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ַהֻּסּכֹות ַחג  仮庵の祭り 

ハスッコート     ハグ 

 ְּבֵראׁשית
ベレーシート 

創世記 4 回目 

創世記１章 4 節 
 

神は光を良しと見られた。 

神は光と闇を分けられた。 

この学びは「新改訳 2017」を基本としています。 
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「原語で味わう創世記１章」、第４回は１章４節の学びです。 

創世記１章を学ぶ上で大切な視点 

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。 
 

ここでの聖書は旧約聖書ですが、旧約聖書、新約聖書を含めて 

イェシュアで始まり、イェシュアで終わります。 

●創世記 1 章 1 節「 ְּבֵראִׁשיתはじめに」の 

 。は、初穂なるイェシュアです「はじめֵראִׁשית」

●黙示録はָאֵמןで終わります。ָאֵמןの実体化がイェシュアです。 

ユダヤ人たちは、聖書の中に「永遠のいのち」があると思って聖書を

調べていました。「永遠のいのち」は、わたし（イェシュア）が持っ

ているのに来ない（ヨハネ 5:40）と書いてあります。 
 

「 マタイの福音書 19 章 16－22 節 」 

ある時、青年がイェシュアに「永遠のいのち」を得るためには、 

アーメン アーメン 

ベレーシート 

レーシート 

どんな良い事をしたらいいのですかと質問をしました。 
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イェシュア:「律法を守りなさい。」 

青年:「そんなことでしたら、小さいときから守っています。」 

イェシュア:「あなたの持ち物を全部売り払って貧しい者たちに与え

なさい。」 

青年:「そんなことは出来ない・・・」 

青年は、悲しみながらイェシュアから離れて行きました。 

イェシュアは、「何をしたらいいのですか?」の問いに対して 

「律法を守りなさい。」と答えたのです。  

「何をしたらいいですか」の世界では「いのち」を得られないという

のが答えです。（人間は律法を守れないからです。） 

青年は結局、「永遠のいのち」を得られないで終わってしまいました。

「何をしたらいいのか」という設定が間違いだとイェシュアは教え

ようとしたのですが、青年は、尋ね求めることをしませんでした。 

これは、神のことばּתֹוָרהを文字として受け取ってきた神殿ユダ

ヤ教やパリサイ人たちの流れを汲んだ στοιχεῖα（宗教）です。 

イェシュアは、宗教では「永遠のいのち」を得られないと答えていま 

尋ね求めない青年は「いのち」に至ることが出来ませんでした。  

トーラー 
もんじ 

ストイケイア 

す。 
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創世記１章を学ぶ上で大切な視点 

イザヤ書 46 章 10 節 

わたしは後のことを初めから告げ、・・『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』という。 
 

神である主は、後のこと ַאֲחִרית、将来のこと、まだなされてい

ない事を初めから告げている、昔から告げているとあります。 

黙示録 21－22 章のヴィジョンは、創世記１章に記されています。 

聖書は神の息吹によって書かれたと、パウロは愛弟子テモテに 

語りました（Ⅱテモテ 3:16）。  

聖書のシナリオライターは神ご自身です。  

神のシナリオが、時間と空間に投入されて始まっているのです。 

人間の考える時間枠や空間軸では、神の心を知ることが出来ません。 

初めと終わりには整合性があり、終わりは初めに設定済みです。 

当然のことですが、数千年以上の時をドラマの完結に向けて、歴史の

中で、神は着々とご計画を進められておられます。 

創世記１章には、 

聖書全体のすべてを包括した終わりのことが描かれているのです。 

アハリート 
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創世記１章を学ぶ上で大切な視点 

イザヤ書 34 章 16 節 

【主】の書物を調べて読め。これらのもののうち、どれも失われてい

ない。それぞれ自分の伴侶を欠くものはない。それは、主の口がこれ

を命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。 
 

主の書物は「聖書」です。 

聖書を調べて読め、つまびらかに詳しく読めと言っています。 

創世記１章の学びも、1 章だけでは理解できません。 

主の御霊が、真意を教えてくれる伴侶のような箇所を見出すと、 

全体がつながります。伴侶との出会いは神の導きでもあります。 

主の使いによって、イサクもリベカに導かれたように、 

聖書の理解を導く伴侶のような箇所との出会いも、聖霊の助けが必

要です。 ְיׁשּוָעה ֵׁשם と尋ね求めれば開かれていきます。 

 

たとえば、黙示録には、よみがえりであり初穂であるイェシュアに 

よって完成する「千年王国」の「千」の語彙が 6 回出てきます。 

創世記１章 1 節には、「千」を表すヘブル語の最初の文字「א」が 

 イェシュア     シェーム 

アーレフ  
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6 回出て来きます。 偶然でしょうか。 

アシュレークラスでは、みことばの伴侶を聖書の中から見出して、 

みこころを覚え、神のことばを受け取りながら味わっています。 

そして、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」

として学んでいます。  

特に 1 章 1 節は、旧新約聖書全体の「タイトル」としました。 

ですから創造の物語は 2 節から始まるわけです。 
 

この発想は、霊の世界では自然に受け入れますし、反発もありません。 

しかし私たちの知性、感情、意志、たましいでは腑に落ちないところ

です。 たましいで生きる世界は議論の嵐で大変です。 

キリスト教会は議論、議論、会議、会議の歴史です。 
 

霊の世界は ֶאָחד一つです。 

理性では理解できないこともָאֵמןと受け取る世界です。 

私たちの霊を回復してくださったイェシュアの霊がָאֵמןと受け取

らせていきます。驚くべきことです。 

エハード 

アーメン 

アーメン 
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イェシュアが十字架につけたのは、私たちのたましいそのものです。

古い私たちを十字架につけて「いのちを与える御霊」となり、霊の中

に入って来ることで new Creature として、霊の中で生きるように

してくださいました。  

その世界はすべてָאֵמןなのです。  

「でも」「呟き」「不平」「府に落ちない」はたましいの世界です。 

神が回復させる霊の中で理解する世界は、全てָאֵמןです。  

最初のアダムによって壊された私たちの霊は、 ָאֵמןと言えなくな

ってしまいました。神から受け取れなくなったのです。 そこで、 

神は、私たちの霊からָאֵמןと言えるようにしてくださったのです。 

 

回復された霊は、新しい霊と、新しい心を造り、ָאֵמןの世界、 

永遠の世界へと導びかれて行きます。 これが神ご計画です。  
 

さて本日のテキスト、創世記１章 4 節を始めましょう。  

 

ニュー  クリーチャー 

アーメン 

アーメン 

アーメン 

アーメン 

アーメン 
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創世記 1 章４節 

神は光を良しと見られた。神は光と闇を分けられた 
＠ 

ִהים  ַוַּיְרא  ִהים ַוַּיְבֵּדל ֹטובִּכי־ ֶאת־ָהֹאור ֱא ֱא   
「 

ַהֹחֶׁש ּוֵבין ָהֹאור  ֵּבין  
 

神は、闇から呼び出した目に見えない光を「良し」と見られました。 

そして神は、光と闇を分けられました。区別されたという記述です。 

第一情報の原語を見てみましょう。  

●そして神は見た ִהים ְראַוּיַ  ֱא   

●何を見たのでしょうか ֶאת־ָהֹאור その光を見たのです。 

●どのように見たかというと ֹטובִּכי־  その光はまことに良い。  

光の概念として「 神のご計画 みこころ みむね 目的 」と 

パウロが言い換えています。 

「それはまことに良い」と神が言ったのです。神がそう見做しました。 

 分ける・区別する ָּבַדל       見る ָרָאה

ヴァッヤル エローヒーム エット ハーオール キートーヴ  ヴァッヤヴデール エローヒーム 

ベーン ハーオール ウーヴェーン ハホーシェフ 

ラーアー バーダル 

～と～の間 

トーヴ     キー 

エット ハーオール 

エローヒーム ヴァッヤル 
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●そして神は分けた ִהים ַוַּיְבֵּדל  ֱא   

●何と何を分けたかというと 

闇の中から呼び出された その光ָהאֹור と  

地を大水で覆っている その闇  。に分けました ַהֹחֶׁש

一般的な闇ではなく、2 節で登場した闇と、闇の中から呼び出された

光を指しています。 

どのような闇なのかは何の説明もありませんが、すでに出て来た闇

を指定している感触を原文から感じ取ることができます。 

訳文では、この微妙な感覚は得られません。 

神が分けられる（区別される）「ָהאֹורその光」と「  ַהֹחֶׁש
その闇」。この区別が聖書全体の中で、どのような意味を持ってくる

のかを考えてみたいと思います。  

 良い・いつくしみ深いטֹוב

ｌ2 節  ָוֹבהּו ֹתהּו  「茫漠として何もない」世界は、 

哀歌が描いている世界です。都の神殿が完全に崩壊して神と人が 

トーヴ 

ヴァーヴォーフー  トーフー 

ハーオール ハホーシェフ 

ハホーシェフ 

ハーオール 

エローヒーム ヴァッヤヴデール 
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ともに住む家が茫漠になったことを嘆いている世界、暗闇です。 

唯一、人称なき存在が「טֹוב良い」を三回使っています。 

（哀歌３:25，26，27）  慰めに満ちたことばです。 

どうぞ皆さん      を霊の中にとどめて置いてください。 

の概念טֹוב 1 
今回は「神の善 God’s goodness」に注目してみたいと思います。 

組織神学では、この「神の善」を扱うのに神論の一つとして 

「神の属性・性格」と扱われています。 

その神の属性の分類も、学者によって様々です。 

私はホーリネス神学校を通って来ましたので、 

神の属性の全体の総称は「聖 Holiness  ָקדֹוׁש」となります。 

「聖」は、神のすべてのご性質の総称として表されるだろうと理解し

てきました。 私自身、組織神学の神論で分けるとすれば次のような

属性に整理しています。 

絶対的属性:神が被造物とのかかわりを一切持たない神の性質の

ことです。他のものに頼って存在するのではなく、自分で存在する、 

トーヴ 

 טֹוב 

トーヴ 

カードーシュ 

トーヴ 

ホーリネス 

自存性という性格、属性です。 
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限りがない、限度がない無限性。 永遠性、あるいは無窮性、限定さ

れない空間です。 変わることのない不変性、被造物とかかわりを持

たない性質、完全性を持っています。  

相対的属性:神が被造物一般とのかかわりを表す神のご性質で、

どこにいても感じたり、見たりできる性質、 

善も包含する全知全能です。 

そのかかわりを持つ神が被造物とかかわるということです。 

特にここで善は、被造物一般に対する神の配慮や、福祉を意味します。

たとえば、イェシュアのたとえ話の中に一羽のすずめが出てきます。

空の鳥をみなさい。野の花を見なさい。神は配慮しています。 

みこころを啓示するために、すずめがいたり、鳥がいたり、野の花が

あったりするのです。  

道徳的属性:被造物全体ではなくて、人間とのかかわりにおいて

表される神の属性で、愛、恵み、あわれみ、忍耐、義、公正、真実、

一旦約束したことは絶対に破らないことなどがあります。  
では皆さん、創世記から見る属性の中で 

最初に出て来る神のご性質って何ですか。 

わたしは無限性のものであるとか、わたしは永遠のものであるとか 

ַׁשַּדי ֲאִני־ֵאל   
シャッダイ   エール  アニー 
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主張していますか。 

わたしは変わらないものであり、完全なものであるということを 

主張していますか。   わたしは愛であると言っていますか。 

わたしはあなたに対して恵み深いものであると主張していますか。 

最初に出て来るのは何でしょう。 

の概念טֹוב 2 

最初に出て来る神のご性質 

神学は神の生きた姿ではなく、人間が考えて整理したものです。 

神の啓示で最初に出て来るのはטֹובです。  

神のטֹובを 被造物 天と地 天と人に対する神の恩寵的かかわ

りの総称的概念として最初に登場させるとは注目すべきことです。 

わたしは全知全能である ַׁשַּדי ֵאל ֲאִני־  （創 17:1） 

とアブラハムに啓示した遥か以前、 

創世記 1 章で「טֹוב良し」とする「神の善」が告白されています。 

自然界では、空の鳥が養われ、野の草が美しく装われ、誰も見ていな

トーヴ 

トーヴ 

トーヴ 

エール シャッダイ アニー 

トーヴ 
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くても神のご配慮が自然の中の隅々まで行き届いています。  

自然界は、神の完成体です。すべてがつながりかかわっています。 

たとえば、きのこは菌糸ですべてがつながっている花です。 

見えているのは花だけです。その背後で多くの菌糸が他とかかわり、

分解し、栄養にし、吸収する働きが地の下で行われています。 

全体のバランスが行き届く神のご配慮です。 これは神の善です。 

神の善が人に向けられる時、神の愛として示されます。 

神の愛はさらに恵みとあわれみ、忍耐となって表されます。 

愛も恵みもあわれみも、すべては神が善であるがゆえに 

神と人との健全なかかわりが機能してきます。 

人として、神の善を霊の中で受けとめて生きることは、 

健全な神とのかかわりを培うことになるとは思いませんか。 

神の善を、常にָאֵמןと告白するなら実体化されてくるのです。  

「いつも喜んでいなさい 絶えず祈りなさい すべてのことにおい

て感謝しなさい」 （Ⅰテサロニケ 5:16-18） 

たましいでは、いつも喜んでなんかいられない、すべてのことを感謝

できないと思っても、霊の世界で生きる時、すべてを善と受け入れる

アーメン 
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力が養われてくるのです。 ですから、神のご性質は、「神の善」が 

  

の概念טֹוב 3 

もう少し いきます。 

形容詞の頻度が最も多く旧約聖書で טֹוב 489 回出てきます。 

「素晴らしい good・rich・noble」「貴重なもの」「かけがえのない

もの」「価値あるもの」それから「いつくしみ」「善」「goodness」 

「いつくしみ深い」「God is good」「神は良い方だ」「良い方でしか

ありえない」「良い物しか与える事しかできない」それが「幸せな」 

とか「勝る」などで表現されます。 

男性名詞 使用頻度は טּוב 32 回 「主のいつくしみ」「最良の

トーヴ 

トーヴ 

トゥーヴ 

一番トップの座。 

その次に「神の愛」 

次に「恵み」や「あわ

れみ」や「忍耐」です。 

私はこのように分け

ました。  
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もの」「良い物」「貴重なもの」「楽しみ」「繁栄」「恵み」「気前良さ」  

女性名詞 使用頻度 טֹוָבה 67 回 「善」「良いこと」「幸い」 

「恵み、気前良さ」「いつくしみ」「しあわせ」 

― マタイの福音書 20 章 ― 

早朝から夕方 5 時まで働く労働者に対して、主人は一日一デナリを

渡します。夕方 5 時から働いた者も同じ一デナリを渡しました。 

それで朝から働いたものは文句を言います。主人は、「わたしがそう

したいのだ。わたしの気前がいいのを妬むのか」と言います。 

その気前の良さがטּובにあたります。神は気前がいいのです。 

夕方 5 時から働いた人にも、早朝から働いた人と同じ賃金を払って 

あげたいと思っているのです。神の善です。 

働いた分に応じて配分するのではなく、神の善から来ています。 

の概念טֹוב 4 

動詞  使用頻度は  ָיַטב 28 回 

「神のみこころに適った」「神の目に美しい」「好ましい」「幸せにな

る」「良くなる」「～と比べて優っている」「上機嫌である」「心が陽気

トーヴァー 

トゥーヴ 

ヤータブ 

トーヴ 
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である」「寛大である」心の広さ 豊かさ 陽気さ、心の温まるよう

な世界をもたらす動詞です。否定的なものが何もありません。 

反対のことばを挙げたら面白いかもしれません。  

が טֹוב 1 章だけでも 7 回（4，10，12，18，21，25，31 節）

出て来きます。1 章だけでִּכי־ֹטובよかった を 7 回言った後

に、最後の 31 節においては טֹוב ְמֹאד非常によかった 

と 締めています。 この語彙は単に良しとされただけではなく、 

神がそもそもטֹובな方であるゆえに、 

神とかかわる地のすべてのものがすべて良しになるのです。 

神が良い方なので、良しとされ、また私たち造られた者が、 

すべて神の目には良いものなのです。 形容詞の神の善と、神のいつ

くしみ、慈恵は、被造物、自然だけではなくて、人ともかかわってい

ます。 「ご計画 みこころ みむね 目的」を表す光の概念は、 

神の総称的恩寵として捉えています。  そして、 

 。も、神の恩寵的かかわりの概念として捉えていますטֹוב

メオード  トーヴ 

キー トーヴ 

トーヴ 

トーヴ 

トーヴ 
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ב ִּכי־טֹו ַליהָוה הֹודּו  
「主に感謝せよ 主はまことにいつくしみ深い」 

詩篇の中に何度も出て来るフレーズです。私たちの教会では 20 分

くらい賛美して最後は「主に感謝せよ」をヘブル語で歌います。  

が「良いטֹוב 」 1 章に 7 回も出て来きます。 

メシア王国では主な賛美のフレーズになるのではないかと思います。 

すべては「主に感謝せよ」に行きつきます。 主によって贖われた 

全ての者に「טֹוב主はいつくしみ深い」で締めています。  

だとすれば、1 章の טֹובって重いのではないですか。  

属性の中の一つと、神学校では教わりますが、とんでもない。 

神の歴史の根底にある、神の心そのものです。 

確かに神は聖なる方であり、全知全能なる方であり、どこにも依存し

ない存在ですが、聖書の関心はそこではありません。 

神が善であると、神が主張しているのです。 

私たち被造物に、地にあるものすべてに宣言したことばがטֹובで

 ホードゥー  ラドナイ キートーヴ 

トーヴ 

トーヴ 

トーヴ 

トーヴ 
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す。ですからטֹובをどんどん私たちの日常生活で使ってください。  

 。の概念は「 神は善である 」ですטֹוב

「神はטֹוב善なる方」と信じることは、 

信仰のアイデンティティをより揺るぎないものにしていきます。 

どんな苦境の中に遭っても「神が善である」ことを捉えるとき 

実体化されていきます。実際、歴史はそのように実体化しています。 

その歴史の中で、人々は不平不満を言い、神に反抗しているのです。 

最終的に、神は、すべてを善にしていきます。 

バビロン捕囚ですべてを失ったユダヤ人たちが哀歌の中に 

「人称なき存在」である聖霊がטֹובを三回使っていると 

前回学びました。それは私たちにも深い慰めを与えます。 

の概念טֹוב 5 

「神のטֹובについての瞑想」（2012 年）を「牧師の書斎」に掲載

しています。 是非読んでみてください。 

H.P.「牧師の書斎」👉左タブ:神学👉神学的瞑想「神の善（トーヴ）」 

トーヴ 

トーヴ 

トーヴ 

トーヴ 

トーヴ 

トーヴ 
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「牧師の書斎」 神学的瞑想「神の善（トーヴ）」の目次 

№  タイトル 聖書箇所 

1 はじめに 瞑想の主題と目的、および語義  

2 第一瞑想 創造における神のトーヴ 創世記 1 章 

3 第二瞑想 約束の地における神のトーヴ 申命記 8 章 7 節、他 

4 第三瞑想 苦難における神のトーヴ 詩篇 119 篇 65～72 節、他 

5 第四瞑想 将来における神のトーヴ 哀歌 3 章 22～41 節、詩 16 編 

6 第五瞑想 不条理における神のトーヴ 詩篇 73 篇 

7 第六瞑想 神の家族における神のトーヴ 詩篇 133 篇 

8 第七瞑想 貧しい者における神のトーヴ マタイ福音書 20 章 1～15 節 

9 第八瞑想 すべてを相働かせる神のトーヴ ローマ人への手紙 8 章 28 節 

 

肯定的な神イメージは、人間にとっても自己肯定感、あるいは基本的

な信頼感を養います。 神との真摯な関係は、人間関係やあらゆる 

基本的関係の信頼感を培う大切な礎となります。 

大人になってから精神が脆弱なのは、その根底に母親との関係、家族

からの虐待等、苦しみの土台があります。 最初がとても重要です。 

生後 8 か月で基本的な関係が形成されると言われています。 
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インマヌエル聖宣神学院元院⾧である河村従彦牧師はアメリカで 

臨床を学び多くの論文を書いています。小冊子「あがない主のアプロ

ーチ」と「父・牧者アプローチ」を書いていましたので紹介します。 

●私たちは、いつ、どのような神さまイメージをとりこむのかを自分で選

択できません。しかし、次の世代にバトンを渡すときには、そのあたりの

ことを意識する必要があります。 

●回心を大切にする宗派では、対象が子どもであっても、人間に罪がある

こと、十字架がその解決であることを示し、決心を促すことがあります。 
これを「あがない主アプローチ」と呼ぶことにします。ところが、神さま

イメージ理論からすると、このアプローチには考えなければならない微妙

な点が残ります。幼少期に「あがない主」を提示された場合、「あがない

主」と「裁判官・王」がドッキングして、否定的なイメージとして取り込

まれる可能性があるということです。さらに、これが深刻なのですが、幼

少期に否定的な神様イメージを取り込むと、心理的発達にとって重要な基

本的信頼感が低下し、逆に劣等感は高くなる傾向があります。そうすると、

アイデンティティのプロセスにギクシャクが生じます。・・教会学校やキ

ャンプで、・・子どもに罪人であることを教え、決心を促すような方法は、

やりようによってはその子の発達に負の影響を与える可能性があること

を心に留めておく必要がありそうです。 

●少し発想を変えて、「あがない主」より前に「父・牧者」のイメージを提

示するほうがよりかもしれません。これを「父・牧者アプローチ」と呼ぶ

ことにします。肯定的な神さまイメージは自己肯定感と基本的信頼感を高

め、その後の心理的発達を促します。そして、人生のしかるべき時に、背

伸びをしない、ありのままの状態で「あがない主」である神さまに出会う

ことができれば、人間形成という点でバランスがよいのではないかと思い

ます。 
 

私たちはキャンプで「 神 罪 救い 」をしますが、それは良くな
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いよという提言です。「 罪 救い 」というアプローチをしない方

がいいと言っています。子供たちにアプローチをするとき、 

基本的な信頼感を強めるメッセージをするべきだと言っています。 

つまり、神は良い方だと最初に語れと、 

クリスチャンの集会でまず、そこを語り続けろということです。 

神は良い方だということ。そこから出発しろ。ということです。 

「神 罪 救い」は、あなたがたは悪いものだと指摘します。 

そうではなくアプローチは逆だと言っています。  

これは人間の心理学を提唱した人たちのことばです。  

創世記で最初に主張しているのは、「神は良い方である」ということ

です。頭に入れておいてくださいね。  

 区別する の概念 ָּבַדל 

分けられるという概念について考えていきます。 

神は光を呼び出し、呼び出すことで、光と区別される方です。 

  。闇 ですֹחֶׁש 光と対峙するのはאֹור

創世記 1 章を意識して書かれたヨハネの福音書 1 章は、 

光と闇の相克を描いています。 

バーダル 

ホーシェフ オール 
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創世記 1 章 4 節「神は光と闇とを分けられた」を 

ヨハネの福音書１章５節「闇は光に打ち勝てなかった」としています。 

「分ける、区別する」は同時に「選ぶ」でもあるのです。  

神は神の基準で選び、光の世界に映し出された者として、 

私たちも選ばれた存在です。私たちの希望や願いではありません。 

神が一方的な主権で選びます。立派な人物だからではありません。 

「選ぶ」という行為に、私たちの知らない事柄が沢山あります。 

なぜ私が選ばれて、実の兄弟はイェシュアを信じないでいるのだろ

うという状況も、神が選んでいるからです。 

私たちがなぜ祭司として、しかも王なる祭司として選ばれたのか、 

神が決意されたからです。私たちは何も言うことはできません。 

使徒の中で、パウロに奥義が多く知らされたのは、 

神が選んだとしかいいようがありません。 
 

使徒の働き 26 章 18 節 

それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返

らせ、こうしてわたしを信じる信仰によって、彼らが罪の赦しを得て、

聖なるものとされた人々とともに相続にあずかるためである。 
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イェシュアから直接、パウロの使命が述べられています。 

当時のサウロは、イェシュアの大いなる光で、目が開かせられ 

霊の目が開きました。 

この出来事は、人々を「闇から光へ」、「サタンの支配から神へ立ち返

らせ」信仰によって、罪の赦しを得て、聖なる人々とともに御国の 

相続に与るためだとしています。そのためにサウロは選ばれました。 

パウロを選び、目を開かせて「御国の福音」を伝えさせ、 

聞いた者たちが御子によって相続に与るためです。 

「人」の目を開く、霊の目を開く使命には、様々な言い方があります。 

「闇から光」とか「サタンの支配から神に立ち返らせる」という働き

です。 これはイェシュアの働きと同じです。 

イェシュアの働きで、何と多くの盲目な人たちの目が開かれていく

ことでしょうか。今まで見えなかったものが、見えるようになる。 

これはメシア王国で瞬時になされるデモンストレーションです。 

私たちは一瞬にして霊のからだに変えられ、肉体の目も開き心の目

も全開して知るようになります。 誰からも教わらなくてもよくな

るのです。 霊の目を開かせるのはメシア独自の重要な務めで、メシ

アしかできないと旧約聖書で預言しています。 
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とは、一旦、闇の中に閉じ込められた者た「目を開かせるָּגָלה」

ちが光を得て、神を見るように目が開かれることです。 

みことばが開いて、ますます神のご計画が分かるようになります。 

イェシュアから選ばれたパウロも、同じ働きを担っていきました。  

私たちもイェシュアから選ばれ、同じ働きに召されているのです。 
 

― 人々の霊の目を開かせるお手伝い ― 

開かせるのは主です。 私たちは人々の霊の目を開かせるお手伝い

の働きをする聖なる「王なる祭司」として選ばれています。 

選ばれた働き手として、必ず神がそうしてくださるのです。 

自分には出来ないと思っても、神が選んでいるのです。 

ですから  ְּוָעהְיׁש と願い求め 「王なる祭司としてֵׁשם  

私たちを造り変えてください」と祈ればいいのです。 

かつての自分は、すでに十字架で死んでいます。 

神の前では、神とともに生きる new Creature です。 

たましいで物事を考えますと、出来ないと言われます。 

死んだはずのたましいが、私たちの日々の煩い事で脅かすとしたら、

イェシュア       シェーム 

ガーラー 

ニュー クリーチャー 
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そのたましいを十字架につけなければいけません。 

もうすでに死んでいることを認めなければなりません。 

霊の中で、神が私たちの中で働いて、new Creature として、 

新しく出発してくださっているのです。 

霊の中で生きるということを学ばなくてはいけません。 

霊とたましいをきちんと見分ける、区別することも知恵なのです。 

そこが入り混じると、神が見えなくなります。 

混乱させるのがサタンの策略です。 

聖霊の働きは、はっきりと区別して、霊の中で生きることを教えてい

きます。 素晴らしい恵みはすでに備えられているのです。 

私たち一人一人が信仰によって受け取る時に、実体化されます。 

その実体の最終的なかたちがメシア王国です。 

確固たるステージを神がきちんと用意しているということです。 

「栄光が現れる」とは、 

神の素晴らしさが目に見えるかたちで現わされることです。  

そして、イェシュアが公生涯を開始する時には、辺境の地から始まっ

ているのです。 

  

ニュー クリーチャー 
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マタイの福音書 4 章 15－16 節 

15 ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向う、

異邦人のガリラヤ。 

16 闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の陰の地に住んで

いた者たちの上に光が昇る 
 

ユダヤの中心エルサレムは、本来、神の住みたいところです。 

しかし、神殿ユダヤ教、律法学者たちが、はびこるエルサレムからは 

始まりません。なぜなら神の臨在がないからです。 

神殿はあっても、神の臨在がない、契約の箱がないのです。 

そして律法も自分中心、自分たちで治める律法や制度に作り変え、 

人々を支配し、たましいで解釈した律法を守ればいのちが得られる

と、神のメッセージを変えてしまったのです。 

辺境の地から始まり、都の中心で十字架にかけるのも神の知恵です。 

最も大切なエルサレムで、神がστοιχεῖαに殺される、 

これも神の知恵です。 

στοιχεῖα（諸々の霊）は、イェシュアを殺せば我々の天下だと思

いきや、これも神のご計画で、織り込み済みの復活劇です。  

ストイケイア 

ストイケイア 
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初めは辺境の地、異邦人のガリラヤ（異邦人でもないのですが）です。

辺境の地に、本当に神のメッセージを言う者たちがいるのかと、 

エルサレムを仕切る自画自賛の神殿ユダヤ教のサドカイ派や、 

律法主義のパリサイ人たちは、 

あんな田舎から何が出来るのかと見下していました。  

神は、辺境の地ガリラヤから אֹור光を輝かせました。 

闇の中のある地に、光を与えられ始めたのです。  

 、光を見るאֹור 闇の中に住んでいた民は大いなるֹחֶׁשך

  光が昇るאֹור 死の陰の地にְּבֶאֶרץ ַצְלָמֶות 

 

「闇」と「死の陰の地」は同義的パラレリズムです。 

そこに神の光が照らされて（見えない光です。） 

光が昇る、光（メシア）を見るようになるという預言です。 

●「詩篇 23 編 4 節   ַצְלָמֶות死の陰の谷を歩みとしても」 

光のない世界を歩むとしても、私はわざわいを恐れない。 

というダビデの告白です。ダビデは霊の中で住む預言的な存在です。

オール 

オール ホーシェフ 

ツァルマーヴェット    ベエレツ オール 

地の中 死の陰 メシア 

ツァルマーヴェット 
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●「詩篇 130 篇 1 節   ַצְלָמֶות深い淵から、最も深いところ

から私はあなたを呼び求めます」という告白です。 

●「箴言２9章18節ָחזֹון幻がなければ民は好き勝手にふるまう」

「光」は「幻」と同義です。幻がない、光がない（神のご計画を知ら

ない・神のみこころ・みむね・目的を知らない）民は、 

好き勝手にふるまうとあります。  

教会の目標を掲げる時、目標に必要な光（神のご計画）はあるでしょ

うか。 神のためにしているつもりが的を外していないでしょうか。  

リバイバルを求めるのは素晴らしいことです。 

しかし、リバイバルが数年で必ず消えるのは、教会が振るわないとき

にリバイバルというからでしょう。 この世に影響力を与えない、  

力を持たない教会が、私たちを力強いものにしてくださいと、 

祈ったり活動したり集会を開くのですが、勝手にふるまっているの

かもしれません。 神のご計画を知らないリバイバルは、神が喜ぶと

思いきや論外だということです。 

箴言 29 章 18 節は、御国という確固たる神のご計画（この地の基が

置かれる前から定められていたこと）を見つめていない民は滅びる

ツァルマーヴェット 

ハーゾーン 
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と伝えています。 俯瞰的に神のご計画、御国のヴィジョンをしっか

り持ち、見つめていなければ、神の民は堅く立つことはできないし、

いのちに満ち溢れていくことはできないと示唆しているのです。 

サタンが「仮庵の祭り」をさせない策略は深刻な問題です。 

神の全体的な計画を祝う「仮庵の祭り」は、 

サタンの最後が明らかにされ、神の善が浮かび上がってくるのです。 

サタンは立場がなくなりますので、クリスマスに目を晦ませて、 

「仮庵の祭り」に蓋をして隠してしまいました。 

神の三つの例祭のうち成就した「過越しの祭り」と「五旬節の祭り」

はさせても、「仮庵の祭り」はさせません。  

キリスト教会に知られたら、サタンの滅亡が近くなるからです。 

教会も伝道をしますが、教会が携挙された後は、神の民（イスラエル

の残りの者）144000 人が神から立てられて世界中に短い時間で 

「御国の福音」を語り膨大な異邦人を救うことが預言されています。 

サタンの最後が明らかにされると、メシアの再臨を期待するように

なります。将来をきちんと見据えて語って行くことが大切ですね。 

人々が終末的な話は混乱するから話さない、という牧師のスタンス

は サタンと手を結んでいるのです。 
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確かな先が見えないと人間は混乱します。 

将来がどうなるのか、「神のご計画」を知らない人は、 

今起こっている戦争、コロナ、病気等に翻弄されます。早く収束する

ように、終わりますように、それだけの祈りしかなされません。 

けれども、神のご計画には、すべてがすでに織り込み済みです。 
 

霊によって生きるように教会は変わらなければいけません。 

私たちクリスチャンも、この世の支配するστοιχεῖα（諸々の霊）

から解放され、主に立ち返らなければいけません。  

聖書の言う「暗闇・死の陰」は、神の光が見えない混沌の世界です。

旧約の預言者たちが見た、幻を正しく理解するには 

天からの光イェシュアの啓示が不可欠なのです。 
 

神は光と闇とをはっきり分けられる、分離される方です。 

これを認めない人たちもいますが、それは人間の考え方です。 

ヒューマニズムは訴えます。区別しないでください、分離しないでく

ださい、すべてを包んで平等にしてください。 
 

しかし神の呼び出された光は闇と区別をさせるためでもあるのです。 

ストイケイア 
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 「分けられた・切り離す・選り分ける・縁を絶つָּבַדל 」

創世記 1 章に 5 回も出てきます。 טֹוב は 7 回でしたね。 

神は「光と闇」だけではなく「聖なる者と俗なるもの」「きよいもの

と汚れたもの」「食べて良い生き物と食べてはならない生き物」 

「主に選ばれる者と選ばれない者」を区別される方でもあるのです。 

主に選ばれる者がいれば、選ばれない者も必ずいます。 

私たちがとやかくいうことはできません。 

神が闇から区別した「メシア王国」、 

新しいエルサレムは、神を深く知る世界、喜びの世界なのです。 

聖別 ָּבַדל の概念  

出エジプト記 26 章 36 節 「至聖所と聖所を仕切る幕」 

民数記 8 章 14 節 「イスラエルのうちから、イスラエルの初子の

代わりに神に献げるためにレビ人を取り分ける」 

イスラエルの身代わりとして、その家の⾧子 1 人分のレビ人です。 

神にささげる者の代わりにレビ人を取り分けています。 

「たましいと霊」「肉と霊」を区別する、聖別 ָּבַדלです。 

バーダル 

トーヴ 

バーダル 

バーダル 
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光が「神のご計画とみこころ みむね と目的」を示す概念とするな

らば、闇は光を悟らず、光を拒絶し、霊に逆らわせる肉の力です。 

闇によってイェシュアは一旦、死んで、そして、よみがえります。 

パウロは ָּבַדלに触れています。  

 

Ⅱコリント人への手紙 6 章 14―16 節 

14 不信者と、つり合わないくびきをともにしてはいけません。 

正義と不法に何の関わりがあるでしょう。 

光と闇に何の交わりがあるでしょう。 

15 キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。 

信者と不信者が何を共有しているでしょう。 

16 神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。 

私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われるとおりです。 

「わたしは彼らの間に住み、また歩む。 

わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。 
 

神は、神の民の真ん中に住み、ともに歩む、わたしは彼らの神となり、

彼らはわたしの民になる。そのためにはきちんと切り分けなければ

バーダル 
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いけない、という神のみこころです。 

パン種を入れて膨らませた柔らかい美味しいパンは神の民に相応し

くない、パン種を入れてはいけないとイェシュアは言いました。 

神以外の教えを聖書のことばに混ぜ合わせて食べてはなりません。

混ぜ物は神の世界ではありません。 

天の新しいエルサレムは、 

パン種の入らないヘブライズムの世界、神中心です。 

日本も含めて多くの教育は、 

ギリシア的世界観、人間中心のヘレニズムで育てられます。 

ヘレニズムから、どのように神中心のヘブライズムにしていくのか、 

人間中心の世界から渡って来なければいけません。 

 「人ָעַבר川を渡る」ヘブル人はִעְבִרי

まったく違う世界観、人間中心から神中心に立ちます。 

最初に立ったアブラハムが、川を渡ってヘブル人と呼ばれたように、 

接ぎ木された者とされた私たちも、渡ることが必要です。  

御国を受け継ぐ者に違うものが入れば、神は喜ばれません。 

婚姻の席で礼服を着てこない者を「放り出せ」という話（マタイ 22:

イヴリー アーヴァル 
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11-14）。 メシア王国は、礼服（イェシュア）着用です。 

新しいエルサレムは、すべて光の世界です。  

「幕屋」は、私たちの真ん中に神が住んで、神中心の世界で私たちが

住むという啓示を、細部に渡り指し示しています。 

「幕屋を学ぶ」ことで、神と人がともに住むために、 

何が良い事で何が悪いのかを、神が教えられています。 

幕屋に住む彼らとは神の祭司です。互いに尊敬しあう者たちです。 

そして、神が祭司たちに聖別の要求をしています。 

この聖別こそキリストに立ち返り、キリストのうちにとどまり、 

キリストのうちに住み、キリストと一つになることです。 

心が別々では意味がありません。 

イェシュアからいただく同じパンを食べ一つになる、 

これが神の子どもとしての究極的な目標です。 

神の子どもとしての目標が、創世記にも、幕屋にも表されています。  
 

申命記 22 章 10－11 節 

10 牛とろばとを組にして耕してはならない。 

11 羊毛と亜麻布を混ぜて織った衣服を着てはならない 
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きよさは、純粋を求められます。 純粋は混じりけのないことです。 

主のことばは、混じりけのない純粋なものです。 

神の幕屋の器具も混じりけのない純金です。 

使徒パウロは、神のことばに混ぜ物をして売ったりせずに（Ⅱコリン

ト 2:17）と神の言葉に混ぜ物をしてはいけないと言っています。 

混ぜ物をしないと売れないのですね。 

パン種が入らない純粋な教えです。 

パン種が何を意味するかも神から教わらなければわかりません。  

光によって闇の支配から主に立ち返り、主の家に住み、主にとどまり、

主と一体とならなければ、永遠のいのちは、結実しません。 
 

創世記２章 24 節 

それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、ふたりは一体となる 
 

クリスチャンホームとして親から自立する話ではありません。 

男は、妻と一体となるために、父と母を捨て去る話です。 

この奥義は、イェシュアが来た時に明かされ、 

パウロが、この父と母を、神殿ユダヤ教、律法主義と理解しました。  

神殿ユダヤ教も、律法主義も諸々の霊が支配するστοιχεῖα（宗教）
ストイケイア 
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です。 キリストと一体となるためには、父と母を投げ捨てよ、とい

う預言的なことばです。 そこから離れないと教会は生まれません。 
 

ヘブル人への手紙 13 章 13 節 

・・宿営の外に出て、みもとに行こうではありませんか 
 

ヘブル書の最後の主張は「宗教から出て来い・いのちの世界に出てこ

い」です。パウロの最後の遺言です。 

パウロは、ユダヤ人たちに福音を伝えました。しかし、στοιχεῖα

に支配されていたのです。イェシュアを信じてメシアニック・ジュー

になっても、ユダヤ教に戻る傾向が見えた時、引き返してはいけない

と、ヘブル書 13 章で語っています。宿営の外に本当のイェシュアが

いるではないか、宿営の外に出て行こう、と促しているのです。 
 

Ⅱコリント人への手紙 6 章 17-18 節 

17 それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らから離れよ。 

―主は言われるー汚れたものに触れてはならない。そうすればわ

たしは、あなたがたを受け入れ、 

18 わたしはあなたがたの父となり、あなたがたはわたしの息子、

ストイケイア 
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娘となる。―全能の主は言われる。」 

Ⅱコリント人への手紙 7 章 1 節 

愛する者たち。このような約束を与えられているのですから、肉と霊

の一切の汚れから自分をきよめ、神を恐れつつ聖さを全うしようで

はありませんか。 
 

聖さを全うしようとする時、軋轢を恐れて波風を立てないようにし

ますが、これが律法主義στοιχεῖαです。 

ヘブル書でもコリント人への手紙でも同じことをパウロは伝えてい

ます。 本来、キリスト教はこのように始まりました。 

当時の母体であるユダヤ教はστοιχεῖαに支配されて宗教になっ

ていました。 今も、食物規定に縛られています。 

イェシュアを信じても、今まで縛られていたものからすべて解放さ

れていると気づかずに、 

未だにユダヤ教もイスラム教もστοιχεῖαに支配されています。 
 

私たちは勇気をもって、もっと聖さを全うしようということになら

ないでしょうか。 霊で満たされるほど、本当の勇気がわき上がり、

できるようになってくるのです。  

ストイケイア 

ストイケイア 

ストイケイア 
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詩篇 23 編 6 節 

まことに 私のいのちの日の限り いつくしみと恵みが 私を追っ

て来るでしょう。 

私はいつまでも 【主】の家に住まいます 
 

ダビデの詩篇です。神の善の中に、恵みの中に私が生きる時、 

神の光が回復する、これが、神の目的、主の家に私が住む目的、 

神の善が注がれている強烈なダビデの告白です。 

私のいのちの日の限り、いつくしみと恵みが私を追って来ます。 

 。が追いかけて来くる、だから飛び込めばいいのですֶחֶסד とטֹוב

光と闇の相克は新しいエルサレムが実現されるまで続きます。 

しかもこの相克の結末は明白です。 

主のみこころは私たちが主の備えてくださる食卓に与り、 

まことの天からのパンであるイェシュアを食べることで、 

主と一つになることです。闇の力は神の偉大な光、「神のご計画  

みこころ みむね 目的」に打ち勝つことは決してできません。 

それゆえ、私たちは神のטֹוב光に導かれながら、光の子どもとし

トーヴ ヘセド 

トーヴ 
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ての歩み、主の家に住むことを生涯求め続けていくのです。 
 

光の子どもは、その生涯を終えるとしばらく眠りにつきます。 

そして目覚めた時、世界は完成されているのです。  

死んでから旅路が始まる設定はこの世の死生観です。  

天の旅路に向かうのは、新生された時から死ぬまでの間です。 

死んだ後は休むだけ。 

覚醒した時には、神のご計画の素晴らしい完成品を見るのです。 
 

確かな希望が秘められた、秋の最大の例祭。 

「御国」への希望に浸る 8 日間が「仮庵の祭り」なのです。 
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