
エレミヤ、哀歌#7:「私はある」という名称は、神が自ら存在し、
彼ご自身以外の何にも依り頼まない方であることを意味する

出エジプト3:14 神はモーセに言われた、「私は、『私はある』である(I AM
THAT I AM.)」。また彼は言われた、「イスラエルの子たちにこう言いなさい、
『「私はある」が、私をあなたがたに遣わされた』」。
エレミヤ10:10エホバは真の神である。彼こそ、生ける神、永遠の王である。
11:20 義しく裁き、内なる各部分と心を試される万軍のエホバよ。
神はモーセが神の名を聞かれた時、「私はある」であると答えました。

「私はある」という神聖な名称は、神が自ら存在し、永遠に存在する方、
彼ご自身以外の何にも依り頼まない方であることを意味します。これは
また、神以外の他のすべては無であることを示します。神はあなたの
❶励まし、❷同情、❸喜び、❹平安、❺安息、❻親切、❼善良、❽信
実、❾忍耐、❿自制、⓫知恵、⓬純粋、⓭誠実、⓮義、⓯勇気、⓰大
胆さ、⓱建造、⓲信仰、⓳希望、⓴愛などの人性の美徳の実際であり、
❶オープンマインド、❷鳥瞰的観点(Bird’s eye-view)、❸重点(Crucial
points)、❹究極のゴール、❺積極的な思考、❻戦略的思考、❼コラボ
レーション、❽緊急性の感覚(Sense of urgency)、❾急激な変化に対応す
る力、❿相乗効果(Synergistic effect)、⓫レバレッジ(Leverage、テコの力を
利用すること)、⓬突破力、⓭洞察力、⓮柔軟性、⓯精神的強さ、⓰コ
ミュニケーション能力、⓱他者を巻き込む力、⓲全体に一貫性があるこ
と(Alignment)、⓳執行力、⓴やり抜く力(Grit)などの能力の実際です。あな
たや私はそれらの実際ではありませんが、神ご自身が、あなたが必要と
するすべての能力と美徳の実際で「ある」のです。上記のこれらの能力は、
心理学などの科学が、ビジネスパースンが成功するために要求される能
力として提示したものですが、これらを獲得するのは極めて困難です。
イエス(Jesus)の御名は、エホバ・救い主(Jehovah Savior)の短縮形です。

イエス・キリストは神が人となり、罪人を救うために十字架で罪人の身代わ
りに死に、三日後によみがえり命を与える霊と成り、昇天してあらゆる名を
はるかに超えて高くされ、万物の上にかしらとされました。この素晴らしい
卓越した御名を呼び、彼を「私はある」方として享受してください。
使徒2:21そして、主の御名を呼び求める者はすべて救われる。



リー兄弟の証し：ヘブル11:6 神に進み出る者は、「神はある」ことを信じ
…るはずだからです。私は、五十年以上のクリスチャン生活で、「私は
ある」が私を支えてきたと証しすることができます。彼が、「私はある」を
もって私を支えておられるので、私は決して後退したことがありませんで
した。さらに、私は四十年以上にわたって、務めの中で継続することが
できました。私は私を召した方を知っています。私は「私はある」によっ
て召されました。私を召した方は、すべての時に私を支えています。人
の言語は、彼が何であるかを適切に表現することはできません。

兄弟の証し：私が米系の医薬品会社に勤めていた時、その会社は
日本でもグローバルでも売り上げは順調に伸びていました。しかし突
然、当時世界最大の医薬品会社が、この会社を買収することになり
ました。私は丁度画期的な新製品の臨床試験も完了し、これからと
いう時でしたので、本当に慌てふためきました。そして、新しい会社か
ら来た人々が、新製品の開発を無茶苦茶にしてしまいました。それま
では、主の中で様々な大きな困難を乗り越えてきましたが、会社が
買収されて自分に権限がなくなった途端、私は何もできなくなりまし
た。「自分に権限がある時は、主と共に困難を乗り越えることができた
が、そうでない今はもう終わりだ!」と思い、毎日、悩みと嘆きで満たさ
れ、キリストをあまり経験できなくなりました。主の御名は「私はある」で
あり、永遠に自ら存在します。私が権限を持っていようといまいと、彼
は変わりません。しかし私はその時、主を低く評価して、「このような
状況下ではどうしようもない」と不信仰に満たされて、つぶやいていま
した。主よ、私の不信仰を赦して下さい。
後で知りましたが、このプロジェクトを無茶苦茶にした人々はその後全

員解雇されたそうです。そして、この新製品は、2年ぐらい遅れて発売さ
れました。私自身は、この失敗と歯がゆい経験を糧に、大手医療機器
会社に転職した2003年以降、目を覚まして主の御名を呼び、主が「私
はある」を知り、経験することを訓練し、多くの画期的な医療機器を導入
することができました。主は弱くなっていた私に言われました、「私は、永
遠に『私はある』である(I AM THAT I AM)」。アーメン! 主を賛美します!



1. すでに得たり，宇宙にて さいこうのたから;
キリストをば得たり， われよろこばん！

4. この主，いのちのいずみ， 生けるみずながす;
うちをとわにながれ， かわきのぞく。

6. 主はすくいぬし，仲保者， 医者，ぼく者，げん首，
わがかみ，主，ちち，あに， 師，おっと，しん友。

7. わがいのち，ちから，知恵: 義と聖とあがない;
へい安，のぞみ，安そく， 歓喜，栄光，みち。

8. この主，万ゆうに満てり， ことばに言い得じ;
かれははじめ，おわり， またすべてぞ。

9. なんたるたから得しぞ， こころさけばずや！
キリストをば得たり， われよろこばん！

1. 我已得到宇宙至宝，我心因此欢呼；
欢呼基督给我得到，何等一位基督！

4. 我这基督是生命泉，流出活水江河；
在我里面流到永远，解除一切干渴。

6. 是我救主、中保、大夫、牧人、策士、元首、
我兄、我父、我神、我主、师尊、良人、密友。

7. 是我生命、能力、智慧：公义、圣洁、救赎；
平安、喜乐、盼望、安慰、荣耀、亮光、道路。

8. 我这基督充满万有，怎能述尽说竭？
祂是首先、祂是末后、祂是一切一切！

9. 我既得到这样至宝，我心怎不欢呼！
欢呼基督给我得到，何等一位基督！

３８８ キリストを経験する ― すべてとして
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1.I've found the One of peerless worth,
My heart doth sing for joy;
And sing I must, for Christ I have:
Oh, what a Christ have I!

4.My Christ, He is the smitten Rock
Whence living waters burst;
He is the fountain in my heart
Which quenches all my thirst.

6.Christ is my wisdom and my pow'r,
My boast and righteousness,
My vict'ryand redemption sure,
My truth and holiness.

7.Christ is my Savior, Shepherd, Lord,
My Advocate above,
My Counsellor, my Father, God,
My Brother, Friend, and Love.

8.Christ is my Captain and my Guard,
My Teacher and my Guide,
My Bridegroom, Master and my Head;
In me doth He reside.

9.Christ is my Prophet, Priest, and King;
My Prophet full of sight;
My Priest that stands 'twixt me and God,
My King that rules with might.

510. Experience of Christ - As Everything

2020年11月 サンクスギビング特別集会
時間 集会等 場所

11月26日(木) 19:00～ 集会１

本山、魚崎、六甲、三宮の各集会所

11月27日(金) 19:00～ 集会2

11月28日(土)
10:00～ 集会3

19:00～ 集会4

11月29日(主)
10:00～ 集会5

19:00～ 集会6

① 集会所の椅子の配置は、前後約1メートルのソーシャル・ディスタンスを保って配置します。

② 一か所の集会人数が25～30を超える場合、部屋又はフロアを分けます。

③ 基本的に近くの集会所に集まってください｡但し、高齢者、集会所に来るために30分以上かかる

人、あるいは健康上の理由や赤ちゃんや介護が必要な人がいる場合は、Zoomで参加できます。

Zoomに接続するときは、名前に「地方名・名前」を明記してください。また、英語と中国語のメッ

セージの視聴を希望される方は、名前の最後の部分に「英語」、「中国語」と明記してください。

(Zoom ID:851 2479 8841  Password:jgw202011)

④ 主日の午前中は通常の主日集会を優先してください｡


