
●このたび、⾦聖圭(キム・ソンギュ)牧師の呼びかけで、韓国のイースト・ウィンド代表の⾦(キム・ウヒョン)監督を招いての

「荒野の学校」が、ジーザス・コミュニティ⽯狩教会と空知太栄光キリスト教会との共催で、深川市⾳江の⻘年の家で開催され

ました。ウヒョン監督は「荒野の学校」を韓国で主催しておられ、私たちはそこでの教えの⼀部を今回拝聴することができまし

た。その内容は新鮮、かつ深遠で、啓発に満ちたものでした。今後も引き続き北海道で「荒野の学校」が開かれていくようにと

願っています。レポートの内容は、今回語られた以下の四つの項⽬(左下の「概要」参照)についてまとめたものです。 

概 要 
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1.  「荒野の学校」とは 
   はじめに 

●「荒野の学校」について理解するための四つの聖句があります。その四つの聖句は以下の通り

です。(1) 黙⽰録12:13〜14  (2)出エジプト19:3〜4 (3) 申命記8:2〜6 (4) マルコ1:12 

これらの聖句を知ることで、「荒野の学校」が⽬指そうとしている⽬的が⾒えてきます。 

  (1)  ヨハネの黙示録 12章13～14節 

  13 ⾃分が地上に投げ落とされたのを知った⻯は、男の⼦を産んだ⼥を追いかけた。 

  14 しかし、⼥は⼤鷲の翼を⼆つ与えられた。⾃分の場所である荒野に⾶んで⾏って、そこで 

       ⼀時と⼆時と半時の間、蛇の前をのがれて養われるためであった。 

●13節の「⼥」とは「イスラエル」であり、また「教会」を意味します。⼥は、荒野にある⾃分

の場所(そこは神によって備えられた場所)へ⾶んで⾏くために⼤鷲の翼を⼆つ与えられました。そ

して、荒野に⾏く⽬的は、蛇から逃れて、ある期間(⼤患難の三年半の間―1260⽇)、神のみこと

ばによって養われるためでした。17節には「⻯は⼥に対して激しく怒り、⼥の⼦孫の残りの者す

なわち、神の戒めを守り、イエスのあかしを保っている者たちと戦おうとして出て⾏った。」と

あります。「⼥の⼦孫の残りの者」とは、「神の戒めを守る者たち」(ユダヤ⼈)、「イエスのあか

しを保っている者たち―⽇々⼗字架を背負う者たちー」(教会)で、これらの⼒は荒野において与え

られるものです。これが「荒野の学校」の存在の理由です。 

 

 (2) 出エジプト記 19章3～4節 

●「荒野」は神の⺠を養う場所です。これは出エジプト記19章にも記されています。 

  3   モーセは神のみもとに上って⾏った。【主】は⼭から彼を呼んで仰せられた。「あなたは 

       このように、ヤコブの家に⾔い、イスラエルの⼈々に告げよ。 

  4   あなたがたは、わたしがエジプトにしたこと、また、あなたがたを鷲の翼に載せ、わたしの 

       もとに連れて来たことを⾒た。 

●神はシナイ⼭においてイスラエルの⺠を「祭司の王国」「聖なる国⺠」とするために「律法」

を与えられました。この時は「第三の⽉の新⽉」の⽇でしたが、その⽇は後の「五旬節」(ペンテ

コステ)に当たります。この五旬節に聖霊が注がれることで、イエスの語ったみことばの意味が開

かれはじめました。 

●使徒パウロはコリント⼈への⼿紙第⼀12章で「御霊の賜物」について記しています。それによ

れば、「知恵の賜物」「知識の賜物」「信仰の賜物」「いやしの賜物」「奇蹟を⾏う賜物」「預 

 
 

 1.「荒野の学校」とは 

  2.「イエスの油注ぎ」 

   〔使命〕とは  (2頁) 

  3.「イスラエルの回復」 

     とは     (3頁) 

  4.「イエスの語られた 

   福音」とは   (5頁) 

  5. 参加者のあかし(6頁)      
       高田 美樹子姉 

       平石 有紀子姉 

「荒野の学校」の特徴は、乳や離

乳食で満足している幼児から、堅

い食物を食べることのできる大人

への成長を目指しているために、

学びでは、多くの聖書のみことば

が引用され、関連づけられます。 
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⾔の賜物」「霊を⾒分ける賜物」「異⾔の賜物」「異⾔を解き明かす賜物」と続きます。多くの⼈々は⽬に⾒える「いやしや

奇蹟の賜物」などに注⽬しがちですが、このリストの冒頭に、「知恵」と「知識」の賜物があげられていることは重要です。

この⼆つの賜物は、神のことばを正しく理解し、結び合わせて、みことばの奥に隠されている神の秘密(啓⽰、奥義)を解き明

かす賜物だからです。 

 

  (3)  申命記 8章2～6節 
 2  あなたの神、【主】が、この四⼗年の間、荒野であなたを歩ませられた全⾏程を覚えていなければならない。それは、 

 あなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの⼼のうちにあるものを知るためであった。 

 3  それで主は、あなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを⾷べさせられた。 

   それは、⼈はパンだけで⽣きるのではない、⼈は【主】の⼝から出るすべてのもので⽣きる、ということを、あなたに 

   わからせるためであった。 

   5 あなたは、⼈がその⼦を訓練するように、あなたの神、【主】があなたを訓練されることを、知らなければならない。 

   6 あなたの神、【主】の命令を守って、その道に歩み、主を恐れなさい。 

●申命記8章で重要なことは、神の荒野での訓練の⽬的が、⼈はパンだけで⽣きるのではなく、【主】の⼝から出るすべての

もので⽣きることを悟らせるということでした。ですから、あなたの神、【主】の命令を守って、その道に歩み、主を恐れる

ようにと命じています。そうするならば、神である主が、「良い地」に導き⼊れると約束しています(7節)。主の声に従うこ

と(従順)を学ばせる場こそ、神の⺠に備えられた「荒野」なのです。 

 

  (4)  マルコの福音書 1章12節 
  1:12 「そしてすぐ、御霊はイエスを荒野に追いやられた。」 

●マタイの福⾳書4章1節では、「さて、イエスは、悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて荒野に上って⾏かれた。」とあ

ります。神のことばに⽣きるその⽣き様を、私たちはイエスに⾒ることができます。イエスは宣教を開始される前に、御霊に

導かれて「荒野」で訓練される必要があったのです。私たちも、荒野において、神のみことばを「聞く」という訓練を受ける

のです。その訓練によって整えられてはじめて、サタンの誘惑に打ち勝つことができるからです。 

 

 

 

●聖霊の油注ぎという⾔葉は良く聞きますが、「イエスの油注ぎ」という⾔葉はあまりなじみがありません。しかしこの「イ

エスの油注ぎ」はきわめて重要な鍵です。 

●「油注ぎ」というのは、上から注がれるものです。御⼦イエスが油注がれたその油は、御⽗のみこころを実現するためのも

のであり、それは、「使命」とも⾔い換えることができます。イエスの使命はイザヤ書49章6節に、明確にメシヤの使命とし

て預⾔されています。 

   主は仰せられる。「ただ、あなたがわたしのしもべとなって、ヤコブの諸部族を⽴たせ、イスラエルのとどめられている 

   者たち(新共同訳「残りの者」)を帰らせるだけではない。わたしはあなたを諸国の⺠の光とし、地の果てにまでわたしの 

   救いをもたらす者とする。」(新改訳) 

この聖句には、以下のようにメシヤとしてのイエスの⼆つの使命が語られています。 
 

    (1) イスラエルの残りの者を連れ帰らせること  〔イスラエルの回復〕 

     (2) 諸国の⺠の光として、地の果てにまで神の救いをもたらすこと 〔異邦⼈伝道〕 
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2.  「イエスの油注ぎ」(使命)とは 



●この⼆つのメシヤの働きを実現することが、イエスの⽗のみこころであり、イエスの油注ぎはこの働きを実現するため

のものです。イエスの弟⼦たちはメシヤがイスラエルを回復することを知っていたのです。ですから、使徒の働き1章で弟

⼦たちは、イエスに次のように尋ねたのです。使徒の働き1章6〜8節(新改訳改訂第３版) 

  6「主よ。今こそ、イスラエルのために国を再興してくださるのですか。」 

  7 イエスは⾔われた。「いつとか、どんなときとかいうことは、あなたがたは知らなくてもよいのです。それは、⽗が 

     ご⾃分の権威をもってお定めになっています。 

  8   しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは⼒を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリ 

       ヤの全⼟、および地の果てにまで、わたしの証⼈となります。」 

●イエスは弟⼦たちの質問に対して、メシヤとしての当然の働きである「イスラエルの回復」の時期については、御⽗の

特権事項であり、時が来れば必ず実現するという前提で語っています。そしてメシヤのもう⼀つの働きである「異邦⼈伝

道」について語られました。これまでキリスト教会は第⼆の働きを推進してきました。しかし、メシヤの第⼀の使命であ

る「イスラエルの回復」については無関⼼であり、⻑い間、置換神学によって、その働きに覆いをかけてしまいました。

⼀⽅、ユダヤ⼈はメシヤの第⼆の使命である「諸国の⺠の光として、神の救いを告げ知らせる」ことを理解できませんで

した。使徒ペテロは3千⼈ほどのユダヤ⼈を救いに導きながらも、異邦⼈に対する神の救いを理解することができませんで

した。ですから、神はペテロにそのことを悟らせるために特別な導きを与えなければなりませんでした(使徒10〜11章)。 

●イエスの油注ぎ(使命)とは、メシヤの⼆つの働きのためのものです。この⼆つの事柄を奥義として正しく理解した者が

おりました。それが使徒パウロです。使徒パウロはローマ⼈への⼿紙11章25節でこう述べています。 

 「兄弟たち。私はあなたがたに、ぜひこの奥義を知っていていただきたい。それは、あなたがたが⾃分で⾃分を賢いと 

 思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル⼈の⼀部がかたくなになったのは異邦⼈の完成のなる 

 時までであり、 こうして、イスラエルはみな救われる、ということです。・・・」 

●この⼆つの働きを正しく悟る時、私たちもイエスの油注ぎを受けることが出来、神の⼼を知ることによって、神のみこ

とばが開かれてくるようになります。それが、ヨハネの⼿紙の第⼀2章20, 27節が意味することです。 

 20   あなたがたには聖なる⽅からのそそぎの油があるので、だれでも知識を持っています。  

 27 あなたがたの場合は、キリストから受けたそそぎの油があなたがたのうちにとどまっています。それで、だれから 

   も教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなたがたを教えるように、─その教えは真理 

   であって偽りではありません─また、その油があなたがたに教えたとおりに、あなたがたはキリストのうちにとど 

   まるのです。」 

●聖霊は「イエスの油注ぎ」を象徴するものです。それゆえ、聖霊は私たちに真理(=イエスの使命)を悟らせるのです。 

ヨハネの福⾳書16章13節「その⽅、すなわち真理の御霊が来ると、あなたがたをすべての真理に導き⼊れます。御霊は 

⾃分から語るのではなく、聞くままを話し、また、やがて起ころうとしていることをあなたがたに⽰すからです。」 

 

 

 

●使徒パウロは多くの世代にわたって隠されてきた奥義、すなわちそれはキリストの奥義として、イエスの⼆つの使命を

正しく悟った⼈でした。彼はそれを神のみことばを通して悟ったのです。申命記4章26〜31節にそのことが提⽰されてい

ます。申命記とイエスの福⾳は完全につながっています。なぜなら、モーセの語った申命記はヨシュアに率いられた第⼆

世代に語られたものであり、それは新約時代を象徴しているからです。申命記は旧約の中の新しい契約なのです。申命記

で語られた警告と約束は今⽇のキリスト教会にも適⽤されます。ちなみに、「ヨシュア」は「イェシュア(イエス)」と同

じ意味を持っています。 
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3.  「イスラエルの回復」とは 
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●申命記32章1節に「天よ。⽿を傾けよ。私は語ろう。地よ。聞け。私の⼝のことばを。」とあるように、申命記は単にイス

ラエルの⺠だけでなく、すべての万物、異邦の⺠すべてにも適⽤される神の警告と約束なのです。その内容は4章26〜31節に

記されています。 

 26 私は、きょう、あなたがたに対して、天と地とを証⼈に⽴てる。あなたがたは、ヨルダンを渡って、所有しようとして 

      いるその⼟地から、たちまちにして滅びうせる。そこで⻑く⽣きるどころか、すっかり根絶やしにされるだろう。 

 27【主】はあなたがたを国々の⺠の中に散らされる。しかし、ごくわずかな者たちが、【主】の追いやる国々の中に残さ 

      れる。・・・・・・・・・ 

 29 そこから、あなたがたは、あなたの神、【主】を慕い求め、主に会う。あなたが、⼼を尽くし、精神を尽くして切に求め 

      るようになるからである。 

 30 あなたの苦しみのうちにあって、これらすべてのことが後の⽇に、あなたに臨むなら、あなたは、あなたの神、【主】に 

      ⽴ち返り、御声に聞き従うのである。 

 31 あなたの神、【主】は、あわれみ深い神であるから、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの先祖たちに誓った 

      契約を忘れない。 

●ここには、神のみことばに聞き従うことがなければ、裁かれ、滅ぼされることが記されています。これは歴史の中において

真実です。神の⺠イスラエルも神のみことばに聞き従うことがなかったために、裁かれ、国々の⺠の中に散らされました。し

かし、そこから再び回復されることが預⾔されています。それは神のあわれみです。イスラエルが回復される時には、イスラ

エルも教会も、再度、神の御声に聞き従うようになります。かつてなかったほどに、神のことばが開かれて来る時代になるの

です。 

●イザヤ書2章2〜3節にこうあります。 

 2  終わりの⽇に、【主】の家の⼭は、⼭々の頂に堅く⽴ち、丘々よりもそびえ⽴ち、すべての国々がそこに流れて来る。 

 3  多くの⺠が来て⾔う。「さあ、【主】の⼭、ヤコブの神の家に上ろう。主はご⾃分の道を、私たちに教えてくださる。 

   私たちはその⼩道を歩もう。」それは、シオンからみおしえが出、エルサレムから【主】のことばが出るからだ。 

●今⽇、この預⾔が実現されつつあります。かつては巡礼のためであったのが、今や、イスラエルの回復を祈るために世界中

から主の⺠がエルサレムに引き寄せられているのです。 

●イエスのメシヤとしての使命(働き)について、イザヤ書42章3節にこう記されています。 

  彼はいたんだ葦を折ることもなく、くすぶる燈⼼を消すこともなく、まことをもって公義をもたらす。 

このみことばを、私たちはしばしば「葦」のように弱い私たちを慰めることばとして、今にも消えてしまいそうな「くすぶる

燈⼼」を再び回復してくださることばとして理解しています。しかし、このみことばの本来の意味はイスラエルの回復につい

て語られているのです。 

●「葦」という⾔葉はヘブル語の「カーネ」ָקנֶהで、ギリシャ語では「カノーン」κανωνと訳されます。つまり、まっすぐ

に⽴つ葦のように、物差し、尺度、法則、原理、基準を表す⾔葉です。ちなみに、聖書の「正典」を「カノン」と⾔います。

したがって、イザヤ書の「いたんだ葦を折ることもなく」とは、折れてしまった神の律法(トーラー)を再び⽴たせて回復する

ことを意味しています。「燈⼼」も聖書(詩篇119:105)では神のみことば、すなわち神の律法を意味します。「くすぶる燈⼼

を消すこともなく」とは、メシヤが消えかけている神の律法を再び燃え⽴たせることを意味します。それゆえ、イエスの「わ

たしが来たのは律法や預⾔者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。

」(マタイ5:17)というみことばを正しく悟る必要があります。イスラエルの回復とは、みことばの回復であり、それを3節の

終わりには、「まことをもって公義をもたらす」(⼝語訳「真実をもって道を⽰す」、新共同訳「裁きを導き出して、確かな

ものとする」)と表現されています。 

●イスラエルの回復においては、確かに患難(陣痛―産みの苦しみ)が訪れます。しかしそれは真の神の⺠にとっては喜びの到

来を意味します。 なぜなら、産みの苦しみを通して新しいことが始まるからです。  
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 「わたしは盲⼈に、彼らの知らない道を歩ませ、彼らの知らない通り道を⾏かせる。彼らの前でやみを光に、でこぼこの地 

 を平らにする。これらのことをわたしがして、彼らを⾒捨てない。」(イザヤ書42:16)。 

●終わりの時代に、神はご⾃⾝の⺠にこれまで以上に霊の⽬を開かせ、神の道を歩ませ、真理の光を注いでくださるのです。 

 「主は、ご⾃分の義のために、みおしえ(トーラー)を広め、これを輝かすことを望まれた。」(イザヤ書42:21) 

にもかかわらず、「この⽅に、私たちは罪を犯し、主の道に歩むことを望まず、そのおしえに聞き従わなかった。」(42:24)

のです。私たちはこの天の⽗の苦しみに気づかなければなりません。イエスは弟⼦たちにこう⾔われました。 

 「わたしの戒めを保ち、それを守る⼈は、わたしを愛する⼈です。わたしを愛する⼈はわたしの⽗に愛され、わたしも 

 その⼈を愛し、わたし⾃⾝を彼に現わします。」(ヨハネの福⾳書14:21) 

 

 

 
 

 ローマ⼈への⼿紙 10章16〜17節 

 16 しかし、すべての⼈が福⾳に従ったのではありません。「主よ。だれが私たちの知らせを信じましたか」とイザヤは 

    ⾔っています。 

 17 そのように、信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによるのです。 

●ところでローマ⼈への⼿紙10章16〜17節で、パウロは信仰とは聞くことからはじまると述べています。その聞くべきこと

とは「キリストについてのみことば」(新共同訳は「キリストの⾔葉」)です。それは福⾳書全体を意味するものです。宗教改

⾰時代に「信仰によって救われる」ということが強調され、特に、パウロが強調した⼗字架(と復活)の赦しの福⾳だけを選び

出し、それを福⾳だと私たちは信じています。したがってイエスが福⾳書の中で語っていることば(⼭上の説教やたとえ話な

ど)を、私たちが救われるべき福⾳のことばとしては受け取っていません。⼗字架の福⾳それ⾃体は栄光に満ちたものです。

しかしそれは、イエスの語った福⾳(神の国の福⾳)の⼀部です。 

●宗教改⾰者たちは偉⼤なことを悟りましたが、残念なことに、彼らはヘブライ的概念をもっていませんでした。パウロの⾔

うキリストについてのみことばは旧約的背景をもって展開しているため、ヘブライ的視点を必要としています。福⾳を理解す

るためには旧約的背景の検証が必要なのです。特に、パウロは申命記4章を通して神のあわれみについて考えており、その視

点からローマ書を書いています。パウロの伝えようとした神の国の福⾳は、使徒の働き28章23節にあるように、「モーセの

律法と預⾔者たちの書によって、イエスのことについて彼らを説得しようとした」とあります。置換神学によって宗教改⾰者

たちもヘブライ的視点から聖書を理解することはできませんでした。特にルターは、ユダヤ⼈がイエスをメシヤとしてなかな

か信じないことを理由に、彼らを憎み、公にユダヤ⼈を⾮難するようになりました。 

●なぜ今⽇、「イエスの語った福⾳」を必要としているかと⾔えば、⼗字架の福⾳の理解についても逸脱が起こっているから

です。ルカの福⾳書11章にある「主の祈り」の中に「私たちの罪をお赦しください。私たちも私たちに負いめのある者をみ

な赦します。」とあります。この祈りの背景にあるのは、私たちが他の⼈の罪を赦さないならば、神も私たちの罪を赦さない

ということです。これが⼗字架の福⾳の正しい理解です。今⽇、⼈の罪を赦さずして平気で⽣きている者が多いために、教会

は⼒をまとうことができず、サタンは思いのまま⼒をふるっています。それゆえ神は、イエスの福⾳を聞いてサタンに打ち勝

つことの出来る者たちを養うために、荒野に導いて、神のみことばを学ばせようとしているのです。 

〔空知太栄光キリスト教会牧師 銘形 秀則〕 

4.  「イエスの語られた福音」とは 



  

 

 

高田 美樹子 
(ICF教会) 

 
 

●荒野の学校に参加してみませんか？というお誘いを頂いたのは８⽉の

初めだった。今年は３⽉にハイファ⼤学で琴を演奏させて頂き、その後

9⽉16⽇から始まるイスラエルの祈りの祭典でも琴を演奏させて頂くた

めにイスラエルに出かける準備に⼊った所だった。その時期にこの学校

への招待は私にとっては神からの１つの応えかと思われてワクワクした

気持ちになった。 

 

●実は私はそれほどイスラエルに対する思いを持たないクリスチャンだ

った。多分イスラエルの事を祈っていなかったと思う。それなのに神は

⼀⽅的に「誰かイスラエルで琴を弾いてくれないだろうか」と⾒知らぬ

⼥性を通して語ってこられた。これが2006年の事だった。イスラエルで

琴を弾くことになったのはそれから２年後の2008年。次いで2009年に

は祈りの家で弾き、そのまま神にその琴を捧げて帰って来たのだった。

その琴でまた神が弾かせて下さったのが2011年、BFPでボランティアを

した時であった。この時はあまりにも信じられない神の恵みと祝福でこ

れからもどうかイスラエルで琴を弾かせて下さいと神にお願いした。 

 

●そして2012年3⽉、イスラエルの地で神は何度も愛しているかと聞か

れた。私はまるでペテロのように「愛しています」を繰り返した。その

時、「それなら私の事をもっとよく知ってほしい」と神が⾔われたよう

な気がした。実は３年ほど前から、イスラエルに⾏けば⾏くほど、どう

も今までの聖書の解釈では神の本質的な部分が分からない、神が何を⾔

われているのかをはっきりと迫って来ない、こんな思いが満ちて来てい

た。そしてヘブル語で解釈したらいいのではないか？と思い始め、ユダ

ヤ的視点で聖書を読むというところに⾏き着いたところだった。 

 

●神を愛しているのに神を知らないなんて！荒野の学校ではキム監督を

通して神が迫って来た。イエス様の声を聞き分けられる事のできる⽿。

主⼈のことばに従い、敏感に聞き取る。神の呼び声を聞く事のできる⽿

を持つ事。神の⾔葉は軽くなく、恐ろしい。それなのに私達はどんなに

か神の⾔葉を忠実に聞く事ができず、神を知らなかったことか。 

 

●今、神と相思相愛の関係になったもの達は「神様、あなたの⾔葉を聞

かせて下さい」と熱い思いで主に叫ぶ。そして主は「愛するものよ、さ

あ聞きなさい」と与えて下さるのだ。イスラエルを愛するもの達ははっ

きりと愛する⽅の声を聞くだろう。取り次いで下さったキム監督に感謝

します。 
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 平石 有紀子 
(ジーザスコミュニティ石狩教会) 

 

ハレルヤ！ 主の御名を賛美します。 

●荒野の学校をこの終わりの時代に主が開いてくださったこと

を⼼より感謝します。これは⼤きな意味があり、また⼤きな影

響⼒をもたらすものだと⼼から信じています。 

 

●この荒野の学校の中で、神様の御⾔葉がどんなに畏れ多く厳

しいものであるかを語ってくださいました。主の戒め、律法は

決してないがしろにすべきものではないと、その深い意味を悟

る⾦監督の⾔葉は⼒強く切実で、悲痛なまでに⼼迫るものであ

りました。イエス様はいつも⽗の御声を聞き、御顔を拝し、そ

の愛をうけて歩まれました。⽇々、ひとりになり、静まり⽗の

みもとで祈られていたのです。⽗の御⼼は最善、最⾼です。天

のみわざであり、御国の秘密であり、主の栄光です。⽗の御⼼

は御⾔葉にあります。御⾔葉を聞く⽿を持たなければなりませ

ん。悟らなければなりません。従わなければなりません。その

⼈は必ず主の栄光を⾒ます。 

 

●そういって私は、こんな素晴らしい学校で学んだ後、すぐに

偶像礼拝と遊興の罪に陥りました。友達との間に深い⻲裂が⼊

りました。⾃分の⾝勝⼿さが⼈を傷つけ、⾃分をだめにするこ

とに打ちのめされました。⾃分のためにしたことを赦してくだ

さい。あわれんでくださいと主を求めました。御⼼の道からそ

れると主の臨在を失います。それは本当に恐ろしいことです。

荒野には、主の臨在、雲の柱と⽕の柱がありました。⼗戒、御

⾔葉がありました。⽗の御⼼を⾏うことが私の⾷物ですとのイ

エス様のことばでもあるマナがありました。新しいカナンの地

に⾏くために⾃分に死に、御⾔葉に⽣きる。主のために⽣きる

勇気が養われます。 

 

●最後に、⽇本のクリスチャンに対する⼤きな慰めを⾦監督は

もたらしてくれました。⽇本の教会はフィラデルフィアの教会

になれる可能性を⼀番持っていると信じています。⼒が弱かっ

たが、私の⾔葉を守った。鍵を持つ⽅が⾔われます。あなたの

前に⾨を開いておいた。だれもこれを閉めることができない。

天で開かれたものを地上で開くことができる。天上のものをこ

の地上で解くことができる。これはものすごいことです。数で

はありません。⼀⼈でも主に従い、御⾔葉に従う者に、⼤いな

る御国の秘密が解き放たれ、この地上にもたらすことになるの

です。 


