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創世記 1 章 14 節 
 

光る物が天の大空にあれ。昼と夜を分けよ。 

定められた時々のため、 

日と年のためのしるしとなれ。 
 

 

 

 

ַהֻּסּכֹות ַחג  仮庵の祭り 
ハッスッコート     ハグ 

創世記１章 8 回目 

14 節～19 節 ְּבֵראׁשית  

ベレーシート 

この学びは「新改訳 2017」を 

基本としています。 
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創世記１章の学びで、 

私たちのたましいは完全に砕かれます。 

自分で一生懸命、たましいを砕こう砕こうと思っても出来ません。 

しかし、創世記１章を学ぶことで、完全にたましいは砕かれます。 

つまり、今までの理解の型紙が完全に砕かれて、霊で聖書を読むこと

がどういうことかを理解できるようになると思います。 
  

ヨハネの福音書５章 39 節 

あなたがたは、聖書の中に永遠のいのちがあると思って、聖書を調べ

ています。その聖書は、わたしについて証ししているものです。 
 

イェシュアがユダヤ人に語ったことばです。 

ヨハネの福音書に、パリサイ人等は出てきません。 

すべて、ユダヤ人とイェシュアという関係です。 

ユダヤ人たちは、神から聖書（  、旧約聖書）を与えられて:ַּתַנ

そこに「永遠のいのち」があると思って一生懸命、文字で調べていま

した。 

「永遠のいのち」＝神そのもの 

タナフ 

もんじ 
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その聖書に、わたしのことが証しされていることを知らずに読んで

いるということです。  

イェシュアは、「あなたがたが読んでいる聖書は、わたしについて書

いてあるのに、わたしのもとに来ないね。」と言われます。 

当時のユダヤ人は、聖書本来の意味を受け取っていなかったのです。

聖書は初めから終わりまで、 

創世記 1 章「はじめに」から、黙示録最後「アーメン」まで、 

すべて、イェシュアについて書かれているのです。 

この仮庵の祭りも、はじめから終わりまで、イェシュアの学びです。

イェシュアの中に私たちがいる、それが御国であり、また救いです。 

神がなそうとされるご計画の目的、それは、 

イェシュアの中に、私たちが取り込まれていると知ることなのです。  
 

イザヤ書 46 章 10 節 

わたしは後のことを初めから告げ、まだなされていないことを昔か

ら告げ、『わたしの計画は成就し、わたしの望むことをすべて成し遂

げる』と言う。 
 

聖書は本当に不思議な書です。 
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3000 年余りが、いろいろな資料も含めてまとめられています。 

私たちは時間的存在ですから、年月があまりに⾧いと、 

一つの歴史なのだということになかなか気づきません。  

昔のことは昔のこと、今のことは今のことと切り離して考えます。 

しかし、聖書で証しされている歴史は、神が永遠の時間軸で提示され

ているのです。 

歴史のシナリオライターである神は、 

聖書の初めから終わりまで、筋書きに沿って書いておられるのです。 

聖書は神の霊感によって書かれた（Ⅱテモテ 3:16）と、 

パウロは悟りました。パウロのミドゥラーシュは完全です。 

神のことばを完成させる務めに召されたパウロのことばは、 

本当に重いのです。 ですから、パウロの視点から聖書を読むことが

絶対に必要になります。  

後に、ヨハネは、パウロがすでに語ったことを補うように、 

いのちについて、また光について証ししています。 

パウロがいなくなった教会が、光といのちを失っていくので、 

繕う必要があったのです。 聖書の中で、パウロの伝えたことを回復

するために、ヨハネの文書で、完結しているわけです。 
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ですから、常に教会は、聖書に戻ることで、 

神の言わんとする本質に戻ることができるのです。 

最後のことは最初からわたしが告げているし、また将来のことを 

昔から告げているとは、昔書かれたものはすべて将来に向かって 

書かれているということです。  創世記 1 章 1 節の 

「はじめに」は死からよみがえられた初穂によってという意味です。 

 は「 初穂 」ֵראִׁשיתのְּבֵראִׁשית

初穂によって、神が天と地（神と人がともに住む地）を再創造される

と創世記 1 章 1 節を聖書全体の「見出し」として学びました。 

そして、創世記 1 章は、後に起こるプロセスと結論のアウトライン

が記されているのです。 あくまでも、アウトラインです。 

１章だけでは、中身はわかりません。 そのため、 

聖霊は、聖書の様々な箇所に伴侶を置いて、 

パズルを合わせて理解できるように私たちを導いてくださるのです。 

たましいは、人間の思考回路を通して読みますので、違うかたちにな

ってしまいます。 しかし、霊の中で読めばつながってきます。  

ある聖書箇所には、必ずそれを補う伴侶が備えられているのです。 

ベレシート レーシート 
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みことばの伴侶を探す 

アブラハムの最年⾧のしもべ・エリエゼルがイサクのお嫁さんを 

探しにアラム・ナハライムのナホルの町に行きます。（創 24 章） 

その時、主の御使いが先だってリベカに出会わせました。 聖霊は、 

みことばのお嫁さんを探すように、聖書箇所に出会わせてくれます。 

「144000 人」が、黙示録で 2 回、出て来ます。 この数字が 

幕屋の台座の中に啓示されていました。隠されているのですね。 

（幕屋の台座に使われる銀の台座の重さは、144000 シェケルの二

倍です。） 隠されている事柄を見出すことで、聖書がつながります。

このような地道な作業をしながら聖書を学んでいくと、  

新約聖書と旧約聖書は一つの書だと理解できます。  

何度も何度も繰り返して言いますが、 

アシュレークラスでは、創世記 1 章を 

「神の永遠のご計画の全貌が啓示されている章」 

「神のご計画の全貌のアウトラインが示されている章」 

としています。 

たましいの解釈で書かれた多くの注解書は、 創世記 1 章は、 

天地創造の話にしています。 辻褄があわないにも拘わらず、地球の
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始まりの出来事として解釈しています。 

霊で読めば、聖書全体の光でつながりますので、私たちの霊が納得し

て腑に落ちるのです。 結果、議論はありません。 

霊は一つです。 議論のない納得の世界、神の世界です。  

最終的に御霊は、一つにさせる力を持っているのです。 

しかしながら、たましいの聖書解釈は、議論が沸き起こります。  

そのため、教会は、分裂の歴史を重ねてきました。 
  

今回、アシュレークラスでは、霊とたましいを見分けて読み、 

学ぶことを、「仮庵の祭り」で集中的に取り組んでいます。 

理解の型紙が必ず崩されることでしょう。 

自分を砕こう砕こうとしなくても、 

アシュレークラスの学びで、自然に砕かれ始めます。 

自分の力では、絶対に砕かれません。かえって頑強になります。 

がんじがらめになり、堅くなって、砕くどころか違うものが、 

建て上がってくるのです。 その典型がユダヤ教です。 

 ֵׁשם  ֵיׁשּועַ 
すべての名に勝る「 イェシュアの御名 」を呼びつつ、 

イェシュア       シェーム 
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「神の永遠のご計画の全貌」を受け取りたいと思います。 

私たちはやがて御国を受け継ぐ者として、 

こうした学びを通して、今の時を準備されているのですね。 
 

前回の補填 

前回は、創造の第三日、植物の話を取り上げました。 

太陽がないのに植物があるのです。 

また、実を結ばせるために受粉させる虫や蝶が造られていないのに 

草や木が存在しています。 どのように説明しますか? これは、  

「地の乾いたところ」を歩むイスラエルの民が食べるように、 

種を生じる草や種のある果樹を芽生えさせるという 

神のご計画が啓示されていました。 そのことによって  

天の隠された奥義が開かれ、 

神のみこころが地に表されるのだということを学びました。 

神は、私たちが見ている、地や海でたとえて表現していたのです。 

「昼と夜」、「光と闇」を造り、「光」を「昼」と名付け、「闇」を「夜」

と名づけたのも意味がありました。 

それは、神のみわざが現わされることを「昼」といい、そうでないと
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きを「夜」と名付けていたのです。  

私たちの朝や昼の感覚とはまったく違う概念で使われていました。  

種は「神のことば」「神の福音」 

のメタファー（隠喩）そのもの 

種が、地ֶאֶרץ（女性名詞）の中に蒔かれることで実を結びます。 

種を蒔く人は、神の御子イェシュアです。  

人としてこられたイェシュアは、この地ָהָאֶרץに神の種を蒔き

ました。 

この地 ָהָאֶרץはイスラエル 

私たちの地に蒔いたのではなく、イスラエルの地に蒔きましたね。 

乾いた地を歩いた人たち＝神の選びの民であるイスラエル 

しかし、イスラエルの民たちは、蒔かれた種を聞いて悟ろうとはしま

せんでした。 それ故、木は実を結びません。 

神は、種を持った草や木の実をならせるために、種（神のことば）を

蒔いたのですが、実（いのち）はならず、 

いのちのない宗教の葉を茂らせていたということでした。 
 

エレツ 

ハーアーレツ 

冠詞 
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ヨハネの福音書 6 章 63 節 

わたしがあなたがたに話してきたことば（ρήμα）は、 

霊であり、いのちです。 
 

とイェシュアは言いました。 しかし、 

イェシュアの語ることばを聞いて悟る者はいなかったのです。 

次に主は異邦人という地に種を蒔かれるようになっていきました。

今日に至る流れです。 

しかし終わりの日、メシア王国に入る直前には、 

種（神のことば）は再びイスラエルの地、つまり、 

イスラエルの残りの者に蒔かれます。 

この預言が、ホセアの⾧子 ִיְזְרֶעאלの名前に預言されていると 

学びました。 
 

さて、今回のテキストは、第四日です。  
 

創世記 1 章 14－19 節 

14 神は仰せられた。「光る物が天の大空にあれ。昼と夜と分けよ。

定められた時々のため、日と年のためのしるしとなれ。 

レーマ 

イズレエル 

神が蒔かれる 
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15 また天の大空で光る物を造られた。大きいほうの光る物には 

昼を治めさせ、小さいほうの光る物には夜を治めさせた。 

また星も造られた。 

17 神はそれを天の大空に置き、地の上を照らさせ、 

18  また昼と夜を治めさせ、光と闇をわけるようにされた。 

神はそれを良しと見られた。 

19  夕があり、朝があった。第四日。 
 

皆さん,この箇所を子どもに聞かれたら何と答えますか。  

3 節の光אֹורは見えない光でした。この光は、イェシュアです。 

14－18 節、ここでの光る物は、光源としての光る物です。 

月や太陽と解釈されても全然おかしくありません。  

この箇所で最も重要なことばは、 

「 しるし 」 

初めて出てきました。 

定められた時々のため、日と年のための「しるし」となるために、 

光る物が置かれました。 この「しるし」は、神が意図されたことで

す。 何の「しるし」なのでしょうか。 

オール 
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これはイスラエルに関わる「祭りのしるし」です。 

神はイスラエルを基軸にして、歴史の中で、その地（イスラエル）で

働かれています。イスラエルの民の、何かのしるしとして、光る物が

置かれています。これだけわかったところで、 

第一情報である原語を見て行きましょう。 
 

14 神は仰せられた。「光る物が天の大空にあれ（あるように）。 

昼と夜を分けよ。定められた時々のため、日と年のためのしるし

となれ（なるように）。 

 

 

ִהים ַוּיֹאֶמר ִּבְרִקיעַ  ְמֹאֹרת ְיִהי  ֱא   
 

ּוֵבין ּיֹוםהַ  ֵּבין ַהְבִּדיל לְ  ַהָּׁשַמִים   
 

ֲעִדיםמֹולְ ּו  ֹאֹתתלְ  ְוָהיּו ַהָּלְיָלה  
 

 エローヒーム     ヴァヨーメル 

 

神は       語られた  

イェヒー 

あるように  

命令形ではなくて、指示形 

神のことばを指示したら 

それができちゃうわけです。 

メオーロート ビルキーア  

光る物（複） 大空の中に 

ハッシャーマイム レハヴディール ベーン ハッヨーム ウーヴェーン 

ハッライラー レハーユー  レオートート  ヴーレモーアディーム 

存在の

指示 
天の 分けるために 

しるし（複）として 例祭（複）のため なるように（複） 

昼 

夜 

 מֹוֵעד אֹות 
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ְוָׁשִנים  ָיִמיםלְ ּו   
 

光る物 ָמאֹור  。光る物が複数形で語られていますְמֹאֹרת  

 

その働きや機能を意味、「のために ・ ～として～ 」（不定詞）לְ 

するものとして「 あるように 」と設定する前置詞です。 

「昼と夜を分けるために、天の大空に光る物があるように」 

昼と夜を分けるために、光る物があるようにということです。 

どのような働きのためにあるかというと、 

」、のため「しるし（複）ֹאֹתת」 ֲעִדיםמֹו 例祭（複）」 

＝神によって定められた時々＝いろいろな祭り、のためです。 

神が年に定めた三つの例祭（過越し祭、五旬節、仮庵の祭り）、 

50 年ごとのヨベルの年、 あるいは三日目、50 日目、何日目の特

定の日、 このしるしや例祭のために光る物が必要なのです。 

太陽や月は、この地を神が定めた時々にきちんと分けるために置か

れたということです。 あくまでも地のためです。  

マーオール メオーロート 

（単数形） （複数形） 

ウーレヤーミーム ヴェシャーニーム 

年（複）と 日（複）のための 

オートート モーアディーム 
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地が太陽や月に従っているということではなくて、 

地のために太陽と月を造っているのです。全然発想が違います。 

祭り、50 日、定められた時々の、日と年の「しるし」を置くために

わざわざ太陽や月を設定したのです。  

  神の大関心事は、「 祭り 」 

神のご計画において、なくてはならないものが「祭り」です。 

太陽や月は「祭り」のために存在しているのです。 

これはもう完全に理解の型紙が壊れますよね。 

これをたましいで分からせようと、いろいろ説明をしても無理です。

かえって頑なになります。  

奇想天外でわけがわからないと跳ね除けられてしまいます。  

子どものうちから霊的なことを教えるべきですね。 

わからないと言わないで、見えるものだけに頼らないで、 

見えない神の働きや、神の視点を幼いときから伝えれば、 

霊が育まれて働くのではないでしょうか。 
 

15 節に行きます。 

15 また天の大空で光る物となり、地の上を照らすようになれ。」 
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すると、そのようになった。 
 

ַהָּׁשַמִים  ִּבְרִקיעַ  ֹרתאֹו מְ לִ  ְוָהיּו   
 

ַוְיִהי־ֵכן ַעל־ָהָאֶרץ ָהִאירלְ   
 

天の光る物は、地の上を照らす目的のために存在させられました。 

ですから、神の関心事は ָהָאֶרץその地（イスラエル）です。 

漠然とした地ではなくて、地球じゃなくて、イスラエルが住む地です。 

光る物 ֹרתאֹו מְ  の機能 

― 神が定めた時、 年 日 しるし となること。― 

●神はアブラハムに、やがて違う国で 400 年間苦しみを受けて、 

その国から出て来るようになる、と語られます。  

400 年のしるしとして、月や太陽が 400 年を刻んでいきます。  

●例祭:毎年繰り返される主の定めた祭りのこと 

レビ記 23 章:祭りとして、安息日 過越し祭 五旬節 仮庵の祭り 

ヴェハーユー リメオーロート ビルキーア ハッシャーマイム  

レハーイール ハーアーレツ  アル ヘーン  ヴァイェヒー 

あるように（複） 光るものとして（複）  天の大空の中で 

光るものとして その地の上に そうなった 

使役不定詞 

ハーアーレツ 

メローオート 



17 

 

ヨベルの年の記述があります。 

これは神が定めたもので、イスラエルの定められた祭りです。 

教会がイスラエルと連動しているのは、復活のイースター、五旬節の

ペンテコステです。 

そして、まだ実現されていない再臨の祭りが仮庵の祭りなのですが、 

ユダヤ人たちは本当の意味を知らずに祝っています。 

クリスチャンたちは知ってはいても、していません。 

そこには、サタンの巧妙な仕掛け（クリスマス）があります。 

私たちはサタンの戦略を見抜いて崩さなければいけないのです。 

サタンの戦略を崩せば、一気に祝福がきますので、 

サタンも必死でクリスマスを大いに盛り上がらせてきますよね。 

なぜなら、「仮庵の祭り」を教会でするようになると、 

全体像が知らされて、サタンの終焉も明るみにされるからです。 

サタンにとっては、一番嫌な祭りになります。 

ヨセフの見た夢（創 37:9）は、太陽と月と十一の星々が私をひれ

伏している、自分の父親や母親がひれ伏す情景です。 

星々は兄弟たちを表しています。 

あらかじめ、太陽、月、星を存在させて、たとえにして、主のために
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用いられるイェシュア（御子）を表現していたのです。  

すべての万物は、御子にあって御子を通して御子のために存在して

います。 太陽も含めて、昆虫や植物や動物など被造物すべては 

御子を表すために造られているとパウロが解釈しています。 

コロサイ書にはその奥義が記されています。  
 

詩篇 136 篇 7－9 節 

7 大きな光る物（ אֹוִרים  ְּגֹדִלים）を造られた方に。  

8 昼を治める太陽（ַהֶּׁשֱמׁש）を。 

9 夜を治める月（ ַַהָּיֵרח）と星（כֹוָכִבים複数）を。 

 

ここでは、きちんと太陽や月や星を造ったと書かれています。 

創世記 1 章は、御子を前提として、造られた光る物の目的が書かれ

ているのです。 「 しるしとなるように 」ということです。  
 

   神の例祭は、神のご計画を表している 

例祭、祭りそのものが「神のご計画」を啓示しているのです。 

そのしるしとして、神のご計画としてわかるように、 

ゲドーリーム        オーリーム 

ハッシェメシュ 

ハッヤーレーム ホーハーヴィーム 
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太陽や月や星が用いられるということです。 

また、星は聖書のいろいろな箇所に出てきます。 

一番有名なのは、イェシュアが生まれる時の星です。（マタイ２:2） 

東方の博士たちが、星を見て救い主（イェシュア）が生まれたことを

知りました。そしてユダヤに礼拝に来て、「ユダヤ人の王としてお生

れになった方は、どこにおられますか。」という話になってきます。 

創世記 1 章の光る物（複数形）は、単に天体にある、太陽 月 星 

というよりも、神のご計画にある「 役割 機能 」を示すしるしと

して啓示されているのです。 しかも、地にあるイスラエルと深く 

関係し、イスラエルの例祭とも関係しているのです。 

レビ記 23 章は、神の定められた例祭の箇所です。 

必ず読んで、確認しておいてくださいね。  

黙示録の、「大きなしるし」が現れた箇所です。 
 

黙示録 12 章 1 節 

また、大きなしるしが天に現れた。 

一人の女（イスラエル）が太陽をまとい、月を足の下にし、 

頭に十二の星の冠をかぶっていた。 
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この一人の女が、男の子を産むと言う話です。 

その産んだ子どもを食べてしまおうとして（4 節）、 

竜が立ちはだかるのです。 
 

黙示録 12 章 5 節 

女は男の子を産んだ。この子は、鉄の杖をもってすべての国々の民を

牧することになっていた。 

その子は神のみもとに、その御座に引き上げられた。 
 

ここで一人の女が男の子を産みます。 

この子は鉄の杖を持っています。「その子は神のみもとに、御座に引

き上げられた」と書いてあるので、この男の子をイェシュアだと解釈

しがちですが、違います。  

2 節に戻ってみます。  
 

黙示録 12 章 2 節 

女は身ごもっていて、 

子を産む痛みと苦しみのために、叫び声をあげていた。 
 

女は妊娠していて、子を産む痛みと苦しみのために、 
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叫び声をあげていました。 

イェシュアを産んだマリアに、こんな記述がありましたか。 

子を産む痛みと苦しみのために、叫び声をあげて産みましたか。 

そのような記述がありますか。イェシュアは、普通に産まれています。 

この 1 節の女が子を産む痛みと苦しみのために叫び声をあげていた

とは、終わりの時代、獣と呼ばれる反キリストが起こって来た時、 

この男の子を産むために苦しむのです。 そして、 

この産んだ子どもは、イェシュアと同じような立場に立つ者です。 

ウオッチマン・ニーたちは、男の子を、反キリストに立ち向かってい

く「勝利者」だとしています。 

この時期に産まれて来るイスラエルの残りの者ということです。  

イスラエルの残りの者は、未曽有の苦しみの中で産み出されます。 

女は、イスラエルです。 

イスラエルの中で「その子ども」が象徴されているのです。 

「イスラエルの残りの者たち（複数形）」ではなく 

「イスラエルの残り者」、集合名詞です。  

彼らの呻きは尋常ではありません。 

物凄い苦しみ、産まれるための苦しみが伴っているのです。 
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最初から最後までイスラエルに関する話です。  

ここをたましいで読むと、男の子はイェシュアになってしまいます。  
 

創世記 1 章 14 節にある「 しるし 」は「時のしるし」、 

神のご計画を示す「時のしるし」です。 

「時のしるし」を見分けるために、光る物が天に置かれているのです。 

これを子どもに説明するのは難しいですよね。  

何だろうね。一緒に学んでいこうね。としておきましょうか。 

神の御子イェシュアが、あることをするためのサイン。 

絶妙な神のタイミングを示すための「しるし」。 

子どもの成⾧度合いでは、理解できるかもしれません。 

聖書の重要な「時のしるし」は、イェシュアの「来臨のしるし」です。 
  

来臨は、初臨と再臨 

来臨は、初臨と再臨を含んでいます。 

初臨のしるしとして、ユダヤの王としての誕生を東方の博士たちに

知らせたのは単数の星で、御使いとしてもおかしくありません。 

御使いは、雲とか星とかいろいろなかたちに変わります。  

また再臨のしるしとしても、星が関係してきます。 
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マタイ 24 章 29 節 

そうした苦難の日々の後、ただちに太陽は暗くなり、月は光を放たな

くなり、星は天から落ち、天のもろもろの力は揺り動かされます。 
 

星々が落ちるということです。 

当時の宗教指導者たちは、神のご計画を啓示する「時のしるし」に 

ついてまったく無関心でした。今の教会と同じです。  

終わりのことに関心がなく、今、何をすべきなのかを追い求めていま

す。 教会は何らかの行動をしながら頑張っていますが、 

神は「時のしるし」を知れ、終わりの時がどうなるかを知れ、と 

語っているのです。  

神の意図とは全然、違う方向を向いているのが教会です。  

最後が分かれば、今、何をするべきかが見えてきます。 
  

箴言 29 章 18 節 

幻がなければ、民は好き勝手にふるまう。 

Where there is no vision, the people perish(KJV) 

「幻の無い民は滅びる」 
 

滅びる 
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幻（神のご計画）がなければ、意味のないことをするのですね。 

今、教会がしなければならないのは、終わりの時を示すことです。 

神の終わりの時に、どのように歴史が進むのか、そしてどうなるのか、 

神のご計画を告げ知らせることが、イェシュアのしたことなのです。 

それは、教会がしなければならないことです。 

教会は、分裂や混乱を恐れずに、 

終わりのしるしを、聖書から解き明かしているでしょうか。 

終わりのしるしを教えるために、まだなされていない、しるしの祭り

として、「仮庵の祭り」があるのです。 

これから世界がどうなっていくのか、 

この「仮庵の祭り」の本当の意味を伝えて行かなければなりません。 

コロナとか戦争は、神のご計画にすべて織り込み済みなのだと知れ

ば狼狽えることはありません。 

教会の福音は、人間がどうやって幸せになるかということではなく、

神のご計画の中で私たちがどのように、神とともに住むかというこ

とです。神のご計画を伝えるべきです。  

そのために私たちが聖書を知り、霊の中で悟り、 

「御国の福音」を伝えていくことが教会の使命なのです。 
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恵みの福音だけでは、教会は立ちえません。  

もちろんパウロのことですから、神の恵みはいくらでも伝えること

が出来たでしょう、それと同時に、「御国の福音」を余すところなく

伝えたと言っています。  

私たち教会が今、すべきことは、 

教会が始まる前から、神のご計画の中にあるということです。 
 

― 定められた時々のしるし ― 

定められた時מֹוֲעִדים（複数形） 

 一定の時 一定の場所 会合 例祭 季節 מֹוֵעד

 

ヨエル書 2 章 23 節 

・・主は、義のわざとして、初めの雨を与え、 かつてのように、 

あなたがたに大雨を降らせ、初めの雨（秋）と後の雨（春）を降らせ

てくださる。 
 

雨は、二回降るのです。 

初めの雨（秋の雨）＝最初のペンテコステ 

モーアディーム 

モーエード 
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後の雨（春の雨）＝大収穫の雨（これから降ります。） 

それは神の定められた「時のしるし」です。 

頑なな民たちを柔らかくするためには、雨が必要です。  

春の雨は、多くの収穫を得るために必要な雨です。 

アブラハムに主の使いがやってきて「来年の今頃」子どもが生まれる

と告げました（創 18:10）。アブラハムもサライも心の中で笑いま

すが、「来年の今頃」という神の定めの時を知らされて、そのように

なりました。 
 

― 主の例祭 ― 

●春の祭り 一週間、 

過越しの祭り、初穂（復活）の祭り、 

種なしパン（神の教えに違うものを入れてはいけない）の祭り 

●七週の祭り（五旬節の祭り） 一日限り  

二つのパンを持って行く 

春の祭りは、すでに成就されていました。 

●秋の祭り 

ラッパ祭り、大贖罪日、仮庵の祭り 



27 

 

詩篇 81 篇には「仮庵の祭り」が記されています。 

年ごとに繰り返される「主の例祭」には、 

神のご計画が隠されています。春の祭りがあり、 

秋の祭りには、イェシュアの初臨と再臨が啓示されています。 

（※「牧師の書斎」主の例祭における預言的意味を参照 ） 

まだ実現されていない秋の祭りを本当に祝えるのは、 

クリスチャンの中でも、教会の中でも、目が開かれた人です。 

伝統的なキリスト教会に属している人には、その重要性すら分から

ないかもしれません。 

キリスト教会がしてこなかった仮庵の祭りを回復するために、 

神は、教団教派ではなくキリスト教会ではない違うところから 

器を起こして神のご計画に注意を向けさせることでしょう。 
 

― 日のため ― 

海ַיִּמיםと似ていますね。日々はָיִמיםです。 

●日々行われる聖所（幕屋）での礼拝、 

●安息日（七日間周期）、 

●三日目（三という数字も非常に深いです。アブラハムがイサクを献

ヤンミーム ヤーミーム 
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げるためにモリヤの地へ三日を費やします。イェシュアが神殿を

建て直すために三日目によみがえります。） 

●聖書に示されている通り 

パウロが繰り返し語っている「聖書の示す通りに」 

これも「時のしるし」です。 

それはすでに旧約聖書に啓示されていました。  
 

ルカの福音書「 今日 」 

今日ダビデの町に、・・救い主がお生れになりました（2:11）。  

今日、この聖書のことばが実現しました（4:21）。 

今日、わたしとともにパラダイスにいます（23:43） 
 

今日とは today ではなくて、  

神が定められた、絶妙な定めの時としての「今日」です。  

神の絶妙な時とは、祭りを指し示します。 

誕生は仮庵の祭りの期間です。 

イェシュアが十字架についた時は、過越しの祭りの期間でした。 

この定めの時を知ることは、「神のご計画」を知るということで、 

とても大切なことなのです。 
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ここをないがしろにすると「神のご計画」が全く見えなくなります。

このサタンの戦略に負けてはいけません。  
 

マタイの福音書は預言が成就することを最も重要視しています。 

これまでイェシュアについて預言されたことと、これから起こるこ

とです。 未だ成就していない預言が、必ず成就することを確信させ

るように、何度も何度も繰り返しています。 

マタイの福音書 16 章 1－4 節 

彼らは、夕焼けであれば晴れるといい、朝焼けであれば、今日は荒れ

模様だと、空模様を見分けることが出来るのに、時のしるしを見分け

ることができないでいるとイェシュアが糾弾しています。 
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●「ヨベルの年」は 50 年目の第七月の 10 日から始まります。 

キリストの再臨(地上再臨)とヨベルの年とは密接な関係にあります。

公生涯の開始も仮庵の時期と重なります(ルカ 4:16～21)。 

年々ָׁשָנה   ָׁשִנים の複数形 

七年ごとに訪れる負債の免除と、50 年ごとに訪れる「ヨベルの年（解

放の時）」があります。  いつの時かはわかりませんが、 

ヨベルの年に再臨されるのではないでしょうか。 

シャーニーム シャーナー 
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イェシュアの誕生も宣教の開始も「仮庵の祭り」でした（ルカ 4:

14-21）。19 節の「主の恵みの年」とは「ヨベルの年」です。 

イェシュアが宣教を開始された時、ナザレのシナゴーグで 

聖書を渡されて読んだところに（イザヤ書 61:1-2） 

「主の恵みの年」が、今日実現しました、と言われました。  

仮庵の祭りの季節を示しています。 宣教開始は秋です。 

このように神がさだめられた時々と日と年は、 

「神のご計画を啓示する」しるしなのです。 

「しるし」はこれまでも成就してきたように、これからも必ず成就す

ると、教会はきちんと人々に伝える必要があるのです。 

」 

●第一の月の過越しの祭り、それに続く初穂の祭り、種なしパンの祭
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りで一つの祭りです。人々はエルサレムで一週間、必ず滞在しました。

●50 日後に七週の祭り、これは一日だけの祭りです。 

●秋の例祭、ちょうど第一の月の反対の月です。３週間ほどです。 

イスラエルの人たちは、エルサレムに集まって祭りを祝います。 

一番⾧いこの祭りに来ないとイスラエルの民と見做されないのです。 

それほどに、イスラエルの民には祭りは重要なのです。 
 

イェシュアの 33 年半の生涯は、過越しの祭りの時に十字架にかけ

られるので、仮庵の祭りの時に生まれていないと、辻褄が合いません。 

 
不思議なことに、祭りが、イェシュアの時のしるしであることを、 

イスラエルの人々は理解していないのです。  
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イェシュアを信じた時に、初めて開かれて、神が地に織りなす事柄が

開かれるのです。 それまでは、 

天にある神のみこころが、教会を通して啓示されていきます。 

そして最後に、イスラエルに啓示されて、終わりのメシア王国に入っ

て行きます。 このように、祭りがいかに重要かということです。  

神は、祭りのために、太陽や、月をわざわざ造りました。 

本命は、太陽ではなく、 

太陽は啓示のために造られた、というとんでもない発想です。 

普通の人が聞くと、それは反対だよ、と思うでしょうね。  

このようにして、十字架、復活、そして聖霊が注がれて教会が生まれ、 

仮庵の祭りの時が、初臨であり、再臨であり、イェシュアの来臨の 

季節なのです。 祭りの「しるし」が預言的な内容なのですね。 
  

― 今回のまとめ ― 

原文で見ていくことで、創世記 1 章は地球の創造の話ではなくて  

イスラエルを基軸とした、神のご計画の啓示であることがわかりま

す。 そして「神のご計画」は、地の例祭に沿ってなされています。 

「神のご計画」は、地の例祭の中に啓示されているのです。 
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「主の例祭」について、日本の福音派の神学校では、ほぼ教えていま

せん。 私が教えていた聖書学校でも教えていませんし、例祭の重要

性にも気づいていません。ユダヤ人の祭りという感じです。 しかし、  

過越しの祭りと五旬節は、イースターとペンテコステで祝いますね。  

それなのに、これから実現する「仮庵の祭り」は教えないのです。 

⾧い間、キリスト教会が無視してきたからです。 

つまり、ユダヤ的な伝統、ユダヤ的な視点を完全に教会が見失うよう

に、ローマのコンスタンティス皇帝を通して、ユダヤ的なものを断ち

切ったためです。ですから、教会は回復しなければいけません。 

そこに一番貢献したのは、ブラザレンの人たちです。  

ルターの時には、まだ回復されていないと思います。  

いのちの流れは、見えないかたちで立ち上がっているのです。 

特にこのブラザレンの人たち（ここも分裂をしました）は、イスラエ

ルと教会は、字義通り別だとはっきりさせた人たちです。  

その人たちの霊的な指導者の名前もあまり出さないですね。  

キリスト教の歴史の中で、いのちの流れは重要視されていないよう

です。 

主流でないのです。 
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神の歴史は、主流ではないところからで起こると思います。  

イェシュアの誕生を神の暦ではなく、 

異教の祭りと合体させてしまった 12 月 25 日 クリスマス。  

平気で祝っている教会は、主の例祭について立ち返ろうとしません。 

そのために神のご計画の啓示を喪失してしまったのです。 

ここにサタンの反ユダヤ主義があります。  

政治的にローマを統一するために、教会会議を開いたのは皇帝です。

皇帝はクリスチャンだったかもしれませんが、神学者を集めてユダ

ヤ人を除いて教理的に一致させてキリスト教で国を統一させようと

しました。強制的、政治的な意図があったはずです。  

教会は、国家と手を結んだために、一番大切なものを失いました。 

カソリックもプロテスタントも同じ流れをくんでいます。  

世を支配する霊の流れに、キリスト教会も支配されているようです。 

そこに気づくと初めて、主の例祭の重要性に気づくのです。 

クリスマスをしながら、主の例祭「 仮庵の祭り 」をするのは矛盾

しています。 両方を大切にすれば、自己矛盾が起こるはずです。  

真理に立たない限り、行動を起こす力は起こらないでしょう。 

教会を乱すよりも、上手に受け入れながら「主の例祭」をするのは 
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真理に立つあり方でしょうか。 

神に立つかストイケイアに立つかのどちらかです。 

宗教はストイケイアに支配されています。 

ストイケイアとは、諸々の霊による教えで成り立つ宗教体系です。 

その典型が神殿ユダヤ教、律法主義です。 

イェシュアは、傷んだ葦（トーラー）を真っ直ぐにし、くすぶってい

る灯芯（みことばの光）を整えて、トーラーの光を照らすために来ら

れました。 

教会は⾧きに渡って、サタンの戦略に乗せられて操られてきました。

サタンの戦略を見破り、本来の神のご計画に目が開かれるためには、

クリスマスから教会が脱却しなければならないと思います。 

お誕生日だからお祝いしていいのではと思われるかもしれませんが、

聖書で誕生日が出て来るのは、エジプトのファラオと、ユダヤを支配

したヘロデ王だけです。 

旧約の中に誕生日を祝うという風習はありません。 

ですからイェシュアが産まれた時も、別にお祝いはされていません。  

12 月 25 日に集まる風習を造り出すことは、いいように見えますが、

神のご計画の中で、大切なものを失わせるサタンの戦略なのです。 
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クリスマスのプレゼント、みんなが集まり、仕事もお休み、いい事だ

らけです。その後、新年が来る、尚更楽しいサタンのやり方です。 

この宗教的風習に教会が勝利するなら、神のご計画を示すしるしは

「主の例祭」にあると知ることになります。  

神のご計画を大切にするためには、 

既存のキリスト教会と戦わなくてはいけません。  

大変なことになりましたね。 

アブラハムに対する神のご計画は変わりません。  

「 あなたを祝福するものをわたしは祝福する。 」 

アブラハムにつながるイスラエルに、キリスト教会は反ユダヤ主義

的です。置換神学がはびこっています。 

イスラエルを教会に置き換える、自分自身に置き換える、そうして 

イスラエルを抹殺するのは、サタンが一番喜ぶことです。 

知らないうちに便乗しています。 

神のことばを神の視点からではなく、 

みことばを自分がどう思ったか、どう受け止めたか、どのように適用

するか、という瞑想で聖書を読んでいると、 

一生懸命すればするほど神のみこころが見えなってしまいます。 
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デイリーブレッドを読んで、デボーションをきちんとしようと 

頑張っていますが、やはり、たましいの領域です。 

すればするほど、神のいのちのかかわりから自然に離れて行きます。 

サタンの戦略に気づかないで、 

ますます自分を建て上げていくでしょう。 

霊的な目が開かれるのは、霊とたましいをきちんと切り分けること

を通してなされていくのです。 

ָאֹאר ּוְמַקֶּלְל  

 
 

アブラハムにつながる 

「イスラエルを軽く見る、軽視する者をわたしはのろう」 

とあります。  

後に続く「のろう」が文字通りの意味で、さばかれるということです。 

アブラハム契約は、永遠の契約です。変わりません。 

最近、多くの教会は、正しく伝えられるようになりました。 

 

 ָקַלל 
軽んじられる・速い 

 ָאַרר 
のろう 

「あなたを呪う者をのろう（創 12:3）」 
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ブラザレンから始まった流れを通して、 

イスラエルと教会をきちんと切り分ける教会もあります。 

しかし、まだまだその本質は、 

見抜かれていないのではないのではないかと思います。 
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