ヨ ブ 記、箴言、伝道の 書#8: 神の 多種多様な 知恵
3/22-28OL Summary:Ⅰ.箴言は、私たちが神と接触するこ
とを通して神から受ける知恵を強調しています:A.箴言
の主題は、神の知恵によって敬虔な生活をすることです｡
B.箴言の中心思想とは、私たちが知恵を尋ね求め、地
上で神に受け入れられることができる敬虔な生活をす
べきであるということです｡C.知恵は神から来ます:「エホ
バが知恵を与えられ、彼の口から知識と英知が出る」
(2:6)。D.知恵は金、銀、サンゴよりも貴重であってまさり、
他のいかなるものよりも望ましいのです｡E.箴言のある部
分で、神の知恵は人格化されています/神の知恵のこの
人格化は、神聖な三一の第二を指しています。彼は神か
ら新約のすべての信者たちに与えられた知恵となりまし
た/「エホバは知恵によって地の基を据え」(3:19)/エホバ
が地の基を据え、天を堅く立てたのはこの方、すなわち
キリストによってであり、彼は神の知恵です/神が万物を
創造したことは、神の知恵また喜びであるキリストを通
してです｡Ⅱ.ローマ11:33は、神の知恵について語ってい
ます、「ああ、神の豊富と知恵と知識とは、何と深いこと
でしょう!」:A.知恵と知識の違いを見ることは重要です/
知恵は、計画し、決意するためです/知恵は物事の開始
に見られます。それはローマ11:36によって示されてい
るようにです:「万物は彼から出て、彼を通し、彼に帰す
る」/神は唯一の開始者です:「ひとりの神、父…万物は
彼から出て」(Ⅰコリント8:6)/神は入って来て彼が開始し
たことを適用するとき、彼の知識を展覧します｡B.神の知
恵は、「奥義の中の神の知恵、すなわち隠されてきた知
恵です｡それは、私たちに栄光を得させるために、もろも
ろの時代の前に神があらかじめ定められたものです」
(2:7)/キリストは神の中心として、また私たちの享受のた
めの分け前として、奥義の中の深く深遠な神の知恵
です｡C.「どうか栄光がイエス・キリストを通して、この唯
一の知恵ある神に永遠にわたってありますように。アー
メン」(ローマ16:27)/全地における諸地方召会の中で、
私たちはみなこの唯一の知恵ある神に栄光を帰します/
この知恵ある神は、世々にわたって沈黙のうちに保たれ
てきた奥義の啓示にしたがって、イエス・キリストを私た
ちに与えました。この神はまた、私たちを救い、再生した
方です。そして彼の神聖な分与を通して、絶えず私たち
を新しくし、造り変えています。彼は最終的に私たちを栄
光化し、神の長子のかたちに同形化して、私たちを栄
光の中へともたらします｡』Ⅲ.キリストは神の知恵です:
A.新約において、人格化された神の知恵は、その実際
としてのキリストです/キリストの神性の知恵は、彼の体の
成長の度量に応じて明らかにされました/キリストが行
なったことは何であれ、神の知恵によって、すなわちキ
リストご自身によってなされました/この知恵は、彼の知
恵ある働き、彼の知恵ある行為によって義とされ、証明
されました/ルカ7:35で主イエスは言いました、「知恵は
そのすべての子供たちによって義とされる」/キリストの
働きは、知恵の子供たちとしての私たちを生み出して、
知恵の命を顧みさせることです。B.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)/神は知恵と知識の唯一の源です/私たちは、知恵と
知識をたどって、神の中にあるその真の源に至る必要
があります/知恵と知識のすべての宝は、神の奥義であ

るキリストの中に隠されています/知恵と知識がキリスト
の中に具体化されているという事実は、彼の語られた言
葉、特にマタイ福音書とヨハネ福音書に記録された言
葉によって証明されます/この二巻の書に記録された主
の言葉は、最高の哲学を含んでいます/知恵と知識は
宝としてのキリストの中に蓄えられているので、私たちは
キリストを持っていないなら、知恵と知識を持つことはで
きません/私たちが自分の存在を訓練して主と接触する
なら、命を与える霊としてのキリストは、私たちの霊と思い
に浸透し、そして私たちは経験において、キリストの中に
隠されている知恵と知識を持ちます｡Ⅳ.信者として、私
たちはキリストの中にいます。そしてキリストは、神から私
たちに与えられた知恵となりました:A.私たち信者は新創
造として、私たちであるものと持っているものは、神からで
あって、私たち自身からではありません｡B.キリストは私た
ちの知恵として、すべてを含み、義と聖別と贖いにおいて、
神から私たちに与えられた知恵となります/私たちの義
としてのキリストによって、私たちは神によって義とされて
います。それは、私たちが霊の中で再び生まれて、神聖
な命を受けるためです/私たちの聖別としてのキリストに
よって、私たちは魂において聖別されつつあります。す
なわち、私たちの思い、感情、意志において、彼の神聖な
命をもって造り変えられつつあります/私たちの贖いとし
てのキリストは、私たちの体の贖いのためであり、それに
よって私たちは体において、彼の神聖な命をもって変貌
させられ、彼の栄光の様を持ちます｡C.Ⅰコリント1:30にお
ける「神から私たちに与えられた(知恵)」が指しているの
は、伝達の方法による、現在の、実際的で、経験的なもの
です/私たちが主と共にとどまって彼の分与を受けるな
ら、主は知恵として私たちの中へと伝達されて、各種の
問題や物事を処理します｡』Ⅴ.召会を通して、神の多種
多様な知恵が、天上にある支配たちや権威たちに知ら
せられます:A.支配たちや権威たちは、天使である支
配たちや権威たちであり、良いものも悪いものもいます。
B.エペソ3:10は特に邪悪な者たち、すなわちサタンとそ
の使いたちを指しています/神が召会を通して彼の知恵
を知らせるのは、おもに人類に対してではなく、神の敵の
追従者である反逆の天使たちに対してです。C.サタンの
反逆でさえ、神の知恵の領域の中にあります｡D.神の選
ばれ贖われた人がキリストの豊富にあずかり享受すると
き、これらの豊富は彼らを召会に構成します。そして召
会を通して神の多種多様な知恵は、天上の天使である
支配たちや権威たちに知らせられます/召会を通して、
サタンとその使いたちが辱められる日が来つつあります/
彼らは自分たちの行なったことがすべて、神に機会を与
えて、神の知恵を現させたことを認識します。Ⅵ.新エル
サレムは、召会の究極的完成として、知恵に満ちてい
ます:A.新エルサレムは神によって設計され建築されて
おり、神は「土台のある都」の設計者と建築者です/新エ
ルサレムが物質の都であると言うことは、神の知恵の価
値を下げ、永遠の、知恵ある設計者としての彼を軽視す
ることです。B.私たちは、新エルサレムがしるしであって、
霊的で神聖な事柄を表徴することを認識するなら、この
都に神の知恵を見始めます｡C.神は知恵ある設計者と
建築者であり、そのような都を設計し、建造して、彼
の多種多様な知恵の満ち満ちた現れとならせます｡

CP1:キリストを追い求め、思いをキリストに開くなら、神の
知恵であるキリストを持ち、賢い選択をすることができる
OL1:箴言は、私たちが神と接触することを通して神か
ら受ける知恵を強調しています。
OL2:知恵は神から来ます。神の知恵は人格化されて
います。キリストご自身が神の知恵です。箴9:10 エホ
バを畏れることは知恵の初め、聖なる方を知ることは
英知である。3:15 知恵はサンゴよりも高価であり、あ
なたが望むどんな財宝もこれとは比較にならない。
3:19 エホバは知恵によって地の基を据え、英知に
よって天を堅く立てられた。
永遠から、初めから、地がある前から、知恵は立てら
れました。深い淵がなく、水のみなぎる源がなかったとき、
知恵は生み出されていました。山が立てられる前に、丘
が存在する前に、知恵は生み出されていました。それは、
彼がまだ地も野も、この世の最初のちりも造られなかっ
たときです。彼が天を堅く立て、淵の面に円を描かれた
とき、知恵はそこにいました。彼が上に空を固め、淵の源
が強くなり、海にその境界を定めて、水が彼の命令に違
反しないようにし、地の基を定められたとき、知恵は彼の
そばにいて、働き人でした。知恵は日ごとに彼の喜びで
あり、常に彼の御前で楽しみ、人の住む彼の地で楽しみ
ました。知恵の喜びは人の子たちの中にありました。再び、
この人格化された知恵はキリストを指しています。
知恵は、知恵を愛する者たちを愛し、知恵を熱心に
捜す者たちは知恵を見いだします。富と誉れは知恵と
共にあり、不朽の宝と義もそうです。知恵の実は金よりも、
純金よりも良く、知恵の産物はえり抜きの銀にまさります。
知恵は義の路、公正の径(みち)のただ中を歩み、知恵
を愛する者たちに財産を受け継がせ、彼らの倉を満た
します。再び、この人格化された知恵はキリストを表徴し
ます。私たちは知恵としてのキリストを持つなら、霊的な
ものと物質的なものを含めて、すべてを持ちます。
OL3:知恵は、計画し、決意するためです。
OL4:この知恵ある神は、世々にわたって沈黙のうちに
保たれてきた奥義の啓示にしたがって、イエス・キリス
トを私たちに与えました。この神はまた、私たちを救い、
再生した方です。そして彼の神聖な分与を通して、絶
えず私たちを新しくし、造り変えています。ローマ11:33
ああ、神の豊富と知恵と知識とは、何と深いことでしょ
う! 彼の判断は何と計り知れず、彼の道は何と極め
難いことでしょう! 36 万物は彼から出て、彼を通し、
彼に帰するからです。
知恵は頭の良さとは異なり、頭の良さよりもさらに深
いものです。知恵がなくても、頭は良いかもしれません。
例えば、ある犯罪者は非常に頭は良いかもしれませ
んが、全く知恵に欠けています。
私たちがキリストのからだの一の中に生き、各地の
地方召会でこのからだを表現する時、その結果として、
（1）神はサタンを私たちの足の下に踏み砕かれるで
しょう。（2）私たちはキリストの恵みと神の平安を享受
するでしょう。（3）唯一の知恵ある神に栄光が帰され
るでしょう。これが私たちの召会生活の頂点です。地
上にどれほど多くの聖徒たちがおり、どれほど多くの地
方召会があったとしても、各地で、私たちすべてはこ
の唯一の知恵ある神に栄光を帰します。

適用:新人及び青少年・大学生編
神の知恵によって天を延べ、地の基を据えられました。
ゼカリヤ12:1 天を延べ、地の基を据え、人の霊をその
中に形づくられたエホバはこう告げられる、
神は知恵の中で、天地万物の創造を計画し、創造
されました。そして特に人の中に霊を形づくりました。
それは、人が自分の霊を用いて祈り、知恵を捜し求め
見出すためです。キリストは神の知恵であり、あなたが
キリストを追い求め、思いをキリストに開くなら、キリスト
は思いに広がり、あなたは知恵を持つことができます。
大学受験の姉妹の証し:受験についてたくさんの兄弟姉
妹に祈ってもらいました。私の受験のためのライング
ループを作ってもらい、一緒に祈っていただきました。同
じ塾には受験のプレッシャーで泣き出す子もいる中、私
は何か悩みがあれば、すぐに兄弟姉妹に相談できる、そ
して祈ってもらえるという恵まれた環境の中にいました。
私はずっと神戸大学工学部を志望していましたが、
模試の成績はいつも合格のボーダーラインで、とても
不安でした。
センター試験が終わり、私はまずまずの成績を取り、
なんだか燃え尽きてしまいました。集中力が切れてしま
い、塾にも行きたくなくなり、毎日家で数時間しか勉強で
きなくなりました。母親はそんな私を見て、大変焦ってい
ました。私はそれを見てさらにイライラして、ますます勉
強が手につかないという悪循環に陥ってしまいました。し
かし、岡田姉妹(阪大院卒)が家まで励ましに来てください
ました。姉妹は「海事科学部はどう?」と言ってください
ました。私はそれまで人から勧められても一度も海事
科学部を考えたことがなかったのですが、不思議にす
んなりと受け入れることができました。祈ってみると、心
の中に平安がありました。それから私は海事科学部に
ついて調べ、この学部が私には合っていると思いました。
私は特に興味ある分野というのがなかったので、多種
多様な分野を学べる海事科学部は私に合っていると
思いました。また、多くの兄弟姉妹、そして家族が私のた
めに祈ってくれました。不思議なことに、私はどんどんや
る気を回復させることができました。そして、最終的には
神戸大学海事科学部に志望を出し、合格することができ
ました。主を賛美します! ピリピ1:19 というのは、あなたが
たの祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ちあふれ
る供給を通して、このこと(牢獄の環境)が私にとって救い
となることを知っているからです。ローマ8:6 肉に付けた
思いは死ですが、霊に付けた思いは命と平安です。
この証しで重要な点は、兄弟姉妹の祈りと交わりによ
るからだの供給とイエス・キリストの霊の満ちあふれる供
給です。これらの供給は、姉妹が思いを霊に開いた時、
思いに広がり、平安の感覚となりました。姉妹は平安の中
で主に導かれ、知恵のある選択をすることができました。
祈り:おお主イエスよ、キリストは神の知恵であり、キリ
ストを追い求め、思いをキリストに開くなら、キリストは
私の思いに広がり、私はキリストを知恵として持つこと
ができます。私にとって重要なことは、兄弟姉妹と主
に開くことです。からだの供給と導きに開き、思いを霊
に付けて祈ります。私を命と平安の中で導いてください。
キリストを知恵として持ち、私をサタンの混乱から救い
出し、祝福してください。アーメン!

CP2:自分を訓練して主と接触するなら、キリストを知恵
として経験し、最上の方法を見出し祝福される
OL1:キリストは神の知恵です。箴8:12 知恵である私
は分別と共に住み、知識と思慮を見いだす。
キリストは神から私たちに与えられた知恵となられま
した。知恵は、計画し、決意するためのものであり、力
は、計画し決意したものを遂行し達成するためのもの
です。神の救いにおいて、十字架につけられたキリスト
は神の力であると同時に神の知恵でもあります。私た
ちは力と知恵の両方としてキリストを必要とします。
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告げました。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。神のすべて
の物語は、知恵と知識です。神の物語に関するすべて
の知恵と知識は、神の奥義であるこのキリストの中に隠
されています。ですから、コロサイ2:6〜7は示していま
すが、主なるキリスト・イエスを受け入れた私たちは、彼
の中で歩き、彼の中に根ざし、建造されるべきです。
OL2:知恵と知識は宝としてのキリストの中に蓄えられて
いるので、私たちはキリストを持っていないなら、知恵と
知識を持つことはできません。私たちが自分の存在を
訓練して主と接触するなら、命を与える霊としてのキリ
ストは、私たちの霊と思いに浸透し、そして私たちは経
験において、キリストの中に隠されている知恵と知識を
持ちます｡コロサイ2:2-3 神の奥義なるキリスト…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。OL3:キリストは私たちの知恵として、すべてを含
み、義(過去、霊が再生され)と聖別(現在、魂が造り変え
られ)と贖い(将来、体が栄光化される)において、神から
私たちに与えられた知恵となります。Ⅰコリント1:30 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。
知恵とは物事を行なう方法であると理解することが
できます。もし知恵があるなら、私たちは物事を行なう
正しい方法を知っているでしょう。しかし、私たちに知
恵がないなら、私たちが物事を行なう方法は愚かにな
ります。日常生活の中で物事を行なう最上の方法を
持つには知恵を持たなければなりません。信者にとっ
て知恵であるキリストは、実は神聖な道です。ですから、
Ⅰコリント1:30の知恵は、ヨハネ14:6の道と等しいので
す。この節で主イエスは、「私は道であり」と言っていま
す。神の道は彼の知恵です。キリストを享受し、彼にあ
ずかるなら、私たちは彼を私たちの知恵、私たちの道
として持つでしょう。この知恵は私たちがキリストを享受
することから来ます。日ごと、時間ごと、私たちは霊の
中で生き、霊を活用して主イエスの御名を呼び求める
べきです。もしこのようにするなら、私たちはキリストを
享受し、彼を私たちの知恵、すなわち、物事を行なう
道として持つでしょう。
適用:ビジネスパースン・大学院生編
姉妹に関する証し:以前私の部署の 27〜32 歳の若手
社員を対象に英語の能力を含むプレゼンテーション能

力をテストしました。英語と日本語で PowerPoint を作
成し、7 分間のプレゼンテーションをしてもらいました。
採点は 7 名の部長たちが行い、公平性を保つために
本部長の私は採点に参加しませんでした。結果、京都
大学と大阪大学の修士課程を卒業した人たちは 50〜
60 点でした。あまりに低いので下駄をはかせて、60 点
台にしてあげました。神戸大学出身の私たちの姉妹 A
とイギリスの国際ランキング 10 位ぐらいの大学院を卒
業した社員 B が高得点を取りました(この人の TOEIC は
満点)。しかし、ある部長が、これら二人の間の総合点
は、その差は少なくても 5 点は、A(姉妹)が B を上回っ
ていると発言しました。ほかの部長たちも、姉妹の
Communication 力を称賛し、最初の部長の発言に同
意しました。例えば、聴衆の注意を引くために笑い話を
挿入している、あまり専門的になり過ぎて聴衆が理解
できないことがないように配慮している、聴衆の反応に
応じて臨機応変に対応しているなどが、彼らが評価し
た点でした。結局、姉妹の得点は 93 点、もう一人は 87
点になりました。最初に発言した部長(東大出身の獣医
師、博士)は、「一体、この人はどこでこのような高い
Communication 力を付けることができたのでしょうか?」
と驚いていました。私は議論を聞きながら心の中で主
を賛美して、「姉妹はこの素晴らしい Communication
力を召会生活の毎週の預言と奉仕の中で学びました」
と言いました。
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、また神の知恵」: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。25 なぜなら、神の愚かさは人よりも
賢く、神の弱さは人よりも強いからです。
Ⅰコリント 14:3 ところが預言する者は、建造と励ましと
慰めを、人に語るのです。4 異言で語る者は自分自身
を建造しますが、預言する者は召会を建造します。
Communication 力を付けるには、知恵が必要です。
なぜなら、それは人に語る(Speak to men)からです。
異言で語るとは、聞き手が理解できない言語で語るこ
とです。聴衆を気にせずに語ることは、自分自身に語
る異言の原則の中にあり、Communication 力を改善
できません。人々に語るために、聴衆がだれであるの
か、彼らの理解の度合い、あるいは興味の度合いはど
の程度なのかを理解して語る必要があります。また語
りながらも、聴衆の反応を見て知恵を用いて、その場
で臨機応変に修正することも重要です。更に語りかけ
により、聴衆の正しくない雰囲気を修正し、正す必要も
あります。あなたはこれらのことを、主と一つ霊を実行
することで行うことができます。
祈り:おお主イエスよ、霊の中で生き、霊を活用して主イ
エスの御名を呼び求めるなら、私は神の力、また神の
知恵であるキリストを持ち、実生活で生かすことができ
ます。仕事で必要な Communication 力も召会生活の
中で訓練されることを感謝します。召会生活の中で人
に関心を持ち、相手の様子を見ながら相手の必要を見
て語ることを訓練します。召会建造のために預言を追
い求め、人々にキリストを供給します。アーメン!

CP3:神は召会を通して神の多種多様な知恵を現わす。
そのために、信者は主の訓練の下で造り変えられる
OL1:召会を通して、神の多種多様な知恵が、天上にあ
る支配たちや権威たちに知らせられます。神の選ばれ
贖われた人がキリストの豊富にあずかり享受するとき、こ
れらの豊富は彼らを召会に構成します。OL2:召会を通し
て、サタンとその使いたちが辱められる日が来つつあり
ます。彼らは自分たちの行なったことがすべて、神に機
会を与えて、神の知恵を現させたことを認識します。
エペソ3:10 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。
召会は、かつて荒廃し、腐敗し、駄目にされていた
者たちから成っています。私たちは救われる前、まむ
し、毒蛇でした。さらに、私たちは違犯と罪の中に死ん
でいました。さらにまた、私たちはまき散らされ、分裂し
て、一になることが全くできませんでした。こうして、召
会のすべての肢体は絶望状態にありました。それにも
かかわらず、神は知恵の中で、私たちを召会にするこ
とができます。今や私たちは贖われ、救われ、きよめら
れ、自由にされ、解放され、再生されただけでなく、結
合されています。私たちは神と一であり、互いに一です。
ですから、私たちは召会です。召会は神の最大の誇り
です。あなたはあまり召会を顧慮しないかもしれません
が、神は大いに召会を顧慮されます。ときどき神はこう
言われるかもしれません、「見よ、サタン、おまえが荒
廃させた人たちを私は取って、召会にした。おまえにそ
のようなことを行なう知恵があるのか? おまえにこの知
恵はないが、私にはある」。召会は神の傑作であり、神
の知恵は召会を通して驚くばかりに神の多種多様な知
恵が展覧されます。神の目に、宇宙で最もすばらしい
ものは召会です。なぜなら、神の多種多様な知恵が召
会を通して、サタンとその使いたちに知らされるからで
す。…同じ原則で、私たちの失敗、過ち、敗北、間違
いも、神に知恵を展覧する機会を与えました。
OL3:私たちは、新エルサレムがしるしであって、霊的
で神聖な事柄を表徴することを認識するなら、この都
に神の知恵を見始めます｡OL4:神は知恵ある設計者
と建築者であり、そのような都を設計し、建造して、彼
の多種多様な知恵の満ち満ちた現れとならせます｡
ヘブル11:10 なぜなら、彼は土台のある都を熱心に待
ち望んでいたからです｡その設計者と建築者は神です。
新エルサレムが物質の都であると言うことは、神の
知恵の価値を下げ、永遠の、知恵ある設計者としての
彼を軽視することです。私たちは、新エルサレムがしる
しであって、霊的で神聖な事柄を表徴することを認識
するなら、この都に神の知恵を見始めます。神は知恵
ある設計者と建築者であり、そのような都を設計して、
彼の多種多様な知恵の満ち満ちた現れとならせます。
適用:ビジネスパースン、奉仕者編
兄弟の証し:私は主に従って転職すること、あるいは会
社に留まることで、神の知恵の中のアレンジメントを経
験し、祝福されたことを証しします。啓示録17:14 彼ら
は小羊と戦うが、小羊は主の主、王の王であるので、彼
らに打ち勝つ。また、彼(小羊)と共にいる者たち、すなわ
ち召され、選ばれた、忠信な者たちも彼らに打ち勝つ。
主は彼を愛する者に万事を益とするために、すべて

の環境を知恵と権威の中でアレンジします。主は社長た
ちの主でもあります。私は修士課程を卒業後、5 年間全
時間奉仕をして、30 歳の直前から仕事を探し始めました｡
大学院を卒業した後、5 年間召会で奉仕をしていたの
で、「履歴書が汚れている」と言われ、最初は全く就職先
が見つかりませんでした。私は失望し、途方に暮れまし
た。しかし最終的に、主の導きにより主婦や定年退職し
た薬剤師しかしないような仕事を見つけることができまし
た。それは若い薬剤師からすると屈辱的な職場でしたが、
それでも私は職にありつくことができたので、喜んでその
会社に行きました。その会社は、医薬品卸の会社で、医
薬品業界では底辺の仕事でした。しかし、私は底辺でも
医薬品業界に入ることができたので、その一年半後に神
戸の小さい製薬会社に転職しました。そして、神戸で
1992 年4 月から召会生活を 3 名で開始しました。私はこ
の会社では役員待遇でしたので、意気揚々と神戸に来
ました。しかし、入ってみると、「妬み」で満たされた職場
で、妬みのゆえに酷いいじめにも遭いました。私は会社
でのいじめに悩まされ、非常に不安になりました。その後、
当時六甲アイランドにあった世界最大手の消費財メー
カーに転職することができました。その会社は良い会社
でしたが、京大などの大学を卒業したエリート社員とそう
でない社員をはっきりと区別していました。そしてエリート
社員たちが、学歴に頼り過ぎており、あまり仕事ができな
い人が多いことに気付きました。
最初の会社に就職してからの 5 年 3 ヶ月の間は、さ
げすまれた底辺の環境で、辛い経験がおもでしたが、
十字架を経験して忍耐したので、人があまり学ぶことが
できない多くの事を学ぶことができました。例えば、①底
辺の仕事をすることで、会社組織を上から下までまと
めるための下の人に対する配慮、②堕落した会社組
織の中で、堕落した人がどのように物事に反応し、どの
ように行動するのかについての理解、③会社において
良いと考えられてきたある習慣や規定が、今の時代に
合わなくなっていること、④経営者は明確な方針を打
ち出す必要があること、⑤経営者は女性を活用しない
と失敗すること、⑥人は出世すると高ぶり、情欲に陥り
やすいことなどです。これらの学びは、召会生活の中
での聖書の学びや神の定められた道の実行と共通す
る点が多くあり、それらを一緒に学ぶことで効果があり
ました。その後これらの学びのゆえに、35 歳から管理
者に、43 歳から経営者になり、優れた業績を上げるこ
とができました。主を賛美します!
全時間奉仕の 5 年間と、さげすまれた底辺の環境の
会社員としての約5 年間の 10年の訓練をアレンジするこ
とができるのは神だけです。このような 10 年を経過した
後、良い学歴を持ち良い会社で 10 年過ごしてきた他の
人と比較して、召会で奉仕した 5 年間は無駄であるどこ
ろか、はるかに優れた益があったと言うことができました。
祈り:おお主イエスよ、召会生活の中で訓練されること
は、ビジネススクールに通っているようなもので、人間
関係において、また業務遂行において多くのことを実際
的に学ぶことができます。これらを学ぶ上で一番重要
なことは、神のアレンジメントに信頼して、主に感謝して
霊を活用することです。神のエコノミーを遂行するため
に職場でキリストを知恵と力として経験できますように｡

