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 ְּתִהָּלה 81

詩篇 81 篇 
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詩篇 81 篇は、「仮庵の祭り」がテーマです。 

イスラエルの三大祭は「過越の祭り」と「五旬節」と 

「仮庵の祭り」で、すべて神のご計画を啓示する祭りです。 

「過越の祭り」と「五旬節」はすでに実現した祭りですが、 

「仮庵の祭り」はまだ実現していない大切な祭りです。 

 

「仮庵の祭り」は、イェシュアの誕生と公生涯の開始、 

そして終わりの日、キリストの地上再臨を啓示している 

大切な例祭です。 

 

 

 

 81 ְּתִהּלים
テヒッリーム 

この学びは「新改訳 2017」

を基本にしています。 
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本日は、詩篇の 81 篇を学んでみたいと思います。 

詩篇の 81 篇は 1 節～7 節と８節～16 節に分かれていて、 

７節と８節の間にֶסָלה（休止・休み）があります。  

今回は前半と後半を二つに分けて進めたいと思っています。 

まず、１節～16 節を読んで、前半 7 節までの重要なことば、後半の

重要なことばを見つけ出して味わっていきたいと思います。  
 

詩篇 81 篇 

指揮者のために、ギテトの調べにのせて。アサフによる。 

１ 喜び歌え 私たちの力なる神に。 喜び叫べ ヤコブの神に。 

２ ほめ歌を歌い タンバリンを打ち鳴らせ。 

麗しい音色の竪琴を 琴に合わせてかき鳴らせ。 

３ 新月と満月に 角笛を吹き鳴らせ。 私たちの祭りの日に。 

４ これは イスラエルのためのおきて  

ヤコブのための定めである。 

５ 神が エジプトの地に向かって出て行かれたとき 

  ヨセフのうちに それをさとしとして授けられた。 

  私はまだ知らなかったことばを聞いた。 

セラー 
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６ 「わたしは 彼の肩から重荷を除き  

彼の手を荷かごから離してやった。 

７ 苦しみの中であなたは叫び わたしはあなたを助け出した。 

  わたしは 雷の隠れ場からあなたに答え  

メリバの水のほとりで あなたを試した。 

 ֶסָלה

８ 聞け わが民よ。 わたしはあなたを戒めよう。 

  イスラエルよ わたしの言うことをよく聞け。 

９ あなたのうちに 異なる神があってはならない。 

異国の神を拝んではならない。 

10 わたしは あなたの神 【主】である。 

わたしが あなたをエジプトの地から連れ上った。 

  あなたの口を大きく開けよ。わたしが それを満たそう。 

11 しかし わたしの民はわたしの声を聞かず  

イスラエルは わたしに服従しなかった。 

12 それでわたしは 彼らを頑なな心のままに任せ  

自分たちのはかりごとのままに歩ませた。 

セラー 
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13 ああ ただ わたしの民がわたしに聞き従い 

 イスラエルがわたしの道を歩んでいたなら。 

14 わたしはただちに 彼らの敵を征服し  

彼らに逆らう者に 手を下したのに。 

15 【主】を憎む者どもは主にへつらうが  

彼らの刑罰の時は永遠にまで至る。 

16 しかし主は 最良の小麦を御民に食べさせる。 

  わたしは岩から滴る蜜で あなたを満ち足らせる。」 
 

＜ダビデお抱えの賛美リーダー:アサフ＞ 

詩篇 73 篇～83 篇は、アサフによるものです。 

― 獣のような心のアサフ ― 

少し前にある詩篇 73 篇の「アサフの賛歌」は、1 節が結論、 

2 節からは、1 節の真理を伝えるために語られています。 

神を信じない者たちが、栄光を掴んで栄えている状況を見た時、 

アサフは人には見せられない、獣のような心になったと告白してい

ます。もし知られたら周りの者は躓いてしまうだろうという状況で 

聖所の中で祈っていた時、彼らの最期を悟り、状況がどうであろうと、
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主の近くにいることが幸いなのだという結論に至るのです。 

不条理な世界を見て耐えられず、獣のような心になる試練を通して、

主がいつくしみ深い טֹובな方であること再発見したのです。 

詩 73:１ まことに  神はいつくしみ深い。   

イスラエルに 心の清らかな人たちに。 

:28 神のみそばにいることが 幸せです。（結論） 

心の清い人たちに、いつくしみ深い、良いという意味です。 

心のきよい人たちは「きよいַּבר」の複数形「ָבֵרי」で記されて、

試みを通して心の目が開かれた者たちを表しています。 

試みを通して霊の目が開かれて 

「主の近くにいることが幸い」とアサフが悟った箇所です。 
  

― 詩篇 81 篇の本旨は、１節～４節 ― 

「喜び歌え 喜び叫べ」「ほめ歌を歌いかき鳴らせ」、「角笛を吹き鳴

らせ」、「私たちの祭りの日はヤコブの神の定めたものである」と結論

的に言おうとしています。とても魅力的な約束のことばが続きます。 

「あなたの口を大きく開けよ わたしがそれを満たそう」 

バル バーレー 

トーヴ 
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「主は最良の小麦を御民に食べさせる」 

「わたしは岩から滴る蜜であなたを満ちたらせる」  

この素晴らしいイスラエルにある神の約束を 

歓喜している１－3 節です。 

       「 喜び歌え 喜び叫べ・・ 

ほめ歌を歌い タンバリンを打ち鳴らせ。 

・・竪琴を 琴に合わせてかき鳴らせ。 

 新月と満月に 角笛を吹き鳴らせ。・・祭りの日に。」 

 アサフという人物ָאָסך

Ⅰ歴代誌 6 章にアサフとその関係者が出てきます。 

Ⅰ歴代誌 6 章 

31 契約の箱が安置所に納められた後、ダビデが【主】の宮の歌を

受け持たせるために立てた人たちは、次のとおりである。 

32 ソロモンがエルサレムに【主】の宮を建てるまでは、この者た

ちが会見の天幕である幕屋の前で、歌をもって仕え、それぞれ 

定めにしたがって奉仕を受け持った。 

33 ヘマンの兄弟アサフは、彼の右側に立って仕えた。 

アーサーフ 
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43 ・・ゲルショムの子、・・・である。 

44 左側には、彼らの同胞メラリ族の、キシの子エタンがいた。 

（※エタンをエドトンと記述されている箇所もあります。） 

ダビデは主の宮として、エルサレム全体の中心的場所「ダビデの幕屋」

と言われる仮庵に 40 年間「契約の箱」を置いて歌い手たちを定めま

した。それまでの「モーセの幕屋」に音楽はなく、 

「契約の箱」の前で賛美する人も楽器もありません。 

「ダビデの幕屋」は、粗末なテント（幕屋）の中に「至聖所」だけが 

安置されていて、誰でも近づくことができました。 

音楽家のダビデは、レビ人たちを使って初めて楽器による賛美礼拝

を確立した人です。  ソロモンがエルサレムに神殿を建てるまで 

「ダビデの幕屋」の前で主を礼拝しました。 

― レビ族 ― 

 

 

 

レビ族の三つの部族は、「特別職」の祭司たちを支えていく役割を担

っています。祭司だけで礼拝をすることはできません。 

「特別職」 

祭司の系譜 

「専門職」 

ケハテ族、ゲルション族、メラリ族 
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賛美礼拝を考える時「レビ人」の存在はとても重要です。 

歴代誌ではレビ人の系譜が非常に丁寧に扱われていて、 

ダビデによるレビ人の賛美が最も詳しく記されています。 
 

ケハテ族:ヘマン（歌い手） 

聖所の中にある「契約の箱」「香壇」「パンの机」「燭台」を運ん

だ人たち。 

ゲルション族:アサフ（「ダビデの幕屋」の賛美リーダー） 

  「モーセの幕屋」の機材、天幕や幕、聖所の上を覆っている 4 枚

の幕を運んだ人たち。  

メラリ族:エタン 

 「板」「台座」など重いものを牛車に乗せて運んだ人たち。 
 

ダビデは、エルサレムを首都と定め、初めて神を賛美する礼拝形態 

を作りました。賛美礼拝に変わることでレビ人たちは運ぶ仕事が 

無くなり賛美を献げる仕事へと移行します。  

アサフは、「ダビデの幕屋」（「契約の箱」のある場所）で賛美リーダ

ーを務め、預言的なことを語り、そこから詩篇が生まれてきました。 

預言者であり、賛美リーダーのアサフは、これから起こるイスラエル
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の歴史を預言して、神のご計画の隠された奥義を語っています。  

ヘマンとエタンは、エルサレムから少し離れた「モーセの幕屋」 

（契約の箱のない幕屋）で賛美礼拝の働きを担いました。 

ダビデは生涯「モーセの幕屋」に行かず、「ダビデの幕屋」で仕え 

ました。 

（アサフが書いた）詩篇 81 篇 3 節 

新月と満月に角笛を吹き鳴らせ 私たちの祭りの日に。 
 

「過越の祭り」は 8 日間、「五旬節の祭り」は、一日です。 

「新月」と「満月」とは第七の月の第 1 目（レビ 23:24）と 15 日

目（レビ 23:34）のことです。 

 

これは神が決めた祭りなので、ユダヤ人たち（イスラエル人たち）は、 

必ずエルサレムに行かなければいけません。自分たちの用事ではな

最初の角笛は一年の中で、

最も大いなる祭りの日が

近づいたことの知らせで

あり、15 日目は、8 日間

の祭り「仮庵の祭り」の始

まりを告げる角笛です。 
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く、神の用事のために人々の生活が、全て割り振られていました。 

ヤコブの神が定めた祭り「仮庵の祭り」は、どんな時であっても、 

必ずイスラエルに集まらなければイスラエル人としてみなされなか

ったのです。それほど彼らの生活の中に、非常に大きな影響力を与え、

規定されていました。 

― 秋の例祭 ― 

「 ַהּׁשֹוֶרת ַחג ラッパの祭り」 

最初の角笛は、一年の中で最も大いなる祭りが近づいたことを 

知らせる角笛です。⾧い音で鳴らして知らせます。 

「 ּפּור ּכִ  יֹום 贖罪の日」 

10 日くらいで「大贖罪日」があります。 

「 ַהֻּסּכֹות ַחג 仮庵の祭り」 

満月の時、「仮庵の祭り」が始まることを告げる角笛が鳴ります。 

喜び歌え 喜び叫べ ほめ歌を歌い  

（ほめ歌とは楽器をもって歌う歌です。） 

「歌え」と「叫べ」に必ず「喜び」が付いています。 

ハッショーファーレット  ハグ 

キップール   ヨーム 

ハスッコート    ハグ 
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「タンバリンを打ち鳴らす」ように「仮庵の祭り」の基調は爆発的な

喜びで、神が祭りの本当の意味を伝える前のセッティングです。 

「仮庵の祭り」は、教会的視点から見るなら、何かを記念する祭りで

はなく、まだ実現されていないことを確信して待ち望み「祝う」、 

非常に不思議な祭りです。 

イスラエルの三大祭は「過越の祭り」「五旬節」「仮庵の祭り」です。

クリスマスはありません。 

「仮庵の祭り」がイスラエルの民に伝えられたのは、荒野での 40 年

間の試みの時で、荒野において神の大きな御手で守られていたこと

を感謝する祭りです。エジプトを出てイスラエルに律法が与えられ

た時に、この祭りが与えられていますからおかしな祭りですよね。  

ユダヤの三大祭りは、神のご計画を啓示する重要な祭りなのです。 

キリスト教会と「仮庵の祭り」 

キリスト教会では「過越の祭り」と「五旬節」は、神が死と復活を通

して、聖霊が注がれた重要な祭りとして位置づけて祝っています。 

そして、聖書には記していないクリスマスを一生懸命祝います。 

しかし、最も大切なお祭り「仮庵の祭り」を全く無視しています。 

「仮庵の祭り」は、神の最終的なご計画を扱う祭りです。 
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私たちの神は、ヤコブの神と違わないはずですが、なぜかキリスト教

会で無視されています。 

「アブラハムの神・イサクの神・ヤコブの神」と同じ神を信じている

のにも関わらず、なぜ無視するようになったのでしょうか。 

ヤコブの神が定めた祭りであるなら、教会も接ぎ木されているので

すから「仮庵の祭り」を無視できないはずです。 

もし関心がないのなら、イェシュアが再臨したとき、私たちは関係の

ない存在になります。「仮庵の祭り」はとっても重要な祭りなのです。 
 

― すでに実現した春の祭り「過越の祭り」と「五旬節」 ― 

「過越の祭り」が終り、安息日が終わった次の日が「初穂の祭り」、

その時からパン種の入らない「種なしパンの祭り」が一週間始まりま

す。これは「イェシュアの死とよみがえり」によって実現しています。

復活してから五十日目に「ペンテコステ」があり教会が立ち上がって

実現しています。 

「過越の祭り」と「初穂の祭り」 

このワンセットはもう実現しています。最後のアダムであるイェシ

ュアは、その十字架の死と復活を通して、「いのちを与える御霊」
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となって私たちの内に入って霊を再生して、New Creature とし

て、神と人がともに住むことを実現してくださったわけです。 

「いのちを与える御霊」が私たちの内に入った時、私たちの内側は 

聖霊に満たされた（πληρόω）「内側の満たし」があります。 

復活後の 40 日間でイェシュアは「御国の福音」を弟子たちに語って

います。そしてあらゆる所に現われて、自分が生きていること、 

よみがえられたことを人々に示し続けました。 

40 日間、弟子たちに御霊というかたちで内在し、外ではイェシュア

があちらこちらに現われています。 「同時同存」と言います。 

人間の内側にいながら、40 日間、様々な弟子たちに現われて、  

「御国の福音」を語るイェシュアがいます。そして 40 日後、 

弟子たちの見ている前で昇天して、すべての名にまさる名

の名前が与えられ、最も高い所に着座「ֵׁשם ְישּוָעה」

し、私たちのためにとりなしています。 私たちの中にいる御霊

は、キリストの霊でもあり、御父の霊でもあります。また、天にい

る「イェシュアの御名」にも御父がいて、そこから御霊が、ペンテ

コステの時に下り、私たちの外側から聖霊を満たしてくださるので

ニュー     クリーチャー 

プレーロー 

イェシューアー    シェーム  
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す。内側に聖霊が満ちていることをπληρόωと表現します。 

50 日目に注がれた「聖霊によるバプテスマ」は、弟子たちに、 

力と権威を上から着せられるように与えられました。 

ユダヤ当局に恐れなく敢然と立ち向かう活力が注がれたことで、 

イェシュアの証し人になっていきます。 凄いことです。  

ペテロが旧約を駆使しながら、良心に訴えかけるメッセージを語る

のは驚くべきことです。（使徒 2:14-36） 

「私たちはどうしたらいいのですか」（使徒 2:37）と、ペテロの 

メッセージで 3000 人が救われます。 凄いことです。  

内においては御霊がとりなし、外においては「イェシュアの御名」と

いうすべての名にまさる方が、神の右の座におられて、すべての主権

と権威を足元に置きつつ、私たちが圧倒的な勝利者となるべくとり

なしておられます。このことはすでに包括的に起こっています。 

私たちはこの方を信じるなら、私たちの中にも実体化して個人のも

のになります。私たちが信仰を持って受け入れるならそうなります。

私たちの内と外におられるイェシュア・メシアこそ、天と地を結ぶ唯

一の方です。三一の神は相互内在、同時同存の神です。 

プレーロー 
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これを説明するのはたましいでは無理です。でも信仰があればでき

ます。イェシュアは、「神の国はあなたがたのただ中にある」（ルカ

17:21）と言いました。 

と同時に、この地上に神の国が実現するのはこれからです。 

私たちの中に、御国はすでに来ています。しかし、全地において、 

御国が実体化されるのはこれからです。 

そして「御国」を期待する祭りが「仮庵の祭り」です。 

重要な祭りだと思いませんか。なぜキリスト教会がこの祭りを無視

してしまったのでしょう。どこから道を誤ったのでしょう。 

私たちは、聖書に戻る必要があります。 

3 世紀、コンスタンティヌス帝が、徹底的にユダヤ人を嫌って、ヘブ

ル的ルーツを完全に絶とうとしました。サタンも働いていると思い

ます。この祭りを忘れさせるために、イェシュアの誕生（聖書の誕生

日はエジプトの王様と、ヘロデ王しか扱っていません。）を記念して

祝うように法で定め、教会にも制定させたわけです。 

メシア王国に対する祭りは「仮庵の祭り」一つしかありません。 

この祭りは、神が定めた祭りです。私たちが神を中心として生きるな

ら、神のみこころに従わなければなりません。 
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今でも、ユダヤ人たちは、エルサレムに戻って過去を感謝する「仮庵

の祭り」をしますが、イェシュアがいないので、これから起こること

を祝うのではありません。 

この時期、世界中からクリスチャンたち、ユダヤ人とは別のメシアニ

ック・ジューの人たちが集まり、エルサレムで本当の「仮庵の祭り・

キリストの再臨」を待ち望んで、賛美集会を開いています。 

メシア王国も「仮庵の祭り」に、人々が世界中からエルサレムに上っ

て来るとあります。川が、下から上へ、高い山に流れて来ると言うの

です。面白いですね。 

「仮庵の祭り」に集まらない者たちは、その場所に雨が降らない 

（祝福しない）と聖書に記されています。 

今日の教会が「仮庵の祭り」の真の意義を知って、 

神のご計画の実現を待ち望むことが求められています。 

日本の社会システムは、神の祭りに対応していないので、 

クリスチャンでも、有給休暇を当てないと休めません。 

また、キリスト教会に任せていたら何もできません。 

ですから一旦、キリスト教という宗教から出て、神のご計画に合わせ

て、出来るところから回復していきましょう。 
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何もユダヤ人のように掘っ立て小屋を造る必要はありません。 

その時に食べるお菓子を真似る必要もありません。本質的なことが

分かれば、それに備えられた事柄が生み出されてくるのです。 

 

 

 

イェシュアが 30 歳から公生涯を始めたのもこの時です。 

3 年半、「半」が大切です。反対側の季節にイェシュアが十字架につ

く「過越の祭り」があります。 

そして、いつかは不明ですが、地上再臨（空中再臨ではありません）

も「仮庵の祭り」です。  

この図をみると、仮庵の祭り

は第七の月の 15 日と決まっ

ています。9 月～10 月の祭り

で年によって変わります。そ

の日はイェシュアが誕生した

時です。  

聖書で検証出来ますが今日は

しません。 

メシア王国の唯一の祭りは、 

「仮庵の祭り」 
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これだけ強調しても私たちには関係ないとするなら、それまでです。

気づいた人たちが神の想いに合わせるなら祝福されるでしょう。 

ユダヤ人の祭りだから、クリスチャンは関係ないと言えますか。 

それなら、「過越の祭り」や「五旬節」も関係ないはずです。 

イェシュアは、地上で神がなさろうとしたご計画を実現しています。

とするならば「仮庵の祭り」は、最後の鍵が入って神のすべての戸が

開く祭りという意味があります。 

― ⾧い間、隠されてきた「仮庵の祭り」 ― 

イェシュアが「御国の福音」を語る語り方は、すぐ理解できるもので

はなく「たとえ話」です。そして、デモンストレーションもあります。 

なぜイェシュアは、神のご計画をたとえで語ったのでしょうか。 

それは、隠すためです。キリスト教会も完全に隠されてしまいました。 
 

詩 81 篇 5 節「私はまだ知らなかったことばを聞いた」 

アサフのことばです。聖書の神は隠される神です。 

マルチン・ルターも「聖書の神は隠される神だ」と言った人です。 
 

詩 81 篇 7 節「わたしは雷の隠れ場からあなたに答え」 

「隠れ場」 神は隠れています。「雷」は神の怒りです。 
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奴隷の状態から救い出されて完全にエジプトから縁を断ち切ったの

に、そのイスラエルの民が神に対して水がないとか、文句ばかりを言

うために、雷のごとく神が怒ったのです。メリバで神の大いなるわざ

を見て、怒った箇所に、実は神の大切な事柄が隠されています。 

神は隠したまま、いろいろな出来事、試練、テストの裏に、ご計画を

示そうとしています。それを悟っていけばいいのです。 

多くのイスラエル人、特に第一世代は、40 年間、悟ることなくいの

ちを落としました。そして第二世代、ヨシュアに率いられて約束の地

に入り、安息の地にしていきます。 

40 年間の試みは、たましいでは嫌な経験だと思いますが、 

実際その試みを経た 40 年間に、神の御手は彼らの生存と防衛の 

保障をして彼らを守り様々な敵から守っていたと証しされました。 

יהוה ָיד 」 
 

「40 年間の試み」と「40 日間の顕現の意味」 

イェシュアが顕現されてから 40 日間。復活も重要ですけど、復活後

の顕現は、福音の大原則です。この 40 日間が、神が私たちの中に生

きて、同様に外側にも生きているという真理を掴むことができます。 

 アドナイ   ヤード 

5+6+5+10＝26 4+10＝14 
「主の御手 

👉合わせて「40」 
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ある立場の人たちは福音の三原則として「死、葬り、復活」だけとし

ます。それは「救いの福音」に必要かもしれませんが、信仰生活の 

圧倒的な勝利者になるには、40 日間の顕現がとても重要です。 

 なぜイェシュアが 40 日も地上で歩き回っていたのでしょうか。 

それは私たちの内にも外にもいるということを徹底的に教えるため

です。イェシュアはいつも、私たちの内と、同時に天にもおり、天と

地をつないで神の家を造ろうします。このメッセージが「死と葬りと

復活と顕現」です。これが聖書の「福音」だと思いませんか。 

聖書で「三」の数が重要だからといって、「三原則」という言葉に 

惑わされてはいけません。 

死と復活は「死と葬り」と「復活と顕現」を短縮した表現です。  

40 日間の顕現、イェシュアが地上にとどまられたことが重要です。

その間に彼らの内側が整えられ、 権威を持って福音を伝えて行く、

イェシュアを証ししていく準備がなされていきます。そして、 

「イェシュアの御名」という力で福音宣教していったわけです。 

足なえの人も 40 歳です。（使徒 4:22） 

「イェシュアの御名」によって、立って歩いて神殿に入って行ったと

いう話も全部つながってきます。なぜ最後の祭りが隠されているか、
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一時的にはサタンが覆い隠していますけど、シナリオライターの 

神が隠すという意味で、サタンが働いているのかもしれません。  

詩篇８１篇 5 節の後半、アサフのことばです。 

「私はまだ知らなかったことばを聞いた」（新改訳 2017） 

わたしは思いがけない言葉を聞くことになった。（新共同訳） 

私の知らぬ言語を私は聞く（岩波訳） 

わたしはかしこでまだ知らなかった言葉を聞いた。（口語訳） 

わたしの知らない言葉を私は聴く。（関根訳） 

私は、耳なれない言葉を聞く。（バルバロ訳） 

「ことば」「言語」  ָׂשָפה「くちびる」 

口で語られる・口で発音される「話しことば」

七十人訳「ことば・γλωσσα」 

「ことば」はイェシュアが語られた「ことば」で、それを預言的に 

アサフが聞いたと言っています。凄いですね。  
イェシュアが口で語った「御国の福音」のたとえ話は、 

まさに人々の心を頑なにするメッセージです。 

分かりやすい話ではなくて、たとえ話で語られることで、 

サーファー 

グローサー 
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心をますます頑なにするメッセージになりました。 

そのことを預言しているのだと思います。 

詩篇 81 篇 7 節 

「雷の隠れ場からあなたに答え、メリバの水のほとりであなた

を試した。」  

詩篇 81 篇 12 節 

「彼らを頑なな心のままに任せ」 
 

神が語られることばはイェシュアによって語られますが、 

ことばの真意を尋ね求めなければ悟る道は閉じられてしまうという

聞いたことのないことばだったのです。 

イェシュアが口で語られる真意を尋ね求めないとしたら、 

そこでストップです。悟る道は完全に閉じられてしまう、 

この仕掛けをアサフが聞いたということです。 

そういった意味で神は隠れています。  

「わたしは雷の隠れ場からあなたに答え」 

 ֶאֶעְנ  ְּבֵסֶתר  ַרַעם

隠れ場から（原文は「隠れ場で」）答えていますので、隠れ場に行か

ラアム        ベセーテル         エエンハー             

 



24 

 

ないとわかりません。 

「主よ、それはどういう意味ですか」と、主の懐に入って行かないと

その意味は分かりません。しかし、実はたとえで語っているのです。  

 「わたしはあなたに答える」 אֶ   ֶענְ   

 

  「中で～」ּבְ    「隠れ場」ֵסֶתר

 。という「隠れ場」の中で答えています「雷」ַרַעם

神のやり方を尋ね求めていかないと、わからないのです。  

隠しているわたしの事を求めて欲しい。 

わたしのことを尋ね求めて欲しい。 

わたしを見出して欲しい。ということが神の願いです。 

神の願いを無視する関係は、一方的通行です。 

神は教えたくて仕方がないのですが、人間側で「それはどういう意味

ですか。」という問いかけが出なければ、良い関係が生まれません。

神は敢えてそうされる神なのだということです。  

 

私 

エ エン ハー 

あなた ָעָנה 
答える 

べ セーテル 

ラアム 
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― 聖書の神は隠される神 ― 

  「隠れる」ָסַתר

 「密かに奥深いところ: secret place, hiding place」 

と訳されています。それは同時に「主の臨在されるところ」でもあ

り「御翼の陰」とも訳されます。 

モーセも、ダビデも、預言者エリヤも、イェシュアも、「隠れ場」

を知っていました。そこで彼らは神の深い御旨を知るわけです。 

モーセは40日40夜、主との親密な時を過ごしたことで、本人は 

気づかないのですけど、顏から光を放つほどになっていました。 

「主の隠れ場secret place」に身を置くことは、神の特別な光、 

臨在の光が、本人が気づかなくても、周りに分かるように、 

その人を覆うのです。 

40日40夜の断食（マタイ4:1-2） 

イェシュアは聖霊に導かれて、断食をしながら40日40夜を過ごさ

れたという記事があります。確かに食物を絶つ40日40夜です。 
 

断食の本意は 

「神のことばの中に隠されて神のことばに専心する」 

サータル 
セーテル 

シェルター レフュージ 

シークレット・プレイス  ハイデング・プレイス 

シークレット・プレイス  

名詞 ֵסֶתר「隠れ場:shelter,refuge」  
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イェシュアは聖霊に導かれて、神のことばに40日40夜専心して、

宣教するための武装をされたと思います。 

それは敵であるサタンの誘惑に勝利する力を与えられていたことで

証明されています。サタンには、神のことばしか語らない、神のこ

とばで武装されたということです。 

そして神からの力、油注ぎを受けて「御国の福音」の宣教を開始さ

れました。人となられたイェシュアでもそうなのです。私たちはな

おさらです。神は神の隠れ場の中に過ごす人々を通して、霊的な閉

塞間の状況を打ち破り開かれます。 
 

― 神の隠れ場の中で過ごす祈りの生活 ― 

日々、どのようなディボーションをしていますか。 

多くの時間をともに過ごす「祭司の生き方」を神は望んでおられま

すが、ディボーションでは、自分の好きなことばを食べるのではあ

りません。 

神が、私たちのために食べさせたいと思っている「糧」は、 

神が定めておられる「ご計画」と「みこころ」の「糧・堅いパン」

です。「それを今日も与えてください」という祈りがイェシュアの
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教えた祈り、「主の祈り」の「日ごとの糧」の本当の意味です。 

毎日「食事」のことではありません。そんな祈りをイェシュアがする

ように教えるのはおかしいじゃありませんか。必要はすでにご存知

です。備えてあげるから、あなたがたは神が定めておられる「糧」を

食べて生きるように、そして御国の到来を待ち望むようにという 

祈りです。「日ごと糧」はデイリーブレッドではありません。 

「ἐπιούσιος」が「日ごと」に訳されたことが問題です。 

ヘブル語では、ֻחֵּקנּו「定められた」になります。 

こういった解釈は、メシアニック・ジューのお陰です。 

メシアニック・ジューはイェシュアが語ったことばを本来のことば

に戻して訳します。私たちは彼らの助けを得て本質を理解します。 

ギリシア語の言語「ἐπιούσιος」を「日ごと」とイメージしてい

るなら、「定められた」ということばが隠されてしまいます。 

隠されていることが終わりに近づけば近づくほど、サタンがさらに

動き始め、波が荒れてきますが、実は開かれてくるのです。 

そんな時代に生きている私たちが「隠れ場」を持つことは重要です。 

エピウーシオス 

フッケーヌー 

エピウーシオス 
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「仮庵の祭り」は隠れ場としての 8 日間 

イスラエルの人たちは、それ以上の日を神に献げています。 

神のご計画に前進していく、そこに浸る、そして喜びの中で生きる、

そういった期間を神が定めたのは、私たちに必要なことだからです。 

神は、私たちの日常の煩いごとからご計画しているのではなく、 

私たちに必要だから「祭り」を制定しているのです。 

食べていることばを、神に合わせない限り、真意を悟ることができな

いというのが、アサフの知らないことばだったのです。 

― ダビデの霊性 ― 

ダビデは「主の隠れ場 secret place」を本当に体験した人かもしれ

ません。彼の霊性は、幕屋の奥深い所ֵסֶתר（隠れ場）に隠して

してくださるとあります。（詩（隠して）ָסַתר 27:5 参照） 

神の秘密を教えてくれるから安心していられるわけです。 

どんな時でも、災いの日でも、サウルが追いかけて来るときでも、 

私は守られると確信できるわけです。 

神の「隠れ家」に置かれることによって悟ることができる恵みを 

ダビデは経験していたのです。 

セーテル 

サータル 

シークレット・プレイス  
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毎日、聖書を読んでいるから大丈夫というものとは違います。(-_-;) 

イスラエルは、国を挙げて 8 日間、「仮庵の祭り」をします。 

日本のクリスチャンも、神に専心するために、教団教派で、きよめの

集会、修養会、いろいろしますけど、神の定めた例祭で研修すればい

いのにと思います。 

お仕事のある人は工夫が必要でしょうから、人生の雑事から解かれ

始める 60 代以上は、全時間を献げて本当に神の「隠れ場」に住むこ

とができる人たちですよね。(*^-^*) 

「仮庵の祭り」として、神に専心して、がっちり入り込む期間が 

一年に一度くらいあってもいいのではないでしょうか。 

神のために献げる一週間くらいの海外旅行です。  

― 旧約の「隠れ場」は新約の「キリスト」 ― 

「隠れ場に隠れる」は、新約の「キリストの内にとどまる」と同義で 

「わたしにとどまりなさい、そうすればわたしもあなたがたの中に

とどまります。」（ヨハネ 15:４）の奥義は、 

「神のうちに隠れる」＝「私にとってキリストはすべてだ」という 

状況に入る恵みです。 

「隠れ場」は、神による保護、守りを意味するだけではありません。  

す。 
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それ以上に神とのより親密な関わりを示す言葉です。 
 

・・人がわたしにとどまり、わたしもその人の中にとどまっているな

ら、その人は多くの実を結びます。わたしを離れては、あなたがたは

何もすることができないからです （ヨハネ 15:5） 
 

私たちが神の隠れ場の外に出るようなことになれば、多くの実りは

約束されていません。この「隠れ場」にいる時に神は約束されます。 

―「隠れ家」VS「世の中」― 

私たちの周りには、「神の隠れ場に隠れる」ことを邪魔する娯楽や楽

しみや、それ自体は悪いものではないとしても、神の「いのちの世界」

の外に関心を持たせるものが数多くあります。 

たとえば、私たちはこの世の動きを知るためにニュースを聞く必要

があると思い、テレビをつけます。（YouTube 動画で事足りるので、

私の家にはテレビはありません。）しかしニュースをどれほど多く聞

いたとしても、「霊的ないのち」はそこから何一つ与えられません。 

神に用いられた人々は、神の「隠れ場」に身を置いたことを思い起こ

して、より大切にする心を持ち、「隠れ場」で多くの時間を過ごす 

工夫が必要です。「祭り」をきっかけに、じっくりと神の世界に入り
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込む非日常的な世界を造り出すことは、段階的に可能だと思います。 

日常生活の中で、特別な深みを得ることは、ほとんど不可能でしょう。 

神が深みを得る時を、イスラエルに備えてくださったのだとすれば

教会である私たちも工夫していく必要があるのではないでしょうか。 

キリスト教会はそういった例祭しません。 

それなら、私たちが始めればいいのではないですか。  

積極的な隠遁への神の招きの声を 

あなたの霊の中で聞くことはないでしょうか。 

その声を聞く者は幸いです。そのものを通して神のいのちは開花さ

れていくと信じます。 宗教というキリスト教会から出て、 

神が定めた「祭り」を、自分たちで始めたらいいのではないですか。  

ユダヤ人たちの「仮庵の祭り」には、キリストがいません。 

しかし、私たちは「キリストにある仮庵の祭り」をしていきます。 

喜びはキリストなしではあり得ません。昔のことを感謝しているだ

けで喜びは溢れません。過去に希望はありません。 

希望があるから喜べるのです。 

その者を通して神のいのちは開かれていくのだろうと思います。  

人生 70 年は黄金の年齢です。神への創造的なことが始められるの
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にちょうどいいのではないでしょうか。 

「神がしなさい」ということだけを重ねていけば、いのちが開花され

てきます。無駄なことが多すぎますね。(*_*; 

― 仮庵の祭りの意義とは ― 

過去の神の恵みを回顧し、神の約束の成就を待ち望むことです。 

イスラエルの民を荒野から約束の地へ導いた神が、再びさまよえる

民を、主ご自身のもとへ導き、約束したすべてを与えようとしておら

れることを期待することです。 

と同時に、神の約束に耳を傾け、新しい心で神に聞き従うことです。 

「仮庵の祭り」を守り、神の隠れたものを探し求めた時、聞き従う者

に注がれる神の祝福（約束）を、詩篇 81 篇では次のように表現して

います。 

本当かどうかはやってみないと分からないですよね。(*^-^*) 

あなたの口を大きく開けよ。わたしがそれを満たそう（詩 81:10） 

あなたの口を大きく開けよ（が命令です）。 

わたしがそれを満たそう（約束です）。 

※「口を大きく開けよ」・・「大いに期待せよ」 
 マーレー 

※「満たすָמֵלא」もし命令に従うなら満たそう。 
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・・主は 最良の小麦を御民に食べさせる。  

わたしは岩から滴る蜜で あなたを満ち足らせる。 （詩 81:16） 
 

主は最良の小麦を御民に食べさせる（これも約束です）。 

わたしは岩から滴る蜜であなたを満ち足らせる（これも約束です）。 

※「最良」・「ֵחֶלב（脂肪）」 ※「満ちたらせるָׂשַבע」 

「あなたの口を大きく開けよ」という命令に従うなら神が満たすと

いう約束。 

「最良の小麦を食べさせる」という約束。「満ちたらせる」という約

束が来るということです。 

「最良」ということばは「 ֵחֶלב（脂肪）」と言って脂肪です。 

脂ののった魚、サシの入ったお肉は美味しいですね。 

ユダヤ人たちは一番おいしい脂身を全部神に献げます。 

内臓のすべての脂肪を神に献げて、人々が食べるのは脂肪でないと

ころです。神に最良のものを献げる心を表すと、神は最良のもので 

答えてくださるのです。 

 

へーレヴ サーヴァ 

へーレヴ 
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「worship:礼拝」 

＝「worth:価値のある」+「ship:抽象名詞を造る接尾語」 

最高の価値を神に献げる行為です。 

最高の価値を礼拝として献げると、神が最高のもので答えてくださ

います。  

― ユダヤの秋の祭り ― 

新年（第七の月の一日:レビ 23:24）から始まって大贖罪日（第七

の月の十日（レビ 23:27）、仮庵の祭り（第七の月の十五日から七

日間+八日目:レビ 23:34）、23 日以上の期間を強制的にエルサレ

ムへ巡礼することが定められていました。 

参加しなければ神の民とみなさず、神の恵みに対する当然の義務で

した。大変と思う人もあれば、この時こそ楽しみでもあったはずです。  

しかし、⾧い間に渡る「仮庵の祭り」が終わって帰途に着くとき、 

疲れと空しさを感じて、やれやれという感じで人々に、 

イェシュアはこの祭りの後でこう言いました。 
 

「祭りの大いなる日に（これは仮庵の祭りの最後の日です）イエスは

立って大声で言われた。 

ワーシップ 

ワース シップ 
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『だれでも渇いているなら、わたしのもとに来て飲みなさい。わたし

を信じる者は、聖書がいっているとおりに、その人の心の奥底から、

生ける川が流れでるようになる。』（ヨハネの福音書 7:37、38） 
 

聖書は、心の奥底から生ける水の流れはまだなかったとあります。 

なぜなら、その時はイェシュアがまだ栄光を受けていないからです。 

しかし、イェシュアは栄光を受けられました。 

「復活していのちを与える御霊」となって私たちの中に入って来て

くださいましたから、すでに流れる状態になっています。 

「奥底から」とは「霊から」です。 

「霊から」生ける水が流れ出るようになり、受けるようになります。

パウロも、イェシュアのことばを使って、「受けるよりも与える方が

幸いである」と思い出すように、とエペソの最後の説教で⾧老たちに

言いました。（使徒 20:35）  

「いのち」は流していくことでますます豊かになっていく世界が 

すでに私たちに与えられています。 

だとすれば、メシア王国では、どんなことになるのでしょうか。 

私たちの想像を超えていると思います。 
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イェシュアを信じる者には、神の賜物として聖霊が与えられます。 

しかし、聖霊が与えられることと、 

聖霊に満たされることとは全く違います。 

もし心が聖霊に満たされているなら、当然のように神の良い事柄、 

神の素晴らしいことばが出てきます。 

「初代教会の人々が聖霊に満たされた（使徒 2:4）」とありますが、

それが初代教会の標準で、当たり前だったわけです。 

ですからたとえ迫害があったとしても、壁に突き当たったとしても、

彼らは内から流れる神の霊、また外側からの霊も加わって押し出さ

れるように進んでいきました。 

神の טֹוב 

詩81:10 「あなたの口を大きく開けよ。わたしがそれを満たそう」 

という神の約束に目を留めたいと思います。 

私たちの主イェシュア・メシアが啓示して下さった父なる神は、 

与えることを喜びとする神です。 

与えたくて、与えたくて、良いものを与えたくて仕様がない、しかも

その与えるものは豊かであり、満ち満ちて溢れるばかりです。 

トーヴ 
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神の本質は、טֹובな方です。 

使徒パウロはすべての必要を満たす神を経験していました。 

ですからパウロの手紙の中にはそうした表現が随所に溢れています。 

エペソ書 

「あわれみ豊かな神」（2:4）、「大きな愛」（2:4）、「すぐれて豊

かな御恵み」（2:7）、「私たちに賜る慈愛」（2:7）、「栄光の豊か

さに従い（応じて）」（3:16）、「私たちの願うところ、思うところ

のすべてを超えて、豊かに施すことのできる神」（3:20）、 

ピリピ 4:19 

「私の神は、キリスト・イエスご自身の栄光の富をもって、あなた

がたの必要をすべて満たしてくださいます。」 

など、栄光の富、豊かさはすべて「神の愛」を言い換えたものです。 

神の愛ってどんなの?と聞かれたらことばが詰まってしまいます。 

天の父は豊かに与えることに、神としての風格（Majesty）を持って

おられる方です。しかも良いものを与えたくてしかたがない方です。 

「主を求める者は、良いもの（טֹוב）に何一つかけることはない。」 

詩篇 34 篇 10 節 

トーヴ 

トーヴ 
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「主に選ばれ、主に近寄せられ主の大庭に住む者は、 

良いもの（ טֹוב）で満ち足りる（ָׂשַבע）」 

                      詩篇 65 篇 4 節 

そんな神の世界から、数滴が日々私たちに与えられているというこ

とです。たくさんありすぎて言いきれません。 

「まことに、主は乾いたたましいを満ち足らせ（ָׂשַבע）、飢えた

たましいを良いもの（טֹוב）で満たされた」 

・・主の恵みで地は満ちているָׂשַבע。   詩篇 33 篇 5 節 

 これがメシア王国です。 

主は、私たちに、いつも、誰に対しても、良いもので満たそうとして

います。溢れて行く世界が「メシア王国」の一つのヴィジョンです。 

容器の中に納まる豊かさではなくて、いのちが溢れて流れて行く、 

私たちの器の豊かさから溢れ出るアウトプットがいのちの流れだと

思います。 

皆さん是非アウトプットをして、ますます満ち溢れてください。 

与えれば与えるほど溢れて出る世界を、パウロが生涯与え続けるこ

トーヴ サーヴァ 

サーヴァ 

トーヴ 

サーヴァ 

詩篇 107 篇 9 節 
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とができたのは、彼が「キリストのいのち」で溢れていたからです。 
 

「わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。」 

ヨハネの福音書 14:7 
  

イェシュアが持つ、溢れる「いのち」の宣言を、受け入れ感謝したい

なと思います。 

詩篇 80 篇 8-9 節 

（イスラエルの民をぶどうの木にたとえています。） 

8 あなたは エジプトから ぶどうの木を引き抜き 異邦の民を追

い出して それを植えられました。 

9 その木のために あなたが地を整えられたので それは 深く 

根を張り 地の全面に広がりましたָמֵלא。」 

 

それゆえ、捕囚の民たちは主の大いなるみわざを見て 

詩篇 126 篇 2 節 

・・私たちの口は笑いで満たされָמֵלא  

私たちの舌は喜びの叫びで満たされたָמֵלא。 

マーレー 

マーレー 

マーレー 
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― 今回のまとめ ― 

イスラエルの三大祭、「過越の祭り」、「五旬節」、「仮庵の祭り」 

はすべて神のご計画を啓示する祭りです。 

特に、「仮庵の祭り」は、イェシュアの誕生と公生涯の開始の祝い、 

終末における「地上再臨」を待ち望む大切な例祭です。 

キリスト教会は「仮庵の祭り」を全く無視して、なぜか「クリスマス」

を祝っています。この祭りがなされていないのは不自然だとは思い

ませんか。 

まさに既存の文化そのものが壊されて、キリストの文化になるよう

な「霊の運動」が起こってきたらいいですよね。  

アシュレークラスも、そんなムーブメントを踏まえながらの 

「第一回アシュレークラス:セレブレイト・スッコート」です。 

聖書は、問題意識を持って読めば、必ず神が答えをくださいます。 

しかし、デイリーブレッドとして食していると何もぶつかりません

し、それでいいのだと思っています。 

だから、問題意識を持つことも神の恵みなのだと思います。 

これからは、様々なかたちのクリスチャンが現れて来るでしょう。 

アサフが驚いたのは、尋ね求めていかなければ分からないところに
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神がいるということでした。 

「神は何でも知っているから教えてくれる」と思っていたらそうで

はなく、イェシュアが来た時も、気付かなかったのです。 

最初のペンテコステで、良心に訴えかけたペテロの説教に「どうした

らいいのですか」と、3000 人の霊が促されて良心が動き始めまし

た。神のされることはこのように始まって来るのだなと思います。 

誰でもが分かる事ではなくて、 

良心に訴えかけられて反応したものが神の世界に入る 

ということなのでしょう。  

パウロのように求め続ければますます与えられる 

というのも神の方法ですね。  

求め続けることで豊かにされる、 

満ち溢れるようにしてくださることなのだろうと思います。 
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