
#6:すべてを含む、無限に拡張するキリストを、私たちの命
として、また新しい人の構成要素として知り、経験する 

(感謝祭特別集会) 2020/2/17-23 OLが長いので、Overview省略 

Ⅰ．私たちは、すべてを含む、無限に拡張するキリストを、
私たちの命として知り、経験する必要があります： 
Ａ．私たちはキリストを私たちの命として経験するために、
私たちがキリストと一つの地位、一つの命、一つの生活、
一つの運命、一つの栄光を持っていることを見る必要が
あります：コロサイ3:1 こういうわけで、もしあなたがたがキリ
ストと共に復活させられたのなら、上にあるものを求めなさ
い．そこにはキリストがいて、神の右に座しておられます。 
2 あなたがたの思いを、地にあるものにではなく、上にある
ものに置きなさい。Ⅰコリント6:17 しかし、主に結合される
者は、主と一つ霊になります。１．私たちのいる地位は、キ
リストの中です。私たちは彼の中にいるので、彼のいる所に
私たちもいます。すなわち、神の右に座しています： 
ａ．御子のいる地位は御父の中です。私たちは御子の中
にいるので、私たちは御父の中にもいます。 
ｂ．私たちは霊の中にいるとき、実際的に、経験的に、キリ
ストの中におり、御父の中におり、天にいます：⑴私たちの
霊の中のすべてを含む霊によって、天のキリストから地上
の私たちに伝達が進行しています。⑵天で御座に座してい
るキリストは、今や私たちの中に、すなわち、私たちの霊の
中にもいます。私たちの霊は、神の住まいのある所です。
⑶今日私たちの霊は神の住まいのある所であるので、そ
れは今や天の門であり、そこにおいてキリストははしごで
あって、私たちを天に結合させ、天を私たちにもたらします。 
⑷いつであれ私たちは自分の霊に戻るとき、天のはしごとし
てのキリストを通して、天の門を通って入り、天にある恵みの
御座に触れます。私たちの霊は、神聖な伝達を受ける一
方の端であり、神の御座は、伝達するもう一方の端です。月 
2．神の命はキリストの命であり、キリストの命は私たちの命
となりました：コロサイ3:3 なぜなら、あなたがたは死んだの
であり、あなたがたの命は、キリストと共に神の中に隠され
ているからです。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。(火・木) 
ａ．キリストが私たちの命となることは、彼が私たちに対して
極みまで主観的になることを意味します。ｂ．人をその人の
命から分離することは不可能です。なぜなら、人の命はそ
の人自身であるからです。こういうわけで、キリストが私たち
の命であると言うことは、キリストが私たちとなっており、私た
ちが彼と一つの命と生活を持っていることを意味します。 
ｃ．信者たちの命としてのキリストには、三つの特徴があり、
それはキリストの命を天然の命と区別しています： 
⑴この命は十字架につけられた命です。⑵この命は復活
した命です。⑶この命は神の中に隠されている命です。火 
３．上にあるものを求め、私たちの思いをそれらに置くこと
は、主の天の務め、すなわち、主の神聖な事業に加わる
ことです。これが、キリストを生きること、キリストの生活と一
である生活をすることです：ａ．今日キリストは彼の天の務
めにおいて、大祭司として生きており、諸召会のためにとり
なしています。ヘブル8:1 私たちにはそのような大祭司が
おられ、彼は天で威光ある方の座の右に着き、 
7:25 こういうわけで、彼を通して神に進み出る者たちを、
彼は極みまで救うことができるのです．なぜなら、彼はい
つも生きていて、彼らのためにとりなしておられるからです。
コロサイ4:2 うまずたゆまず祈り、感謝しつつ祈りの中で目
を覚ましていなさい。 
ｂ．今日キリストは彼の天の務めにおいて、天の奉仕者とし
て生きており、聖徒たちにキリストの豊富を供給しています。 

ｃ．今日キリストは彼の天の務めにおいて、神の統治の宇
宙的な行政執行者として生きており、神の定められた御
旨を完成します：⑴天の御座から、神聖な伝達は、上にあ
るものを諸地方召会の中へともたらします。⑵啓示録4
章と5章には、私たちの「中央政府」のビジョンがあります。
啓示録1章から3章には、「大使館」としての諸地方召会の
ビジョンがあります。七つの霊を通して、天の「本部」にある
ものは、「大使館」としての諸召会の中へと伝達されます。
⑶諸地方召会の中で起こる事は、天にある神の御座の
導きの下にあるべきです。回復は「主の」回復となるため
に、主の導きの下になければなりません。          水 
４．私たちの運命は栄光です。キリストは私たちを栄光
へ導き入れています。それは私たちが彼と共に栄光の
うちに現されるためです。 
Ｂ．私たちの命は、私たちの内側に住んでいるキリストです。
この命は、キリストと共に神の中に隠されています。神の中
に隠されているキリストは、金のつぼの中に隠されているマ
ナによって予表されています：啓2:17 勝利を得る者には、
あの隠されたマナを与えよう．また白い石を与えよう．その
石の上には、それを受ける者のほか、だれも知らない新し
い名が記されている。１．隠されたマナとしてのキリストは、
金のつぼとしての父なる神の中にいます。御父は契約の
箱としてのキリストの中にいます。この契約の箱としてのキ
リストは神性と人性という彼の二つの性質を持っています。
キリストは内住する霊として、私たちの再生された霊の中
に生きており、至聖所の実際となっています。 
2．私たちはキリストを隠されたマナとして食べるとき、彼の
中へと合併されて、神と人との相互の住まいとなります。 
Ｃ．キリストが私たちの命であるということは、私たちが彼
を命とし、彼によって生き、日常生活の中で彼を生きる
べきであることを、強く示しています：１．キリストは実際的
に、経験的に私たちの命とならなければなりません。
日々私たちは彼の命の中で救われる必要があります。 
2．新しい人は、私たちがキリストを私たちの命とし、ま
た彼を生きることの自然な結果です。          木 
Ⅱ．私たちは、すべてを含む、無限に拡張するキリストを、
新しい人の構成要素として知り、経験する必要があります： 
Ａ．新しい人の中にはキリストのための余地があるだけで
す。彼は新しい人のすべての肢体であり、すべての肢体
の中にいます。彼は新しい人の中ですべてです。 
Ｂ．キリストは新しい人の中で、中心性であり普遍性です。
キリストは新しい人の構成要素であって、新しい人の中
ですべてであり、すべての中にいます。 
Ｃ．もし私たちが新しい人の構成要素であるキリストを生き
ようとするなら、キリストの平安によって支配されて、キリス
トの言葉を住まわせる必要があります：コロサイ3:15 そし
て、キリストの平安に、あなたがたの心を裁定させなさい．
１．私たちは、キリストの平安に、私たちの心の中で裁定
させる必要があります：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．「裁定する」というギリシャ語は、「審判する、つかさど
る」、あるいは「あらゆる事の支配者、決定者としての位
に就く」と訳すこともできます。キリストの裁定する平安は、
すべての人に対する私たちの不満を解決します。 
ｂ．しばしば私たちは、内側に三人の当事者がいることに
気づきます。それは積極的な当事者、消極的な当事者、
中立的な当事者です。このゆえに、内側の裁定によって
私たちの内側の争いが解決されることを必要とします： 



⑴私たちは、私たちの存在の内側の異なる当事者が論争
し、口論していると感じるときはいつも、キリストのつかさどる
平安に地位を与え、新しい人の一であるこの平安に、私た
ちの内側を支配させて、最終決定の言葉を語っていただく
必要があります。⑵私たちは自分の意見、観念をわきに置
き、内住している審判者の言葉に聞き従う必要があります。 
ｃ．もし私たちがキリストの平安に私たちの心の中で裁定し
ていただくなら、この平安は私たちの間のすべての論争を
解決します。そして私たちは垂直には神と平安を持ち、水
平には聖徒たちと平安を持ちます：⑴キリストの平安が裁
定することを通して、私たちの問題は解決し、聖徒たちの
間の摩擦は消えてしまいます。そして召会生活は甘さの
中に保たれ、新しい人は実際的に維持されます。 
⑵キリストの平安が裁定するとは、キリストが私たちの内側
で働いて、私たちに対して彼の支配を行使し、最終決定の
言葉を語り、最終決断を下すことです。⑶もし私たちが、王
となっているキリストの平安の支配の下にとどまっているな
ら、人を怒らせたり、損なったりすることはありません。そうで
はなく、主の恵みによって、また彼の平安をもって、私たち
は人に命を供給します。⑷この平安はすべての信者を共
に結び付けるべきであり、結合するきずなとなるべきです。 
エペソ4:3 平和の結合するきずなの中で、その霊の一
を保つことを熱心に努めなさい．                金 
2．もし私たちが新しい人の構成要素であるキリストを生き
ようとするなら、キリストの言を私たちの内に豊かに住まわ
せる必要があります：コロサイ3:16-17 知恵を尽くして、キ
リストの言をあなたがたの内に豊かに住まわせ、詩と詩歌
と霊の歌とをもって、互いに教え戒め合い、恵みをもって、
心から神に向かって歌いなさい。また、あなたがたは何を
するにしても、言や行ないにおいて、すべての事を主イエ
スの御名の中で行ない、彼を通して父なる神に感謝をさ
さげなさい。ａ．キリストの平安が私たちの中で裁定して、私
たちを一と調和とに満ちた状況に保つとき、私たちは神の
語る場所、神の託宣となります：⑴神の語りかけは一を要
求します。分裂は、神の語りかけを減少させ、完全に停止
させさえします。⑵神の語りかけには一が必要条件である
ので、私たちはキリストの平安に私たちの心の中で裁定し
ていただく必要があります。⑶キリストの言葉が私たちの内
に豊かに住むことが意味するのは、キリストの言葉が私た
ちの中で十分な余地を得て、私たちの全存在に浸透し飽
和するということです。私たちがキリストの言葉に私たちの
中へと入っていただき、私たちの中に住んでいただき、私
たちの中で勝利を得ていただき、私たちの観念、意見、哲
学を置き換えていただくことは、極めて重要です。 
ｂ．私たちは、主の言葉に私たちの中で第一位を得てい
ただく必要があります。それは、私たちの内側で活動して、
キリストの豊富を私たちの存在の中へと供給する神の言
葉の機能を、私たちが経験するためです： 
⑴神の言葉は、私たちを照らし、養い、水を注いで私たち
の渇きをいやします。⑵神の言葉は、私たちを強め、洗い、
建造します。⑶神の言葉は、私たちを聖別することによっ
て、私たちを完成し、完全にし、成就します。 
ｃ．神の言葉を私たちに住まわせることによって、私たちは
正しい人、すなわち神の属性の実際であるキリストで満た
された神・人になることができます。 
３．もし私たちがキリストの平安に、私たちの中で裁定さ
せて、キリストの言葉で満たされるなら、実際的な方法
において新しい人を持つようになります。主の回復全体
のすべての召会のすべての聖徒たちは、一人の新しい
人の中でキリストを生きるようになります。           土 

Crucial Point⑴:信者たちの命としてのキリストは、十字
架に付けられた命、復活した命、神の中に隠された命
であり、それはキリストの命を天然の命と区別しています 
OL1:私たちはキリストを私たちの命として経験するため
に、私たちがキリストと一つの地位、一つの命、一つの生
活、一つの運命、一つの栄光を持っていることを見る必
要があります。OL2:人をその人の命から分離することは
不可能です。なぜなら、人の命はその人自身であるか
らです。こういうわけで、キリストが私たちの命であると言
うことは、キリストが私たちとなっており、私たちが彼と一
つの命と生活を持っていることを意味します。 
OL3:信者たちの命としてのキリストには、三つの特徴（十字
架に付けられた命、復活した命、神の中に隠された命）が
あり、それはキリストの命を天然の命と区別しています。 
信者たちの命としてのキリストには、三つの特徴があり

ます。第一に、この命は十字架につけられた命です。主イ
エスは地上にいたとき、常に十字架につけられた命を生
きておられました。私たちは真にキリストを私たちの命とし
て経験するなら、また十字架につけられた命を生きます。
そのような十字架につけられた命は、手順を経て徹底的
に対処された命です。私たちの命としてのキリストの第二
の特徴は、この命が復活した命であるということです。何も
のも、死を含めて、それを抑えつけることはできません。
最後に、これは神の中に隠されている命です。神聖な命
だけが神の中に隠されていることができます。私たちがキ
リストを私たちの命として経験するなら、召会の中で行な
うことは、見せびらかす方法でなされるのではなく、むしろ
神の中に隠されている命によってなされるでしょう。 

適用:新人編 
あなたは主を信じバプテスマされ、救われました。救い

には、法理的な贖いの面と有機的な命の面があります。
贖いの面において、キリストはあなたの身代わりに神の義
の要求を満たしたので、あなたは律法ののろいから完全に
解放されました。主を賛美します。この贖いは火の池の滅
びからあなたを解放するだけでなく、神がキリストを命とし
てあなたの中に分与する道を開いたのです。贖いは救い
の基礎ですが、命は救いの目的です。 
救われた人として、あなたの内側のキリストがあなた

の命となりました。この命であるキリストに従って生きる
ことにより、あなたは成長することができます。この命に
従って生きるとは、⑴十字架に付けられた命、⑵復活
した命、⑶神の中に隠された命を生きることです。 
⑴十字架に付けられた命:あなたの生まれつきの天然の命
はバランスが取れていない命です。しかしキリストの命は完
全にバランスが取れています。召会生活の中で自分の考
え方や行動のバランスが悪いと照らされたなら、すぐに主
の御名を呼び、自分の古い人を十字架に付けキリストがあ
なたの内側で生きるようにしてください。⑵復活した命:職場
や学校の環境があなたにとって厳しいものであっても、決し
て落胆してはいけません。あなたの内側の命であるキリスト
は、死んでもよみがえる命です。復活した命を生きて、困難
を突破してください。⑶神の中に隠された命:天然の命は見
せびらかせる命です。「私がこれをやり、あれもやりました」と
言って、人から称賛を得ることを期待します。あなたはキリ
ストを命とし、善を行ってもそれを大声で宣伝しません。 
祈り：「おお主イエスよ、私は贖われ、火の池の滅びから救わ
れました。主に感謝します。この贖いに基づいて、キリストは
私の内側で命となりました。私は今、この命の三つの特徴、
⑴十字架に付けられた命、⑵復活した命、⑶神の中に隠さ
れた命を経験し、主の命の中で成長できますように!」     



Crucial Point⑵:中央政府である御座の行政は、 
大使館である地方召会へ伝達され、更に地方召会の

中の地区や小組に伝達される必要がある 
OL1:上にあるものを求め、私たちの思いをそれらに置く
ことは、主の天の務め、すなわち、主の神聖な事業に
加わることです。これが、キリストを生きること、キリスト
の生活と一である生活をすることです。 
OL2:天の御座から、神聖な伝達は、上にあるものを諸地
方召会の中へともたらします。OL3:啓示録 4章と 5章に
は、私たちの「中央政府」のビジョンがあります。啓示録 1
章から 3 章には、「大使館」としての諸地方召会のビジョ
ンがあります。七つの霊を通して、天の「本部」にあるもの
は、「大使館」としての諸召会の中へと伝達されます。 
上にあるものを求め、私たちの思いを上にあるものに置く

ことは、天の務めにおける主に結び付くことです。私たちは、
とりなし、務めをし、神の行政を執行する方に結び付く必要
があります。私たちの生活は、これらの天的なものを求め、
思いをそれらに置くような生活であるべきです。啓示録で、
私たちは上にあるものについてさらに見ます。この書にある
ものは単に窓ではなく、開かれた天です。天がヨハネに開か
れ、彼は、「御座が天に据えられていて、その御座に座して
いる方がおられた」のを見ました。この御座は恵みの御座
であるだけではなく、権威の御座、神聖な行政の御座です。 
啓示録における第一のビジョンは…地上の召会のビ

ジョンですが、第二のビジョンは天で起こっていることのビ
ジョンです。この二つのビジョンが共に考察されるとき、そ
れは地上の召会で起こっていることが、天の活動と関係
があることを示します。…召会における主の行動は天の
御座における活動と符合します。これは、諸地方召会で
起こる事が、天にある神の御座の導きの下にあるべきで
あることを意味します。回復は「主の」回復となるために、
主の導きの下になければなりません。天から来る伝達が
ある限り、召会の中に神聖な流れがあります。 

適用:青年在職・大学院生編 
中央政府である御座の行政は、大使館である地方召

会へ伝達されブレイクダウン(breakdown)され、更に地
方召会の中の地区や小組に伝達されブレイクダウンさ
れる必要があります。回復された召会は上にあるものを
求め、主の導きの下で前進しなければなりません。 
このビジョンの下で、主の回復の地方召会はあなたの

人生プランの実行のためではないことを理解してください。
そのために中央政府と大使館のビジョンについて祈って
ください。そうすればあなたは天的な電力の伝達により、
強められ引き上げられます。回復は主のものであり、主
の指揮下で神のエコノミーを執行するためです。ですか
ら主はあなたの人生プランを更新し、変更して主の回復
のための人生プランにすることを願われます。あなたは
自分の度量に従って、自分を主にささげて、主と共に、
主の中で、主のために生きることを学んでください。そう
すれば地方召会を通して、天のみこころが地上で遂行さ
れます。これはなんと栄光なことでしょう！ 
例えば神戸市役所は、日本の政府の大きな方針の

下で神戸市が発展するように努力しています。1995年
の大震災の後、神戸市は約152万人から約10万人、
人口が減少しましたが、その後の復興で、震災前以上
の人口に増やすことができました。これは日本の近年
(1975年～、当時から日本の人口があまり増えない時
代になっていた)における大災害の復興において、初め
ての事でした。神戸市役所の復興部署で働いていたす
べての人はこの成功を誇りにしていることでしょう。 

今あなたは主と共に、あなたの地方で新しい歴史、時
代を築いているのです。近代の日本の歴史で真に繁栄し
た教会、クリスチャン・グループはありませんでした。しかし
あなたは主の天の務めに応答して、地上で神のみこころを
実行します。あなたは、日本ではこれまで見ることのでき
なかった祝福され繁栄している召会を建て上げることを願
い、実行してください。これは何と祝福された人生でしょう。 
祈り：「おお主イエスよ、私は御座の中央政府と大使館
である地方召会のビジョンを見ました。主を賛美します。
しかしこのビジョンは、私の現在の人生プランとは大いに
異なっています。私は自分をささげ、このビジョンによっ
て人生プランを修正、または変更しないといけないと感じ
ています。あなたの天的な伝達によって、私を強めてく
ださい。そうでなければビジョンを見ても、ビジョンに反す
る生活をしてしまいます。主イエスよ、あなたに開きます。
私を憐れんでください。天的ビジョンに沿ったビジネス・
ライフを送ることができますように。アーメン!」           
Crucial Point⑶:御言葉を使って主に開き、主と正直に
交わることで、キリストの平安があなたの心を裁定する 
コロサイ 3:15 そして、キリストの平安に、あなたがたの心を
裁定させなさい．16 知恵を尽くして、キリストの言をあな
たがたの内に豊かに住まわせ、 
OL1:「裁定する」というギリシャ語は、「審判する、つかさ
どる」、あるいは「あらゆる事の支配者、決定者としての
位に就く」と訳すこともできます。キリストの裁定する平
安は、すべての人に対する私たちの不満を解決します。
OL2:しばしば私たちは、内側に三人の当事者がいるこ
とに気づきます。それは積極的な当事者、消極的な
当事者、中立的な当事者です。このゆえに、内側の裁
定によって私たちの内側の争いが解決されることを必
要とします。OL3:私たちは、私たちの存在の内側の異
なる当事者が論争し、口論していると感じるときはいつ
も、キリストのつかさどる平安に地位を与え、新しい人
の一であるこの平安に、私たちの内側を支配させて、
最終決定の言葉を語っていただく必要があります。 
OL4:私たちは自分の意見、観念をわきに置き、内住し
ている審判者の言葉に聞き従う必要があります。 
私たちは、神の言葉に第一位を与える必要がありま

す。そうするなら、私たちは神の言葉の機能を経験す
るでしょう。…第一に、神の言葉は私たちを照らします。
もし私たちが御言葉を持たなかったなら、暗やみにい
たでしょう。しかし、神の言葉は光に満ちており、私たち
を照らすので、多くのさまざまな事柄についてとても
はっきりさせることができます。第二に、神の言葉は食
物であり、養いに満ちています。これは、神の言葉が私た
ちを照らしているとき、私たちを養うことを意味します。
私は、何年間も神の言葉を通して十分に養われてきた
と、証しすることができます。(第三に)神の言葉はまた、
完成し、完全にします。…からだの肢体として、私たち
はみな機能すべきです。しかし、私たちは機能しようと
するなら、まず神の言葉によって完全にされる必要が
あります。神の言葉が私たちを養うので、私たちは成長
します。それから成長を通して、機能が出て来ます。 

適用:青少年・大学生編 
青少年の皆さんは、未信者の友人たちがゲームや

YouTube、漫画などをほとんど制限なく楽しんでいることを
うらやましく思い、クリスチャンである両親がこれらのことを
制限することで、両親を恨んでいるかもしれません。これら
の物は必ずしも悪いものではありませんが、これらの物で
占有されることが良くないのです。Ⅰヨハネ2:15 世と世に



あるものを愛してはいけません。だれでも世を愛するなら、
御父への愛は彼の中にありません．16 なぜなら、すべて
世にあるもの、すなわち肉の情欲と目の情欲と生活の虚
栄(vain glory)とは、御父から出たものではなく、世から出
たものであるからです。17 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。 
ここで言っている「世」とは、あなたを占有するものです。

一旦ゲーム、漫画などがあなたを完全に占有すると、それ
らはあなたにとって「世」となってしまいます。あなたがこれ
らをあなたのコントロールの下で使うなら、それらはあなた
にとって「世」ではありません。したがって、時間を制限する
ことはあなたが占有されないために必要です。人が一旦こ
れらに占有されてしまうと、勉強したり、聖書を読んだり、集
会したりする時間が足りなくなったり、なくなったりすることが
問題なのです。またこれらの物の中には、肉の情欲、目の
情欲、生活の虚栄を掻き立てる要素で満ちている物があ
ります。これらについては、明らかに「世にあるもの」ですの
で、時間を制限しても接触すべきではありません。これらと
の接触については、極めて警戒し、逃れる必要があります。
１ペテロ2:11 愛する者たちよ、私は、…あなたがたに勧め
ます．魂に対して戦いを挑む肉の情欲を避けなさい． 
12 また異邦人の間では、卓越した生活態度でありなさい． 
これらの聖書の啓示とあなたの観念との間に衝突が

あると思います。この時、聖書があなたに対する神の語
りかけであることを理解して、御言葉に開き、主と正直に
交わってください。そうすればキリストの平安があなたの
心の中を裁定してくださいます。 
祈り：「おお主イエスよ、私はゲームが好きです。ゲームに
情欲、淫行、殺人、虚栄などの要素がなくても、それに占
有されるといけないというのは分かりますが、無制限にゲー
ムをやっている友人を見ると羨ましく思います。一旦この思
いが出てくると、イライラしてしまいます。主イエスよ、どのよ
うにゲームの占有から離れ、ゲームを楽しんだらいいのか、
教えてください。また私は神を入れる器であり、サタン、肉
のものである情欲、淫行、殺人、虚栄などには警戒する
必要があります。私を肉の情欲から救ってください」。 
あなたは幼い神・人です。神はあなたを愛し、あなたの

ために十字架で死なれました。それはあなたが召会生
活を送り、神を表現する青少年になって欲しいからです。
あなたと召会が地上になければ、サタンは人々を騙し、
ますますやりたい放題やってきます。しかし幼い神・人が
いることでサタンの働きは制限されます。あなたは自分の
ためだけでなく、神のため、クラスメイトのため、学校のた
め、地域社会のため、キリストを生きる卓越した生活態度
を実行することを少しずつ学んでください。あなたは決し
て、「私はそんな大物ではないので、そんな大きな事は
考えなくてもいい」と考えてはいけません。信者であるあ
なたは、神の目から見て宇宙のVIPです。           
今週のトピック:中国武漢のコロナ・ウイルスの拡散と 

福音の宣べ伝え⑶ 
中国のコロナ・ウイルスの感染者は44,726人、感染の疑

いがある人は21,675人、死亡者1,114人、回復した人は
4,732人です(2月12日9:36現在)。急激に増加する傾向は
多少緩和されたとはいえ、まだまだ油断できない状況です。 
⑴予防のために手洗いを徹底する：医療の専門家は感染
予防について、手洗いが最重要であることを指摘していま
す。右の図(a)～(h)を見てください：(a)時計や指輪は外し、
爪は短く切る。(b)はじめに流水で手全体を濡らす。(c)手に
石けんを付け、手のひらで十分に泡立てる。30秒以上か
けて丁寧に洗う。「おお主イエス、おお主イエス、甘き名を

呼ぶ。蜜より甘き名、おお主イエス、アーメン」を2回歌うのを
目安にする。(d)指先(爪)を入念にこする。(e)親指をねじり
洗いする。(f)手首も忘れずに洗う。(g)流水で十分にすすぐ。
※お湯は、皮脂が溶け出して手荒れしやすい。(h)清潔な
ハンカチやタオルで水を十分拭き取って手を乾燥させる。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
⑵心配のウイルスに感染しないようにする：あなたはコロ
ナ・ウイルスの拡散に伴う「心配のウイルス拡散」による感
染に注意してください。多くの感染した人がいますが、その
数万倍以上の人が「心配のウイルス」に感染し、「すでに
感染したのではないか？」、「もう直ぐ感染するのではない
か？」、「電車に乗ると感染するのではないか？」、「子供
を学校に行かせると感染するのではないか？」、「集会に
行くと人が多いので、感染しないために行かない方がいい
のではないか？」等の心配で満たされています。しかし、
クリスチャンの優れた美徳は、「思い煩わない」ことです。 
ピリピ4:6 何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて、
感謝をささげることを伴う祈りと願い求めによって、あなた
がたの要望を神に知らせなさい．FN「神に知らせなさい」:
ギリシャ語はしばしば、「と共に」と訳されます。それは、
ある方向の動作を示し、生ける結合と交流の意味であ
り、交わりを暗示します。ですから、ここの「神に」の意味
は、「神との交わりの中で」ということです。 
7 そうすれば、人知をはるかに超えた神の平安が、あな
たがたの心と思考を、キリスト・イエスの中で護衛してくださ
います。FN「神の平安」:祈りの中で神と交わりを実行した
結果は、神の平安を享受することです。神の平安は実際
上、平安としての神であり、私たちが祈りによって彼と交わ
ることを通して、悩みの均衡を取る重り、思い煩いの解毒
剤として、私たちの中へと注入されます。FN「護衛する」:
あるいは、歩哨に立つ(軍隊で、警戒・監視の任に当た
る)。平安の神は、キリストにある私たちの心と思考の前
を巡回して、私たちを落ち着かせ、静めてくださいます。 
⑶ウイルスは、主と連合する聖徒に近づけない： 
詩91:6 暗闇に歩く疫病をも、真昼に荒らす滅びをも恐
れません。7 千人があなたのそばに倒れ、万人があな
たの右に倒れても、それはあなたに近づくことはない。 
ウイルスは暗闇を歩き、人に感染します。しかしウイ

ルスは、主と連合し、主と一つとなる聖徒たちに近づくこ
とはできません。ハレルヤ! 主を賛美します。 
⑷福音を宣べ伝える： 
人々がコロナ・ウイルスの感染に恐れ、「心配のウイル

ス」に感染している時、召会は立ち上がって、白い馬（福
音の宣べ伝え）をますます早く走らせる必要があります。 
祈り：「おお主イエスよ、コロナ・ウイルスの拡散を見る時、
私は予防のために手洗いを徹底します。しかし、手洗い
は「心配のウイルス」に関しては役に立ちません。自分
の心配事を神との交わりの中で神に知らせ、投げかけま
す。思い煩いから私を救ってください。ハレルヤ! 神と交わ
りの中で神と結合する私にはウイルスも近づけません。
更に、私は立ち上がり福音を大胆に伝えます!」       

(a) (b) 

)) 

(c) (d) 

(e) (f) (g) (h) 


