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「アシュレークラス第一回セレブレイト・スッコート 

:原語で味わう創世記１章」を始めます。 

レビ記 23 章 34-44 節で、神が「仮庵の祭り」を記しています。 

多くのユダヤ人たちは、未だ、イェシュアを知りませんので、過去の

荒野での 40 年間を記念して感謝を献げる祭りをしています。 

本来「仮庵の祭り」は、神のご計画が実現することを祝うものですか

ら、私たちがその本質を認識して備えることは、とても重要です。 

また、イェシュアが誕生されてから天の御座に着座されるまでの 

すでに終えている神の一連の出来事を記念するうえで相応しい 

例祭でもあります。  

 
「仮庵の祭り」を祝うユダヤ人たちと肩を並べ、接ぎ木された 

クリスチャンとして創造的な「仮庵の祭り」になればと思います。 

今年、来年、再来年と重ねるごとに、「御国の福音」を伝える祭司が

イェシュアの全体的な贖いを思い浮かべ、

神がこれから何をされようとしているか

を思い起こして、待ち望みながら学ぶ 

キリストの中に完全に浸る 8 日間です。 

 

本日より８日間、 
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多く育ち、神から祝福される存在になっていただけたらと思います。  

「仮庵の祭り」はイェシュアが誕生した頃の例祭です。 

また、公生涯を始めた時でもあります。  

そしてイェシュアが地上再臨される時も「仮庵の祭り」です。 

しかも「メシア王国」の唯一の祭りでもあります。 

教会がなおざりにしている、神が定めた大切な祭りです。 

教会でしていないのですから、造り出していけばいいのです。 

そういう思いでこの８日間を進めていこうと思います。 

８日間で「原語で味わう創世記 1 章・14 回」の講義です。 

「仮庵の祭り」は、全体的・総合的（春の例祭を包括する）厚みの 

あるとても重要な例祭です。   お祭り騒ぎで終わるのではなく、 

私たちが瞑想の土台とするものを、きちんと知ることが大切です。 

教会がしないこと自体がサタンの企みです。 

教会はこの祭りを意義あるものとして取り戻さなければなりません。 

「第一回セレブレイト・スッコート:原語で味わう創世記１章」 

初めて学ぶ方もいらっしゃるので 

「創世記１章を学ぶ上で大切な視点」を確認しながら進めたいと思

います。 
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創世記１章を学ぶ上で大切な視点 イェシュアの証しの書 

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。 

                 ヨハネの福音書５章 39 節 
 

聖書がどのような書であるかがはっきりと記されています。 

聖書は、精神的な生きる糧や倫理哲学書のように読むものではなく、

イェシュアについて証ししている書だと述べています。 

聖書は、どこを開いても初めから終わりまでイェシュアのことしか

書いてありません。教会のメッセージで、聖書が証しするイェシュア

が出てこないとしたら、それはメッセージとは言えません。 

説教（メッセージ）とは、聖書の中に証しされているイェシュアを 

語ることです。 

イェシュアの登場が今から 2000 年前だと考えるのは大間違いです。

この方は神（永遠の方）ですから初めから終わりまでおられます。 

本日は、創世記 1 章 1 節の中で「わたし（イェシュア）」が 

見事なかたちで証しされていることを論証したいと思います。 

「わたし（イェシュア）」が見抜けないのは、 

聖書を別の視点、「理解の型紙」で読んでいるからです。 
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イェシュアがメシアであることを、聖書が何度も証ししているのに

も関わらず、ユダヤ人たちも見抜くことが出来ません。 

彼らが文字（もんじ）として聖書を読むからです。 

もし、説教者が霊で読み、聖書がイェシュアを証ししていることに気

がつけばメッセージも変わってくると思います。  
 

創世記 1 章を学ぶ上で大切な視点 終わりのことを初めに告げる 

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。            イザヤ書 46 章 10 節 
 

終わりのこととは、まだなされていない将来のことです。 

「将来を初めから告げている、まだなされていないことを昔から告

げている、わたしの計画は必ず成し遂げられる」のであるならば、 

初めと最後が結びついているはずです。 ですから、 

創世記 1 章 1 節は、終わりのことが示されていると理解できます。 

聖書は神の息吹によって書かれたものだとパウロは言いました。 

（Ⅱテモテ 3:16 参照） 

 
セオプニューストス 

θεόπνευστος（霊感:神の息吹） 
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聖書を記した約 40 名の人間の書記がいますが、実際に書かれたの

は聖霊、神です。聖書のシナリオライターは時間と空間に支配されな

い永遠の神、その神がシナリオを時間の中に組み入れられるとき、 

初めと終わりが確定しているのです。 

終わりが分からないまま始めるシナリオライターはいません。 

シナリオライターは、物語がどのように展開してどのような方法で

帰結するかを予め計画して実際にドラマ化します。神も同様です。  
 

創世記 1 章を学ぶ上で大切な視点 伴侶を欠くものはない 

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。 

                    イザヤ書 34 章 16 節 
 

主の書物を調べて、詳らかに、詳しく読めということです。 

今回、セレブレイト・スッコートで取り上げる創世記 1 章は、 

創世記 1 章だけ読んでも意味がわかりません。 

ここを補う伴侶となる事柄が聖書の中に散りばめられているのです。 

解釈するための伴侶が置かれているわけです。伴侶と結びつくこと
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で初めて立体的に理解できるようになります。 

伴侶を見つけるためには聖霊の助けが必要です。 

聖書を全く知らないでいると、チンプンカンプンだと思いますが、 

ある程度、聖書の大体が分かっていると、「あーこのことは そうい

うことだったのか(._.)」と頷けるようになると思います。 

聖書を、好き嫌いなく全体的に読むことが下支えとなります。 

補う伴侶として 

●たとえば、黙示録 20 章に「千年」が 6 回も出てきます。 

神と人が共に住む家が実現する「メシア王国」が「千年」というの

は黙示録にしかありません。 

実は、メシア王国が「千年」という確証が、創世記 1 章 1 節に出

てきます。「千年」を意味することば「א」が 1 章 1 節に 6 回出

てくるのです。 

終わりの黙示録 20 章、6 回の「千年」を、初めの創世記 1 章 1 節

ですでに表しているのです。 

●「144000」人は黙示録に 2 回（黙示録 7 章、14 章）出てきま

す。この「144000」は、旧約の幕屋の中にも隠されています。 

アーレフ 
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神と人が共に住む幕屋の中に、幕屋の骨組みとなる板の台座の中に

「144000」という数の２倍の数が隠されています。それゆえ、 

黙示録では、「144000」人という数が二回出てくるのです。 

聖書は、こういったつながりをはっきりと示しています。 

人間的な考察や理性で物事を判断すると聖書は理解できません。 

神の語られることばは霊であり、いのちをもたらすのですが、 

私たちが生まれながらに持っている知恵とか理解とか感情で読もう

としても、神の世界に入って行くことはできないのです。 

そのために、神が私たちの機能不全になった霊の中に「いのちを与え

る御霊」となって入ってくることが絶対に必要だったのです。 
 

創世記 1 章を学ぶ上の大切な視点 

創世記 1 章:「神の永遠のご計画の全貌が啓示されている章」 

多くの注解書は創世記 1 章を「地球の始まり」「宇宙の始まり」と解

釈しています。 

しかし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」という視点で学んできました。 

これからもそのように学んでいきます。 
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神のご計画の全貌が、アウトラインという形で示されているものが

創世記 1 章です。 

しかもそのアウトラインはすべて「たとえ話」です。 

神の知恵は「 ָמָׁשלたとえ」の中、謎に包まれています。 

ですから、この世の知恵で読んで理解しようとすると神の本意から

的を外すことになります。 

そのため、霊とたましいを切り分けて理解することが必要です。 

パウロも自分の理性で聖書を読み、イェシュアを理解したのですが、

肉にしたがった理解は止めたと言っています（Ⅱコリント 5:16）。 

人間の知恵で、イェシュアを理解するのを止めたのです。 

（Ⅱコリント 3:6） 

神のご計画は、この世の知恵ではなく、すべて神の知恵によるもので

す。 神は、悪魔の敵対さえも用いて、ご自分の計画を実現されるお

方です。そのことを理解していたらイェシュアを十字架に付けなか

ったであろうとパウロも言っています（Ⅰコリント 2:８）。 

神の知恵が分からずにいたために十字架にかけたのです。 

神の知恵は、この世の知恵や人知をはるかに超越しているのです。 

マーシャール 
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14 回の学びを通して、神の知恵によって描かれた創世記 1 章が 

「神の永遠のご計画の全貌が示されている章」だということが 

だんだんと、はっきりと、如実に明らかにされると思います。 
 

― 霊の目を開いて理解をするための唯一つの方法 ― 

 「ֵׁשם ְיׁשּוָעה」
「イェシュアの御名」 この御名を呼べば霊の扉が開きます。 

私事ですが、セレブレイト・スッコートの前に、歯が痛くなりました。

これはひょっとしたら中止になるかもしれないと思い 

と呼んだのです。そうしたら痛みから解放「ֵׁשם ְיׁשּוָעה」

されて事なきを得ました。これは緊急の場合ですけれど、 

霊的なことばを理解するときは、とりわけ、「ֵׁשם ְיׁשּוָעה」

と呼び求めます。 

本日は、「ִהֵּנה ַמה־ּטֹובヒネマトブ」という賛美とともに 

 。と呼びました「ֵׁשם ְיׁשּוָעה」

神がそれを開いてくださっていると思います。 

イェシューアー     シェーム 

イェシューアー    シェーム 

イェシューアー     シェーム 

イェシューアー     シェーム 
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創世記 1 章 1 節 

はじめに 神が天と地を創造された （新改訳 2017） 

初めに神は天と地を創造された （聖書協会共同訳 新共同訳） 

In the beginning, God created the heavens and the earth. 

ִהים ָּבָרא ְּבֵראִׁשית ָהָאֶרץ  ְוֵאת ַהָּׁשַמִים ֵאת  ֱא  
 

ここに、神の仕掛けた物凄い奥義とイェシュアがふんだんに証しさ

れています。ヘブル語から、神の仕掛けを読みほどいて行きましょう。 

 「はじめに」ְּבֵראִׁשית

ִהים  「神が（複数形）」ֱא

  「天」ַהָּׁשַמִים

תְואֵ  「と・and」 

  「地」ָהָאֶרץ

 「を（目的格を示す～」ֵאת 

 

ベレーシート 

エローヒーム 

 「神が創造した」＝「創造した」��「創造された」ָּבָרא

ハッシャーマイム 

ヴェエート 

ハーアーレツ 

エート 

バーラー 

それでは早速、創世記 1 章 1 節のテキストを見てみたいと思います。 

原文も、七つのことば 

から構成されています。 
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一つ一つを味わいながら、どのようにイェシュアが証しされている

かを見て行きたいと思います。 

アシュレークラスでは、創世記 1 章 1 節を「聖書全体の表題」とし

ました。 今までの注解書では出てきません。 

実は、1 節を原語で味わっていましたら、創世記 1 章 1 節が全体の

表題になっているのではないかと気づき始めました。 

１節と２節は、つながっていると思っていたので初めから気づいた

わけではありません。味わうごとに、本にも本の内容を知るための 

表題があるように、1 節は聖書全体の表題で、 

創造のみわざは２節から始まるのだと気づいたのです。 
 

― 創世記 1 章 1 節は、七つのことばから成る聖書の表題 ― 
ｋ 

ִהים ָּבָרא ְּבֵראִׁשית ָהָאֶרץ ְוֵאת  ַהָּׁשַמִים ֵאת  ֱא  

はじめに 神が天と地を創造した。 

 

聖書全体が 

表題のことばの中にすべて組み込まれているわけです。 

検証していきましょう。 

ベレーシート バーラー エローヒーム エート ハッシャーマイム ヴェエート ハーアーレツ 

※ヘブル語は右から読んでください。 
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―「表題」の 1 節を文節に分けてみますー 

主語は「神」、述語は「創造した」。「神が創造した」わけです。 

何を創造したかというと、「天と地を創造した」ということです。 

ִהים 」  神」は複数形ֱא

動詞「 ָּבָרא創造した（三人称単数）」 

主語が複数形で動詞が単数形です(*_*;。 

ユダヤ人たちは、この複数形はなんだ??と考えました。 

きっと人間の意図する複数形ではなくて、畏敬的存在を示す 

強調表現として複数形を使っているのだと解釈しました。 

しかし聖書の神は、イェシュアを通して、すでに証しされています。   

この神は「三」です。三つの神様がいるのではなくて「三」です。 

「三」であり、１+１+１＝１の神「三一の神」、不思議な表現です。 

イェシュアを通して「父」がいる、「父」の表現として「御子」が 

神のかたちとして表わされています。御子イェシュアが死からよみ

がえられて、私たちの中に霊となって入ってきたことで「御霊」とい

う「聖霊」が「キリストの霊」また「御父の霊」を一つにまとめて、

すべてを含んだかたちで私たちの中にいるのです。 

エローヒーム 

バーラー 
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「御霊」と「キリストの霊」とそして「御父の霊」は一つです。 

「三一の神」は一つです。「相互内在」といいます。 

お互いに相手の中に、御父は御子の中に、御子は御父の中に、聖霊も

イェシュアの中に、生まれた時から聖霊が入り造り出しています。 

そして、イェシュアはよみがえって、創造主なのに、最初の被造物と

なりました。「いのちを与える御霊」となって私たちの中に入ってい

ます。イェシュアは私たちの内にいると同時に天にもいるのです。 

「同時同存」です。「天」と「地」を結んでいる不思議な方なのです。 

― なぜ「 ָּבָרא創造した」という文字?? ― 

これについて解説している人を見かけません。 

答え:三つの文字が「父」と「子」と「聖霊」を啓示する頭文字です。 

 ּבָ   ָר   א
 

 

 三一の神は、行為が一つ、この文字の中に「創造したָּבָרא 」

バーラー 

子 

ベーン 

霊 

ルーアッハ 

ןּבֵ  ּוחַ ר  באָ    
父 

アーヴ 

バーラー 
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「御父」も「御子」も「聖霊」もいることを表しています。  

天と地を造られた神、「御父」と「御子」と「御霊」が「創造した」

と見事に文字で表現しています。 

ヘブル語の動詞の時制は二つ「完了形」と「未完了形」です。 

― 完了形は「すでに終わった。」― 

ヘブル語の完了形は、まだなされていないことも、必ずそうなると 

決定しているときは「完了形」を使います。不思議ですよね。 

それはヘブル語が神を表現する「神のことば」だからです。  

ヘブル語は、三人称単数が基本形です。 

英語は、一人称単数「わたし」が基本形、三人称「彼」になると変化

します。 

ヘブル語は神を中心とした原語で「三一の神」の「三人称単数」が 

基本です。ヘブル語は御子を現わす原語で、特殊なことばです。 

ヘブル語は、人間中心（ヘレニズム）ではなくて、 

 神中心（ヘブライズム）の原語です。 

最初の動詞「ָּבָרא創造する」は、神にしか使いません。 

主語が人間の場合は、使わない動詞です。 

バーラー 
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人間も材料があれば物を作りますが、その場合「ָעָׂשה作る・造る」

とか「 ָיַצר形造る」を使い「ָּבָרא創造する」は使いません。 

旧約の中に、創造のことば、「神の言葉」を「父」と記す箇所があり

ます。  

申命記 32 章６節 

主はあなたを造った（ָקָנה）父ではないか。 

主はあなたを作り上げ（ָעָׂשה）、あなたを堅く立てた方ではない

か。 

イザヤ書 64 章 8 節 

しかし、今、【主】よ、あなたは私たちの父です。 

私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師（ָיַצר）です。 

私たちはみな、あなたの御手のわざです。 

マラキ書２章 10 節 

私たちすべてには、唯一の父がいるではないか。 

唯一の神が、私たちを創造された（ָּבָרא）ではないか。 

アーサー 

ヤーツァル バーラー 

カーナー 

アーサー 

ヤーツァル 

バーラー 
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「創造された」のが「父」と言っている場所が三か所あります。でも

「御父」は一切手を動かしていません。創造しているのは「御子」で

す。「御子」だけが「御父」の想い、「わたしがすること」を実際に 

された方です。ですから不思議な啓示だと思います。 

「主よ、あなたは私たちの父」と言っていますが、「父」が直接に 

造られたのではなくて、御子を通して造られたということです。 

それはイェシュアが来て、それから、パウロの時代になって、 

パウロが主の奥義、からくりを解き明かして開かれました。  

それは御子がすべてを造ったということです。 

「すべてが御子によって、御子が父を表現する方として造られた」 

これは後でまた学んでいきたいと思います。順序としては、 

まず、「御父」がいなければ表現することはできません。 

アブラハムとイサクのことを考えてみてください。 

アブラハムはいろいろな財産を得ました。 

イサクはその豊かな財産をすべて譲り受けました。 

イサクは何もしないでアブラハムからすべて受け取りました。 

イェシュアも御父のものをすべて譲り受けて表現する存在です。 

「御霊」は「御父」と「御子」の関係を支えている存在です。 
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― 1 章 1 節の最初のことば「はじめに」 ― 

 「はじめに」ְּבֵראִׁשית

この中に、イェシュアが証しされていると知ったのは、ヘブル語を 

学ぶようになってしばらくしてからです。 

 ּבְ   ֵראִׁשית 
 

 頭・かしら（男性名詞）רֹאׁש
初穂は女性名詞です。初穂は地から生み出るのですね。  
 

Ⅰコリント人への手紙 15 章 20 節 

しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として死者の中からよみが

えられました。 
 

聖書は、死んだ者を眠った者と言います。それは必ず起きるからです。 

眠った者の初穂として、死者の中からよみがえられたとあります。 

「初穂」の後には、初穂に続く者がたくさん出てきます。 

ベレーシート 

～よって 

ベ レーシート 

初穂・最良のもの・初子 
（女性名詞） 

ローシュ 
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イェシュアの後、誰一人目、見える形でよみがえられた者はいません。 

やがてイェシュアが「空中再臨」されると、眠っていた者たちや 

地上に残されている者たちは引き上げられて、一瞬にして霊のから

だ、イェシュアと同じよみがえりのからだに変えられます。 

「地上再臨」も同様です。旧約の人たちは多くよみがえるでしょう。 

キリストが「初穂」ということは、彼が死なれたことを、 

よみがえられたとは、死んでいることを前提とします。 

死んだということは、イェシュアが「人」となられたことを意味しま

す。どのように「人」が「初穂」としてよみがえられたかと言えば 

「人」となられて受肉したときから始まっています。 

受肉から死を通って三日目によみがえり、昇天して着座に至るまで、

この一連の贖いの出来事によって、神が天と地を再創造する聖書の

全体的流れを、1 章 1 節の中に凝縮しているのです。 

ですから１節の「創造」は、無から有ではなく、神の贖いを含んだ 

「再創造」をして、「神と人がともに住む」という神の宣言なのです。 

無から有を生じさせることも、もちろん神はなされますが、 

1 章 1 節「はじめに」は、「死からよみがえられたイェシュアによっ

て」神が創造（再創造）するという意味があり、「贖いの概念」を 
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含んでいるのです。 

そして、「ֵראִׁשית」にもう一つの見方があるのを知りました。 

「アラム語訳」の聖書では、 

「主は知恵を持って天地を創造された」 

と訳されているそうです。 

これは「ユダヤ人からみたキリスト教」を訳した、手島勲矢氏の書い

た論文の中にあった情報です。 

アラム語訳の聖書を確認することはできませんが、私にとって 

この情報は衝撃的なものでした。 

「知恵」と訳せる理由として、「ֵראִׁשית」を、箴言８章 22-31

節に基づいて知恵を意味するָחְכָמהと理解したためと説明して

いるのです。箴言 8 章 12 節に「ִני־ָחְכָמה  わたしは知恵

である」が出てきます。 

「わたしは知恵」という方によって天と地は創造された 

という解釈になるのです。  

すべてのものはこの知恵である方によって造られている。 

レーシート 

レーシート 

ホフマー 

ホフマー   アニー 

 אֲ 
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再創造も、無から有を生じさせる創造もすべてこの 

「知恵であるイェシュアによって」創造されている。 

知恵は「イェシュア」となって現れます。 

知恵はことばです。ことばが「人」となったとは、知恵のことばが「人」

となったということです。 

イェシュアは知恵を持ち、その知恵は神の知恵です。この世の知恵で

はありません。 

箴言８章 22-31 節に突如、「わたし」という潜在的存在が登場しま 

「わたし」こそ知恵を生み出す「ִני־ָחְכָמה  わたしは知恵」、 

22 節から「わたし」がたくさん出てきます。 
 

箴言８章 22-31 節 

22 【主】は、ご自分の働きのはじめに、そのみわざの最初に、 

わたしを得ておられた。 

23 わたしは、大昔に、初めに、大地の始まりの前に、立てられて 

いた。 

24 まだ深淵もなく、水のみなぎる源もなかったとき、 

わたしは生み出された。 

 אֲ 

ホフマー   アニー 

す。 
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25 山が立てられる前に、丘より先に、わたしは生み出された。 

26 主がまだ地も野原も、 

世界の最初のちりも造っておられなかったときに。 

27 主が天を堅く立てられたとき、わたしはそこにいた。 

主が深淵の面に円を描かれたとき、 

28 上の方に大空を固め、深淵の源を堅く定められたとき、 

29 海にその境界を置き、その水が主の仰せを超えないようにし、

地の基をさだめられたとき、 

30 わたしは神の傍らで、これを組み立てる者であった。 

わたしは毎日喜び、いつも御前で楽しんでいた。 

31 主の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。 
 

●8 章 22 節 「わたしを得ておられた」ָקָנה（得る・創造する）

という不思議なことば、創造したという意味にもなるようです。 

●８章 23 節 「 立てられた」は、詩篇ָנַס 2 篇の中に出てきま

す。 

詩篇２篇６節「わたしが わたしの王を立てたのだ。」 

カーナー 

ナーサフ 
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つまり、そういう役職を与えた、任命したということです。  

私たちのイメージで「得た」「立てられた」のと少し違います。 

すべての存在する前に、「わたし」はいたのです。 

「わたし」が、多くのものを造られる時に存在しているのです。 

●8 章 30 節 「わたしは神の傍らで、 

これを組み立てる者ָאמֹוןであった。」 

とは、創造する者であったということです。自分は創造者という

ことです。「組み立てる者」、「名匠」「熟練工」の訳があります。

人のからだは、現在医学でも解明しきれないほど、精巧に造られ

ています。しかし、造った者がいるのです。 

そういった存在を「わたしは毎日喜び、いつも御前で楽しんでい

た。（8:30）」とあります。イェシュアは創造主でありながら 

同時に眠った者の初穂となっていく被造物なのです。 
 

数学的に「 創造主＝被造物 」が成り立つ世界です。 
 

教会の歴史の中では、何百年も神学論争をしています。 

論争することによって、霊的ないのちが失われてしまったのです。 

アーモーン 
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一応、片はついたものの、未だにその論争の流れはあります。 

創造主でありながら被造物、 

       どのように受け止めますか。 

理性やたましいで受け止めると、パンクしてしまうのですが、 

霊の中では、受け入れられるわけです。 

たましいと霊を切り分けて、霊の中でわたしたちが神の世界を知る、

神の世界は霊の世界、そこを見分けて、 

霊によって神の知恵を知らなければ、歪められてしまうのです。 

 の二つの面「ֵראִׁשית」

 

 

 
 

イェシュアが人知では到底、計り知れない神の知恵をもって、 

「神のことば」を語り、神様のご計画を話します。 

しかし、多くは理解できません。奥義だからです。知恵を持っている

からです。イェシュアはたとえで話します。彼がなされた多くの奇跡

は、メシア王国が来た時にどうなるかというデモンストレーション

レーシート  

「初穂」として、復活の霊によ

って神と人が新しくともに

住む家を完成させる 

「知恵である方」によって 

「知恵をもって」神と人がとも

に住む家を創造する 
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です。数々の「御国の話」はたとえ話です。 

弟子たちが「それはどういう意味ですか」と聞かなければ、解き明か

しがありません。神に心を開かなければ「神のご計画、みこころ、 

みむね、目的」は知らされないという知恵を持って語っています。 

分かりやすく、分かりやすく、教えてくれる方ではありません。 

詩篇 81 篇では、アサフが語った、私がまだ知らなかった言葉を 

聞いたという不思議な表現が出てきます。 

その知らなかったことばと訳されたヘブル語はָׂשָפהです。 

本来は、「口で語られる・話しことば」を意味します。 

たとえ話のことです。 
 

なぜイェシュアは「御国の奥義」をたとえで語るのでしょう。 

それは私たちを試すためです。  

神の語られることばの真意を、私たち自身が尋ね求めなければ、 

悟る道は閉ざされてしまう「語りかけのことば」です。 

神の奥義を尋ね求める者にしか啓示されない、それが神の知恵です。 

その知恵によって、天と地、即ち、神と人がともに住む家が建てられ

るのだと、1 章 1 節の中で込められているのです。 

サーファー  
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― 旧約聖書は「本体」を表す影であり、型 ― 

創世記 1 章もほとんどが「たとえ」です。 

ですから、そのまま字義通りに「理解の型紙」で読んでしまうと 

的を外していきます。 

多く時間を費やした歴史の中で「奥義」として読むことなく、 

文字のまま解釈しているために、神のご計画が語られているのにも

関わらず、理解されていません。これが神の知恵です。 

アサフが、「私はまだ知らなかったことばを聞いた」と言います。 

（詩 81:5）それは霊によらなければ分からないことばです。 

また、ヘブル語を使うユダヤ人でも「イェシュア」という実在がない

と解けません。これも神の知恵です。 
 

―「天と地」を表す部分にも、イェシュアが証しされています。― 

ָהָאֶרץ ְוֵאת 「その地を」 ַהָּׁשַמִים  ֵאת 「その天と」 

ｌ 

    を構成する二つの文字אとת、アーレフベートの最初 

と終わりの文字です。ֵאתだけでは意味はありません。 

ハッシャーマイム エート ヴェエート ハーアーレツ 

 ֵאת
エート 

アーレフ ターヴ 

（ヘブル語のアルファベット） 
エート 
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イェシュアは言いました。「わたしは最初であり、最後である。 

わたしは初めであり、終わりである。歴史の始めから終わりまで存在

する者であり、初めから終わりまで歴史を司っているものである」 
 

黙示録 22:13 

わたしはアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。

初めであり、終わりである。 
 

つまり、初めから終わりまですべてを支配している、時間を支配して

いるものだという宣言です。それをֵאתで表しています。 

もう一つ、「 ְו」という接続詞が出てきます、「天と地」の「と」です。 

これは「天」と「地」をそれぞれ造ったというのではなくて、  

「天」と「地」を結びつけるもの、 

「天」と「地」を結び合わせる接続詞です。 

連結するそのことばの本体、神と人が一つになっている存在は、 

イェシュアしかいないのです。ですから「 ְו」一文字の接続詞は、 

イェシュアを啓示しているのです。 

エート 

ヴァーヴ 
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ヤコブがハランに自分のお嫁さんを見つけに行く箇所で、 

ある時石を枕に眠っていると夢で、天が開けて地と結ぶ梯子を見ま

した。その梯子がイェシュアです。（創 28:12）。 

天と地を結ぶイェシュアは、受肉して、およそ 30 歳で洗礼を受けま

す。この時、全人類を取り込みました。 

御父は「わたしの愛する子」と言い、天が開けて聖霊も彼の中に降り

て来て、最初の人を終わらせるための働きを助けています（ルカ 3:

21-22）。 

そして、十字架にかかり、三日目によみがえって「いのちを与える御

霊」となって人間の中心、ただ中に入ったのです。神はその霊から 

 וְ  
 

梯子 

30 歳 

（全人類を取り込み） 

わたしの

愛する子 
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私たちを新創造するわけです。 

無から有ではありません。私たちの機能不全を起こしていた霊の中

に「三一の神の霊」が入ってきて、霊をもう一度回復させて、 

私たちを新しくします。 

携挙では、たましいとからだの新創造が、完全に実現するのです。 

一瞬にして心もからだも御霊のからだになることができます。 

エレミヤ書 31 章 31 節「新しい契約」の成就です。  
 

エレミヤ書 31 章 31 節、33 節 

31 見よ、その時代が来るー【主】のことばー。そのとき、わたし

はイスラエルの家およびユダの家と、新しい契約を結ぶ。 

33 ・・わたしは、わたしの律法を彼らのただ中に置き、 

彼らの心にこれを書き記す。 

わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。 
 

― 40 日間の顕現 ― 

イェシュアが復活後「秘密の昇天」をします。その夕方帰って来て 

息を吹きかけて、「聖霊を受けよ」と言って弟子たちの中に入ります。 

イェシュアが人々の中に霊として入ったのです。 
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それと同時に、外側からいろいろな人に 40 日間、顕現します。 

それからもう一度、「神の国の福音」を語ります。 

自分が生きていることを、徹底的に示しているのです。 

そして 40 日目に、今度は公に昇天して神の右に着座され、天の御座

から 10 日目に力としての聖霊を弟子たちに着せます。 

これが「聖霊によるバプテスマ」と言われるものです。 

弟子たちは内に秘めていた聖霊だけではなくて、外側からも権威を

与えられました。それからは、死さえも恐れることなく、キリストを

証ししていきます。これをπίμπλημιと言います。 

イェシュアが私たちの内側にも、外側にもいるのです。 

わたし（イェシュア）の名によって二人でも三人でもいるところには、

あなたがたの中にいるという現実と、また天にも同時にいるのです。 

私たちの中にいる「キリストの霊」である御霊は、「キリストのかた

ちと似姿」に造り変えられるようにとりなしています。 

天におられるイェシュアは、サタンによる妨害から圧倒的な勝利者

となるようにとりなしています。 

天と地は、神と人がともに生きるためにイェシュアが結んでいます。

ピンプレーミ 
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イェシュアそのものがインマヌエルという不思議な存在です。 

天と地は、神と人がともに住む家です。 

天と地を結ぶイェシュアが1章1節で、私たちにもたらしています。 

凄い内容が入っている 1 章 1 節です。 
 

聖書では、神と人がともに住む家は、「エデンの園」、「モーセの幕屋」、

「ダビデの幕屋」、「ソロモンの神殿」になっていきますが、 

本体の「イェシュア」に向かって歴史が進んでいきます。 

隠されたかたちで、イェシュアから教会が生まれ 

「メシア王国」が生まれてきます。  

最終的な「新しいエルサレム」は、初めから神のヴィジョンとして 

歴史の始まる前からあるものです。 

天ではすでになされている現実が、天から地に降りてきます。 

神のシナリオのいきつくところ「新しいエルサレム」は 

宝石と真珠で満たされています。 

私たちが造り変えられて教会は真珠になり、イスラエルの残りの民

は宝石になって土台を建設するというヴィジョンです。 

最終的なかたちに、神が造り変えられることを表しています。 
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― 1 章 1 節の数の世界 ― 

ִהים ָּבָרא  ְּבֵראִׁשית ָהָאֶרץ  ְוֵאת ַהָּׁשַמִים ֵאת ֱא  
 

創世記 1 章 1 節は、七つのことばから出来ています。 

「モーセの幕屋」中にある燭台のともしび皿は七つです。 

前半 ִהים ָּבָרא  ְּבֵראִׁשית ֱא  の文字数は 14 文字です。 

後半 ָהָאֶרץ  ְוֵאת ַהָּׁשַמִים ֵאת  の文字数は 14 文字です。 

マタイの福音書 1 章 17 節、14 代、14 代と出てきます。 

「14」は、 ָּדִוד王を指し示す「ダビデ」のゲマトリアです。 

ַהָּׁשַמִים ֵאת で七つ、 ָהָאֶרץ ְוֵאת も七つで構成されています。 
 

― Ἰησοῦς 888 「8」― 
「仮庵の祭り」日曜日から始まって日曜日で終わります。 

七日間続いて、プラス 1 日で、8 日間にわたる祭りです。 
 

ヨハネの福音書 7 章 37－38 節 

さて、祭りの大いなる日に、イエスは立と上がり、大きな声で言われ

た。「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。 

ダーヴィド 

イエスース（イェシュアのギリシア名） 
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わたしを信じる者は、聖書が言っているとおり、その人の心の奥底か

ら、生ける水の川が流れ出るようになります。」 
 

8 日目、この祭りの大いなる日の数字は「8」です。 

この数は、神と人との新しい関わりを象徴する意味です。 

神は創世記で、第 6 日で人間までを創造し、7 日目に休みます。  

人も休みます。8 日目は神と人との新しい事柄が始まる数字です。 

●「８日目の割礼」 

イスラエルの民が新しく生まれた男子に契約の印である割礼を施

すのは生後 8 日目です。イェシュアも 8 日目に割礼を受けていま

す（ルカ 2:21）ので、ユダヤ人です 

神の創造は 6 日目に終わり、創造を休まれるときのために 7 日目が

あり、そして旧約にはない第 8 日目があるわけです。 

「8」は御国が完全に実現する救いと、イェシュアがメシアであるこ

とを象徴する数で、神と人が住む最終的な関わりを表しています。 

旧約の歴史の中に、新しいことが始まる時に「８」が出てきます。  

●ノアの洪水後 8 人の家族が新しい時代を担います。 

●イェシュアの先祖であるダビデは、エッサイの子の 8 番目の子 
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（Ⅰサムエル記 16:11）です。 

●イェシュアはエルサレム入城後、8 日目の週の初めの日、日曜日

に復活されました。（ルカ 24:1） 

●復活後 8 日目に、トマスはイェシュアを「私の主、私の神よ」 

（ヨハネ 20:28）と告白しました。 

これは偶然ではありません。神の配剤にはすべて意味があります。 

 愛する ゲマトリア「8」ָאַהב
イェシュアが洗礼を受ける時に御父は 

「わたしの愛する子 わたしはあなたを喜ぶ」（ルカ 3:22）と言い

ます。「ָאַהב愛する」のゲマトリアが「８」です。 

最終的な御父と御子イェシュアの関係は「ָאַהב愛する」です。 

神と人が共に住む家は「御子と御父の関係」にすべてが納まる

 。愛の関係です「愛するָאַהב」

「８」は、2×2×2＝８として、立方体の体積を表します。 

天から地に降りて来る「新しいエルサレム」至聖所そのものです。 

アーハヴ 

アーハヴ 

アーハヴ 

アーハヴ 
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このように考えると、仮庵の祭りの終わり、大いなる 8 日目を聖な

る日として特別に祝うということはとても意味のあることだと思い

ます。「セレブレイト・スッコート」も最後が重要です。 

●8 日目は「永遠の御国」「メシア王国」「新しいエルサレム」の象徴 

今までの 7 日目の安息日を全く無くして「永遠の御国」「メシア王国」

「新しいエルサレム」における安息が約束されていることが示され

ています。 

神に感謝を献げ、「御国」が実現するように祈り求めることは、 

教会にとってとても大切なことです。 

イェシュアの誕生を祝うことも大切でしょう。 

しかし、それ以上に大切なことは、神のご計画のいきつくところに、

教会がいきつくことです。 

もしも、「御国の福音」を知らせていない教会があるとするなら、 

その教会は真の「みことばの務め」をしていないと言っても過言では

ありません。 

教職者が軽んじるのであれば、主にある祭司として、 

皆さんが、身近な人に伝える者として起こされてくるのでしょう。 

クリスチャンとして、神のご計画を知れば知るほど、大きな使命に目
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覚めていくものです。 

新しいものを造り出しましょう。それが祭りです。 
 

習慣化された「主の祈り」ですが、本当は、「デイリーブレッド」と

して祈るものではありません。ご存知でしょうか。 

「日ごとの糧」と訳された「日ごと」の原文は 

「ἐπιούσιος 定めた」という意味です。 

神が定めておられる「私たちが知らなければならない糧、神が私た

ちに教えられる、食べなければならない糧を、与えてください。」

という祈りです。 
 

「セレブレイト・スッコート 8 日間」の時間を作るだけでも、 

物凄く大きなチャレンジを必要としますが、 

「仮庵の祭り」を創造的に持つことは、本当に意味のあることだと思

います。 

 

エピウーシオス 
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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。 
 

「後のこと」と「まだなされていないこと」は、同じことを別なこと

ばで表現するパラレリズムです。 

将来起こること、終わりのこと、神のご計画の最終ステージに起るこ

とが初めから告げられている、 

その意味で創世記 1 章 1 節は預言的です。 

私たちは聖書を詳らかに調べて注意深く読まなければなりません。 

そして神のご計画の全貌を悟らなければならないのです。 

これは自然に聖書を読んでいたら分かるという話ではありません。

神の知恵として、イェシュアは「たとえ話」で語っています。 

神は隠しているのです。 
 

聖書は初めから、神が最後に実現することを繰り返し、繰り返し、 

たとえを通して啓示しています。 

歴史の中で何度も何度も繰り返しながら、最終地点にいきつきます。

今日のまとめ 
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終わりに近づけば近づくほど、サタンの反撃も凄く、海も強く荒れて

くると思います。  
 

聖書の全体像を知るにつれ、クリスチャン生活の歩み方が決定的に 

凌駕されてきます。クリスチャン一人一人もますます強くなって、 

教団教派の枠を超えた、神に召された者たちが目覚めてくるでしょ 

本来、εκκλησίαは、神の作品、神の傑作と言われる創造的なも

のなのです。（エペソ 2:10） 
 

少しずつ少しずつ終わりに近づけば近づくほど、 

いのちが溢れて、神の時に引き上げられるでしょう。 
 

教会に洗礼という証拠の紙があるから携挙されるのではありません。

新しくされているかどうかの問題です。 

天には、私たちが見ることのできない神の書類があるのです。 

携挙される人は、新しく造られた者として生きています。 

そうでない場合には取り残されます。やり直しかもしれません。  
 

神のご計画に、もっともっと関心を深めて前進するなら、 

エックレーシア 

う。 
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「仮庵の祭り」は、凄まじい力を培う祭りになると思います。 
 

 8 日間、私たちがどれほどのいのちに満たされるかを実体化する

なら次につながっていくでしょう。 
 

いのちはつながっていく、つながって増し加わって行く、 

ウイットネス・リーは「増殖」という言葉を使っています。 
 

いのちは、増殖して流れて行く。 
 

私たちも、 

「いのちの流れに加えられていけばいいなぁ」と思いながら、 

第一回目を終わりたいと思います。 
 

 

アシュレークラス 

第一回セレブレイト・スッコート 

第 1 回 

2022．10．9 

空知太栄光キリスト教会 

銘形秀則 


