#5:すべてを含む、無限に拡張するキリストを、
神の奥義として知り、経験する 感謝祭特別集会 2020/2/10-16
Overview：すべてを含む、無限に拡張するキリストは神の
奥義として、神の言葉(＝定義、説明、表現)です。キリスト
はまた神の奥義的な物語であり、神の歴史です。神の歴
史は、肉体と成ること、人の生活、十字架、復活、昇天、
栄光を現すこと、御座に着くことを含んでいます。神の物
語に関連する知恵と知識はすべて、神の奥義であるキリ
ストの中に隠されています(Ⅰ)。キリストが神たる方の豊満
の具体化であることが意味しているのは、三一の神、父、
子、霊の豊満が肉体のかたちをもってキリストの中に住ん
でいるということです。私たちはみな、彼の豊満から、恵み
の上にさらに恵みを、止めどなく押し寄せる海のうねる波の
ように受けています(Ⅱ)。私たちはキリストにある信者として、
神たる方の全豊満が肉体のかたちをもって住んでいるキリ
ストの中で満ち満たされています(Ⅲ)。
Ⅰ．すべてを含む、無限に拡張するキリストは、神の奥
義です：コロサイ2:2 それは、彼らの心が慰められ、彼
らが愛の中で結び合わされ、理解力から来る全き確信
のあらゆる豊富へと至るため、すなわち、神の奥義な
るキリストを知る全き知識へと至るためです。
Ａ．神ご自身は奥義であり、キリストはこの奥義の奥義です。
Ｂ．「神の奥義」は、把握し難く、説明し難いものを示し
ています。
Ｃ．すべてを含む、無限に拡張するキリストは神の奥義
として、神の定義、説明、表現、すなわち、神の言です。
ヨハネ1:1 初めに言があった、言は神と共にあった。言
は神であった。
Ｄ．キリストは神の奥義として、神の歴史です。神のすべて
の「物語」は、キリストの中にあり、またキリストです：
1．神は無限で永遠であって、初めも終わりもないのです
が、歴史、物語を持っています。2．すべてを含む、無限
に拡張するキリスト（神の奥義、神の奥義的な物語）は、
神の歴史です。3．神の歴史は、神がキリストの中で経過
した手順を指しています。それは彼が私たちの中へと
入って、私たちが彼の中へともたらされるためです。この
手順は、肉体と成ること、人の生活、十字架、復活、昇
天、栄光を現すこと、御座に着くことを含んでいます。 月
E．神の奥義としての、すべてを含む、無限に拡張するキ
リストの中には、知恵と知識のすべての宝が隠されてい
ます：コロサイ 2:3 このキリストの中には、知恵と知識の
すべての宝が隠されています。1．知恵は私たちの霊と関
係があり、知識は私たちの思いと関係があります。エペソ
1:8 この恵みを、神はすべての知恵と思慮の中で、私たち
にあふれるばかりに及ぼし、…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、
2．神は知恵と知識の唯一の源です。3．これは、キリストと
召会に関する神聖なエコノミーについての霊的な知恵と
知識です。4．知恵と知識はまた、神のすべての「物語」を
指しています。5．神の物語に関連する知恵と知識はすべ
て、神の奥義であるキリストの中に隠されています。
火
Ⅱ．キリストは神の奥義として、神たる方の豊満の具体化
です：コロサイ2:9 なぜなら、キリストの中には、神たる方の
全豊満が肉体のかたちをもって住んでいるからです。(水)
Ａ．「神たる方の全豊満」は、神たる方のすべて、神全
体を指しています：1．「神たる方」という言葉は神格を指
しており、それはキリストの神格を強く示しています。
2．神たる方は父、子、霊から成っているので、神たる方の
豊満は、父、子、霊の豊満でなければなりません。

3．キリストが神たる方の豊満の具体化であることが意味し
ているのは、三一の神の豊満が肉体のかたちをもってキリ
ストの中に住んでいるということです：ａ．これは、キリストが
彼の人性の中で着た肉体を暗示しており、また神たる
方の全豊満が、人の体を持つ方としてのキリストの中に
住んでいることを示しています。ヨハネ1:14 そして言は
肉体と成って、私たちの間に幕屋を張られた．それは恵
みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た．それ
は、父からのひとり子としての栄光であった。(水・木)
ｂ．キリストが肉体と成る前、神たる方の豊満は、永遠
の言としてのキリストの中に住んでいましたが、肉体の
かたちをもって彼の中に住んでいたのではありませんで
した。ｃ．キリストが肉体と成って、人の体を着た後、神
たる方の豊満は、彼の中に肉体のかたちをもって住み
始めました。そして栄光が現された彼の体の中に、そ
れは今も、また永遠に住んでいます。ピリピ3:21 キリス
トは…私たちの卑しい体をも変貌させ、それを彼の栄
光の体に同形化してくださいます。(水)
Ｂ．コロサイ 2:9 の「豊満」は、神の豊富ではなく、神の豊
富の表現を指しています：1．豊富は、あるものの量で
あり、豊満はそのものの流れ出、あふれ流れであって、
そのものの表現となります。2．キリストの中に住んでいる
のは、神たる方の豊富であるだけではなく、神であるもの
の豊富の表現でもあります：ａ．神の豊満は、神の豊富
のあふれ流れであって、このあふれ流れは神の表現で
す。ｂ．神たる方の豊満は、神たる方の表現、神である
ものの表現です。3．神たる方は旧創造（宇宙）において
も、新創造（召会）においても表現されています。
Ｃ．神の御子は肉体と成って人と成ったとき、彼には神
の豊満がありました。そして私たちはみな、この豊満から
受けました：ヨハネ1:16 私たちはみな、彼の豊満から、
恵みの上にさらに恵みを受けた。
1．ヨハネ1:16の「恵み」は、恵みの豊富を指しているの
ではなく、恵みの豊満を指しています。恵みの豊富は神
の中にありますが、恵みの豊満はキリスト・イエスの中に
あります。2．私たちが受けている恵みは、恵みの豊満で
す。私たちは救われた時から始まって、恵みの上にさら
に恵みを受けることができます。3．ヨハネ1:16の「恵み
の上にさらに恵み」という句は、止めどなく押し寄せる海
のうねる波にたとえることができます。
水木
Ⅲ．私たちはキリストにある信者として、神たる方の全豊満
が肉体のかたちをもって住んでいるキリストにあって満ち満
たされています：コロサイ 2:10 そしてあなたがたは、キリス
トにあって満ち満たされているのです．彼はすべての支配
と権威のかしらです。(金)
Ａ．10 節の「満ち満たされ」と訳されたギリシャ語は、
完成、完全を暗示しています。
Ｂ．神たる方の全豊満がキリストの中に住んでいるので、
また私たちは彼の中に入れられたので、私たちはキリスト
にあって満ち満たされ、神聖な豊富で満たされています：
Ⅰコリント1:30 しかし、あなたがたがキリスト・イエスの中に
あるのは、神によるのです．このキリスト・イエスは、神から
私たちに与えられた知恵、すなわち、義と聖別と贖いとな
られました．(金) エペソ3:8 すべての聖徒のうちで最も
小さい者よりも小さい私に、この恵みが与えられたのは、
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、1．キリストを信じているすべての人
は、キリストの中へと入れられています。ですから、私たち
はキリストと一体化されて、彼と一です。2．私たち信者は、
すべてを含む、無限に拡張するキリストの中へと入れられ

て、彼と一体化され、私たちの夫である彼に結合されて
います。このゆえに、私たちは彼と一です。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。
3．私たちは、キリストと一であるので、キリストが完成し、
獲得し、到達したすべてにあずかっています。私たちは、
キリストが経験し、経過したすべてを受け継いでおり、彼で
あるすべて、また彼が持っているすべてを受けています。
4．彼が経過したすべては今や私たちの歴史であり、彼
が獲得し到達したすべては私たちの嗣業です。
5．その結果、彼であるすべて、また彼が持っているすべ
ては私たちに属しており、彼が経験したすべては私たち
の歴史となっています。
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。
Ｃ．私たちは、キリストの中で持っているものについての
完全な認識を持ち、信仰を活用して、キリストの中で私
たちのものであるすべてにあずかる必要があります。
Ｄ．この豊満はすべてを含んでいるので、この豊満は私
たちのためにあらゆることを完成し、この豊満は私たち
を完全に満足させ供給し、この豊満は私たちが満ち満
たされるようにして、私たちを完全にし、完成します。
E．私たちは、すべてを含む無尽蔵の豊満を持っています。
この豊満はキリストの中に、肉体のかたちをもって住んでお
り、私たちはキリストにあって満ち満たされています。 金土
Crucial Point⑴:キリストを知恵とし、ビジネス・ライフに
おいて神の歴史、物語を経験する
OL1:神は無限で永遠であって、初めも終わりもないの
ですが、歴史、物語を持っています。
OL2:神の歴史は、神がキリストの中で経過した手順を
指しています。それは彼が私たちの中へと入って、私
たちが彼の中へともたらされるためです。この手順は、
肉体と成ること、人の生活、十字架、復活、昇天、栄
光を現すこと、御座に着くことを含んでいます。
OL3:神の物語に関連する知恵と知識はすべて、神の
奥義であるキリストの中に隠されています。
私たちは救われる前、賢くありませんでした。しかしな
がら、いったん私たちは救われると、キリストを私たちの
知恵として経験することができます。すべての信者は賢
くあるべきです。これは実際的です。私たちはどのように
自分の時間と金銭を使うかで、キリストを私たちの知恵と
して経験する必要があります。キリストは真の知恵です。
私たちがキリストによって生きるとき、彼は私たちの知恵
です。私たちがキリストよって生きないとき、あるいは、キ
リストが私たちの中で生きることができないとき、私たちは
賢くありません。キリストは常に私たちの中におられます
が、私たちはしばしばキリストに私たちの中で「生きて」い
ただくことを許しません。キリストは私たちの中で生きると
き、私たちの知恵となられます。
パウロはコロサイの信者たちに、真の知恵と知識のす
べての宝は、キリストの中に隠されていると言いました。
これは、キリストと召会に関する、神聖なエコノミーの霊
的知恵と知識です。知恵は私たちの霊と関係があり、
知識は私たちの思いと関係があります。
さらに、知恵と知識は神のすべての「物語」を指して
います。…神の物語に関連する知恵と知識はすべて、
神の奥義であるこのキリストの中に隠されています。
適用：青年在職・大学院生編
神は無限で永遠ですが、人性との関わりにおいて神に
は歴史、物語があります。永遠の神は時間の中に入り、約

二千年前に人間性を着られました。そして人となられた神
は、地上で人間生活を経験され、人生の苦難、試練、労
苦などを経験され、三十歳の時に彼の地上の務めを開
始されました。彼は福音を宣べ伝え、弟子たちを召し、彼
らも福音を伝えるように遣わされました。三十三歳半の時
に十字架上で罪人の身代わりに、罪人に対する律法の義
の要求の負債をすべて完済するために、十字架上で死に、
贖いを完成されました。そして陰府(よみ)に入り、三日間
そこを旅行した後、死からよみがえり、命を与える霊となら
れました。そして主は神の右に昇天され、天上の務めを
開始されました。彼は天の務めにおいて、信者たちのため
にとりなし、福音友人のためにとりなしています。それは召
会が地上で神のみこころを実行するためです。これが永
遠の神がイエスの人性の中で経験された歴史です。この
歴史は神が知恵の中でデザインされました(詩歌21)。この
奥義のすばらしい物語を誰が想像できたでしょう？ また
キリストの卓越した贖いを誰が考えつくことができるでしょ
う？ 贖いによって神の愛と義の間のジレンマを解決し、神
の命によるご計画を遂行する道が開かれたのです。あな
たはビジネス・ライフにおいてキリストを知恵として神の物
語、歴史を経験してください。1コリント 2：9 このように書か
れているとおりです、「目が見たこともなく、耳が聞いたこと
もなく、人の心に思い浮かんだことのないものを、神はご自
身を愛する者たちのために備えてくださった」。10 しかし、
神は私たちに、その霊を通してそれらを啓示されました．
その霊はすべての事柄、神の深みさえも探られるからで
す。11 いったい人の事柄は、人の中にある人の霊のほか
に、人の間でだれが知っているでしょうか？ 同じように、
神の事柄も、神の霊のほかにはだれも知りません。
この神の物語は、知恵の中でデザインされたものです。
その知恵はキリストの中に隠されています。あなたには知
恵があると思いますが、それはキリストの知恵ではありま
せん。例えば、人はお金を儲けると、愚かなことにお金や
時間を費やしてしまいます。金持ちの人は、妻以外の女
性を外に持ち、姦淫を犯す傾向があります。あるいは、極
めて高額なスポーツカーを何台も購入したりして、浪費し
ています。これは正しくお金や時間を費やす知恵がない
ことを示しています。
あなたは物質的に裕福であっても、そうでなくても、キリ
ストの中に隠された知恵と知識を経験し、神の物語をあな
たのビジネス・ライフで経験してください。ビジネス・パースン
は忙しいので、どのようにお金や時間を使うかについて、キ
リストを知恵として経験する必要があります。上司や同僚と
付き合って残業や不必要な飲み会に頻繁に関わっている
と、仕事の効率も悪化します。なぜならあなたが自分の知
恵に頼り、人間関係の構築のためと考えて参加した過度
な残業などは、あなたを消耗させ、次の日にリフレッシュし
て業務にあたることを妨げるからです。そうではなく、キリス
トの天の務めのとりなしに協力して、福音や牧養のために
兄弟姉妹と出て行くことができれば、あなたはかえって新
鮮にされ、復興され、祝福されます。そして帰宅し、平安
の中で十分な睡眠をとることができます。また金銭的な余
剰については、召会に献げることで、主によって物質的にも
また霊的にも祝福されます。主はあらゆる祝福の源です。
祈り：「おお主イエスよ、神の奥義であるキリストは、神の
歴史、物語です。この物語は神の知恵の中でデザイン
されました。それは人の知恵をはるかに超えた知恵で
あり、キリストの中に隠されています。私がビジネス・ライ
フや研究生活で、自分の知恵に頼るのではなく、キリス
トを知恵として、神の歴史、物語を経験できますように」。

Crucial Poinｔ⑵:キリストは神の豊満であり、私たちはこの
豊満から受けて、キリストの豊満である召会を建造する
OL1: 豊 富 (riches) は 、 あ る も の の 量 で あ り 、 豊 満
(fullness)はそのものの流れ出、あふれ流れであって、
そのものの表現となります。
OL2:神の御子は肉体と成って人と成ったとき、彼には
神の豊満がありました。そして私たちはみな、この豊満
から受けました。
OL3:ヨハネ1:16の「恵みの上にさらに恵み」という句は、
止めどなく押し寄せる海のうねる波にたとえることがで
きます。ヨハネ 1:16 私たちはみな、彼の豊満から、恵
みの上にさらに恵みを受けた。
コロサイ 2:9 なぜなら、キリストの中には、神たる方の
全豊満が肉体のかたちをもって住んでいるからです。
ヨハネ 1:16 を理解するのは容易ではありません。ギリ
シャ語の教師は、「恵みの上にさらに恵み」を海の波にた
とえることができるとかつて言いました。海の波は、止まる
ことなく波の上にさらに波が押し寄せてきます。この節の
「恵み」は、恵みの豊富を指しているのではなく、恵みの
豊満を指しています。恵みの豊富は神の中にありますが、
恵みの豊満はキリスト・イエスの中にあります。ですから、
私たちが受けている恵みは、恵みの豊満です。ユダヤ人
は主イエスを知らないので、彼を受け入れません。彼らは
御父を持っているだけで、御子を持っていません。ですか
ら、彼らが享受することができるのはせいぜい、神の豊富
な愛です。彼らはクリスチャンが享受することができるよう
に神の愛の豊満を享受することはできません。
今、私たちは、ヨハネ 1:16 を理解することができます。
この節は、私たちが「彼の豊満から」受けたと言っており、
「彼の豊富から」受けたとは言っていません。この節では
「豊富」ではなく、「豊満」を使っています。これはコップの
中の水が豊富であることと、コップからあふれ流れた水が
豊満であることにたとえることができます。主イエスは神の
あふれ流れです。御子は御父のあふれ流れです。これ
は例証です。私は 1928 年に結婚する前、独身でした。
私は若く強かったのですが、「あふれ流れ」を持っていま
せんでした。しかしながら、今日、私の八人の子供、彼ら
の配偶者、私の第三世代を加えると三十人以上になりま
す。これは私のあふれ流れです。豊富は父の中に見られ、
豊満は子供たちの中に見られます。
適用：奉仕者編
豊満は豊富とは異なります。豊満は豊富のオーバー
フローイングです。コップの中に水があっても、コップから
水があふれ流れていなければ、豊満ではありません。
コップの中の水が豊富であっても、オーバーフローして、
外にあふれ流れて初めて豊満となります。あなたは豊
富から受けるのではなく、豊満から受けています。それ
は波が次から次へと来るように、あなたに臨むことを
言っています。この事が示しているのは、次の通りです：
⑴神たる方、父、子、霊のすべての豊満は、キリストの
中に住んでいます。あなたがキリストに来れば、神のす
べての豊富があふれ流れていますので、容易にそれ
を享受できます。あなたはコップの中に入り探す必要
はありません。あなたはただ主に来ればいいのです。そ
うすればあなたは享受することができます。
⑵父なる神はこの豊満の源であり、この源は永遠から永遠
に流れても、なお流れ続けることができる無限の源です。
あなたは枯渇することを恐れる必要は一切ありません。
⑶日常生活で、豊満から受けて喜びと活力で満たされ
て、会社や学校に行ってください。異邦人のように暗い

顔をして行ってはいけません。あなたの中には神の豊満
が住んでいるキリストがおられます。毎日喜びをもって会
社などに行くことは、あなたにとってとても重要です。
⑷あなたの各種の奉仕において、キリストをオーバーフ
ローさせ、キリストを大きく表現すべきです。例えば、あ
なたはプリントを印刷し、椅子の上に配る奉仕をする時、
霊を活用して、「おお主イエスよ、プリントを丁寧に正し
く配置して配ります。仕事や学校から来たここに座る兄
弟姉妹が、霊に戻り、霊を活用してプリントの中の聖書
の言葉に触れることができますように」と祈ってください。
そうすることであなたは外側で集会の準備をするだけ
でなく、内側で霊的にも集会の準備をしているのです。
⑸あなたはこの豊満から受けて、キリストの豊満として
の召会を建造すべきです。
祈り：「おお主イエスよ、私は主の豊満から恵みの上に
さらに恵みを受けています。キリストに来てオーバーフ
ローする恵みを受けます。この事で私は自分の古い観
念を捨てなければなりません。聖書の啓示によれば、
私は豊満から受けているので、日常生活や奉仕におい
て、私は決して貧しくあるはずがありません。主を賛美
します。私の奉仕においてキリストをオーバーフローさ
せることができますように! それはキリストの豊満である
召会を建造するためです。アーメン!」
Crucial Point⑶:信者はキリストに嫁ぎ、キリストと結合し
ているので、大富豪よりもリッチである。信仰によって
キリストの計り知れない豊富を経験し、宣べ伝える
OL1:私たち信者は、すべてを含む、無限に拡張するキ
リストの中へと入れられて、彼と一体化され、私たちの
夫である彼に結合されています。このゆえに、私たちは
彼と一です。
OL2:彼が経過したすべては今や私たちの歴史であり、
彼が獲得し到達したすべては私たちの嗣業です。
OL3:私たちは、キリストの中で持っているものについて
の完全な認識を持ち、信仰を活用して、キリストの中で
私たちのものであるすべてにあずかる必要があります。
エペソ3:8 すべての聖徒のうちで最も小さい者よりも小さ
い私に、この恵みが与えられたのは、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、
私たちはすべてを含むキリストの肢体です。私たちは
彼の中に入れられ、彼と一体化され、真に彼に「嫁ぎ」
ました。ですから、私たちは彼と一です。彼が経過され
たすべては今や私たちの歴史であり、彼が獲得し到達
されたすべては私たちの嗣業です。
あるクリスチャンはこれの教理的な知識を持っていま
すが、私たちとキリストとの結合の単なる知性的な理解だ
けでは十分ではありません。私たちは信仰を活用して、
キリストの中で私たちのものであるすべてにあずかる必要
があります。私たちは自分を貧しいと考えるべきではあり
ません。それは、裕福な人に嫁いだ貧しい婦人が、もは
や自分を貧しいと考えるべきではないのと同じです。たと
え自分は貧しいと感じるかもしれないとしても、彼女は自
分の夫の豊富が自分に属しているという事実を適用する
ことを実行しなければなりません。
あるクリスチャンは祈りの中で、自分はいかに貧しく、
あわれで、低いかを言い表すことを好みます。このような
祈りは信仰や確信のないものです。私たちは全き確信を
もって、豊富なすべてを含むキリストと一であること、三
一の神の全豊満の具体化である方と一であることを信じ
る必要があります。私たちが全き確信をもってこれを認
識するなら、決して自分は貧しいと考えないでしょう。

自分についての感覚を信じるのではなく、ただキリス
トを仰ぎ見なさい。あなたの信仰を活用して、彼である
こと、彼が経過したこと、獲得し到達したこと、彼が今
日どこにおられるかを認識しなさい。彼は第三の天に
おられ、私たちは彼と一であるので、私たちも第三の天
にいるのです。…私たちは計り知れない豊富であるキリ
ストの中に置かれたのです。
エペソ3:8でパウロは、キリストの計り知れない豊富に
ついて語っています。私たちは億万長者以上です。な
ぜなら、私たちが持っている豊富は数えられないほど
に大きいからです。私たちがキリストの中で所有してい
る豊富がいかに莫大であるか、見当もつきません。しば
しば私たちは、「主よ、私は貧しいあわれなものです」と
祈りました。しかし次のように祈った人は多くいません、
「主よ、感謝します。私は豊かであり、完全であり、満ち
満たされています。主イエスよ、私はあなたの中にいる
ので、最も裕福な億万長者よりも富んでいます。私に
は何の欠けるものもありません」。あなたがこのメッセー
ジを読んだ後、このように祈り始めることを、私は望み
ます。あなたは主と、御使いたちと、悪鬼どもにさえ、
「私は地上のどの億万長者よりも富んでいる、なぜなら
私はキリストの中におり、彼の豊富は計り知れないから
である」と告げなさい。
適用：新人及び青少年・大学生編
日本人は生真面目な人が多く、細かい詳細に注意を
払い過ぎる傾向があります。その結果、不信仰に陥りが
ちです。真面目なことは良いことですが、不信仰になっ
てはいけません。多くのクリスチャンは、「大富豪に嫁い
だ妻であるのに、以前の貧しい生活習慣から抜けること
ができない女性」のようです。キリストが経過し、経験した
すべてはあなたの財産であり、あなたの経験となることが
できるのは、あなたがキリストに嫁ぎ、キリストと結合して
いるからです。ハレルヤ! 主に感謝賛美します。
例えば、あなたは学校で先生と折り合いが悪く、クラ
スメイトともうまくいっていません。あなたはこのことを考
えると暗くなり、学校に行きたくないと考え始めます。こ
の時にあなたは目を天に向かって上げ、霊を活用し、
思いを霊に付けて、キリストに嫁いだことを再考慮してく
ださい。そして次のように祈りの中で交わることができま
す、「おお主イエスよ、私は日常生活で多くの時、自分
が大富豪であるあなたに嫁いでいることを忘れていま
す。主よ、私の不信仰を赦して下さい。私はあなたに
嫁いだので貧しさはないはずですが、今の状態はみじ
めです。このような結果になったのは不信仰が原因で
す。私は自分の不信仰から来る感覚を忘れ、神の言葉
を信じます。信仰によって、Going Upの生活をします。
神の豊満であるキリストのゆえに私の学校生活を引き
上げてください。また私は兄弟姉妹と共にキリストの計り
知れない豊富を享受して、福音として宣べ伝えます」。
このようにすれば、あなたはキリストを忍耐力として、人
と適合する力として、人を同情し愛する力として、物事
を正しく理解する知恵として経験することができます。
今週のトピック:中国武漢のコロナ・ウィルスの拡散と
福音の宣べ伝え⑵
コロナ・ウィルスによる感染者は17,238人、感染の
疑いのある人は21,558人、重症患者は2,296人、死
亡者361人に上っています（2020年2月3日13時報
道より）。2002～03年に大流行したＳＡＲＳでの中国
本土の死者349人を既に上回りました。
啓示録6:1～8によれば、福音、戦争、飢きん、死の

四頭の馬の競争において、福音がリードを取り、サタン
によって引き起こされた他の三頭の馬は福音の宣べ
伝えを助けています。私たちはコロナ・ウィルスの感染
のニュースを聞けば聞くほど、キリストの受肉、十字架、
復活、昇天を根拠に、ますます祈り、福音を伝えるべ
きです。
第一の封印:白い馬とその騎手－福音の宣べ伝え
啓示録 6:1 小羊が七つの封印の一つを開いた時、私
が見ていると、四つの生き物の一つが雷のような声で、
「来たれ」と言うのを聞いた。2 …見よ、白い馬があり、
それに乗っている者は弓を持っていた．そして冠が彼
に与えられた．彼は出て行って勝利を得た．そして、さ
らに勝利を得る。
FN「白い馬」:白は、清潔、純粋、公義、是認を象徴しま
す。白い馬は福音の宣べ伝えの象徴であり、それは清
潔、純粋、公義であって、人にも神にも良しとされます。
FN「馬に乗っている者」:最初の四つの封印は、四頭の
馬の競争のように、それぞれ騎手を乗せた四頭の馬か
ら成っています。四人の騎手は実際の人ではなく、人
格化されたものです。明らかに、第二の馬、赤い馬の
騎手は戦争、第三の馬、黒い馬の騎手は飢きん、第
四の馬、青白い馬の騎手は死です。…キリストの昇天の
直後、これら四つのもの―福音、戦争、飢きん、死は、四
頭の馬に乗った騎手のように走り始めました。それは、
キリストの再来まで継続するでしょう。
FN「弓」:弓は矢をもって戦うためです。しかし、ここには
弓があるだけで、矢がありません。これは、矢がすでに
敵を滅ぼすために射られてしまったこと、そして平和の
福音の継続のために、勝利が勝ち取られたことを示し
ます。今や戦いは終わっており、平和の福音が平和の
うちに宣言されています。
FN「勝利」:あるいは、征服の上にさらに征服しようと。
歴代にわたって、福音が宣べ伝えられるどの所でも、
あらゆる反対と攻撃を征服し、それに勝利を得てきま
した。第二、第三、第四の馬に乗っている者たちが、勝
利の上にさらに勝利を得て進むとは告げられていませ
ん。第一の騎手、福音の宣べ伝えだけが、継続的に
勝利してきたのです。福音の宣べ伝えの行われている
所はどこでも、この勝利があります。
第二の封印:赤い馬とその騎手―戦争の拡大
3 小羊が第二の封印を開いた時、…4 …見よ、別の赤
い馬が出て来た．ここの赤は流血を表徴します。赤い馬
は戦争が猛威を振るう表徴です。
第三の封印:黒い馬とその騎手―飢きんの拡大
5 小羊が第三の封印を開いた時、…見よ、黒い馬で
あった．ここの黒は飢きんを示し、飢えた人々の顔色
が黒くなることを表徴します。
第四の封印:青白い馬とその騎手―死の蔓延
7 小羊が第四の封印を開いた時、…8 …見よ、青白い
馬であった．それに乗っている者の名は「死」である．
青白い馬は死を表徴します。
神は彼の愛と知恵の中で、サタンによって引き起こされ
た戦争、飢きん、死をも用いて、人々の心を主に対して柔
らかくし、彼らが主を信じ、主の御名を呼び求め、救われ
るように促しています。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。
これらの御言葉を使ってコロナ・ウィルスの拡散のゆえ
に恐れている多くの友人たちのために祈り、LINEやWechat
などでこのメッセージを送り、彼らに福音を伝えてください。

