
#8神の勇敢な戦士であるギデオンの内在的な意義 
10/18-24OL Summary:I.ギデオンは、神の勇敢な戦士とし
て神によって起こされ、神によって遣わされて、ミデアン
人の圧迫から、イスラエルを救いました。私たちは、ギデ
オンの成功の内在的な意義を見なければなりません: 
A.ギデオンは、注意深く神の言葉に聞き従いました。神の
言葉はその当時、イスラエルの子たちの間でまれでした。
B.ギデオンは、神の言葉に従順であり、それにしたがって
行動しました｡C.ギデオンは、バアル(カナン人の主要な男
神)の祭壇を打ち砕き、アシラ(主要な女神)を切り倒しまし
た。この事は神の心に触れました。なぜなら、神は偶像を
憎んでいたからです。神は偶像を、神の妻であるイスラエ
ルと淫行を犯した男であると考えていました。内在的に言
うと、偶像とは、私たちが内側で、主以上に愛し、また私
たちの生活の中で主に置き換わっているあらゆるもので
す｡D.ギデオンは、彼の父に属するバアルの祭壇を打ち
砕き、アシラを切り倒すことによって、彼の父との関係と社
会の享受を犠牲にして、エホバに従いました。ギデオンが
このような事を行なうことは、自分自身の権益を犠牲にす
ることを要求しました。彼の犠牲は、彼の成功の強力な
要因でした｡E.上記の四つの要因の結果、ギデオンは褒
賞を受けました。すなわち、エコノミー上の霊が彼の上に
臨みました。ですから、彼は力強くなり、わずか三百人で
二人の首長と二人の王を打ち破りました。これらの首長と
王とに属する民は「いなごの大群のよう」であり、そして「彼
らとそのらくだは無数で」した。ギデオンにおいて私たちが
見る絵は、神との結合の中で生きた人、すなわち神・人
が、神の言葉を実行し、神のエコノミーを完成するというも
のです。』II.勝利者が選ばれることは、神がギデオンとそ
の三百人を選んで、ギデオンと共に戦ってミデアン人を打
ち破ったことに見られます:A.ギデオンについての記載は、
どのようにして勝利者になるかを私たちに示しています｡ 
B.勝利者がどのようにして選ばれるかは、三百人が選ば
れることにおいて見られます。神は、ギデオンと共にいる
民が多すぎると告げることによって、神がイスラエルのた
めに戦うことを示しました。一回目の選びの結果、二万二
千人が去りました｡C.二回目の選びは、民がどのように飲
むかによって決定されました。口で直接飲んだ者は、神
によって除かれました。手で水を口に運んで飲んだ者が、
自己を否む者であるという理由で、神によって選ばれまし
た。このようにして飲むことによって、彼らは敵によるいか
なる攻撃に対しても、目を覚まし続けることができました｡』
D.神がギデオンに三百人を与え、彼らを一体にしたことは、
ミデアン人を打ち破り、神に勝利を得させるために、ミデア
ンの陣営に転がってきた「大麦のパンの丸いかたまり」に
よって表徴されています｡E.ギデオンとその三百人が戦っ
て労苦し、なおも全会衆が敵を追撃し、また収穫物を刈
り取りました。この事は、私たちが勝利を得るとき、からだ
全体が復興されることを表徴しています。ついには、平安
としてのエホバ、すなわちエホバ・シャロームは、地を支配
するようになります｡F.ギデオンとその人たちはミデアンの
王たちを追っていた時、「疲れてはいたが、なおも追い続
け」ました(士8:4b)。私たちは神のあわれみを得て、神の
永遠のエコノミーの実際を供給し、またその中で生きてい
るので、落胆しません。私たちは疲れ果てるまで労苦す
るかもしれませんが、私たちの内で力をもって活動してい

る神の活動にしたがって労苦します｡III.私たちは、ギデオ
ンの失敗のかぎの内在的な意義を見なければなりませ
ん:A.第一に、ギデオンには慈しみがありませんでした。彼
は自分を支持しなかった同胞を殺し、神の第六の戒めを
破りました。キリストは神の慈愛として、私たちを悔い改め
に導きました｡B.第二に、ギデオンは肉の情欲にふけり、
彼の肉的な情欲を少しも抑制しませんでした。この事は
士師記8:30によって示されています。この節が私たちに
告げているのは、「彼には多くの妻がいた」ので、七十人の
子がいたということです。それに加えて、シケムにいた彼
のそばめも彼に一人の子を産みました。この事によって、
ギデオンは第七の戒めを破りました。C.第三に、ギデオン
は民を治めることを拒絶することにおいて良い事を行ない
ましたが、彼の民の分捕り物をむさぼり（金の耳輪）、こうし
て第十の戒めを破りました。そして彼らはそれをギデオン
に明け渡しました。ギデオンは民から取った金で一つのエ
ポデを作り、このエポデはイスラエルの子たちにとって偶
像となってしまいました。その結果、ギデオンの家族とイス
ラエルの社会全体が腐敗しました。D.士師記は、キリスト
の予表である良き地の享受に関する書です。ギデオンの
成功は、キリストを享受するすばらしい機会を得ることを
示しますが、彼の失敗は、キリストを享受する機会を失う
ことを示します。IV.ギデオンの性にふけることと金をむさ
ぼることは、偶像礼拝に導きました。むさぼりは偶像礼拝
です。淫行もむさぼりも、偶像礼拝と関係があります。ギ
デオンの失敗は、私たちが性と財物の事柄を対処する
ことで、厳格な制御を行使する必要があることを見せて
います:A.イスラエルの王国の中で栄華を極め、またその
王国の輝きが最高潮に達したソロモン王は、当初は神を
畏れ、神を愛する人でしたが、最終的に彼でさえ、彼の
多くの外国人の妻を通して、偶像礼拝者となってしまいま
した。B.ギデオンが死んだ後、イスラエルの堕落が、エホ
バ・彼らの神を捨てることにおいて、またカナン人の偶像
を礼拝することにおいて開始しました。この事は、彼らが
肉的な情欲にふけるという結果となりました。また、ギデ
オンのそばめの子アビメレクが、ギデオンの他の七十人の
子たちを殺しましたが、もう一人の子ヨタムは逃れました。
C.ヨタムは、アビメレクの統治をいばらの統治にたとえて、
それを大胆に宣言しました。この統治は、オリブの木、い
ちじくの木、ぶどうの木のような者たち（彼らは野心を拒
絶し、神の民の供給の経路となります）とは相対していま
す。アビメレクが自分の兄弟七十人を殺して自分の父に
行なった悪に、神は報いました。また神はシケムの人た
ちのすべての悪を、彼ら自身の頭にもたらし、こうしてエ
ルバアル(ギデオン6:32)の子ヨタムののろいが、彼らに臨
みました。D.ギデオンは彼の成功において自分自身を神
に結び付けましたが、彼の失敗においては自分自身をサ
タンに結び付けました。神を捨ててサタンに結び付くこと
は、この邪悪な者の内側にある内在的な野心の中へと
入り込んでしまうことです｡E.私たちには、主と離婚する何
の権利もなく、主を捨てる何の理由もありません。私たち
は、主を受け入れ、愛し、誉れとし、尊び、尊重し、高く上
げ、彼に結び付かなければならず、またサタンを極みま
で拒絶しなければなりません。そのとき、私たちは祝福さ
れるようになります。エホバを自分の主、かしら、王、夫
とするもの(国、社会、グループ、個人)はみな幸いです｡  



CP1:御言に聞き従って、毎日その霊で内側も外側も
満たされる。それは日常生活と福音のためである 

OL1:ギデオンは、神の勇敢な戦士として神によって起
こされ、神によって遣わされて、ミデアン人の圧迫から、
イスラエルを救いました。私たちは、ギデオンの成功の
内在的な意義を見なければなりません。OL2:主は常
に、私たちの耳を開いて、主の御声を聞かせることを
願っています。それは私たちが神のエコノミーにした
がって、物事を見るためです｡OL3:その霊が諸召会に
語っているとき、私たちはみな、開かれた、割礼された、
清められた、油塗られた耳をもって、その霊の語りかけ
を聞く必要があります。士 6:12 さて、エホバの御使い
がギデオンに現れて言った、「勇敢な戦士よ、エホバ
があなたと共におられる」。啓 2:7 耳のある者は、その
霊が諸召会に言われることを聞くがよい。OL4:新約に
は、従順と服従というキリストの命があります。もし私た
ちが霊にしたがって歩くなら、自然に律法の義の要求
を満たします｡OL5:もし律法に来る私たちの態度が、文
字の戒めに関心があるだけなら、私たちは人を殺す文
字の面の律法を持ちます。しかしながら、律法のあらゆ
る部分を、私たちが愛する神によって息吹き出された
言葉とするなら、命を与える霊の面の律法を持ちます。
そうして、律法は機能して、神を愛して追い求める者で
ある私たちの中へと、神ご自身を命として分与します｡
士 6:25-26 その夜、エホバは彼に言われた、「…あなた
の父に属するバアルの祭壇を打ち砕き、そのそばにあ
るアシラを切り倒しなさい。エホバ・あなたの神のため
に、この砦の頂上に、順序正しく一つの祭壇を築きなさ
い」。34 エホバの霊がギデオンを覆った。 
ギデオンは…、四つの事のゆえに成功しました。第一

に、彼は注意深く神の言葉に聞き従いました。…第二に、
ギデオンは神の言葉に従順であり、それにしたがって行
動しました。第三の要因は、彼がバアルの祭壇を打ち
砕き、アシラを切り倒したことでした。この事は神の心に
触れました。イスラエルの堕落において、神は偶像を
極みまで憎まれました。神は真の夫として、すべての偶
像を、彼の妻であるイスラエルと淫行を犯した男である
と考えていました。第四に、ギデオンは、彼の父に属する
バアルの祭壇を打ち砕き、アシラを切り倒すことによっ
て、彼の父との関係と社会の享受を犠牲にしました。…
この四つの要因の結果、ギデオンは褒賞を受けました。
エコノミー上の霊が彼の上に臨みました。ですから、彼
は力強くなり、わずか三百人で二人の首長と二人の王
を打ち破りました。…主の現在の動きを実行する最新の
方法の一つの要点は、…文化や宗教や教育でもなく、そ
の霊で満たされることです。…毎日、朝ごとに、まず最初
にこのように祈るべきです、「主よ、私を新しく満たしてくだ
さい。主よ、私を満たしてください。私を究極的に完成さ
れた霊であるあなたご自身で満たしてください。私は、あ
なたご自身で内側も外側も満たされたいです。私は、あ
なたに包まれて、あなたとミングリングされたいのです」。
OL6:バイタルであることは、生き生きとしており、また活
動的であることであって、それはその霊で内側も外側
も満たされることによってであり、また御言の中へと入
り込んで、いつでもどこでも福音を宣べ伝え真理を教
えて、主を拡増、開展させることによってです。 

適用:青少年、大学生、新人編 
若者や新人の皆さんは、ギデオンのように勇敢な

戦士となり、主の中で「恐れない」ことを学んでください。
特に、学校生活で信仰を保持する、偶像を対処する、
福音を伝えるなどで、信仰をもって「恐れないで」、「大
胆に」実行してください。家族や親せき、クラスメート、あ
るいは路上で人々に福音を伝えるために、福音と牧養
の枠組みに参加してください。またそれ以外の時間で
も、福音と牧養に積極的に参加してください。あなたは
神の勇敢な戦士として、兄弟姉妹と組み合わされて、
大胆に福音を証ししてください。そのためにあなたは聖
霊で内側と外側が満たされる必要があります。 
聖霊の内側の満たし(ギリシャ語プレロー):弟子たちは
喜びと聖霊に満たされていた(使徒 13:52)。あなたが
たの間から…その霊と知恵に満ちている人を七人選
びなさい(6:3)。信仰と聖霊とで満ち満ちている人ステ
パノ(6:5)。聖霊の内側の満たしは、命の面での満たし
であり、内側に喜び、知恵、信仰を持たせ、命の成熟
のためです。 
聖霊の外側の満たし(ギリシャ語プレソー):彼らはみな
聖霊で満たされ、大胆に神の言葉を語った(4:31)。聖
霊があなた方の上に臨む時、あなたがたは力を受ける。
…証し人となる(1:8)。聖霊の外側の満たしは、力と権威
を帯びて、大胆に神の福音の言葉を語るためです。 
ギデオンの経験によれば聖霊で満たされるために

あなたは、❶神の言葉を聞き、❷神の言葉に従順に
行動し、❸あらゆる偶像を対処し､❹偶像を対処する
ために、天然の関係に基づく両親や社会からの反対
を恐れないことです。新約の啓示と私たちの経験によ
ると、これらの四点を実行するためには、❺悔い改め
と罪の告白が必要です。あなたが福音と牧養を実行
する時、あなたは文化や宗教などで満たされるので
はなく、聖霊で満たされる必要があります。 
使徒2:38 すると、ペテロは彼らに言った、「悔い改めな
さい。そして、あなたがたの罪が赦されるために、イエ
ス・キリストの御名の上にバプテスマされなさい。そう
すれば、あなたがたは聖霊を賜物として受けます。 
あなたは毎日、いつでも、どこでも聖霊で満たされる

ことができます。聖霊で満たされることは、あなたの学
校生活やビジネスライフなどの日常生活でも必要です。 
前首相が、コロナ対策について説明が足りないと国

民に批判されました。リーダーシップで重要なことは、
語りかけによって、ビジョンや重要な方向性について
説明することです。ですから聖霊で内側と外側が満た
され、喜び、知恵、力、権威で満たされ、大胆に言葉を
語ることは、リーダーシップを発揮することでクルー
シャルポイントです。あなたは若い時から、これらの事
を学ぶことができます。 
祈り:おお主イエスよ、私を内側も外側も聖霊で満たし
てください。神の言葉に聞き従い、ギデオンのように勇
敢な戦士となり、主の中で「恐れない」ことを学びます。
聖霊で満たされるために、神の言葉を聞き、神の言
葉に従順に行動し、あらゆる偶像を対処し､偶像を対
処するために、天然の関係に基づく両親や社会から
の反対を恐れません。信仰を保持し、大胆に福音を
伝えることができますように。アーメン! 



CP2:日本人の進取的になれない気質は信仰にある
召会生活の妨げとなる。信仰の霊を活用して抵抗する 
OL1:私たちは自己を知り、自分自身が最も小さい者であ
ることを認識しなければなりません｡士 6:15 ［ギデオン］
は言った、「ああ、主よ、どのようにして、私はイスラエ
ルを救うことができるでしょうか? 私の一族はマナセのう
ちで最も貧しく、私は父の家のうちで最も小さいのです」。 
OL2:私たちは、神の永遠のエコノミーの中心性また普遍
性であるキリストの天的ビジョンを見なければなりません。 
OL3:善であって、喜ばれ、完全な、神のみこころにしがっ
て、私たちは自分自身を生きた犠牲として神にささげて、
キリストのからだの実際と生活を持たなければなりませ
ん。私たちは、啓示録 2 章と 3 章の勝利者に対する主
の召しを聞き、それに応答する者たちとならなければな
りません｡OL4:私たちは主の証しのために、自分の心、生
活、働きの中にある偶像を打ち砕かなければなりませ
ん。そして神が一方で、私たちを命、光、力としてのキリス
トを享受することの中へと導くことを、私たちは認識しな
ければなりません。また神はもう一方で信実な方であっ
て、私たちに経済的な困難、感情的な苦しみ、肉体的
な苦しみを経過させ、天然の善さを失わせて、そうして
私たちがキリストを自分の満足とし、キリストで満たされる
ようにして、キリストを万物のうちで第一位とならせること
を、私たちは認識しなければなりません｡この勝利の命
に入るために…私たちは必ず、自己を徹底的に知り、自
己は死ぬほかないことを見…なければなりません。私た
ちの終わりは神の始まりです。OL5:勝利者がどのようにし
て選ばれるかは、三百人が選ばれることにおいて見ら
れます。神は、ギデオンと共にいる民が多すぎると告げ
ることによって、神がイスラエルのために戦うことを示し
ました。一回目の選びの結果、二万二千人が去りました｡
OL6:去った者たちは、自分自身の栄光を求めていまし
た｡去った者たちは、恐れおののいていました。 
OL7:二回目の選びは、民がどのように飲むかによって決
定されました。口で直接飲んだ者は、神によって除かれ
ました。手で水を口に運んで飲んだ者が、自己を否む者
であるという理由で、神によって選ばれました。このように
して飲むことによって、彼らは敵によるいかなる攻撃に
対しても、目を覚まし続けることができました｡士 7:4-7 エ
ホバはギデオンに言われた、「民はまだ多すぎる。…そこ
で、彼は民を水の所に連れ下った。…手を口に当てて水
をなめた者の数は三百人であった。…エホバはギデオン
に言われた、「手で水をなめた三百人で、私はあなたが
たを救い、ミデアンをあなたの手に渡す。しかし他の民は
みな…帰らせなさい」。OL8:放縦する機会があってもそう
しない者は、自己を否む者です。彼らは十字架によって
対処されており、神の戦いの日に神の定められた御旨
のために、個人の安息と慰めを犠牲にします｡ 
OL9:勝利者は神の栄光のために絶対的であり、主を怒
らせることと主の臨在を失うこと以外は何も恐れません。
彼らは十字架によって自己を対処します。 
神が勝利者を選ばれる三つの条件は、❶神の栄

光のために絶対的であること、❷何も恐れないこと、
❸十字架によって自己を対処することです。勝利者
であるかどうか、自分で判断することができます。神
は私たちをテストされます。その時、私たちは自分が

勝利者であるかどうかが暴露されます。 
適用:奉仕者編 

一般的に日本人は、勤勉でまじめです。マレーシア
の元首相マハティール氏は、日本人の勤勉さが戦後の
日本の高度成長に大きく貢献していると指摘していま
す。他方欧米のビジネスリーダーたちは、日本人の欠点
は島国根性から来る閉鎖性と些細なことに気を使いす
ぎて保守的になり、進取的になれないことを指摘してい
ます。この日本人の保守的で、進取的になれない気質
が信仰にある召会生活の妨げとなっています。II テモテ
1:6 あなたの内にある神の賜物を、再び燃え立たせるこ
とです。7 というのは、神が私たちに賜わったのは、臆する
霊ではなく、力と、愛と、冷静な思いとの霊であるからです。
あなたが神から受けたのは臆病の霊ではありませんが、
日本語を話す聖徒たちは、大胆になることに慣れてい
ないので、不信仰になって臆病になる強い傾向がありま
す。言い換えると、霊を活用しないで、思いの中に落ち込
み複雑になり、保守的になり、進取的になれません。日本
語を話す聖徒たちは、信仰が無ければ神は何もできな
いことを知って、臆病になる傾向に抵抗するべきです。 
証:私は救われる前、非常に臆病な人でした。ところが、
日本の社会自体が非常に保守的なので、そのことにあ
まり気づいていませんでした。大学一回生の時に救わ
れ、聖書を読み、召会生活に入ってから、自分が非常
に消極的な人であることに気付き始めました。更に召
会は毎年学生の私たちを台湾の召会訪問に連れて
行ってくださいました。台湾の兄弟姉妹は霊を活用し、
強く大胆でした。私はこの点でものすごくショックを受け
ました。私は、「なぜ、こんなにも違うのか?」と思い、次
のように祈りました、「主イエスよ、なぜ、私たち日本人
は聖書の言葉を信じることで臆病になってしまうので
しょうか? しかし私は現状がどうであっても、信仰は必ず､
日本文化の障壁を突破できると信じます。何かを変え
れば、台湾の召会のようになれるはずです」。 
大学の時からこのように祈っていたので、主は私を

導き、台湾の姉妹と結婚させてくださいました。この結
婚により、姉妹自身とその家族だけでなく、台湾の聖徒
たちや同労者たちと頻繁に交わるようになりました。特
に、欧楊兄弟、呉有成兄弟、劉遂兄弟との交わりを聞
き、主と交わることにより、私の日本の保守的な観念が
破壊され、勇敢に、大胆になっても良いのだと気づきま
した。保守的な観念が何層にもなっていたので、一層
一層と観念の覆いが取り除かれる必要がありました。更
に 25年間、外資系のグローバルカンパニーで働き、ビジ
ネスマネージメントやビジネス戦略についての訓練を受
けてきました。これらの科学的な訓練は、実は聖書の神
の定められた道との類似性があることに気付き、主の
名を呼びながらこれらの訓練を受けました。このようにし
て、私は日本の保守的な文化から出て、主の中で進取
的になることを学んでいます。勝利者は何も恐れない
人です! 祈り:おお主イエスよ、勝利者は、神の栄光の
ために絶対的であり、何も恐れず、十字架によって自
己を対処する人です。不信仰になって、消極的で臆
病であれば、主の臨在を持つことができません。召会
の奉仕者として、信仰を活用し、進取的になり、強く
大胆になります! アーメン! ハレルヤ!  



CP3:ギデオンは性にふけることと金をむさぼることで失
敗した。これらの事柄を厳格に対処しなければならない 
OL1:神がギデオンに三百人を与え、彼らを一体にしたこ
とは、ミデアン人を打ち破り、神に勝利を得させるために、
ミデアンの陣営に転がってきた「大麦のパンの丸いかた
まり」によって表徴されています｡OL2:ギデオンとその三
百人は、一人の人のように、一つ思いで、共に行動し、
活動しました。この事は、その霊の中の一と、からだの中
の生活を表徴しています。OL3:召会が一つパンであると
いうパウロの思想は、旧約聖書の穀物のささげ物から取
られました。私たちは多くの麦粒です。それは、私たちが
ひかれて、きめの細かい小麦粉となり、油とミングリング
されて、召会という輪型の平らなパンとなるためです｡
OL4:すべての同労者と長老は、互いに牧養し合い、互
いに愛し合って、からだの生活の模範となるべきです。
調整され、ブレンディングされ、十字架につけられ、その
霊によってあらゆることを行なって、キリストを互いの中
へと分与し、実際的なからだの生活を得ることを学んで
いる者の模範となるべきです。士7:13-14 大麦のパンの
丸いかたまりが、見よ、ミデアンの陣営に転がってきた。…
それは…ギデオンの剣にほかならない。神がミデアンと
全陣営を、彼の手に渡されたのだ。Iコリント10:17 一つ
パンであるからには、私たちは数が多くても一つからだ
なのです。それは、私たちがみなこの一つパンにあずか
るからです。12:24 神は…体を調和させられました。 
OL5:ギデオンとその三百人が戦って労苦し、なおも全
会衆が敵を追撃し、また収穫物を刈り取りました。こ
の事は、私たちが勝利を得るとき、からだ全体が復興
されることを表徴しています。OL6:ギデオンとその人た
ちはミデアンの王たちを追っていた時、「疲れてはいた
が、なおも追い続け」ました（士8:4）。私たちは神のあ
われみを得て、神の永遠のエコノミーの実際を供給し、
またその中で生きているので、落胆しません。 
私たちは確かに地方召会の中で良い組み合わせ

を持っています。しかしながら、私は尋ねます、「この
ような組み合わせがなされるのは、天然の命によるの
でしょうか、それとも復活の中でしょうか?」。復活の中
にいることが意味するのは、私たちの天然の命が十
字架につけられ、そして私たちの存在の神が創造した
部分が復活の中で引き上げられて、復活の中でキリ
ストと一になるということです。 
OL7:私たちは、ギデオンの失敗のかぎの内在的な意義
を見なければなりません。第一に、ギデオンには慈しみ
がありませんでした。彼は自分を支持しなかった同胞を
殺し、…ました。ローマ2:4 あなたは、神の豊かな慈愛と
寛容と辛抱強さとを軽んじて、神の慈愛があなたを悔
い改めに導いていることを知らないのですか? OL8:第二
に、ギデオンは肉の情欲にふけり、彼の肉的な情欲を
少しも抑制しませんでした。…士師記8:30が私たちに告
げているのは、「彼には多くの妻がいた」ので、「70人の子
がいた」ということです。OL9:第三に、ギデオンは民を治め
ることを拒絶することにおいて良い事を行ないましたが、
彼の民の分捕り物（金の耳輪）をむさぼり…ました。OL10:
ギデオンの性にふけることと金をむさぼることは、偶像
礼拝に導きました。むさぼりは偶像礼拝です。…ギデオン
の失敗は、私たちが性と財物の事柄を対処することで、

厳格な制御を行使する必要があることを見せています。 
適用:ビジネスパースン、大学院生編 

ビジネスパースンや研究者は、301人が一つからだ
であったので、ミデアン人を打ち破ることができたことを
理解してください。神は一つ思いで、一つからだの中で
行動する301人が必要なのです。主イエス以外で、個
人でサタンに勝利することができる人はいません。 
更に、あなたはギデオンの失敗からも学ぶべきです。
❶慈しみに欠ける:彼は自分を支持しなかった同胞を
殺しました。あなたは姦淫、偶像礼拝、分裂などに関
わること以外で、弱くなっている兄弟姉妹を慈しみ、彼
らのために祈り、訪問して顧みる必要があります。Iヨハ
ネ5:16 だれでも自分の兄弟が、死に至らない罪を犯し
ているのを見たなら、その人は祈り求めるべきです。そ
うすれば、彼はその人に、死に至らない罪を犯している
人たちに、命を与えます。死に至る罪があります。それ
について祈り求めるべきであるとは、私は言いません。
❷肉の情欲にふける&❸金銭をむさぼる:ネヘミヤは総
督として、王の地位にあり、エルサレムの城壁を再建し
て神のエコノミーを完成することで、純粋な心を持った
人でした。イスラエルとユダの多くの王たちは異なり、自
分の利益を求めず、性欲を放縦しませんでした。…彼に
私利私欲はなく、お金を貸して利息を取らず、城壁を
建てる目的で人を養いました。その結果、彼は神に用
いられ、彼から助けを受けて、エルサレムの都の城壁
を再建する働きを完成しました(ネヘミヤ5:14FN)。 
ガラテヤ5:16 霊によって歩きなさい。そうすればあなた
がたは、決して肉の欲を満たすことはありません。 
証:大手外資系会社でVPとして働いていた時、多くのディ
ナーの接待業務がありました。しかし、私は彼らをレストラ
ンで接待した後、二次会には一度も彼らを連れて行き
ませんでした。二次会を期待している顧客はいましたが、
一切かかわりませんでした。それは私が肉の情欲から逃
れ、正しい結婚生活を維持し、純粋な良心をもって神に
仕えるためです。IIテモテ2:22 ただし、あなたは若い時の
欲から逃れなさい。そして純粋な心で主を呼び求める
人たちと共に、義、信仰、愛、平和を追い求めなさい。 

2012年から5年間、毎年VPとして最高の評価でし
たが、金銭をむさぼらないために、収入の事では一度
も社長と争いませんでした。また、収入が祝福されて
も、生活水準を上げることなく、召会と聖徒たちを供
給することに力を注ぎました。それは私が金銭をむさ
ぼらないためです。Iテモテ6:17 この世で富んでいる
人たちに命じなさい。すなわち、高ぶった思いを抱か
ず、不確かな富に望みを置かず、むしろ、私たちの享
受のために、すべてのものを豊かに与えてくださる神
に望みを置くように。18 善を行ない、良いわざに富み、
惜しみなく施し、喜んで分け与えるように。 
祈り:おお主イエスよ、ギデオンと300人がミデアンに勝
利したのは、一つ思い、一つからだで行動したからで
す。他方で、ギデオンは慈しみに欠け、情欲にふけっ
たために、失敗しました。性欲にふけることと金銭愛を
対処しなければ、偶像礼拝に陥ってしまいます。性と
財物の事柄を対処することで、厳格な制御を行使す
る必要があります。そうすれば、召会と聖徒たちに供
給することに力を注ぎ、奉仕することができます。 


