（2016特別集会＃3より）
神が人をご自身のかたちに創造したのは、
神を表現させるためである
Ⅰ．神が人を神のかたちに創造したのは、神を表現させ、神の権威をもって神を代行させるためで
した。このことは神の定められた御旨にしたがっていました：
創1:26 それから、神は言われた、「われわれのかたちに、われわれの姿にしたがって、人を造ろ
う．そして彼らに、海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべての這うものを治めさせよう」。
27 そして、神は人を彼ご自身のかたちに創造された．すなわち、神のかたちに人を創造し、男と
女に彼らを創造された。
エペソ3:11 神が私たちの主キリスト・イエスの中で立てられた、永遠の定められた御旨にした
がっているものです．
Ａ．神は定められた御旨のために人を創造しました。堕落した人が定められた御旨を成就すること
は不可能です。
ローマ3:23 なぜなら、すべての人は罪を犯したので、神の栄光に欠けており、
Ⅰヨハネ3:4 すべて罪を犯す者は、また不法を行ないます．罪は不法です。
2016.7.4-10

宇宙において神には敵がいます。それは反逆の被造物です。私たちは、それが悪魔サタンで
あることを知っています。彼は神の定められた御旨のために創造された人を駄目にしました。
私たちは、新約の節からこのことを知っています。その節は罪を定義しています。ローマ人への
手紙第3章23節は言います、「すべての人は罪を犯したので、神の栄光に欠けており」。栄光とは
表現された神です。神の栄光に欠けるとは、神を表現することに失敗することです。罪のこの面は、
神が私たちをご自身のかたちに表現することでの目的に相対します。ヨハネの第一の手紙第3章
4節には罪の第二の定義があります。ヨハネは、「罪は不法です」と言っています。罪はある法律
や権威に服従することを拒絶することです。このことは創世記第1章26節の統治権の事柄に相対
します。
覚えていてください。何も神の定められた御旨を覆すことはできません。神は彼の予知において、
何が起こるかを知っておられました。ですから、時が満ちて彼は御子を遣わしました。御子、主イ
エスは人として神の定められた御旨を成就しました。彼は常に神を表現し、死に至るまでも常に神
に従いました。…彼には罪がありませんでした。ですから、彼は私たちの贖いのために死ぬことが
でき、宇宙におけるすべての消極的な事柄を対処し、すべての問題を解決することができました。
彼は十字架上にいた時、エペソ人への手紙第2章に啓示されているように、罪を解決することだけ
ではなく、彼はご自身の中で一人の新しい人を創造しました。
1・月

Ｂ．私たちはキリストの栄光の福音を告げ知らせ、また神の王国の福音を告げ知らせ、堕落した
人々を神に連れ戻して、神の永遠の定められた御旨を成就しなければなりません。
エペソ3:11 神が私たちの主キリスト・イエスの中で立てられた、永遠の定められた御旨にした
がっているものです．
Ⅱテモテ1:9 神は私たちを救い、聖なる召しをもって召してくださいました．それは私たちのわざ
によるのではなく、彼ご自身の定められた御旨と恵みによります．キリスト・イエスの中で、もろも
ろの時代の前に私たちに与えられていたこの恵みは、

最近、私はボストンの訓練センターを訪問しました。私はとても悲しいこと、実は悲劇的なことを知
りました。ケンブリッジ市にはマサチューセッツ工科大学（MIT）があります。それはおそらく世界で最
も良い工科大学です。ある年度にMITの学生の何人かが自殺しました。学校当局はとても心配しま
した。ですから、彼らは壁を設けて、そこに学生たちが感じていることを書いて、表現することができ
るようにしました。一人の学生は、どのように自分がMITで教えられたかを書きました。彼が教えられ
たことは、人が何であるかに関してです。彼はただ水からできており、脳の中には電気を帯びた神
経細胞があるにすぎないということでした。そして彼らは、なぜなおも生きている必要があるのかとい
う決定をしました。MIT の世界で最も優秀な学生たちは、サタン的な福音を聞いたのです。その自
殺の後しばらくして、福音のチームがキャンパスの公の場所に入って、キリストに関する福音を歌い
ました。一人の教授が彼らの歌っているのを聞いて、やって来て、その歌を聞いていました。このア
ウトラインに、創造によって人類が何であるかに関しての神の展望があります。私たちは、私たちが
接触するすべての人にこのメッセージを告げなければなりません。
神が人を神のかたちに創造したのは、神を表現させ、神の権威をもって神を代行させるためで
した。このことは神の定められた御旨にしたがっていました。神は、私たちの体が多くの水からで
きていることを知っています。神は、私たちには脳があり、その中には中枢神経があることを知っ
ています。神は、私たちに霊があることを知っています。神は私たちを生きた魂に創造したことを
知っています。私たちは霊、魂、体であり、神のかたちに創造されて神を表現し、神の権威をもっ
て神を代行します。日本のすべての人は、この定められた御旨のために創造されたのです。
神は定められた御旨のために人を創造しました。堕落した人が定められた御旨を成就すること
は不可能です。…私たちはこのために創造されましたが、今私たちがそれを行なうことは不可能
です。しかし、福音は神のメッセージであり、この問題を解決して、あなたが神の定められた御旨
のために生きるようにします。
2・火

Ⅱ．「『われわれのかたちに、われわれの姿にしたがって、人を造ろう．…』…そして、神は人を彼ご自身の
かたちに創造された．すなわち、神のかたちに人を創造し」（創1:26 前半，27 前半）：
Ａ．「われわれ…人を造ろう」は、人の創造に関して神格の三者の間で会議が開かれたことを啓示しています：
１．人を創造するという決定は、過去の永遠になされました。これは人の創造が三一の神の永遠の定め
られた御旨のためであったことを示しています。
エペソ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、10 今、天上にある支
配たちや権威たちに、神の多種多様な知恵を、召会を通して知らせるためであり、11 神が私たちの
主キリスト・イエスの中で立てられた、永遠の定められた御旨にしたがっているものです．
２．人を創造することにおける神の意図は、神の神聖なエコノミーを遂行して、ご自身を人の中へと分与
することでした。
Ⅰテモテ1:4 …信仰の中にある神のエコノミー［経綸］…
ローマ8:11 そして、イエスを死人の中から復活させた方の霊が、あなたがたの中に住んでいるなら、
キリストを死人の中から復活させた方は、あなたがたの中に住んでいる彼の霊を通して、あなたが
たの死ぬべき体にも、命を与えてくださいます。
Ｂ．神は、ご自身のかたちに、ご自身の姿にしたがって人を創造しました：
１．神のかたちは、神の内なる存在を指しており、神の属性の内側の本質の表現です。その中で最も顕
著なのは、愛（Ⅰヨハネ4:8）、光（1:5）、聖（啓4:8）、義（エレミヤ23:6）です。
Ⅰヨハネ4:8 …なぜなら、神は愛だからです。1:5 …神は光であって、神の中には少しの暗やみもあ
りません。
啓4:8 その四つの生き物は、それぞれ六つの翼を持ち、周りも内側も目で満ちていて、彼らは昼も夜
も休みなく言っている、「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな．主なる神、全能者、昔おられ、今おら
れ、やがて来ようとしておられる方」。
エレミヤ23:6 彼の日々にユダは救われ、イスラエルは安全に住む．『エホバ私たちの義』、これが、
彼が呼ばれる彼の名である。
２．神の姿は、神の形を指しており、神のパースンの本質と性質の表現です。ピリピ2:6 この方は、神の
形の中に存在されますが、神と等しくあるのを固守すべき尊いこととは見なさず、
３．神のかたちと神の姿は、二つの分離したものであると考えられるべきではありません：
ａ．人の霊の中に創造された人の内側の美徳は、神の属性のコピーであり、人が神の属性を表現す
る手段です。
ｂ．人の体として創造された人の外側の形は、神の形のコピーです。
3・水

４．神が人を創造したのはご自身の複製とならせて、人に神を内容とし神を表現する能力を持た
せるためでした：
ａ．他のすべての生き物は「その種類にしたがって」（11-12，21，24-25 節）創造されましたが、
人は神の種類にしたがって創造されました。
創1:12 そして、地は青草、種類にしたがって種をもたらす草類、種類にしたがって種のある
実を結ぶ木を生えさせた．そして神が見られると、それは良かった。25 こうして、神は地の動
物をその種類にしたがって、また家畜をその種類にしたがって、また地を這うすべてのもの
をその種類にしたがって造られた．そして神が見られると、それは良かった。
使徒17:28 …あなたがたのうちのある詩人たちも、『私たちも彼の種族である』と言っていま
す。29 このように、私たちは神の種族ですから、神聖であるものを、金や銀や石などの、人
の技巧や思考を彫刻したものと思うべきではありません。
ｂ．神と人は同じ種類に属しているので、人は神と結合され、有機的な結合の中で神と共に生き
ることができるのです。
ヨハネ15:5 私はぶどうの木であり、あなたがたはその枝である。人が私の中に住んでおり、
私もその人の中に住んでいるなら、その人は多くの実を結ぶ．私を離れては、あなたがたは
何もすることができないからである。
ローマ6:5 もし私たちが、彼の死の様の中で彼と結合して生長したなら、彼の復活の様の中
でも彼と結合して生長するのです．11:17 ところが、もし枝の中のあるものが折られて、野生
のオリブの木であるあなたが、彼らの間に接がれ、オリブの木の根の豊かな養分に共にあず
かる者となったとしても、18 それらの枝に対して誇ってはなりません．しかし、あなたが誇ると
しても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えていることを覚えていなさい。
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。

全聖書はどのように終わっているのでしょうか？それは一つの結婚をもって終わっています。
夫はだれでしょうか？ 小羊、贖う神が夫です。妻はだれでしょうか？花嫁となる妻はだれでしょ
うか？ 妻とは贖われ、再生され、造り変えられ、栄光化された人たちです。結婚があるために、
二者は同じ種類でなければなりません。人が独りであった時の状況を思い出してください。神
は、「人が独りでいるのは良くない」と言われました。…「あなたは宇宙で最もすばらしい結婚に
かかわりたくありませんか？あなたは神がキリストの中であなたとデートしたいということを知って
いますか？」。私たちは、主が私たちをどのように導かれるか、わかりません。しかし、私たちは
主の心の中にあるものを知っています。彼は、花嫁が彼に符合し、彼を表現し、彼を代行し、彼
が神格を持っていることを除いて彼であるのと同じであることを求めています。
4・木

Ⅲ．人を神のかたちに神の姿にしたがって創造することにおける神の定められた御旨は、人が神を
命として受け入れ、神のすべての属性において彼を表現することです：
創2:9 エホバ・神は…園の中央に命の木…を生えさせられた。
Ａ．神が人を神のかたちに、神の姿にしたがって創造したのは、神の目的が人の中へと入り、人と
一になることであるからです。
エペソ3:17 キリストが、信仰を通してあなたがたの心の中に、ご自身のホームを造ることができ
ますように．
Ｂ．神が人をご自身のかたちに創造したのは、神のエコノミーを通して人が神の命と性質を受け入
れ、それによって神の表現となるためです。
ヨハネ3:16 神はそのひとり子を賜わったほどに、世の人を愛された．それは、彼の中へと信じる
者が一人も滅びないで、永遠の命を持つためである。
Ⅱペテロ1:4 彼はその栄光と美徳を通して、尊く、際立って偉大な約束を、私たちにすでに与えて
くださっています．それは、これらの約束を通して、あなたがたが情欲によるこの世の腐敗から逃
れて、神聖な性質にあずかる者となるためです。
Ⅱコリント3:18 しかし、わたしたちはみな、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。
Ｃ．神は人が神の愛、光、義、聖を内容とする能力を持つような方法で人を創造しました。
Ⅰヨハネ4:8 愛さない者は神をまだ知っていません．なぜなら、神は愛だからです。
1:5 …神は光であって、神の中には少しの暗やみもありません。
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。
5:2 また愛の中を歩きなさい．キリストも私たちを愛して、ご自身を私たちのために、神へのかぐ
わしい香りのささげ物、またいけにえとしてささげられたのです。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．9 （光の
実は、すべての善と義と真実の中にあるからです）．

神は人が神の愛、光、義、聖を内容とする能力を持つような方法で人を創造しました。…私たちの
存在の中には、光の中に生きたいという渇望があります。これは真実であること、誠実であること、純
粋であること、正直であること、透明であることを含みます。私たちの中には神の義を内容とする能力
があり、また神の聖を内容とする能力があります。すべての人は堕落しており、彼らの創造された存在
は損なわれましたが、福音を通して彼らは回復されることができます。私たちは、堕落し罪深い人が
救われ、回復されることができるという証しとしてここにいます。
5・金

Ｄ．私たちは神の種類にしたがって創造されたので、私たちの人性の美徳には神聖な属性を内容とする
能力があるのです。
Ⅱコリント10:1 しかし、私パウロが自ら、キリストの柔和と優しさを通して、あなたがたに懇願します．あ
なたがたが言っているように、私はあなたがたの間で、面と向かっては卑しくなっていますが、離れて
いる時は、あなたがたに対して大胆です．11:10 キリストの真実が、私の中にあります．…
Ｅ．神が人を神のかたちに創造することが意味するのは、神は人が神の複写、神の複製となって神の団
体の表現となるという意図をもって人を創造したということです。この複製は神を幸いにします。なぜなら、
それは神のように見え、神のように語り、神のように生きるからです。
ヨハネ12:24 まことに、まことに、私はあなたがたに言う．一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それ
は一粒のままである．しかし、それが死んだなら、多くの実を結ぶ。
ローマ8:29 なぜなら、神はあらかじめ知っておられた者たちを、御子のかたちに同形化しようと、あら
かじめ定められたからです．それは、御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです．
Ⅰヨハネ3:1 見よ、何という愛を、御父は私たちに与えてくださったことでしょう．それは、私たちが神の子供
たちと呼ばれるためです．…2 愛する者たちよ、今や、私たちは神の子供たちです．私たちがどのようにな
るかは、まだ明らかにされていません。彼が現れるなら、私たちは彼のようになることを知っています．…
Ⅳ．聖書には、神と人との関係に関する奥義的な思想があります：
Ａ．神の願いは、人であるのと同じになって、人を神であるのと同じにすることです。
Ｂ．神の目的は、ご自身をキリストの中で私たちの中へと造り込み、ご自身を私たちであるのと同じにし、
私たちを彼であるのと同じにすることです。
エペソ3:17 またキリストが、信仰を通してあなたがたの心の中に、ご自身のホームを造ることができま
すように．またあなたがたが、愛の中に根ざし土台づけられ、
Ｃ．神のエコノミーはご自身を人とならせ、彼の創造された存在である私たちを神とならせて、彼が「人化
（ひとか）」された神となり、私たちが「神化（かみか）」された人となることです。
ローマ1:3 彼の御子に関するものです．この方は、肉によればダビデの子孫から生まれ、4 聖別の霊
によれば、死人の復活から、力の中で神の御子と明示された私たちの主イエス・キリストです．

神はこう言っておられたかのようです、「それはまさしく私が求めているものである。私の子は長子であ
り、私は多くの子たちが彼のようになることを望む。私はどこを見ても、キリストを見る。私は日本を見ると
き、キリストを見る。札幌でもキリストであり、富山でもキリストであり、神戸でもキリストであり、東京でもキリ
ストであり、インドでもキリストであり、ロシアでもキリストであり、ブラジルでもキリストである。キリストがあら
ゆる所にいる！」。神は「私はそれを好む」と言われます。これが神の目的です。
6・土

経験：結婚生活編
① 創2:18 それから、エホバ・神は言われた、「その人が独りでいるのは良くない。私は彼に、彼の配
偶者としての助け手を造ろう」。20 こうして、その人は、すべての家畜と空の鳥と野のあらゆる動
物に名を付けたが、アダムのために、彼の配偶者としての助け手が見当たらなかった。21 そこで、
エホバ・神が、その人を深い眠りに陥らせられたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを
取って、その場所を肉でふさがれた。22 こうして、エホバ・神は、その人から取ったあばら骨を一
人の女に建造し、彼女をその人の所に連れて来られた。23 すると、その人は言った、「今度こそ、
これが私の骨の骨、私の肉の肉である。この者を『女』と呼ぶことにしよう。それは、この者が『男』
から取り出されたからである」。

クリスチャンの結婚はキリストと召会の結婚を表しています。人はみな（独身の賜物のある人以外）、
神の導きの下で、配偶者と結婚し、結ばれるべきです。未婚の若い兄弟姉妹は、結婚について語る
ことを恐れてはいけません。神の定めによれば、あなたは一人でいるのはよくないのです。したがっ
て、結婚について、よく祈り、主の導きがあるようにすべきです。結婚の第一番目の条件は、クリス
チャンであることであり、第二番目は負担や志が一致していることです。これらの条件が最も重要な
事柄であり、その他の事柄は、付属的な事柄です。相手が未信者であれば、福音を伝えてください。
このような神の定めの中のクリスチャンの結婚は、神の建造のための基礎です。主を愛し、互い
に愛し合い、助け合う夫婦は、召会生活の中で建造のために機能することができます。
② すべての正しい結婚は男と女の結婚です。若い兄弟たち、私は女性が奥義的であることを認めます。女
性は男性が難しいと思っています。しかし、覚えていてください。私たちは同じ種類に属しているのです。
神が私たちを神の種類にしたがって造られたという事実は、神が私たちと一になることができ、私たちも
神と一になることができることを示します。…そうでなければ、結婚は奇妙なものとなってしまうでしょう。
ローマ6:5 もし私たちが、彼の死の様の中で彼と結合して生長したなら、彼の復活の様の中でも彼と結合
して生長するのです．

結婚生活において、夫婦が互いに愛し合い、助け合うために、神を享受し、神と一になり、神・人
の生活をする必要があります。そうでないと、男女は互いに理解できず、助け合うどころか妨げ合っ
てしまいます。夫婦が神の定めに従って召会生活をするなら、大きな祝福が召会にもたらされます。
しかし、そのためにあなたは、あなたの内側を十字架の死によって対処する必要があります。結婚
生活における不平、不満、不和は、あなたが十字架を経験せず、天然の命を生きていることを証明
します。主との親密で個人的な交わりを通して、十字架を経験し、復活の中で神を表現し、神を代
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行する夫婦になってください。

１ えい遠の過去から 永遠の未来まで、時かんをけい過し、御むね成就する。
ときの経過のなかで、 われらはたびびと。えいえんのために われら存在する。
２ ひとくみのひとが 建造、調和されて、あたらしいひと、また うつわとされた。
補933
かみ、いのち、せいしつ、 そのうつわに入れ、霊と霊をミングリングし、 かん喜で満たす。
望みと備え
３ かみのご計かくは 三方向で成就す。父、子、霊ご自身を われらに分与す。
―
その背景として 全被造ぶつはある。霊、たましい、からだの ひと創造された。
神の永遠
４ かみのご計かくの 中心はひとの霊。御名を呼びもとめ、 主とミング リングされる。
の定めら
中心から円しゅうへと かみは浸とうして、わがこころのなか ホームをつくる。
れた御旨
５ いのち、愛のなかで ともに建造され、かみはご計かくを 開始し、終わらす。
わがうちでぞう加し、 われらを建ぞうし、主、大きく表現する うつわとなせや。
６ しょう会建ぞうされ、 御むね完成する。えい遠の御むねは かんせいされる。
かみ、団体のうつわに かみの栄光入れる。主よ、御むねのため、 われらもちいよ。

補925
永遠之神
榮耀定旨

1 永遠之神榮耀定旨，已過永遠早立定，跨越時間作為橋梁，將來永遠必達成。
漫長歲月乃是過程，全為成功祂心意；我們居此不過客旅，無終永世為目的。
2 一個新人是神所要，照祂計畫被建造；我們在此相聯相調─ 團體器皿何榮耀！
神的生命、神的性情 調進其中時增添；神靈、人靈調為一靈，叫祂榮耀得稱讚。
3 三一之神三方工作，乃為達成祂定旨；父、子、聖靈何等奧妙，將神自己來分賜。
天地宏偉不過背景，三部分人是標的─ 靈、魂、身體何等美妙，為盛裝神作實際。
4 我們的靈乃是中心，是神計畫的關鍵；耶穌大名敞開呼求，人靈與祂就結聯。
心中各房讓祂安家，始於中心達圓周；更新心思、情感、意志，每一部分祂浸透。
6 最終召會，身體，新人，要顯現於榮耀裏；永世計畫終極完成，神的智慧顯無遺。
神終得著團體器皿，將祂榮耀盡顯明─ 為此我們奉獻自己，求使主旨速完成。

1 God eternal has a purpose,
4
Formed in His eternal past,
Spreading to eternal future;
’Twixt these ends all time is cast.
For with time there is the process,
Time for His accomplishment;
And in time we’re merely travelers—
For eternity we’re meant.

As the center, as the kernel,
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Of God’s plan our spirit is;
Calling on the name of Jesus
Makes our spirit one with His.
From the center to circumference
God would saturate each part;
Feeling, mind, and will renewing,
Making home in all our heart.

As the product, the fulfillment,
Will the church in glory stand,
Consummation of the purpose
In eternal ages planned.
God will have His corporate vessel,
All His glory to contain;
Lord, we’re wholly for Thy purpose
All Thy goal in us attain.
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