命の木としてのキリストを享受する道を取る
#1命の木としてのキリストを享受する道を取って、
神の永遠のエコノミーを完成する
Bird’s eye view8/1-7
I私たちは創世記2章で、人の前にある二つの選
択を見ます。それは命の木と善悪知識の木です:
創2:8 そして、エホバ・神は…園を植えられた｡そし
て彼は形づくった人をそこに置かれた。9 エホバ・
神はその土地から、見て喜ばしく、食べるのに良
い、すべての木を生えさせ、さらに園の中央に命
の木と、善悪知識の木とを生えさせられた。
A二本の木は、この宇宙に二つの意志、二つの
源、二つの可能性があり、人に自由意志をもっ
て選ばせることを見せています。
B命の木が表徴しているのは、三一の神の具体化
であるキリストが、食物の形で人の命であるというこ
とです。それは、人が彼を享受し、彼をもって構成
されて、彼の栄光、彼の団体的な表現となり、こう
して神の永遠のエコノミーにしたがって神の当初の
意図を完成するためです:1命の木、神の木、神・
木は、宇宙の中心です｡2旧約は命の木で始まり、
新約は命の木で終わっています。ですから、神が
人の命となるという思想は、神聖な啓示全体を貫
いています。3神が人を命の木の前に置いたことが
示しているのは、人が神を有機的に食べ、新陳代
謝的に吸収することによって神を人の命として受け
入れるのを、神が願っているということです。それは
神が人の存在の構成要素そのものとなるためです｡
霊感：

D命の木は人を神に依存させますが、知識の木
は人を神に敵対して反逆させ、神から独立させ
ます:ヨハネ15:5 私はぶどうの木であり、あなたが
たはその枝である。人が私の中に住んでおり、私
もその人の中に住んでいるなら、その人は多くの
実を結ぶ｡私を離れては、あなたがたは何もする
ことができないからである。1食べることは依存を
示します。神が私たちの食物であることは、命の
木で表徴され、私たちが絶えず神に依存しなけ
ればならないことを意味します。2知識の木は独
立を示します。神の目に、人の最初の罪また最
大の罪は独立です。
E二本の木は、二つの路線、二つの道（命の道と
死の道）をもたらし、それは全聖書を貫いて啓示
録で終わっています:創2:16 そして、エホバ・神
はその人に命じて言われた、「…. 17 ….善悪知
識の木からは、食べてはならない｡それから食べ
る日に、あなたは必ず死ぬ」。1死は知識の木で
始まり、火の池で終わっています｡2命は命の木
で始まり、新エルサレム、すなわち命の水の都で
終わっています｡
霊感：

II私たちは、命の木としてのキリストを享受すること
によって、命の道、命の路線にとどまり、命を維持
して、命における神の建造のために、私たちの命
を成長させなければなりません:ヨハネ10:10 …私
が来たのは、羊が命を得、しかも豊かに得るため
である｡啓22:1 また御使いは、水晶のように輝く命
の水の川を私に見せた｡それは神と小羊の御座
から、大通りの中央を流れていた。2 その川のこち
ら側にも向こう側にも命の木があって、A私たちが
命の道にとどまるのは、命の原則にしたがって生
活し奉仕することによるのであって、正しいか間
違っているかの原則にしたがってではありません:
1私たちは、正しいか間違っているかにしたがって
ではなく、霊の中の内なる命の感覚、すなわち命
の導きにしたがって生活し、行動しなければなりま
せん｡2クリスチャン生活の標準は、私たちの内側
の内住するキリストの臨在です。それは、何が正
しいか間違っているかの問題ではなく、私たちの
内側の神聖な命が同意するかどうかの問題です｡
霊感：

C善悪知識の木は、人にとって死の源であるサタン
を表徴します:ヘブル2:14 ….子供たちが血と肉にあ
ずかっているので、同様に彼ご自身も同じものにあ
ずかられたのです｡それは、彼が死を通して、死の
権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼすためであり｡
1この木はまた、神以外のすべてのものを表徴しま
す。神ご自身でないものは何であれ、善いことも、
さらには聖書的なことや宗教的なことも含めて、こ
うかつな者であるサタンに利用されて、死を人にも
たらす可能性があります｡2善と悪は二本の木で表
徴されているのではなく、一本の木、すなわち第二
の木で表徴されています。ですから、神以外の善
いものを追い求めることは、サタンに属します。3真
に善いのは神ご自身です。このゆえに、神を得るこ
とは、真の善を得ることと等しいのです｡
霊感：
B私たちが命の道にとどまるのは、主を極みまで
愛し、人を引き寄せて主の後を走ることによりま
す:1私たちは、命の木としてのキリストを享受す

るために、絶えず彼に、「主イエスよ、私はあな
たを愛します」と告げなければなりません。私た
ちが主イエスに対する燃える愛を持ち、すべての
事で彼に第一位を与えるなら、彼であるすべて
を享受します。2私たちは、命の木としてのキリスト
を享受するために、人々を彼に婚約させて、彼ら
を主イエスの尊いパースンに対する真の評価、
愛、享受の中へともたらさなければなりません｡
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。
C私たちが命の道にとどまるのは、御言を祈り読
みし、言葉を思い巡らす（口ずさむ）ことを通して
イエスを食べることによってであり、また私たちの
信仰の霊を活用することを通してその霊である
言葉を人の中へと供給することによってです:
1私たちは朝早く御言の中で彼を享受して毎日
の新しい開始を持ち、多くの注意深い考慮を
もって彼の言葉を受け入れなければなりません｡
詩119:147 私は夜明けに先立って目覚め、叫び
求めます｡私はあなたの言葉を待ち望みます。
148 私の目は夜の見張りに先立って目覚め、あ
なたの言葉を思い巡らします。2私たちは時が良
くても悪くても、日ごとにキリストをあらゆる種類の
人々に語り、真剣に努めてどの集会でも語る習
慣を建て上げなければなりません｡
霊感：

D私たちが命の道にとどまるのは、命の霊の法則
としての三一の神と、その神聖な能力を享受す
ることによってです:1私たちは、エデンの園の二
本の木に、命、善、悪を見ます。私たちはエデン
の園の縮図であり、私たちの霊の中に命の霊の
法則、天然の独立した思いの中に善の法則、肉
の中に悪の法則を持っています｡ローマ8:2 なぜ
なら、命の霊の法則が、キリスト・イエスの中で、
罪と死の法則から、私を解放したからです。
2私たちは霊にしたがって歩き、また思いを霊に
付けることによって、命の霊の法則に「スイッチを
入れて」、三一の神を命として、私たちの三部分
から成る存在の中へと分与していただかなけれ
ばなりません｡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。
E私たちが命の道にとどまるのは、復活の中に、キ
リストのからだである召会の実際の中に生きること
によってです。キリストのからだである召会は、復活
の命の木としての金の燭台で表徴されています。

それは、私たちが神の栄光を帯びて、神の表現、
すなわち、命の都、新エルサレムとなるためです｡
III私たちが勝利者となる唯一の道は、命の木とし
てのキリストを食べて享受することによってです。
それは、私たちが命において造り変えられて男の
子となり、キリストの勝利を展覧して、花嫁となって、
キリストを満足させることができるためです。啓22:2
その川のこちら側にも向こう側にも命の木があって、
十二種の実を結び、その実は毎月みのり、その木
の葉は諸国民のいやしのためにある。
霊感：
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神戸に在る召会 交わりと報告事項
主日集会の時間について:
海外では主日集会は、主の証のために 9:00
又は 9:30 に開始する場合がほとんどです。
日本では遠くから来られる人のために 10:00
から開始する集会が多いです。
神戸では集会所が比較的近いので、主の証
のために、可能な限り 9:30 開始にしたいと
考えています。また 9:30 開始の方が、集会
後の福音や午後の時間を有効に利用できます。
召会の福音を前進させる交わり：
8/3（水）10:15-11:30＠本山、夙川、六甲
Zoom ID:875 716 8582
東京全時間訓練生神戸来訪:
8/6（土）‐8/8（月）まで、東京全時間訓練生
の5名が神戸に来られます。兄弟は三宮集
会所、姉妹は学生センターに宿泊します。こ
のブレンディングが祝福されるように、兄弟
姉妹お祈りください。
7月ビデオ訓練:
8/5(金) 19:30～M8
8/6(土) 8:30～M9,M10
8/13(土) 8:30～M11,12（変更しました）
サマーブレンディング:
8/11(木)親子（乳幼児～小4）＠魚崎1F、
午後はランチ後、住吉川でスイカ割りと水遊
びブレンディング 9:30集合、15:00解散
8/11（木）ビジネスパースン＠魚崎2F
9:30集合、15:00解散
8/12（金）青少年（小5～大学院生）＠リジョ
イスガーデン
9:10集合、16:00下山
関西責任者・奉仕者ブレンディング集会 :
8/20（土）Zoomでも参加できます。
聖書通読:今週は通読表の32週目です。

CP1 善悪知識に従って行動するなら死がもたらさ
れる。内なる命にしたがって行動するなら命を受ける
IC善悪知識の木は、人にとって死の源であるサ
タンを表徴します:ヘブル2:14 ….子供たちが血と
肉にあずかっているので、同様に彼ご自身も同
じものにあずかられたのです｡それは、彼が死を
通して、死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅
ぼすためであり｡1この木はまた、神以外のすべ
てのものを表徴します。神ご自身でないものは
何であれ、善いことも、さらには聖書的なことや
宗教的なことも含めて、こうかつな者であるサタ
ンに利用されて、死を人にもたらす可能性があり
ます｡2善と悪は二本の木で表徴されているので
はなく、一本の木、すなわち第二の木で表徴さ
れています。ですから、神以外の善いものを追
い求めることは、サタンに属します。3真に善いの
は神ご自身です。このゆえに、神を得ることは、
真の善を得ることと等しいのです｡
神はとても率直で、常に正面からやって来ます。
しかしながら、サタンはこうかつで、常に背後にと
どまっています。サタンがあなたを悩まそうとする
と、公然と、率直には行ないません。彼はそれを
こうかつに行ない、あなたの妻を通して、あるいは
デパートのような、この世の一部分を通して働き
ます。時には、サタンは聖書をさえ利用し、聖書
の文字を通してあなたを悩ませます。ユダヤの宗
教家、パリサイ人、聖書学者たちが、いかに聖書
を使って主イエスを死に定めたかを思い出してく
ださい。サタンはこうかつですから、知識の木は彼
を直接的には表徴しません。それは神以外のす
べてのものを表徴し、善いこと、聖書的なこと、宗
教的なことを含んでいます。善であっても悪で
あっても、それが神ご自身でない限り、サタンに
利用される可能性があります。
神以外のものは、三つの部類、すなわち知識、
善、悪へと陥ります。仮に、あなたがある善いこと
を行なおうとする意図を持つとします。しかしなが
ら、あなたの霊の深くに、それに触れてはならない、
それをしてはならないという感覚があります。…善
悪の原則を使うのではなく、命の原則と協力しな
さい。もし内側に平安がないなら、それは命の霊
が、あなたがしようとしていることに同意していない
ことを意味します。あなたは彼と協力する必要が
あります。そうすれば、あなたは命を受けます。あ
なたは過去、このような経験を繰り返し持ったの
ではないでしょうか? 善にしたがって行動した時は
いつも、あなたは殺されました。あなたは死を経
験しました。しかしながら、内なる命にしたがって
行動したとき、あなたはさらに命を受けました。

適用:ビジネスパーソン、大学院生編
証20歳代の時に、台湾とアメリカ・カリフォルニアの
諸召会（これらの諸召会はリー兄弟が直接導か
れました）を訪問しました。日本と比べ、集会での
❶霊の解放、❷キリストの享受の豊かさ、❸団体
の表現の豊満、❹人数の多さに圧倒されました。
私は召会の規模が小さい日本の現状に失望して、
主と交わっている時、主はコロサイ3:9～11の新し
い人のビジョンを示されました。コロサイ3:9 互いに
偽りを言ってはいけません。あなたがたは、古い人
をその行ないと共に脱ぎ捨て、10 新しい人を着た
のです。その新しい人は、それを創造された方の
かたちにしたがって全き知識へと至るように、新しく
されつつあるのです。11 その新しい人には、ギリ
シャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スク
テヤ人、奴隷、自由人はあり得ません。キリストが
すべてであり、すべての中におられるのです。
召会は一人の新しい人であり、新しい人の中に
は、アメリカ人、中国人、日本人はありません。言
い換えると、救われたアメリカ人、救われた中国人、
救われた日本人がいなければなりません。日本人
が救われなければ、新しい人は完成されません。
従って、主は必ず日本の諸召会を建造しなけれ
ばならないと確信し、大変励まされました。
同時に、私が日本人の古い人を脱ぎ捨てなけ
れば、新しい人を着ることができないことも主は示
されました。サタンが日本人の文化的な善、例え
ば、「人に迷惑をかけてはいけない」、「人に無理
やり押し付けてはいけない」、「皆が一緒でなけれ
ばならないと考える平等主義」を用いて、命の木
の享受からそらしていることが分かりました。これら
の善は私たち日本人が、「集会で霊を解放するの
を躊躇させ」、「福音を大胆に語らせなくし」、「賜
物が出て来るのを妨げます」。このような文化的な
善が、召会建造を妨げる主要な要因であり、ガラ
テヤ、エペソ、ピリピ、コロサイの聖書の心臓部で啓
示されています。これらは命の木ではなく、善悪知
識の木に属しています。私は救われてからも長い
間、善によって生きることにより、善悪知識の木か
ら食べ、死んでいたことに気づきました。そしてもっ
と霊を活用することに注意するようになりました。
祈りおお主イエスよ、善悪知識の木は、死の源で
あるサタンを表徴します。神ご自身でないものは何
であれ、善いことも、聖書的なことや宗教的なこと
も含めて、狡猾な者であるサタンに利用されて、死
を人にもたらす可能性があります｡特に日本の場合、
文化的な善が、召会建造を妨げる主要な要因と
なります。善悪の原則に従うのではなく、命の原則
に従えるように、鋭敏な感覚を持たせてください。

CP2主イエスに対する燃える愛を持ち、すべての
事で彼に第一位を与えるなら、彼であるすべて
を享受することができる
II私たちは、命の木としてのキリストを享受するこ
とによって、命の道、命の路線にとどまり、命を維
持して、命における神の建造のために、私たちの
命を成長させなければなりません:A私たちが命
の道にとどまるのは、命の原則にしたがって生活
し奉仕することによるのであって、正しいか間
違っているかの原則にしたがってではありません。
B私たちが命の道にとどまるのは、主を極みまで
愛し、人を引き寄せて主の後を走ることによりま
す。雅1:4 私を引き寄せてください。私たちはあ
なたの後を走ります」。王は私を彼の奥の間に
連れて行かれた。「私たちはあなたの中で喜び
楽しみ、ぶどう酒にまさってあなたの愛をほめた
たえます。彼女たちは一心にあなたを愛します。
1私たちは、命の木としてのキリストを享受するた
めに、絶えず彼に、「主イエスよ、私はあなたを
愛します」と告げなければなりません。私たちが
主イエスに対する燃える愛を持ち、すべての事
で彼に第一位を与えるなら、彼であるすべてを
享受します。2私たちは、命の木としてのキリスト
を享受するために、人々を彼に婚約させて、彼
らを主イエスの尊いパースンに対する真の評価、
愛、享受の中へともたらさなければなりません。
主イエスは教理ではありません。彼は一連の
賜物や力でもありません。彼は一人のパースン
であって、私たちの愛、私たちの評価、私たちの
愛情を必要としています。私たちは主イエスに対
する甘い愛情と愛を何と必要とすることでしょう!
私たちは、キリストが私たちの命であることにつ
いて話すかもしれませんが、もし私たちが彼に対
する真の愛を持っていないなら、彼が私たちの
命であるのはただ教理においてです。…私たちは
イエスを命として享受しようとするなら、彼を愛さ
なければなりません。私たちは彼を愛する限り、
たとえ「命」という言葉を知らなくても、命を享受
するでしょう。私たちは教理を知らないでしょうが、
生けるパースンであるイエスを、私たちの命その
ものとして享受するでしょう。
私たちは多くの教えを持ち、あらゆる賜物や力
を持っているかもしれませんが、キリストの人格
を受け入れようとしません。主イエスは、…ペテロ
のように彼を愛し、次のように彼に告げる人を必
要としています、「おお、主イエスよ、あなたを愛
します! あなたに従います。あなたを私のパース
ンとして受け入れます。あなたの人格を私の人
格として受け入れます。あなたの意志を私の意

志として受け入れます。あなたの願いを私の願
いとして受け入れます。私は、教え、賜物、力に
は注意を払いません。私はあなただけに注意を
払います。あなたを愛し、あなたに従い、あなた
を私のパースンとして受け入れます」。
適用: 青少年、大学生、新人編
証1私は現在、六甲地区で奉仕しています。新
城家が学生センターに来て六甲で奉仕するよう
になってから、多くの6種類の新人がもたらされ
ています。新城海花姉妹と奉仕に取り組んでい
ると、自分が個人主義的で、主を愛する心に欠
けており、人に無関心であることが照らされます。
海花姉妹は人を顧み、訪問することにおいて命
の木の路線に従って人を顧みています。結果的
に残る実が生み出され、多くの人がからだの中
で機能するようになっています。海花姉妹との
取り組みから福音と牧養の生活を学び、命の木
の路線に従って奉仕したいと思います。
証2召会生活に入ってきたばかりの時、とても新
鮮に主を享受しました。朝ごとの復興、各種の集
会、ブレンディングに参加し、兄弟姉妹と何をして
も楽しかったです。「主よ、あなたを愛します」と常
に主に言うように勧められました。単純に交わら
れた通り実行してみました。「主イエスよ、あなた
を愛します!」と言えば言うほど、主に対する愛が
ますます増えて、内側から燃やされ、自然に主に
献身の祈りをするようになりました。また神の御心
に触れて、福音をするようになりました。兄弟姉
妹との取り組みの中で、福音し、牧養を実行する
ようになりました。神を人にもたらし、人を神にもた
らして、召会を建造します。主に感謝します。
証3全国特別集会で、エド・マークス兄弟は私た
ちに、「主イエスよ、あなたを愛します」と言うよう
に度々勧めて下さいました。彼はとても主を愛し
ておられるので、彼の話を聞いていると主を愛し
たい気持ちが内側から湧いてきました。「主イエ
スよ、あなたを愛します」と仕事中に小さな声で
何度も呼びました。そうすると内側で主の命に触
れ、新鮮にされて、仕事を集中して行うことがで
きました。ハレルヤ、キリストは私の命であり、ま
た命の供給です。
祈りおお主イエスよ、命の木としてのキリストを享
受して、命の路線にとどまり、命における神の建
造のために、命を成長させる必要があります。
「主イエスよ、私はあなたを愛します」といつも主
に告げて、一人のパースンである主イエスに対
する燃える愛を持ち、彼の尊いパースンに対す
る真の評価を持ち、主を享受します。主イエスよ、
あなたへの愛を増し加えてください。

