申命記#11:神の統治の下にある召会生活の各面

Crucial Point⑴:神は召会を通して宇宙を統治する。
2020/5/3-9 アウトラインと御言葉は『朝毎の食物』を使ってください
召会の責任者は神治主義を実行するため、聖書に
Summary:Ⅰ.イスラエルの子たちは、神の選びの民とし 精通し、その霊の即時的な導きにあずかる必要がある
て、召会の最大の団体的な予表です。私たちがその OL1:神は、召会を通して、宇宙における彼の統治を
中で見るのは、召会が神によって選ばれ贖われて、キ 執行することを願っています。
リストとその霊を命の供給として享受し、神の住まいを OL2:イスラエルの子たちの間での神の行政は、神治
建造して、キリストをその分け前として受け継ぎ、堕落し 主義でした。この事が意味するのは、神ご自身が来
捕らえられて、回復され、キリストの来臨を待ち望んで て、神の民を直接、しかも何人かの代理人を通して
いるということです。Ⅱ.神は、召会を通して、宇宙にお 統治し、支配し、行政を執行したということです。こ
ける彼の統治を執行することを願っています。イスラエ の代理人とは、神の神治主義のために共に働いて
ルの子たちの間での神の行政は、神治主義でした。神 いる祭司たちと長老たちでした。
ご自身が来て、神の民を直接、しかも何人かの代理人 OL3:イスラエルの子たちの間での神治主義は、律法に
を通して統治し、支配し、行政を執行したということで おいて書かれた、神の恒常的な語りかけにしたがった
す。この代理人とは、神の神治主義のために共に働い 統治であり、また大祭司の胸当てを通して、ウリムとトン
ている祭司たちと長老たちでした。イスラエルの子たち ミムによって啓示された、神の即時的な語りかけにした
の間での神治主義は、律法において書かれた、神の がった統治でした。今日、神の支配は、私たちの外側
恒常的な語りかけにしたがった統治であり、また大祭 の聖書と、私たちの内側の聖霊とに基づいています。
司の胸当てを通して、ウリムとトンミムによって啓示され OL4:召会の行政における神の統治は、専制君主政
た、神の即時的な語りかけにしたがった統治でした。召 治でも民主主義でもありません。専制君主政治は、
会の行政における神の統治は、専制君主政治でも民 ある種の独裁政治であり、民主主義は、人々の意
主主義でもありません。今日、神の支配は、私たちの 見にしたがった人々による統治です。
外側の聖書と、私たちの内側の聖霊とに基づいていま OL5:長老たちが事柄を話し合うことにおいて聖霊に
す。長老たちが事柄を話し合うことにおいて聖霊に従う 従うとき、専制君主政治も民主主義もなく、神治主
とき、専制君主政治も民主主義もなく、神治主義、す 義、すなわち、神の支配があります。
なわち、神の支配があります。Ⅲ.神はご自身の統治を 詩 89:14 義と公正はあなたの御座の土台であり、
執行する時、イスラエルの子たちが、エルサレムという 慈愛と真実はあなたの御顔の前を行きます。
唯一の場所において、すなわちご自身によって選ばれ
聖書の中で、王国は統治の事柄です。神の王国は
た礼拝の中心において、ご自身を礼拝することを要求 神の統治です。それはまた神の行政でもあります。今
しました。神は、ご自身の表現の一部分であるすべて 日、神の統治が尊ばれていないので、宇宙は混乱状
の者たちの必要を顧みています。新約の用語を用い 態です。長老は、宇宙に神の救い、神の召会、神の家
るなら、キリストがご自身のからだのあらゆる肢体を顧 があることを見るべきであるだけではありません。彼らは
みているということです。私たちは召会生活の中で、主 さらに、宇宙に神の統治と神の行政があることを見な
イエスを愛し、彼のからだを愛し、すべての肢体の必 ければなりません。神は混乱の神ではありません。神は、
要を顧みるべきです。もし神の民が貧しい者に与える 原則と規範のない神ではありません。神は、原則、規
なら、神は彼らの手のすべてのわざと事業において、 範、秩序、規律の神です。こういうわけで、神は宇宙に
彼らを祝福します。私たちは今日、召会生活の中で、 彼の行政と統治を確立しなければならないのです。
貧しい者に与えるとき、幸いであって、神が私たちを祝
聖書のすべての書は、神の統治と行政を示して
福することを認識するべきです。マモンを対処すること います。イスラエル人がエジプトを出て、荒野を経過
と財物をささげることは、復活の中の召会の間にある し、カナンに入った物語を考えてください。私たちは、
神の行政と関係があります。もし私たちが復活の命と 出エジプト記、あるいは民数記の中に、極めて堅固
復活の力を認識しているなら、金銭と財物に打ち勝ち、 な組み合わせと建造を見ることができます。この組
私たちが持っているものは、召会の間にある神の行政 み合わせと建造は、完全に神の統治と行政の下に
のために用いられます。異なる錘石と升を持つ不誠実 あります。イスラエル人の間には、神の統治と行政に
な実行は虚偽であり、確実にサタンからのものです。 満ちた状況がありました。神は、一つの事をもあいま
霊的な適用において、ある事で他の人を罪定めし、同 いにさせませんでした。…大きな事であれ、小さな
じ事で自分自身を義とすることは、私たちが異なる錘 事であれ、すべては神の統治と行政の下にありまし
石と升、すなわち異なる尺度を持っていることを示しま た。彼らが沐浴する方法、衣服を洗う方法、髭を剃
す。それは、ある尺度の測りで他の人を測り、異なる尺 る方法などの小さな事でさえ、イスラエル人に選択
度の測りで自分自身を測るということです。神の家、召 の余地を残されませんでした。これが旧約でした。
会の中では、ただ一つの尺度を用いて、すべての人を …新約の中で、神が召会を取り扱われる各面は、
量るべきです。ぶどう園に二種類の種をまくのを禁じる 彼の統治と行政の下にあります。新約が召会を述べ
ことは、召会の中で異なる事を教えるのを禁じることを る時、一面では、命と霊に満ちた言葉がありますが、
予表するのでしょう。使徒たちは、すべての場所で、ま もう一面では、統治と行政に満ちた言葉もあります。
たすべての召会で、すべての聖徒に同じ事を教えまし
召会を正しく管理するために、神は召会を通して
た。私たちも地上の至る所で、あらゆる国のすべての 宇宙の中で彼の統治を執行するよう願っておられる
召会において、同じ事を教えなければなりません。
ことを、長老は知らなければなりません。

適用：奉仕者編
神は召会を通して全宇宙を統治します。従って、
あなたが神の統治の下で召会生活を実行すること
は、聖徒たちに関係するだけでなく、全宇宙に影響
を与えます。ローマ8:21 それは被造物自身も、朽
ち果てる奴隷状態から自由にされて、神の子供た
ちの栄光の自由に入る望みがあるからです。
22 全被造物は、今に至るまで共にうめき、共に産
みの苦しみをしていることを、私たちは知っています。
召会の責任者たちは独裁主義的になってはいけ
ませんし、民主主義的になってもいけません。一人
の責任者がすべてを決定してはいけませんし、皆で
多数決をしてもいけません。なぜなら召会は神の統
治の下にいなければならないからです。召会の責任
者たちが神の統治を執行するため、彼らは聖書をよ
く読み、御言葉に熟練し、御言葉を適時に供給でき
る人であるべきです。また彼らは自分の再生され、
ミングリングされた霊を活用し、絶えず主の即時的
な言葉を受けて、その時の必要に応じる必要があり
ます。形式的に対応しているのであれば、即時的な
今の状況に対応する言葉を聞くことができません。
例えばコロナウイルスによる緊急事態宣言下での
召会生活は、通常の召会生活とは異なります。この
ような時、急激な変化に対応するため、聖書に啓
示された神のエコノミーのビジョンの下で主と交わり、
彼の即時的な言葉を受け取る必要があります。4月
7日に発令された緊急事態宣言の後の4月12日、
19 日 、 26 日 の 主 日 集 会 の 参 加 人 数 は 161 人 、
173人、177人でした。2020年の基数は156人、目
標は171.5人ですので、コロナウイルスの青白い馬
によって福音の白い馬が加速しています。これは、
「コロナウイルスは脇役であり、主役である福音を加
速させることを助ける」という聖書の啓示とその霊の
即時的な語りかけを信じ受け入れ、信仰の言葉を
語り、信仰によって実行したことの結果です。ハレル
ヤ! 主を賛美します。兄弟姉妹は依然としてコロナ
ウイルスの脅威の下で制限された生活をしています
が、信仰によって福音の白い馬を走らせることがで
きるのです。アーメン!
祈り：「おお主イエスよ、召会には神の統治の下での
行政があるべきです。召会の行政は独裁主義的で
あっても民主主義的であってもいけません。神の統
治の下で奉仕し、リーダーシップを発揮するため、責
任者や奉仕者は聖書の言葉で構成され、霊を活用
して主の即時的な言葉を聞いて、神の統治の下で奉
仕します。コロナウイルスの緊急事態宣言の下でも福
音の白い馬を加速させることができます。アーメン!」
Crucial Point⑵:神の統治の下で、復活の中で財物を
ささげて、事業が祝福される
OL1:長老たちは召会の行政を執行するために、神
の言葉で構成されなければなりません。その結果、
長老たちは神の統治と神の支配と制御の下にいる
ようになります。神は自然に長老たちの決定の中に
いるようになり、長老たちは神を代行して、召会の諸
事を管理するようになります。このような管理が神
治主義です。

OL2:モーセを通して語られた神の言葉は、神の統治
の下にある召会生活の各面(A.神が選ばれたエルサ
レムという唯一の場所、B.からだのあらゆる肢体を顧
みる、C.神の民の貧しい者を顧みる、D.ただ一つの尺
度だけを持つ、E.異なる教えを禁じる、F.信仰によって
神の統治下で召会生活を生きる)を描写しています。
OL3:私たちは今日、召会生活の中で、貧しい者に
与えるとき、幸いであって、神が私たちを祝福するこ
とを認識するべきです。マモンを対処することと財物
をささげることは、復活の中の召会の間にある神の
行政と関係があります。
OL4:財物が週の初めの日にささげられるという事実
が示しているのは、財物が復活の中でささげられる
べきであって、私たちの天然の命の中でささげられ
るべきではないということです。
OL5:もし私たちが復活の命と復活の力を認識している
なら、金銭と財物に打ち勝ち、私たちが持っているもの
は、召会の間にある神の行政のために用いられます。
レビ人は、職や他の収入源を持っていなかったの
ですが、神に頼って生活し、全時間で彼に仕えてい
たので、顧みられるべきでした。…寄留者、みなしご、
やもめにも、備えがあるべきでした。今日私たちも、
私たちの間の窮乏の人たちを顧みるべきです。…
主の回復の中で、私たちは全時間奉仕者や他の窮
乏の人たちを顧みる必要があります。
民は手を貧しい者に大きく開き、彼に欠けている
ものが何であっても、彼の必要に応じて十分に貸し
与えなければなりませんでした。今日私たちは、私
たちの間の貧しい兄弟たちに渋って与えるべきでは
ありません。私たちが貧しい兄弟たちの必要に応じ
て与えるとき、主は私たちが与える以上に多くを返し
てくださいます。進んで与えるすべての信者は、これ
について証しすることができます。「あなたは彼に大
いに与えなければならない．彼に与えるとき、あなた
の心が不愉快になってはならない．この事のために、
エホバ・あなたの神は、あなたの手のすべてのわざ
と事業において、あなたを祝福してくださるからであ
る」(申命記15:10)。…私たちは今日、貧しい人に
与えるとき、不愉快になるべきではありません。そう
ではなく、私たちは幸いであって、神が私たちを祝福
し、さらに多く返してくださることを認識すべきです。
堕落した人類はすべて、マモンと財物の支配下に
あります。ペンテコステの日に、聖霊の力の下で、す
べての信者はこの支配を覆し、彼らの所有物をすべ
て共有にして、窮乏の人たちに分配しました。信者た
ちの堕落した性質の弱さのゆえに、その実行は長続
きしませんでした。それは使徒パウロの時までに、すで
に終わっていました。ですから、信者たちは恵みが必
要であり、マモンと物質の力に打ち勝って、これらのも
のを、サタンの主権から解き放つ必要がありました。そ
れは、それらが主にささげられて、主の目的が成就す
るためです。復活の命は、信者がそのような生活をす
るための供給です。すなわち、財物にではなく神に信
頼する生活、今日のためではなく将来のための生活、
この時代のためではなく来たるべき時代のための生活、
一時的で不確かな富の横奪を覆す生活です。

適用：在職青年・大学院生編
ビジネス・パースンであるあなたは自分の家族と
召会の両方を財政的に支える負担を持ってください。
あなたは主の祝福によって収入が上がれば上がる
ほど、献金の比率も上げる必要があります。すべて
の人は10%以上を主に天的な税金としてささげる必
要があります。しかし、在職青年は15%～30%以上
をささげることができます。旧約では貧しい者を助け
る者は祝福されると言っています。10%ではなく15%
以上ささげることで、あなたは間接的に貧しい者を
支えています。財物をささげればささげるほど、あな
たの事業はますます祝福されます。
例えば召会は非常事態宣言の間は、主日集会の
後のランチの提供はありませんが、通常は250円の自
由献金でランチを提供しています。しかし、実際には
250円では食材や調理にかかった経費を賄うことはで
きませんので、召会が補填しています。また集会所を
購入するときに、ある人は一千万円以上献金します
が、貧しい人は10万円を献金するかもしれません。し
かし集会所は召会の集会所であって、一千万円以上
献金した人も、10万円献金した人も同じ様に使いま
す。貧しい人に指名献金することだけでなく、召会に
献金することも貧しい人を顧みることになります。
召会生活で集会所間の移動に頻繁に車を使って
います(これはコロナウイルスの非常事態宣言下では
必須です)。召会は比較的経済的に豊かな兄弟姉
妹と交わって、7～8人乗りの車(このような車は、値
段が高く、燃費も悪く、選択肢も少なく、魅力的な最
先端の車は少ないです)を召会生活の必要のために
購入するように依頼しています。それは召会が車を
購入し、維持する負担を軽減するためです。彼らに
は献金するつもりで主のために購入するように交わっ
ています(ただし15%～30%以上の通常献金は減らし
ません)。これらの車は通常の召会生活のための移
動、ブレンディングのための送迎等で大いに用いられ
ています。このような車の購入も貧しい人や学生を顧
みることの一部であると考えられます。
また召会は全時間奉仕者を経済的にサポートす
るべきです。申12:19 気をつけて、あなたは地上で
の全生涯、レビ人を見捨てないようにしなさい。
祈り：「おお主イエスよ、召会の中に神の行政があり、
私の財物の取り扱いも復活の命によって引き上げら
れるべきです。召会を経済的に支えるために、あなた
の祝福にしたがい、献金の率を上げて、貧しい人と召
会の必要のためにささげることができますように」。
Crucial Point⑶:異なる錘石と升を持つ不誠実な対応
はサタンからであり、不和と分裂の原因である。一つ
の尺度を持って召会生活と日常生活を実行する
OL1:異なる錘石(おもりいし)と升を持つ不誠実な実
行は虚偽であり、確実にサタンからのものです。
申 25:13-15 あなたの袋に…異なる錘石を持って
はならない。…あなたの家に、…異なるエパを持って
はならない。あなたは完全で正しい錘石を持ち、完
全で正しいエパを持たなければならない．それは、エ
ホバ・あなたの神があなたに与えようとしておられる
地で、あなたの日が長くなるためである。

OL2:霊的な適用において、ある事で他の人を罪定め
し、同じ事で自分自身を義とすることは、私たちが異
なる錘石と升、すなわち異なる尺度を持っていること
を示します。それは、ある尺度の測りで他の人を測り、
異なる尺度の測りで自分自身を測るということです。
OL3:神の家、召会の中では、ただ一つの尺度を用
いて、すべての人を量るべきです。
OL4:もし私たちがただ一つの尺度を持つだけである
なら、神のように公平で、義で、公正であり、召会の
中で一と一つ思いを保ちます。
異なる錘石(おもりいし)と升を持つ者は、実は異
なる尺度を持っています。今日の召会生活で、私
たちは異なる尺度を持っているかもしれません。そ
れは、ある尺度の測りで他の人を測り、異なる尺度
の測りで自分自身を測るということです。異なる尺度
を持って、私たちはある事で他の人を罪定めし、同
じ事で自分自身を義とするかもしれません。
神の家、召会の中ではただ一つの尺度だけがあ
るべきです。…同じ尺度を用いて、すべての人を量
るべきです。もし私たちがただ一つの尺度を持つだ
けであるなら、神のように公平で、義で、公正です。
神は公平で、義で、公正ですから、すべての人を同
じ尺度にしたがって測られます。
私たちは召会生活の中で異なる尺度を持って、
一つの尺度で自分自身を量り、他の尺度で兄弟姉
妹を量るべきではありませんが、みなこの事柄で失
敗しました。私たちのだれも例外ではありません。
異なる尺度を用いるという実行を持つある聖徒た
ちは、一つの地方から他の地方へ移住して、さらに満
足のある召会と、さらに満足のある長老を見つけるこ
とを望んでいるかもしれません。しかしこれらの聖徒た
ちは異なる尺度を持っているので、どこへ行っても、
満足のある召会と長老を見つけることはありません。
私が異なる尺度を持つという実行について強調
するのは、この実行が召会生活の中の病気、病で
あるからです。これは不和の源です。一と一つ思い
を保つのではなく、不和があるのです。私たちがみ
な主からあわれみを受けて、もはや異なる尺度を持
つことがなく、私たちの神のように、すべての人に対
して同じ尺度を持ちますように。
適用：新人及び青少年・大学生編
人間社会は学校であれ、会社であれ、社会生活
であれ、自分の好みに合った人たちだけで集まりが
ちです。またその仲良しグループにおいても、異なっ
た尺度で測られます。この異なった尺度が、不和や
分裂の原因です。召会生活は神の統治の下の神の
王国の生活ですので、異なる尺度は破壊され、同じ
尺度で測られ、一つ霊と一つ思いを実行すべきです。
異なる尺度は召会の一を破壊する病ですので、あ
なたは異なる尺度を厳格に対処しなければなりませ
ん。このことを実行しようとするとき、あなたはキリスト
をあなたの義、正義感として取らなければなりません。
なぜなら世の中(学校生活を含む)では異なる尺度
が当然のように存在するからです。ガラテヤ6:10
私たちは…、すべての人に対して、特に信仰の家族
の人たちに対して、善を行なおうではありませんか。

学校であれば生徒たちが先生を「楽勝の先生」と
「ちゃんと対応しないといけない先生」に分けたりしま
す。あなたはこのような時、キリストをあなたの誠実
さとして経験し、これらの異なる尺度の対応に関わ
らないようにしなければなりません。またあなたの意
見を述べる機会がある時、あなたは同じ尺度で対
応するという誠実さを持って発言してください。あな
たは「誠実であればバカを見る」と考えて恐れては
なりません。信仰によって大胆に、異なる尺度を破
壊するという義を実行してください。そうすれば神は
彼の統治の下で、あなたを祝福してくださいます。
また先生によっては好みの生徒とそうでない生徒
を区別することもあるかもしれません。しかし先生は
あなたにとって代理権威ですので、先生を批判する
のではなく、主の中で忍耐して先生に服従すべきで
す。このような状況においても、あなたは自分自身
を訓練して、異なる尺度を持たないことと義を実行
することを訓練することはできるのです。
マタイ24:13 しかし、最後まで耐え忍ぶものは救われる。
祈り：「おお主イエスよ、異なる尺度を持つことはサタ
ンからであり、虚偽であり、不和と分裂の原因です。
私は神の王国の統治の下で生きる者として、召会生
活と日常生活の中で、あらゆる異なる尺度を破壊し、
主の中で誠実に対応することを訓練します。主が私
を祝福し、私を通して神の統治をもたらしてください」。

2.
超越的大能使耶穌高升，坐在神右边远超万有：
执政掌权者有能主治者因基督大名无不拜叩。
大能，大能，超越一切大能內里运行，使人离 地上騰；
大能，大能，超越一切大能里面的人离地得上騰。
3.
征服的大能使万有归服，悖逆尽消彌，基督为大；
作他的身体，分享他能力，有何不踏在我們腳下
大能，大能，征服一切大能內里运行，处处施行管治；
大能，大能，征服一切大能裡面的人处处施管治。
4.
归一的大能使基督居首，向着召會作万有的头
大能的輸供成功主身体 ，作他的丰滿，神旨成就。
大能，大能，掌管万有大能，里里外外一切尽 都 归顺
大能，大能，掌管万有大能，里面的人率先來归顺。
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1.
Pow‘r exceeding great God did demonstrate
When He raised His Son from the dead.
May this pow’r we see, with it strengthened be,
And in resurrection life be led.
Power, power, resurrection power,
Energize us mightily within!
Power, power, resurrection power,
詩歌補充本260番
Energize us in the inner man!
1.
2.
かみ、御子を復活させ、その力展覧す。
Pow’r exceeding high God did magnify When He
このちから、われら見て、復活の中歩む。
raised His Son far above all.
ちから、ちから、復活の力、われらを活気づける
Principalities, pow’rs , and majesties
ちから、ちから、復活の力、内なる人にある
At the name of Jesus Christ must fall.
2.
Power, power, all transcending power,
かみ、御子を昇天させ、その力あらわす。
Elevate us mightily within!
Power, power, all transcending power,
支配、力、御名により、主はみな打ち倒す。
Elevate us in the inner man!
ちから、ちから、上げる力、われらを引き上げる
3.
ちから、ちから、上げる力、内なる人にある
Pow’r surpassing too, all things to subdue Has
3.
been given to Christ, pow’r complete.
服従さす力あり、キリストに賜る。
We His Body are; so, hallelujah,
このちから召会は受け、万物は足の下
Everything must be beneath our feet!
ちから、ちから、したがわせる、服従させる力
Power, power, all subduing power
ちから、ちから、したがわせる、内なる人にある
All subjecting mightily within!
4.
Power, power, all subduing power,
かしらへとつり上げる、このちから召会に。
All subjecting to the inner man!
4.
われらにもあたえられ、召会は導かれる。
And the best of all, overruling all, O’er all to the
ちから、ちから、かしらの中、万物をつり上げる
church Christ is Head.
ちから、ちから、かしら上げは、内なる人にある
Pow’r so glorious over all’s to us;
1.
To the highest place the church is led.
復活的大能，神已经显明，使他的儿子从死復生； Power, power overruling power,
因见此大能，我們得加力，復活生命里昂然夸胜。 Ruling over all, without, within!
大能，大能，復活生命大能內里运行，时时加添能力； Power, power, overruling power,
大能，大能，復活生命大能里面的人時時得加力！ Ruling, reigning, through the inner man!

