加減な人なので誘う必要はない」などと語ってき
ます。このような時、次のように祈ってください、「おお主
イエスよ、肉に付けられた思いは死ですが、霊に付けら
れた思いは命と平安です。私は新しい人を着るために、
思いを肉に付けてサタンと会話するのではなく、思いを
霊に付けて、主と会話する必要があります。日常生活の
小さな事で、思いを肉に付けることから霊に付けることに
転換することを学ばせてください。思いを霊に付けると私
の思いは更新されます。ハレルヤ！主に感謝します」。
Crucial Point⑵:人の宗教、論理、哲学などは実はサタ
ンの否定的な思想の注入から構成されている。思いが
更新されるために救いのヘルメットをかぶる
OL1:命を与える霊が私たちの再生された霊の中に住
み、私たちの再生された霊とミングリングされて、私た
ちの思いの中へと広がるとき、このミングリングされた霊
は私たちの思いの霊となります。このミングリングされた
霊によって、私たちの思いは新しくされます。
OL2:新しくされるとは、実際の霊と聖書の啓示によって、
宇宙、人類、神などに関する私たちの宗教、論理、哲
学において、私たちの思いが変えられることです。さら
には、十字架の朽ちさせる働きを通して、キリストの思
いが私たちの思いに置き換わることです。
新しくする道は、祈ることと聖書を読むことにあります。
なぜなら、私たちの思いの中で新しくされるとは、聖書
の教えと聖霊の照らしによって、人生の事柄に関する
すべての古い観念を取り除き、再び新しくされることで
あるからです。あなたが聖書を読み、それに親しむなら、
聖霊はあなたを照らし、導かれます。あなたがこのよう
に日ごとに祈り、御言葉を読んでいる間に、聖霊が来
てあなたを照らされるとき、あなたの中の思いは、古い
ものから新しいものに変えられます。
今日私たちの問題は、大部分が私たちの思いによりま
す。ニー兄弟は、ある人がポケットから財布を盗まれるのを
恐れるので、ポケットに財布があるのを常に感じている、こ
れは彼らが思考において他の人から盗まれたことを示す
と言いました。これは思いが混乱することです。ある時、人
が思いの中で間違ったものを持つと、奇抜な想像をし始め
ます。妻は奇抜な想像にふけると、泣き始めます。これらは
みな思いと関係があります。神ご自身が私たちの命となら
れ、私たちの性情を変化させ、また思いを新しくしておられ
ます。こうして、私たちは正しい観念を持ち、正しい方法で
キリストを追い求めることができます。…私たちの性情は聖
別され、私たちが神の聖なる性質にあずかるようになる必
要があります。また私たちの思いは新しくされ、私たちが霊
的な命において造り変えられるようになる必要があります。
私たちが障壁やおおいを見通す認識に欠けているの
は、私たちの思いの霊の中で日ごとに新しくされる実行を
していないからです。私たちの思いの霊の中で新しくされ
ると常に、私たちの論理、哲学、思想、観念、心理を徹
底的に変えます。その結果、あらゆる物事に対する私た
ちの認識は異なり、私たちが会う人をさらに深く理解する
ようになります。彼らが質問する方法によってでさえ、私た
ちは人々の状態を知ることができます。天然の人はとても
浅薄な人ですが、私たちが霊的であるなら、深くなるで
しょう。私たちが深いなら、たとえ他の人が私たちのことを
知ることができなくても、私たちは彼らを知るでしょう。
Ⅱコリント 4:16 は言います、「こういうわけで、私たちは
落胆しません。それどころか、私たちの外なる人が朽ち
ていっても［消耗させられても］、私たちの内なる人は、
日ごとに新しくされていきます」。…毎日、私たちは多くの

方向から悩まされます。この困難は私たちの配偶者、子
供たち、あるいは同労者からであることがあり得ます。こ
の困難は私たちの外なる人、天然の人を朽ちさせ、私た
ちの内なる人が、復活の命の供給をもって新しくされるこ
とができるためです。
適用：青年在職・大学院生編
エペソ 6:17 また救いのかぶとを受け取りなさい．さらにそ
の霊の剣、すなわちその霊である神の言葉を、18 すべて
の祈りと願い求めによって受け取りなさい．
FN「救いのかぶとを受け取りなさい」：救いのかぶとを受け
取るとは、邪悪な者によって投げ込まれた否定的な思想
に対して、私たちの思い、知性を覆うためです。…サタン
は私たちの思いの中に、脅迫、思い煩い、心配、人を弱く
させるその他の思想を注入します。神の救いはこれらす
べてに対抗して私たちが取る覆いです。このような救いは、
私たちが日常生活の中で経験する救いであるキリストです。
あなたが会社や研究室で、同僚や上司あるいは自分
自身について否定的な事を思うようになるのは、サタン
があなたの思いに否定的な思想を注入した結果です。
一旦サタンの否定的な思想が思いの中に注入されると、
それを取り除くのは大変困難です。
例えばあなたが会社で失敗をしたので落ち込んで、「自
分はダメな上司である」あるいは「自分はダメな社員であ
る」と考えてしまいました。このような思想は実はあなた自
身ではなく、サタンから来ています。このような時あなたは、
自分の失敗について、「主よ、私の失敗を赦してください」
と祈れば直ちに命の交わりの中に戻ることができ、また積
極的にリスタートすることができます。このようなことは、愚
かな楽天家の考え方であると考えてはいけません。そうで
はなく、それは信仰によって前進する道です。あなたは消
極面で、あなたの中にある人々に関する、あるいはあなた
自身に関するサタンからの否定的な思想を徹底的に排
除し、積極面で御言葉を用いて主とよく交わり、救いのヘ
ルメットをかぶり、思いが守られる必要があります。
祈り：「おお主イエスよ、私の思いの中には神の御言葉と通
じ合わない間違った否定的な思想があります。これらの思
想は実は私からではなく、サタンからであり、私の思いの中
に染み込んだものです。サタンの言葉や思想を拒否し、主
の純粋な御言葉を受け入れ、御言葉に従ってあなたと交
わります。このようにすることで救いのヘルメットをかぶること
ができ、思いが更新され、新しい人を着ることができます」。
Crucial Point⑶:文化的背景が新しい人の出現の最大の
妨げである。新しい人の出現のために文化的な思想に
満ちた思いは、思いの霊の中で新しくされる必要がある
OL1:私たちの天然の思想と国民的な思想は、私たちの
民族と文化の背景にしたがって教育され、建て上げられ
ました。これは、新しい人の出現にとって最大の妨げです。
OL2:私たちは生活の中で、実際的に、毎日、私たちの思
いの霊の中で新しくされる必要があります。そうでないと、
主が新しい人を持つ道はありません。OL3:私たちは祈りで、
一人の新しい人の実行の中に入りたいという願いを持つ
必要があります。こういうわけで、私たちは主に、私たちの
思いを新しくし、私たちの内側の存在を造り変えてくださる
よう求める必要があります。OL4:私たちがその霊から飲
むとき、彼が最初に浸透する魂の部分は思いです。
私たちが思いの霊の中で新しくされることでの中心点は、
一人の新しい人のためです。［コロサイ 3:10～11 によれ
ば］、新しい人の中には、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、自由人には何の立場
もありません。新しくされることはただ、私たちの振る舞い

のためではありません。新しくされることはさらに、私たちの
人種の規定を取り除き、天然の人を取り除くことです。新
しい人には天然の人がないだけでなく、どのような天然の
人のための可能性も、余地もありません。新しい人にはキ
リストのための余地があるだけです。新しい人は中国人、
日本人、フランス人、イギリス人、ドイツ人、アメリカ人では
ありません。新しい人はキリストです。新しい人の中でキリ
ストはすべてであり、すべての中におられるのです。
神は一人の団体の人を創造されました。神はその人
が彼の心の願いを成就することを必要とされましたが、
人は堕落し、分裂し散らされました。分裂し散らされるこ
とによって、人は神の御手の中で役に立たなくなりました。
今日の状況を見てください。全世界は分裂し散らされた
世界です。…世界の実際の状況は、この地の諸国民が
連合しているのではなく、分裂しているというものです。
社会のあらゆる階層で分裂があります。
召会の建造は新しい人の出現にかかっています。も
し新しい人が出現するようになれば、疑いもなく、建造さ
れた召会がここにあるのです。現在の分裂状態にかか
わらず、主は新しい人を得ようとしておられます。主がこ
の現在の時代に行なっておられるあらゆることは、一人
の新しい人の実際的な出現をもたらすことです。私たち
の天然的で宗教的な観念を下ろすために、私たちの思
いは、ミングリングされた霊によって浸透され、飽和され、
所有され、占領される必要があります。
適用：青少年・大学生編
あなたが子供の時、あなたは文化の中で育てられな
ければなりません。そうでないと、あなたは文化のない野
蛮人になってしまいます。文化はあなたが幼い時、羊の
囲いのようにあなたを守るために用いられます。しかし、
主が来られた時、あなたの羊飼いとして来られました。羊
飼いはあなたを羊の囲いから導き出して、牧草に導き入
れます。同様に、あなたはまだ十分に大人とは言えない
かもしれませんが、徐々に文化から出て、キリストの中に
入ることを学んでください。実は、あなたが文化の中にい
る時、あなたはキリストの外にいるのです。文化の中に留
まることが新しい人の出現を妨げる最大の原因です。文
化は表面上良い物ですので、容易にキリストと置き換わり、
しかもキリストがなくなっていることに気が付かないのです。
例えば、日本の文化の中に「人に迷惑をかけないように」
という事柄があります。この文化的な思想は決して間違っ
ているわけではなく、良いものです。海外からの観光客は
日本の街にゴミがほとんどないクリーンさに感動しています。
これらは「人に迷惑をかけてはいけない」ことと関連があり
ます。しかし福音の宣べ伝えや信者を成就する働きにつ
いて言うと、日本人のこの文化的な考えは大きな妨げと
なっています。福音を信じなければ人は火の池の中で滅
びます。しかし福音を信じれば火の池の裁きから逃れるだ
けでなく、神の永遠の命を得て、一人の新しい人の一部
分となることができます。この対比はあまりにも大きいので、
福音を伝える時は日本人の「人に迷惑をかけてはいけな
い」文化を忘れて、必死になって祈り、伝える必要がある
のです。日本人は文化的に「人に迷惑をかけてはいけな
い」ことが優先順位No.1になってしまい、全体像を見失い、
福音の重要性を見失ってしまっています。その結果、福
音の重要性よりも文化的思想を重んじてしまい、福音を
大胆に伝えることができないのです。これが日本で福音を
伝えにくい大きな原因となっています。
ローマ12:2 またこの時代にかたどられてはいけません．む
しろ、思いが新しくされることによって造り変えられなさい．

祈り：「おお主イエスよ、日々私の思いを更新し、日本
の文化的思想にある『人に迷惑をかけない』によってキ
リストを置き換えてしまうことから私を救ってください。特
に福音を伝えることや、新人を成就することで、文化に
従って生きていると福音の重要性を見失ってしまいま
す。私は文化人になるのではなく、クリスチャン、キリス
ト人、キリストの証し人になりたいです。そして大胆に福
音を伝えることができますように。アーメン！」
人生の奥義（２）：
人の悲惨な状況⑥:『病』
A.私たちの生まれながらの体は、価値のないちりで造ら
れ（創 2:7）、罪、弱さ、病気、死によって駄目にされま
した（ピリピ 3:21 FN2）。
B.「あらゆる病やあらゆる患い」は、霊的病を表徴しま
す（マタイ 9:35 FN2）。
C.病は罪の結果であり、罪によって起こる神の御前での
不正常な状態のしるしです（マルコ 1:31 FN1）。
D.罪（複数）は病の原因です。ここの奴隷・救い主の言
葉は、病の原因に触れました。それは、いやす効果が
現れるためでした。罪が赦されると、その病はいやされ
ました（マルコ 2:5 FN3）。
E.これは、堕落したすべての人は罪という死の病の中
で生まれ、罪の中で死んでいることを象徴します。その
罪という死の病が、救い主の贖いの死によって取り扱
われる時、その人は死から命の中へ起き上がります
（マルコ 5:25 FN1）。
F.私たちの体は主のために造られました。私たちの内
なる主も、私たちの体のためです。彼はそれを物質の
食物で養い、それに彼の復活の命を与えられます。こ
の命は、体の死の要素を、体の弱さや病と共に飲み尽
くします（Ⅰコリント 6:13 FN3）。
G.真理は、病んで荒廃した状態に対する治療と救済で
もありました（Ⅱテモテ3:8 FN2）。
H.神の新約エコノミーの内容は…信者たちに命の供給を
分け与え、霊的な病をいやします（テトス2:1 FN1）。
神から与えられる恵み、祝福⑥:『永遠』
A.「世と世の情欲は過ぎ去っていきます．しかし、神のみこ
ころを行なう者は永存するのです」（Ⅰヨハネ 2:17）。
B.「なぜなら、『すべての肉は草のようで、その栄光はす
べて草の花のようだ。草はしおれ、花は散る．しかし、主
の言葉は永遠に存続する』。これが、あなたがたに福音
として宣べ伝えられた言葉です」（Ⅰペテロ 1:24-25）。
C.「…私たち…生ける望みを持たせ、朽ちず、汚れず、
しぼまない、あなたがたのために天に蓄えられている嗣
業を得させてくださいました」―すなわち、尽きることの
ない神聖なすべての祝福を伴った永遠の命…本質に
おいて「朽ちず」、不滅の、腐朽しない。純粋さにおい
て「汚れず」、潔白な。美しさと栄光において「しぼまな
い」、枯れ衰えない。これらは命における私たちの永遠
の嗣業の卓越した性質です。これらの性質は、神聖な
三一と関係があります。すなわち、「朽ちず」は金のよう
な御父の性質、「汚れず」はその霊の聖別する働きに
よって守られた状態、「しぼまない」は御子の栄光の表
現と関係があります。私たちの永遠の嗣業のこのすべ
ての項目は、神聖な命と関係があります。この神聖な
命を、私たちは再生を通して受け、クリスチャンの全生
涯を通して経験し、享受しています（Ⅰペテロ 1:3-4 3
節 FN6、4 節 FN2 と 3）。
D.「エホバは私の嗣業の分け前…この嗣業は私にとっ
て美しい」（詩篇 16:5-6）。

