
私は良い戦いを戦い抜き、行程を走り終え、その信仰を守り通しました
(Ⅱテモテ4:7) FN「良い戦いを戦い抜き」:正当なクリスチャン生活は、三
つの面を持っています。❶サタンと彼の暗やみの王国に対抗して良い
戦いを戦うこと、❷神のエコノミーを遂行するために、レースを走ること、
❸神の分与の中の神聖な豊富にあずかるために、信仰を保つことです。
全生涯のレースを走り抜くため、今、目前にあるレースを走り抜く必要がある
例えば、学生の本分は勉強です。あなたは主の証しと福音のために勉

強をする必要があります。しかし、勉強の計画を立てても、それを実行す
る力がありません。この時、キリストをあなたの力と知恵として経験すること
ができます。Ⅰコリント1:24召されている者には、ユダヤ人にもギリシャ人に
も、キリストは神の力、また神の知恵です。FN「神の力、神の知恵」:知恵
は計画し、定めるためです。力は計画され、定められたことを遂行し、成
就するためです。神のエコノミーの中で、キリストは知恵であり力です。
祈り：「主イエスよ、キリストは、私にとって神の力、また神の知恵です。主
の証しと福音のために、学生の今、勉強においてキリストを力と知恵とし
て経験させてください。勉強で理解できない時には、諦めずに主の御名
を呼び求めます。そして、成績を徐々に上げて行けますように。私は勤
勉に勉強することで、学生時代の良い戦いを戦い抜きます」。
世の中の人は自分の将来のためだけに勉強しますが、あなたは畏れ

る霊を持って、自分のためではなく、主の証しと福音のために、毎日、勤
勉に勉強してください。イザヤ11:2そして、エホバの霊が彼(キリスト)の上
にとどまる。それは、知恵と聡明の霊、助言と勢力の霊、エホバを知る
知識とエホバに対する畏れの霊である。また、社会人の新人の聖徒た
ちは、職場の要求に応じるために、更にキリストを必要としています。毎
日が戦いです。主を享受して良い戦いを戦い抜くことができますように。
祈り：「主イエスよ、正常なクリスチャン生活は、神の王国の権益のために、
サタンと彼の暗やみの王国に敵対して戦うことを含みます｡良い戦いを戦
い抜くために、思いを霊に付けて、知恵と聡明の霊、助言と勢力の霊、エ
ホバを知る知識とエホバを畏れる霊を経験し、享受します。アーメン!」



祈りによって自分の行程を理解し、献身を更新して、行程を走り抜く
クリスチャン生活において最も重要な事は、❶主が定められた行程を

尋ね求め、❷忠信にその中を歩むことです。今日の信者たちの間のあわ
れな現象は、多くの人が、主が彼らのために定められた行程を見いだして
いないということです。ある人は、たとえそれを見いだしても、その中を歩み
ません。こういうわけで、彼らの生活には非常に多くの霊的な死、憂うつさ
が満ちています。神に従わないので、神の働きには非常に多くの衝突と議
論があるのです。私たち一人一人にとって最も重要な課題は、静まり、忍
耐し、祈り、献身し、服従して、自分自身を神の御手の中に置き、心から
彼の導きを尋ね求めることです。
献身の証し:兄弟の証し:私は大学一年の春に救われました。二回生に
なってから積極的に福音を伝え始めました。召会が行っていた月に一回
の福音集会の週は、毎日祈り、福音集会に友人を誘いました。しかし、そ
の週が終わると怠惰な生活に戻ってしまいました。このような矛盾した生
活をしていたので、福音の週以外は内側には常に葛藤があり、悩みがあり
ました。三回生の冬、台湾召会訪問に行きました。台湾の三重市で献身
のメッセージを聞きました。「からだの生活のために献身すれば、仮にあな
たがそれを忘れても、主は覚えておられます」と言われたことを今でも覚
えています。その夜、台中市の集会所で、私は聞いたことに従って献身し、
「私はここで喜んで自分自身と私の全生涯を捧げます。仮に、私がこの献
身を忘れても、あなたは覚えておられることを感謝します。私が忘れた時、
あなたが私を呼び覚まして下さい」と祈りました。この時、主の強い臨在を
感じました。この献身の後、内側と外側の矛盾が無くなり、内側が明るく、
透明になりました。その後も、献身を忘れて弱くなることがありましたが、そ
の都度、憐れみを受けることができたのは、主がこの献身を思い起こさせ
てくださり、主を見上げて、献身を更新することができたからだと思います。
明らかに、大学三回生の時の台中での献身が転換点となりました。救わ
れた時、私の人生の負のスパイラル(連鎖反応)は終わりました。からだの
建造のために献身した時、正のスパイラルが始まりました。「主よ、あなた
を見上げて、最後まで自分の行程を走り終えることができますように!」



１/24（主）報告項目：
A. 1/31（主）月一回福音牧養ための主日Zoom集会

主題：Come forward(進み出よう) 15:00-16:00
B. 1/31（主）本山地区六甲アイランドVG開始
C. 12月の献金報告（別紙）
D. 1/23(金)西宮・夙川地区新集会所を見学した兄弟姉妹の証し
① 大通りに面しているため、人目につきやすい。宣伝効果大!
② 大通りで交通量も多く、大きな声で歌ってもあまり気にならない
③ 集会所の構造が頑丈であると思った。外壁がきれい
④ 3線4駅、バス利用可能のため、アクセスが便利
⑤ 周辺に温泉、ラーメン屋、スーパーが近いので、兄弟姉妹とのブレ

ンディングがしやすい
⑥ 各階に換気扇が付いているので換気できて、風通しがよい
⑦ 1階の天井が高く、スペースも広いため集会所向きである
⑧ 2階は集会スペースと接待・宿泊に利用できる
⑨ 3階は奉仕者家族、BH、SHにできる
⑩ 日差しも入ってきて、部屋が明るい
⑪ 1,2階の集会スペースが広いので、多くの人で満たされることを願う
⑫ 元自転車屋のため、すでに看板がある
⑬ 1階の入口が広く、開放感があり、人の心が開かれ易い
⑭ 西宮集会所は大変素晴らしい。交通の便は非常に良くて、周りに

温泉、ラーメン屋、スーパーなどがあり、ブレンディングにも非常に
良い。集会所自体は3階建てで面積が広い。夙川地区は子供が
10数人もいるので、大人のBSにとっても子供たちにとっても大変嬉
しい。新しい集会所が祝福され有効利用されて、西宮の大人と子
供が多く主によって得られるように！

⑮ 夙川・西宮集会所はとてもシンプルな間取りで最初から集会所の
ために作られたような建物のよう。車通りも多く、人通りもあるので、
多くの人が訪れる集会所となるように！



わが主は再臨し 756
1. わが王はさいりんし，
万ぶつは復こうし，
宇ちゅうはあがなわれ，
すくい完成する！
われはくものなかの
主のあしおと聞き，
主の栄光のひそかな
あらわれを見る。

2. 主の「臨ざい」をのぞむ，
主がさいりんして，
われに天を得さすよう，
われ待ちのぞむ。
すばらしい臨在のなか
あること以がいに，
こころのしたうもの，
われは持たない。

4. 主のことばは不へん，
かんぜんでかん備，
そのことばをもって，
われをはげます。
なが栄こうあらわし，

てきを打ちやぶり，
ながやくそく成就し，
われ，むかえませ。

6. もはや千万のひとも，
われをさまたげず;
路上のいばらさえも，
わがえきとなる。
こころ，れい，復興せよ，
この世を去らせよ;
いのちの主よ！
来ませ， われ，なれを待つ。

7. いやす太陽，のぞみよ，
ながひかりあいす;
こう義の主！栄光の王！
われはひれ伏す;
主よ，とく御座に着き，
御かお照らしませ！
万民にめぐみあたえ，
王こく建てませ！

8. 真理はおうであって，
自由は王妃である！
虚偽がたけりくるい，
世のきみとなる！
されば真理よ，来たれ！

天のひかり帯びて，
主よ，来て主の子らを，
主にむかえませ！



我王必定快要再临 756

1. 我王必定快要再临，

天空都满了祂！

待赎宇宙快得复兴，

主要完成救法！

我已听见祂的脚声，

在那彩云中间；

我已看见祂的荣身，

隱约显露在天。

2. 我今仰望我主『同在』，

不敢懈怠一点；

我今等候我主再来，

使我得着所天。

除了我主此刻就来，

接我与祂同在，

除了这件美事以外，

我心別无所爱。

4. 我的救主，你的圣言

无可惑，无可减；

我今忠诚不顾脸面，

因你圣言自勉。

愿你荣耀早日显现，

仇敌败，阴府陷；

愿你应许早日应验，

接我们到那边。

6. 千人的手不能阻我，

万人的眼也不；

路上荆棘，不过助我

忠勇进前得福。

我心！我灵！今当复兴，

让这世界过去；

生命的主！求你快临，

接我进入天域。

7. 医治的日！人的盼望！

我真爱你光线；

公义的主！荣耀的王！

我今伏你面前；

求你自己快登宝座！

求你脸面快显！

求你伸手建立天国，

向万民赐恩典！

8. 真理本当得胜为王！

自由本当为后！

但是谎言竟然猖狂，

为这世界元首！

所以真理求你快来！

带着天光而来！

好使仇敌遇见失败，

眾子投入你怀。



My King will soon come back again 

1. My King will soon come back again,

The sky be filled with Him;

The universe to be redeemed

Will see His light therein.

The Lord will soon fulfill His plan,

His footsteps now I hear;

His glorious frame I faintly see

Beginning to appear.

2. I’m longing for His presence blest

And dare not slothful be

While waiting for my Lord’s return,

His own dear self to see.

My only hope-that He may come

And change my faith to sight;

There is no other joy on earth

Which gives my heart delight.

4. My Savior, all Thy holy words

Can never doubted be;

With them encouraged day by day,

I’m faithful unto Thee.

Oh, may Thy glory soon appear,

The foe be overthrown;

Thy promises be realized,

And we brought to Thy throne.

6. A thousand hands won’t hinder me,

Nor will ten thousand eyes;

The thorns upon the road but help

Me onward to the prize.

Arise, my spirit and my heart,

And let the world go by;

The Lord of life will take me soon

To be with Him on high.

7. Thou healing sun! Thou hope of man!

I really love Thy ray.

Oh, righteous Lord! oh, glorious King!

I bow to Thee and pray:

Oh, may Thou soon ascend Thy throne

And quickly show Thy face;

Thy heav’nlykingdom may Thou found

And grant all men Thy grace.

8. The truth should triumph and be king,

And freedom should be queen;

But falsehood, which has rampant run,

Head of the world be seen.

We ask Thee, Truth, to quickly come

And bring Thy light from heav’n;

The foe be crushed and all Thy sons

Into Thy bosom giv’n.


