#23 すべてに十分な方のビジョン―神の民についての
神聖な見方(民数記の結晶の学び）2019/１0/28-１1/3
Ⅰ．私たちは、ある事柄の正しい見方を持つことの価値
を決して軽く見るべきではありません。見方は私たちを変
えます。それは私たちの全存在に影響を与えます。
使徒26:19 こういうわけで、アグリッパ王よ、私は天のビ
ジョンに背かず、
Ⅱ．聖書の中で、「ビジョン」は並外れた光景を意味し
ます。それは特別な種類の見ること、すなわち栄光に
満ちた、内側で見ることを指しています。また、私たち
が神から見る霊的な光景を指しています：
Ａ．私たちはビジョンを持つために、啓示、光、視力を
必要とします。エペソ1:17 どうか、私たちの主イエス・
キリストの神、栄光の御父が、知恵と啓示の霊をあな
たがたに与えて、あなたがたに彼を十分に認識させ、
18 あなたがたの心の目が照らされ、神の召しの望み
がどんなものであるかを、あなたがたが知るように．
Ｂ．天のビジョンは、私たちを支配し、私たちを制限し、私
たちを制御し、私たちを方向づけ、私たちを保護し、私た
ちを変革させ、私たちを真の一の中に保ち、私たちに大胆
さを与えて前進させます。箴29:18 ビジョンがない所では、
民は勝手に振る舞う．しかし、律法を守る者は幸いである。
Ｃ．私たちは天のビジョンの下で、神の目的地へと方向
づけられ、私たちの生活は神のエコノミーにしたがって
制御されます。
Ⅲ．私たちは、ビジョンの中へともたらされた異邦人の預
言者バラムのように、すべてに十分な方のビジョンを見
て、神の民についての神聖な見方を持つ必要がありま
す：民23:9 一人離れて住み、諸国民の間に自分を数え
ない民がある。21 彼はヤコブの中に罪科を見いださず、
イスラエルの中に災いを見られなかった．エホバ・彼らの
神は彼らと共におり、王への叫びが彼らの間にある。
Ａ．預言者バラムは神の言葉を聞き、すべてに十分な
方のビジョンを見ました。
Ｂ．「私は岩の頂から彼を見て、丘から彼を見つめる。一
人離れて住み、諸国民の間に自分を数えない民がある」
（民23:9）：１．この言葉は、イスラエルの子たちが聖なる
民、諸国民から分離されている聖別された民であったこ
とを示します。２．召会にも同じ事が言えます。Ⅰペテロ
2:9 しかし、あなたがたは選ばれた種族、王なる祭司の
体系、聖なる国民、所有として獲得された民です…
Ｃ．「だれがヤコブのちりを数え、イスラエルの四分の一
を数え得ようか？私は正しい者が死ぬように死に、私
の終わりが彼らのようであるように！」（民23:10）：
１．10節前半のバラムの言葉は、満ちあふれる拡増の
祝福でした。２．10節後半のバラムの言葉は、大いな
る祝福と評価の言葉でした。
Ｄ．「彼はヤコブの中に罪科を見いださず、イスラエル
の中に災いを見られなかった．エホバ・彼らの神は彼ら
と共におり、王への叫びが彼らの間にある」（民
23:21）：１．この言葉は、人の見方にしたがってではな
く、神聖な見方にしたがって語られました。２．神の目
に、イスラエルに過ちはありませんａ．神の民は彼ら自
身の中では、多くの欠陥があります。ｂ．神の民は神の
贖いの中では、またキリストの中では、何の欠陥もあり
ません。３．神は彼の民を見るとき、彼らが彼ら自身の
中で何であるかにしたがって見るのではなく、彼らがキ
リストの中で何であるかにしたがって見ます。
月
Ｅ．「何と麗しいことか、ヤコブよ、あなたの天幕は！イ
スラエルよ、あなたの幕屋は！」（民24:5）：１．バラム

の第一の詩文は、イスラエルが聖であることを啓示し、
第二の詩文は、イスラエルが完全であることを啓示し、
第三の詩文は、「麗しい」という言葉で示されているように、
イスラエルが美しいことを啓示しています。
２．これは千年期におけるイスラエルの実際の状態です：
ａ．神は、アブラハムの子孫がすべての国民に対して祝
福となることを約束しました。ｂ．最後に、ユダヤ人は完全
に神によって祝福され、全人類に対して祝福となります。
３．バラムの詩文はまた、立場において召会が聖であり、
神の目に召会が完全であり、外観において召会が美しく、
麗しいことを示しています：エペソ5:27 …しみやしわや、
そのようなものが何もなく、聖くて傷のない栄光の召会
を、彼がご自身にささげるためです。
ａ．召会はキリストに満ちているとき、聖別されており、
完全で、美しいのです。ｂ．キリストは、新しい人である召
会の内容、構成要素、あらゆる部分です。
Ｆ．「それらは広がる谷間のよう、川辺の園のよう、エホバ
が植えられたアロエのよう、水辺の香柏のようだ。水は彼
の桶から流れ、彼の種は多くの水の中にあり」（民24:6-7
前半）：１．6節の谷間と園に関する言葉、また7節の桶か
ら流れる水に関する言葉が比喩的に啓示しているのは、
召会に谷間があること、召会が園のようであること、召会
の中に満ちあふれる水があることです。Ⅰコリント12:13
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。3:9 …あなたが
たは神の耕された地であり、神の建物であるからです。
２．これらは召会に関するいくつかの豊富です。
Ｇ．ヤコブの王がアガグより高くなり、ヤコブの王国が高く上
げられることについての民数記24:7後半のバラムの言葉
は予言であり、最終的にキリストの中で成就されます。 火
Ｈ．「あなたを祝福する者はすべて祝福され、あなたをのろ
う者はすべてのろわれる」（民24:9後半）：１．バラムは神の
民をのろったのではなく、神に代わって語り、完全に彼らを
祝福しました。２．人を祝福することは、その人のことを良く
言うこと、彼について積極的に語ることです。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．私たちは
主の民のゆえに主を賛美し、信仰の中で彼らのことを良く
言えば言うほど、ますます自分を神の祝福の下に置きま
す：ａ．召会に関して積極的に語る人は、祝福を受けます。
ｂ．消極的に語る人は、自分をのろいの下に置きます。 水
Ⅳ．私たちは召会に関するビジョンを持って、召会が
「キリスト的」であり、「復活的」であり、天的であることを
見る必要があります。これらの形容詞は、聖書におい
て伝達された事実を描写しています：
Ａ．召会は、キリストの中にある事柄、復活の中にある
事柄、天上の昇天の中にある事柄です：１．キリストが
彼のすべてを含む死を通して旧創造全体を終結させ
た後、召会は彼の復活の中で生み出されました。召会
は絶対的に復活の中に、すなわち、キリストの復活の
中で、また復活したキリストによって創造された新創造
の中にあります。２．召会はキリストと共に復活させられ
たので、召会は今やキリストと共に昇天の中に、天上に
あります。３．召会はキリストに属しており、召会は復活
に属しており、召会は天に属しています。
Ｂ．このようなビジョンは私たちを極みまで支配して、キ
リスト的（キリストに属するもの）でないもの、復活的（復
活に属するもの）でないもの、天的（天に属するもの）で
ないものをすべて排除します。

Ⅴ．私たちは、神の民をどのように見るかを学ぶ必要が
あります。この事は厳粛な事柄です：
Ａ．ヨセフの二つの夢は、いずれも神からのものであり、地
上における神の民の性質、地位、機能、目標に関する神
の神聖な見方を彼に明らかにしました：創37:6-7（木曜）
私が見たこの夢を聞いてください．私たちが畑で束を束
ねていると、突然私の束が立ち上がり、しかも真っすぐ
に立ちました．すると、あなたがたの束が周りに集まっ
て来て、私の束にひれ伏しました。創37:9 ヨセフはまた
夢を見て…言った、「…太陽と月と十一の星があって、私
にひれ伏していたのです」。１．ヨセフは彼の第一の夢に
おいて、畑の束を見ました。もし私たちがこの天的な夢を
見るなら、そのとき、神の見方において、神のすべての民
が命に満ちた束であって、食物を生み出し、穀物のささ
げ物となって、神と人とを満足させることを見ます。
２．ヨセフは彼の第二の夢において、太陽、月、十一の
星が彼にひれ伏したことを見ました。神の永遠の見方に
おいて、彼の民は光に満ちた天の光体です。啓12:1 ま
た、大いなるしるしが天に見えた．一人の女が太陽を着
て、月を足の下にし、十二の星の冠を頭にかぶっていた。
エペソ5:8 なぜなら、あなたがたはかつては暗やみでし
たが、今は主の中で光であるからです．光の子供たちと
して歩きなさい。３．もし私たちが、主の聖徒たちが命と
光に満ちていることのゆえに主を賛美するなら、命にあ
ずかる最初の者となります。創12:3（木曜） あなたを祝
福する者を私は祝福し、あなたをのろう者を私はのろう．
あなたの中で、地のすべての家族は祝福される。木金
Ｂ．民数記33章は、イスラエル人が奴隷の地から安息の
地まで行った行程の四十二の宿営地についての記録で
す。その記録には、民の失敗に関するものは何も述べら
れていません：１．もし私たちがただ民数記33章の記録
を持つだけであるなら、イスラエルの子たちは彼らの行程
において完全に進取的で、積極的で、成功していて、一
つの宿営地から他の宿営地に前進して、彼らの目標、す
なわち安息の地に到達するに至ったと思うでしょう：
ａ．私たちは民数記1章から32章を読んだ後、イスラエル
の子たちには何も良いものがなかったという意見を持つ
でしょう。ｂ．民数記33章は、神の目に、イスラエルの子
たちに関する記録が積極的であることを見せています。
ｃ．この事は、神が彼の見方において、常に彼の民を積
極的に考えておられることを示します。
２．私たちは召会を天的な方法で見て、すべての地方召
会が来たるべき新エルサレムの一部分であることを認識
する必要があります。啓1:20 あなたが私の右の手に見た
七つの星と、七つの金の燭台の奥義はこうである．七つ
の星は七つの召会の使者たちであり、七つの燭台は七つ
の召会である。21:2 私はまた聖なる都、新しいエルサレ
ムが、夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天
から出て神から下って来るのを見た。
３．もし私たちが神の民についての神の見方を持つなら、
神が彼らを見ているように、私たちも彼らを見るようになり
ます。すなわち、神は、彼らが選ばれ、贖われ、堕落の
奴隷状態から救われて、キリストを享受し、三一の神を
もって建造され、軍隊へと編成されて神のために戦い、
神によって用意が整えられ、良き地としてのすべてを含
むキリストを所有するようになると見ておられるのです。土
Crucial Point⑴:信者の二重の身分：肉の中にある堕落し
た身分とキリストの中にある麗しい身分。堕落した身分か
ら来る失望は信者を助けてキリストの中にもたらすためだ
けにあるので、決して失望の中に留まり続けてはいけない

OL1:「彼はヤコブの中に罪科を見いださず、イスラエルの
中に災いを見られなかった．エホバ・彼らの神は彼らと共
におり、王への叫びが彼らの間にある」（民 23:21）。
OL2:神は彼の民を見るとき、彼らが彼ら自身の中で何で
あるかにしたがって見るのではなく、彼らがキリストの中で
何であるかにしたがって見ます。
OL3:「何と麗しいことか、ヤコブよ、あなたの天幕は！ イ
スラエルよ、あなたの幕屋は！」（民 24:5）。
OL4:バラムの詩文はまた、立場において召会が聖であり、
神の目に召会が完全であり、外観において召会が美しく、
麗しいことを示しています
［バラムの第二の］詩文で最も際立った行の一つは
民数記 23:21 にあります。「彼はヤコブの中に罪科を
見いださず、イスラエルの中に災いを見られなかった」。
イスラエルが完全でないなら、また神がご自身の民の
すべての罪科を見られるなら、どうしてバラムはそのよ
うな言葉を語ることができたでしょうか？ その答えは、
この言葉が人の見方にしたがってではなく、神聖な見
方にしたがって語られたということです。神の見方は私
たちの見方と異なっています。私たちはこれを認識す
るなら、聖徒たちの欠陥について語るときはいつも、注
意深くなるでしょう。私たちの見方によれば、ある聖徒
には多くの欠陥があるかもしれませんが、神の見方に
よれば、この聖徒は完全です。
私たちは 21 節の言葉を、イスラエルの子たちに多く
の罪科があったという明白な事実と、どのように調和す
ることができるでしょうか？ この明白な矛盾は、神の
贖われた民に二重の身分があるという事実によって調
和されます。それは彼ら自身の中の身分と、神の贖い
の中の身分です。これは今日、信者としての私たちの
状態です。私たちは自分自身の中では多くの欠陥があ
りますが、神の贖いの中では、またキリストの中では、何
の欠陥もありません。神は私たちを見るとき、私たちが
自分自身の中で何であるかにしたがって見るのではな
く、私たちがキリストの中で何であるかにしたがって見ま
す。神は、彼の贖われた民が彼ら自身の中で何である
のかを見られません。私たちは、神は私たちが自分自
身の中で何であるかを忘れてしまわれたとさえ言える
のです。私たちがこれを言う根拠は、神が私たちを赦さ
れたこと、そして神が赦すとき、忘れられるということで
す。神は私たちをみなキリストの中へと置かれました。
神は私たちをキリストの中に置かれたので、私たちを見
るとき、キリストの中の私たちを見られます。私たちに対
する神の見方は、キリストの中で私たちには何の罪科も
ないということです。
原則は、召会生活についての神の見方も同じです。
私たちの見方によれば、召会生活はとても貧しいかも
しれません。しかし神の見方によれば、召会生活は栄
光です。神は召会の中に罪科を見られないのです。…
自分自身の中で召会生活は栄光ではありませんが、
キリストの中で召会生活は真に栄光です。
青少年・大学生編
学生の皆さんは、救われた人としてあなたには二重
の身分があることを理解してください。それはあなた自
身の肉の中の堕落した身分と、キリストの中にある贖わ
れた人の身分です。あなたは自分自身と兄弟姉妹に
ついて、キリストの中の身分を見ることを訓練してくださ
い。そうすればあなたは自分自身と兄弟姉妹について
別の見方を持ち、消極的に語らず積極的に語ることが
できるようになります。

あなたの肉の中の身分は、一時的でありそのうち消
え去ります。しかしキリストの中の身分は、ますます大き
くなり、新エルサレムにおいて究極的に完成されます。
新エルサレムには、消極的なものは一切ありません。
あなたは自分に失望する時、自分自身の失望の中
に留まってはいけません。失望はあなたを助けて、キリ
ストの中にもたらすべきです。例えば、「成績が上がら
ない」、「容姿が麗しくない」、「人気者でない」、「異性
にモテない」、「家がお金持ちでない」などです。あなた
は決してこれらの失望の中に留まり続けないことを訓
練してください。あなたは自分の罪、欠点、弱さを告白し
た後、積極的な神聖な命の交わり（主との交わりと兄弟
姉妹との交わりを含む）の中に大胆に入ってください。
贖いと贖いの適用である罪の告白は目的ではありませ
ん。神聖な命の交わりの中で、キリストの中のあなたと
兄弟姉妹は、「罪がなく、麗しい」ことをあなたは見るで
しょう。
祈り：「おお主イエスよ、私は贖われ、キリストの中にい
る人です。失望の中から出てきて、キリストの中の私の
身分を見ることを訓練します。自分の罪、欠点、弱さを
見つめるのではなく、それを直ちに告白し、主との、ま
た兄弟姉妹との神聖な命の交わりに大胆に入ります。
自分と兄弟姉妹について積極的に見て、積極的に語
ります。アーメン！」
Crucial Point⑵:召会を祝福する者は祝福され、
召会をのろう者はのろわれる
OL1:「あなたを祝福する者はすべて祝福され、あなたをの
ろう者はすべてのろわれる」（民 24:9 後半）。
OL2:私たちは主の民のゆえに主を賛美し、信仰の中で彼
らのことを良く言えば言うほど、ますます自分を神の祝福の
下に置きます。
OL3:召会に関して積極的に語る人は、祝福を受けます。
消極的に語る人は、自分をのろいの下に置きます。
あなたは召会生活のゆえに主を賛美し、それについて
良く言うなら、自分自身を神の祝福の下に置きます。私は
召会生活の中にいたすべての年月で、召会について消極
的に語り、神の祝福の下にあった人を一人も見たことがあ
りません。召会は貧しく、低く、死んでいると言った者はみ
な、自分をのろいの下に置きました。召会について積極的
に語り、召会は愛すべきであり、それは神の家であると宣
言する人たちは祝福を受けます。これは単なる教理では
ありません。それは、多くの聖徒たちの経験によって立証さ
れ得る証しです。
ときどき私が召会のことで失望し、それについて積極的
に考えないとき、主は内側で注意するようにと警告されま
す。直ちに私は、主が私を清めてくださるようにと求め、召
会がいかにすばらしいかを宣言し始めます。たとえ召会が
私に災いをひき起こしたとしても、私はやはり召会を愛しま
す。私は積極的な方法でこれを語れば語るほど、ますま
す神の祝福の下にあります。
召会についてのだれの言葉が正しいでしょうか？ あ
なたの言葉でしょうか、それとも主の言葉でしょうか？
永遠において、主の言葉が正しいことが証明されるで
しょう。なぜなら、永遠では、召会はすばらしく、栄光であ
り、超越しているからです。召会に関する敵の訴えはす
べて偽りです。召会は貧しく、死んでいると言うことは、悪
魔的な虚偽を言うことです。…召会は高く上げられ、とて
も生き生きしています。
主が見られるよりも深く見てはなりません。…あなた
は神よりも賢く、洞察力があるのでしょうか？ 聖書は、

主はイスラエルのうちに邪悪を見ないと宣言していま
す。しかしあなたは、召会の中に邪悪を見ると主張しま
す。あなたはどちらを信じることを選ぶでしょうか、主の
見方でしょうか、それともあなたの見方でしょうか？ 私
たちが召会についての主の評価に立つなら、祝福から
のろいの中へと落ち込むことから守られるでしょう。
青年在職・大学院生編
会社の上司はいつもあなたに高い目標を設定し、あ
なたに走り続けることを要求します。あなたはその到達
するのが困難な目標を見て、失望し、疲れるかもしれ
ません。この時にあなたは自分が救われた人であり、
神の命を持っており、この命のゆえにキリストのからだの
一部分であることを思い出して励まされる必要がありま
す。神は召会を天上にある霊のあらゆる祝福を持って
既に祝福しています。あなたは信仰によって、あなたに
与えられた祝福を享受すればいいのです。
あなたは決して「自分の能力がないのでできない」、
「こんな目標に自分が到達することは不可能である」、
「自分がやろうとすると他の人たちの邪魔が入るのでで
きない」などと消極的に語ってはいけません。消極的に
語る前に消極的な考えがやってきます。あなたはこの
消極的な考えを主に告白し、取り除くことを学んでくだ
さい。そうすれば消極的に語ることから救われます。そ
して内側が信仰による積極的な考えで満たされて、
「私はベストを尽くせばこの目標に到達できる」と宣言し
て下さい。
会社の上司が設定する目標は到達することが困難では
あっても、不可能ではありません。したがって、ここで言って
いることは、奇跡的な祝福を求めるように勧めているので
はありません。例えば英語ができないのに英語を使った業
務をすることは不可能です。積極的に語ることを学ぶこと
において、奇跡的に求めることから救われるべきです。
祈り：「おお主イエスよ、消極的な考えが来る時、速や
かに主に告白し、取り除くことを訓練します。私たち召
会は既に天上にある霊のあらゆる祝福をもって祝福さ
れています。私は豊かな祝福を享受できるので、積極
的に語り、主と共に前進します。また祝福を求める時、
奇跡的に祝福を求めることから救ってください。」
Crucial Point⑶:神聖な望遠鏡を通して召会を見ると、召会
が命の束、太陽、月、星であることが見える。召会が命と
光に満ちていることを賛美する者は、命と光に満たされる
OL1:ヨセフは彼の第一の夢において、畑の束を見ました。
もし私たちがこの天的な夢を見るなら、そのとき、神の見
方において、神のすべての民が命に満ちた束であって、
食物を生み出し、穀物のささげ物となって、神と人とを満
足させることを見ます。
OL2:ヨセフは彼の第二の夢において、太陽、月、十一の
星が彼にひれ伏したことを見ました。神の永遠の見方に
おいて、彼の民は光に満ちた天の光体です。
OL3:もし私たちが、主の聖徒たちが命と光に満ちている
ことのゆえに主を賛美するなら、命にあずかる最初の者
となります。
神の民は、太陽、月、星として天の地位にあります
が、地上で束として生きています。なぜなら、束は畑で
生長するからです。今日私たちは地上で生きている天
的な民です。
私たちは神の民です。私はこれによって励まされ、強め
られ、啓発されてきました。私はあなたがたすべてに完全
な信仰を持っており、新エルサレムであなたがたすべてに
会うことを期待しています。私は地からの見方ではなく、永

遠の見方を持ちたいのです。私は自分の限られた視野に
したがって物事を見たくありません。むしろ、私は神聖な望
遠鏡を使いたいのです。もしあなたが兄弟姉妹はとても悪
いと言うなら、それは、あなたが極めて近視眼的であること
を意味します。しかしあなたは神聖な望遠鏡を用いて、時
間を見通すなら、新エルサレムを見つめます。そこには束
と星のほか何もありません。新エルサレムには「地ねずみ」
や「さそり」はいません。そこでは、あらゆるものが命と光に
満ちています。
あなたは命において円熟すればするほど、ますます聖
徒たちや召会について消極的に語らなくなります。…ある
日、天の夢が来て、あなたの見方は変革するでしょう。あな
たは召会や聖徒たちに関して、消極的なことはあえて言わ
ないことを認識するでしょう。その反対に、あなたはこう言う
でしょう、「これが召会であり、これが神の民です。神の目に
信者たちはみな束です。彼らはまた太陽、月、星です」。
私たちは民数記の学びから、神の民を見る方法が重大
な事柄であることを学ぶ必要があります。おそらくあなたの
目に、神の民はあまり良くないでしょう。しかし神は、彼らが選
ばれ、贖われ、堕落の奴隷状態から救われて、キリストを
享受し、三一の神をもって建造され、軍隊へと編成されて
神のために戦い、神によって用意が整えられて、良き地とし
てのすべてを含むキリストを所有するようになると見ておら
れるのです。私たちが神の民をこのように見るなら、召会生
活について落胆したり失望したりすることはないでしょう。
奉仕者編
あなたは神聖な望遠鏡を通して 6 種類の新人を見る
べきです。彼らは束、太陽、月、星です。あなたは近視眼
的に彼らを見て、消極的に彼らについて語ってはいけませ
ん。奉仕をする時、あなたの天然的な見方が変えられる
ことが極めて重要です。
赤ちゃんが生まれると両親は将来の望みを持って赤
ちゃんに語りかけ、顧みます。どの両親も、「なぜ話せない
のか」、「なぜ歩けないのか」、「なぜ食べないのか」などと
は言いません。生まれたばかりの赤ちゃんができるのは、
母乳を吸うことと、泣くことだけです。しかし両親、特に母
親は望みを持って毎日赤ちゃんに語りかけます。あなたは
6 種類の新人を顧みる時、「彼らが生ける望みを持った再
生された人である」、あるいは「彼らは神の言葉を聞いて
必ず救われ、奉仕する人になる」という神聖な観念を持っ
て仕えているでしょうか？ Ⅰペテロ 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．この方はその大い
なるあわれみにより、イエス・キリストの死人の中からの復
活を通して私たちを再生し、生ける望みを持たせ、
実はあなたの見方があなたの奉仕の結果を決定し
ます。新しく救われた信者たち、あるいは弱くなって最
近来ていない兄弟姉妹たちは、太陽、月、星です。彼
らは発光体として光を放つことができます。また束とし
て命に満ちており、食物を生み出し、神と人を満足させ
ることができます。
しかしながらこのことは現実の問題を回避したり、見
て見ぬふりをしたりすることを勧めているのではありませ
ん。問題を見て見ぬふりをすると、問題はますます悪
化します。問題については主と導く兄弟姉妹と交わっ
て、対応策を練り、実施してください。しかしこの時多く
の場合、奉仕する人は消極的に新人を見てしまいがち
です。あなたは彼らの非常に小さな進歩、例えば「今ま
でよりほんの少し主に対する願いがあるように見える」、
「表現が微妙に積極的になっている、あるいは消極的
な言い方が緩和されているように聞こえる」に気付くよ

うに訓練してください。命における成長と造り変えは、
徐々にしか起こりません。奇跡的な急成長は命の成長
ではありません。奉仕者に必要なのは、神聖な観点を
持って小さな進歩を大いに評価し、忍耐を持って新人
たちを励ますことです。
祈り：「おお主イエスよ、6 種類の新人を感謝します。友人
たちは、福音を聞いて信仰が注入されて救われることが
できます。弱くなっている兄弟姉妹も、再生されており、生
ける望みを持っています。神の目に彼らは、命の束、太陽、
月、星です。私も神と同じ観点を持ち、彼らを愛し、顧み
ることができますように。あなたの召会に増し加わりと繁栄
を与えてください。アーメン！」
人生の奥義（２）
人の悲惨の状況⑷:『忙しい』
A.忙しさで「さまざまな方向に振り回されていた」（ルカ
10:40FN１)。
B.「あなたがたは多くを望んだが、見よ、それは少な
かった。…なぜか？あなたがたはそれぞれ自分の家
のために奔走している（自分の家を顧みる）からである」
（ハガイ 1:9FN1)。
C.「人が全世界を手に入れても、自分を失ったり損失
を被ったりしたら、何の益があるだろうか？」（ルカ
9:25)。
D.あらゆる好機会を捕らえる。この邪悪な時代では、毎
日が邪悪な日であり、邪悪な事柄に満ちていて、私たち
の時を無効にし、縮減し、奪い去ります。ですから、私た
ちは賢く歩いて、時を贖い取り、利用し得るあらゆる機会
を捕らえなければなりません。主のみこころを理解するこ
とは、私たちの時を贖い取る最上の道です。私たちの時
の大部分は、主のみこころを知らないために、浪費され
ています」（エペソ 5:16FN1,2、17FN1)。
神から与えられる恵み、祝福⑴：『祝福』
A.「人の命は、持ち物の豊かさにはないからである」（ル
カ 12:15 後半）。
B. 「霊の中で貧しい人たちは幸いである．天の王国は
彼らの者だからである。…心の純粋な人たちは幸いで
ある、彼らは神を見るからである」一ー天の王国のため
に、私たちは霊の中で貧しく、霊の中で空である必要が
あります。それは、私たちがキリストを受け入れることが
できるためです。また、私たちの心は純粋で、単ーであ
る必要があります。それは、キリストが何の妨げもなく、
私たちの中で成長することができるためです。神を見る
ことは、心が純粋である者に対する褒賞です。この祝
福は今日のためであり、来るべき時代のためでもありま
す（マタイ 5:3、8 と 8FN1、2)。
C.「主の霊が私の上にある．彼が貧しい人たちに福音
を宣べ伝えるように、私に油を塗られたからである．彼
は私を還わして、捕らわれ人たちには解放を、盲人た
ちには視力が回復されることを告げ知らせ、圧迫され
ている人たちを解放して去らせ、主の受け入れる年、ヨ
ベルの年を告げ知らせるのである」(ルカ 4:18-19)。
D.「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」ー一神が私たちを祝福されたあらゆる祝福は、霊
のものであり、聖霊と関係があります。…神が私たちを
祝福するのは、事実上、彼がご自身を私たちに分与す
ることです。これらの祝福はすべて霊のものであり、天
上にあり、キリストの中にあります（エペソ l:3FN6,7)。
E.「キリストの計り知れない豊富を、異邦人に福音とし
て宣べ伝えるためであり」（エペソ 3:8 後半）。

