
 

 

#3エリシャは、キリストが命の中で恵みの務めを 
行なうことを予表し、また神の人として振る舞い、 
神の代行であり、代理の神であるBird’s eye view10/3-9 

Iエリシャは、キリストが命の中で恵みの奇跡を行な
うことを予表します:A旧約の予表と型との成就にお
いて、キリストは真のエリシャです。主イエスは真のエ
リシャとして、甘く喜ばしい預言者、すなわち、祝福の
預言者です。Bエリシャは旧約の予表であり、恵み
の中の神の新約エコノミーを代表しました:1恵みと
は、神がご自身を私たちに与え、私たちの享受とな
ることによって、私たちのためにすべてを行なうこと
です。2この恵みの結果は神聖な命であり、神聖な
命は豊富で高く、さらには私たちをキリストと共同の
王とするに至ります。ローマ5:17 …あふれるばかりの
恵みとあふれるばかりの義の賜物を受ける者たち
は、さらにいっそう一人の方、イエス・キリストを通して、
命の中で王として支配します。Cエリシャがエリコの
水をいやした時に行なった奇跡の意義と、主イエス
が水をぶどう酒に変えた時に行なった奇跡の意義
は同じです。それは死を命に変えることです。列王
下2:21 彼は水の源に出て行き、そこに塩を投げて
言った、「エホバはこう言われる、『私はこの水をいや
した｡ここからもはや死も不毛もなくなる』」。Dエリシャ
が無から有を呼び出したことは、主イエスが群衆を
養った時に行なったことと原則において同じでした。 
霊感： 
 
 
Eエリシャが死人を死の中から復活させ、死人に命
を与えたことは、主イエスが物質的に、また霊的に
行なったことと同じです。Fエリシャが小麦粉をもっ
て野うりの毒を消したことは、主イエスがきめの細か
い小麦粉としてのご自身をもって、パリサイ人のパン
種から弟子たちをいやしたことと原則において同じ
です。列王下4:40-41 彼らは煮物を器に注いで、
人々に食べさせようとした。その煮物を食べようとし
たとき、彼らは叫んで言った、「神の人よ、鍋の中に
死に至る毒うりが入っています」。彼らは食べること
ができなかった。エリシャは、「小麦粉を持って来な
さい」と言った。彼はそれを鍋に投げ入れ、「それを
器に注いで人々に食べさせなさい」と言った。すると
鍋の中に、害になるものはなくなった。Gエリシャは
水の中に落ちた斧の頭を、一本の木の枝によって
浮かばせました。これが表徴するのは、キリストが彼
の十字架を通して、復活の中で、死の水の中に落
ちた罪人の失われた力を回復するということです。 
霊感： 
 
 

Hエリシャは人のために神聖ないやしの奇跡を行
ないましたが、神のみこころにしたがって、彼自身
は奇跡によっていやされませんでした。これはパウ
ロと彼の同労者の経験でした:列王下13:14 さて、
エリシャが死ぬ病を患っていたとき、イスラエルの
王ヨアシは彼の所に下って行き、彼の面前で涙を
流し、「わが父よ! わが父よ!…」と言った。1パウロは
病にあるトロピモをミレトに残しておき、彼のために
いやす祈りをしませんでした。また彼はいやす賜
物を行使してテモテの胃の病を治すことをしませ
んでした。2パウロと彼の同労者たちは苦難の時に、
外側の賜物の力の下にいたのではなく、むしろ内
なる命の管理の下にいました。Iエリシャは体にお
いて死んでいましたが、なおも霊の中で務めをして
死人の一人を生かしました:列王下13:21 人々が
一人の人を葬ろうとしていたが、…その人をエリ
シャの墓に投げ入れた。その人はエリシャの骨に
触れると、すぐ命を得て自分の足で立ち上がった。
1死に至ってもなおエリシャは人を生かすことがで
きました。2これは復活におけるキリストの絵です。 
霊感： 
 
 
IIモーセ、サムエル、パウロのように、エリシャは神の
人であり、地上での神の代行として、代理の神とし
て振る舞いました:エレミヤ15:1 …たとえモーセとサ
ムエルが私の前に立っても、私の魂はこの民に向
かない…。Aエホバはモーセに、モーセをパロに対し
て神としたと告げました:出エジプト7:1 エホバはモー
セに言われた、「見よ、私はあなたをパロに対して
神とした…」。1モーセにおいて神は、ご自身を代行
し、ご自身のみこころを執行する者を持ちました。
モーセは決して自分自身でパロに語らず、主が彼に
語るように告げたことを常に語りました。2実は、パロ
は、神の大使であるモーセに聞いて彼と取り引きを
していたのではありません。パロは神に聞いて神と取
り引きしていたのです。Bサムエルは神を代行し、地
上で神の民を支配しました。サムエルはそのような
者として、代理の神でした:サムエル上2:35 私は私
のために、忠信な祭司を起こす｡彼は、私の心と私
の思いの中にあるものにしたがって行なう｡私は彼
のために堅固な家を建てる。すべての日々、彼は
私の油塗られた者の前を行く。1サムエルが代理の
神となることができたのは、彼の存在と神の心とが
一であったからです。2サムエルは神の託宣また神
の行政でした。そのような者として、彼は代理の神で
した。霊感： 
 
 



 

 

Cパウロは彼の務めにおいて、神の人、すなわち、
代理の神であって、信者たちを慰め、神の単純さ
において振る舞い、神のねたみを表現し、またキリ
ストの大使であって和解の務めを遂行しました:2コ
リント11:2 私は神のねたみをもって、あなたがたを
ねたんでいます｡なぜなら、あなたがたを清純な
処女としてキリストにささげるために、一人の夫に
婚約させたからです。1使徒パウロの長く不幸な監
禁された航海の間中、主は使徒をご自身の超越
性の中に保ち、思い煩いの領域をはるかに超えた
生活をすることができるようにしました:使徒27:24 
…パウロよ、恐れてはならない。あなたはカイザル
の前に立たなければならない。見よ、神はあなた
と共に航海しているすべての人を、あなたに賜
わった。2新約の信者たちはパウロと同じように、代
理の神として機能することができます。 
霊感： 
 
 
 
III私たちは神の選ばれ、贖われ、再生された民で
あり、神と一であり、神で構成され、神を生き、神
を表現し、神と共に行動し、神を代行する者たち
であり、代理の神として機能することができます: 
A私たちは神の選ばれ、贖われ、再生された民と
して、神と一であるべきです:1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。1聖
書の基本的な原則とは、神はご自身のエコノミー
において、ご自身を人と一にし、人を神と一にする
ということです。2神が願われるのは、神聖な命と
人の命が共に結合されて一つの命となり、一つの
生活をすることです。B私たちは神で構成される
必要があります:1神のエコノミーは、ご自身を私た
ちの存在の中へと分与して、私たちの存在を彼の
存在で構成し、彼の存在と一つの構成とすること
です。2神聖な命の中で、また神聖な命の法則の
働きによって、神は私たちの中へと造り込まれ、
私たちは神の命と性質において、彼で構成されま
す。C私たちは神と一であり神で構成された人とし
て、神を生きるべきです:ピリピ1:21 なぜなら、私に
とって生きることはキリストであり、死ぬことは益で
あるからです。2コリント1:21-22 しかし、私たちをあ
なたがたと共に、キリストへと堅く結び付けて、私
たちに油を塗られた方は神です｡彼はまた私たち
に証印を押し、そして私たちの心の中に、その霊
を担保として与えてくださいました。1神のエコノ
ミーによれば、神の意図は、彼の要素、彼の実質、
彼の性質の成分を私たちの存在の中へと分け与
えて、私たちが彼を生きるようにすることです。 

2私たちの日常生活は、実は神ご自身であるべき
であり、それゆえに絶えず神を生きる生活である
べきです。D私たちは神を表現すべきです:1神の
永遠の定められた御旨は、ご自身を私たちの中
へと造り込んで、私たちの命とし、私たちが彼を表
現することができるようにすることです。2神のエコ
ノミーにおける神の目的は、私たちが神と一となり、
また神を生きて、神の団体的な表現となることで
す。E私たちは神を表現する者として、神と共に行
動すべきです:1神は、イスラエルの子たちが神の
エコノミーの大きな車輪の行動において、彼と協
力することを必要としました。2私たちは、神の心
の願いにおいて、また地上での神の行動において、
神と一となる必要があります。F私たちは神と共に
行動するとき、神を代行すべきです:1私たちは権
威をもって神を代行するために、命の中で神を表
現しなければなりません。アロンは復活の命を
持って神を表現したので、権威を持って神を代行
しました。2神のために働く正しい道は、神を代行
することです。G私たちは神と一であり、神で構成
され、神を生き、神を表現し、神と共に行動し、神
を代行するなら、代理の神として機能することが
できます:1神は私たちを、命、性質、表現、機能
において彼と同じにならせて、彼のエコノミーを完
成することができます。2預言者エリシャは神の人
として、彼の務めにおいて、神の代行として、代理
の神として振る舞いました。今日、私たちキリスト
にある信者は、同じように神のエコノミーにおいて
代理の神として機能することができます。 
霊感： 
 
 
 

神戸に在る召会 交わりと報告事項 
1. You tube福音主日集会： 

9/25（主）にYP地区奉仕で行ったYou tube福
音主日集会において、各地区人数を増やす
ことが出来たのを踏まえて、YP地区は月１の
月末に福音主日集会を担当するように変更
します。YP地区奉仕ではありますが、召会全
体でサポートします。若者が召会で更に機
能することで、召会の福音と牧養が更に前
進できますように。 

2. 10月国際長老訓練： 
10/14(金)8:30-17:30 M1,2,3 
10/15(土)8:30-17:30 M4,5,6 
10/16(主)13:30-17:30 M7,8 
参加する責任者たちのために祈ってください。 



 

 

CP1奇跡や外側の事柄に注意を払う古い 
召会生活を徹底的に悔い改め、命の道を歩む 

IBエリシャは旧約の予表であり、恵みの中の神の
新約エコノミーを代表しました:1恵みとは、神がご
自身を私たちに与え、私たちの享受となることに
よって、私たちのためにすべてを行なうことです。
2この恵みの結果は神聖な命であり、神聖な命は
豊富で高く、さらには私たちをキリストと共同の王と
するに至ります。ローマ5:17 …あふれるばかりの恵
みとあふれるばかりの義の賜物を受ける者たちは、
さらにいっそう一人の方、イエス・キリストを通して、
命の中で王として支配します。Cエリシャがエリコの
水をいやした時に行なった奇跡の意義と、主イエ
スが水をぶどう酒に変えた時に行なった奇跡の意
義は同じです。それは死を命に変えることです。 
エリシャはキリストの予表であり、命の中で恵み

の奇跡を行ないました。エリヤはいくつかの大いな
る奇跡を行ないました。例えば、天を閉ざして雨
を降らせないようにし、また天から下って来るよう
に火を呼んで、全焼のささげ物を焼き尽くし、水が
その上に注ぎかけられるようにしました。しかしな
がら、エリシャは彼に代わって入って来た時、不
思議を行ないませんでした。そうではなく、エリ
シャは命における恵みの奇跡を行ないました。 
多くのクリスチャンは奇跡に注意を払いますが、

恵みと命の事柄を無視したり、とても浅薄な方法
でそれらの事柄について語ったりします。パウロは
ローマ人への手紙で恵みを大いに強調しました。
ローマ人への手紙で、恵みによる義認は命の中
で王として支配することへと至ります。 
この町［エリコ］の人々がエリシャに、水が悪く、こ

の地は不毛であると告げた時、彼は水の源に出て
行き、そこに塩を投げて言いました、「エホバはこう
言われる、『私はこの水をいやした。ここからもはや
死も不毛もなくなる』」（列王下 2:21）。エリコはサタ
ンを表徴します。サタンにおいて、水を含めて、す
べては死です。しかしエリコの悪い水はエリシャの言
葉のとおりいやされて、良い水、命を与える水となり
ました。…主イエスがヨハネによる福音書で行なわ
れた最初の奇跡は、水をぶどう酒に変えることでし
た。この奇跡の意義は、死を命に変えることです。死
を命に変えることは、ヨハネによる福音書における主
のすべての奇跡と、ヨハネ 3 章から 11 章で彼が扱
われたすべての事例の支配する原則です。列王紀
下2章でエリシャが行なった奇跡の意義と、ヨハネ2
章で主イエスが行なわれた奇跡の意義は同じです。 

適用: 青少年、大学生、新人編 
❶ウイットネス・リー全集、1981年、第2巻（上）、
「主の回復の歴史と啓示」、第8編:「1943年5月…

私は深刻な結核に感染しました。…私は二年半
の私の病の期間に、命の木を見ました。その二
年半に私は、主の回復において、また主の働き
において、私たちが命に欠けていることを見ました。
あらゆる種類の問題は、それが何であっても、命
の不足の結果です。私はこのことを見た時、非常
に後悔し、主の御前で多く告白し、徹底的な悔い
改めを持ち、また主の御前で多くの対処を持ちま
した。…命の木についてのメッセージは南京にお
いて、多くの聖徒たちを救い、また多くの兄弟姉
妹を解放しました。上海に在る召会における四年
間の騒動のゆえに、聖徒たちは長年にわたって
落胆し、意気消沈して、何もすることができませ
んでした。これらのメッセージは彼らの霊を解放し、
彼らの心を照らしました。…主に感謝します。命の
木についてのメッセージを通して、上海に在る召
会はいやされました。…命の木についてのメッ
セージは、上海に在る召会の復興のために基礎
を据えました」。 
❷「命の木と善悪知識の木のビジョン」、第5章:「も
し私たちが神を享受する道を取りたいなら、観念を
変えなければなりません。…もし私たちが神を享受
する実際の中へと入りたいなら、支配するビジョン
を見なければなりません。…私が四十歳になっては
じめて、主は私に彼を享受する道を啓示してくださ
いました。私は自分の二十年間の時間と労力の大
部分が無駄であったことに失望しました。私の祈り
の大部分は価値がなく、聖書や他の霊的書物を
読むのに費やした時間も価値がありませんでした。
この時私は、私たちの働きの道が間違っており、ま
た私たちの霊的な追求の道も間違っていたことに
気づきました。…間違った道を取ることから大きな
損害を被ったので、私は他の人たちに同じ間違い
を繰り返してもらいたくありません。私が望むのは、
他の人たちが神を享受する道を取ることができるこ
とです。私は聖徒たちにもはやこれ以上、間違った
道を取らないように懇願します。私たちは以前の私
たちの追求の道を考慮すべきです。私たちは観念
において徹底的な転換を持たなければなりません。
私たちは支配するビジョンを持つ必要があります」。
祈りおお主イエスよ、恵みとは、神がご自身を私
たちに与え、私たちの享受となることによって、私
たちのためにすべてを行なうことです。この恵み
の結果は神聖な命です。私は長年、召会生活の
中で、奇跡や外側の祝福に注意を払い、命にあ
まり注意を払っていませんでした。主イエスよ、あ
なたの御前で徹底的に悔い改めます。神のエコ
ノミーにおいて、命以外に価値のあるものはありま
せん。今日から命の道を取り、歩めますように。 



 

 

CP2新約の信者たちはパウロと同じように、 
代理の神として機能することができる 

IIC1使徒パウロの長く不幸な監禁された航海の間
中、主は使徒をご自身の超越性の中に保ち、思い
煩いの領域をはるかに超えた生活をすることがで
きるようにしました:使徒27:24 パウロよ、恐れてはな
らない。あなたはカイザルの前に立たなければなら
ない。見よ、神はあなたと共に航海しているすべて
の人を、あなたに賜わった。aこの生活は、完全に
威厳があり、最も卓越した神聖な属性を表現する
最高水準の人性の美徳を伴っていました。それは
何年も前に、主イエスご自身が地上で生きたよう
な生活でした。2新約の信者たちはパウロと同じよう
に、代理の神として機能することができます。 
航海を通して、また今マルタ島において、パウロ

は確かに霊の中で歩いていました。彼は確かに、
肉体と成り、十字架につけられ、復活し、昇天した
キリストである命を生きました。パウロの生活は、実
は命を与える霊の表現でした。パウロは日常生活
のあらゆる状況で、自分が宣べ伝えたそのキリスト
の表現でした。彼は、命を与える霊としての、肉体
と成り、十字架につけられ、復活し、昇天したキリス
トを宣べ伝え、マルタ島で、すべてを含む霊として
のそのようなキリストを生きました。これは、後ほど
書かれた、ピリピ1:20～21のパウロの言葉によって
示されています、「そこで、私の切なる期待と希望
は、私がどんな事にも恥じることなく、かえっていつ
ものように、あらゆる事で大胆になって、生きるにも
死ぬにも、今なおキリストが、私の体において大きく
表現されることです。なぜなら、私にとって生きるこ
とはキリストであり…」。…私たちはパウロの生活につ
いてのルカの記事を読むとき、彼の生活が、肉体
と成り、十字架につけられ、復活し、神が高く上げ
たキリストの究極的完成としての、すべてを含む霊
であったことを見ます。 

適用:ビジネスパースン、大学院生編 
使徒28:7 さて、その場所の近くに、島の首長ポプリ
オという名の人の土地があった。彼は私たちを歓
迎し、三日間、親しくもてなしてくれた。8 その時、
ポプリオの父親が、高熱と下痢で横たわっていた。
パウロは彼の所に入って行き、祈って彼の上に手
を置いて、彼をいやした。10 彼らは私たちを大いに
尊敬して、出帆する時には、私たちに必要な物を
船に積み込んでくれた。FN嵐の海で、主は使徒を
同船の仲間たちを所有する者としただけでなく、彼
らの命を保証する者、彼らを慰める者ともされまし
た。今や無事に陸上に着いて、主はパウロを、その
迷信的な人々の目に魔術的な魅力のある者とし
ただけでなく、彼を島の人たちにいやす者、喜びと

もされました。囚人としての長く不幸な航海の間中、
主は使徒を超越性の中に保ち、思い煩いの領域
をはるかに超えた生活をすることができるようにさ
れました。この生活は、完全に威厳があり、最も卓
越した神聖な属性を表現する人の最高水準の美
徳を伴っていました。それは、何年も前に、主ご自
身が地上で生きられたような生活でした。これは、
神性によって豊かにされた人性の中で、再び地上
で生きられたイエスでした! これは、すばらしい、卓
越した、奥義的な神・人であり、彼は福音書の中
で生き、彼の多くの肢体の一人を通して、使徒行
伝の中で生き続けられました! これが、肉体と成り、
十字架につけられ、復活し、神が引き上げたキリス
トの生ける証しでした! パウロはその航海中、キリスト
を生きて、大きく表現しました。人々がパウロと仲
間たちを大いに尊敬したのも、すなわち、最高の
敬意と最高の配慮をもって尊敬したのも、不思議
ではありません! 神に遣わされた大使は、人々から、
そのような敬意と配慮を受けるはずです。 
証「命の享受は命の中での支配に至る」ことに標準
を合わせると、キリストの享受と経験は豊かにされ、
引き上げられたことを証します。会社における大混
乱を目の当たりにして、私は強いられて、命の中で
王として、混乱を支配することを学び始めました。 
新製品開発プロジェクトに携わっていた時、新

製品の品質において重大な問題が発生しました。
品質を担当していた部長と課長が、どうしても解
決できなかったので、社長が私に解決を依頼して
きました。彼らは同時に外部のコンサルタントにも
頼りました。私は専門外でしたが、主に祈って、会
社で主の証を立てるために、この業務を引き受け
ました。私は主の中で、絶対にこの問題を解決す
るという負担をもって携わりました。結局、約3ヶ月
後、私がその問題を解決することができました。
外部のコンサルタント会社は非常に驚き、私の能
力を大いに称賛しました。以前の私は、命の享受
が支配に至ることに無関心であったので、この不
信仰の故に、命の中で支配する経験をほとんど
もっていませんでした。しかし、その時悔い改めて、
主の命の中で混乱を支配することを願い、神のエ
コノミーに従って支配する経験に至りました。 
祈りおお主イエスよ、パウロは囚人でしたが、実際
には嵐も、周囲の人たちも支配していました。パウ
ロは命の中で支配する代理の神でした。私もパウ
ロと同じように、代理の神として機能し、支配する
ことができます。しかしそれを妨げているのは、命
の享受が支配に至ることに無関心であること、不
信仰です。悔い改めて不信仰の罪を告白します。
私を命の中で支配する代理の神にしてください。 


