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「オールキッズキャンプ 2019」         沖縄天久神の教会 翁長来道 

  

今年のオールキッズキャンプ 2019 も楽しく、信仰の仲間たち

と一緒に聖書をより深く学ぶことができて神様に感謝します。ま

た、キャンプに向けて準備をしてくださった先生方や、キャンプ

の為にお祈りをしてくださった方々にも感謝します。そして連盟

の方々にも感謝します。今年のオールキッズキャンプ 2019で、僕

は教えられたことがたくさんあります。2 泊 3 日のキャンプでは

ありましたが、とても恵まれたキャンプだったと思います。 

さて、僕がこのキャンプで受けた教えを全て分かち合いたいと思うのですが、残念な

がら全てを書き尽くすことはできないと思います。あまりにも色々な教えを受けたので、

細かいところは覚えていないのですが、学んだ大まかな内容をここで書きたいと思いま

す。ここでは全部で 7セッションに分けて書きたいと思います。 

 

セッション 1 「その人」 

このセッションでは、詩篇 1篇 1〜3節を学びました。まずセッションを始める前に、

この箇所で一番大事な言葉、すなわちこの箇所で一番語り手が伝えたいことは何かとい

う事を考えました。そして、この箇所で一番大事な言葉は「その人」だということを学

びました。「その人」はヘブル語でハーイーシュ( ָהִאיׁש  )と言います。そして「その人」

は複数形ではなく、単数形なのです。単数形ということの何が重要かというと「その人」

に当てはまる人は限りなく少ない、あるいは一人しかいないということです。誰もかれ

もが主の教えを喜びとしたり、何をしても栄えるということは無いのです。主の教えを

口ずさむハーガー(ָהָגה)とはいつも御言葉に想いを寄せ、神の教えについて考えている

ということです。いつも神様の御言葉について関心を持っている人は何をしても栄える

と言っています。しかし詩篇 1 篇では、それだけでなく「悪者のはかりごとに歩まず、

罪人の道に立たず、あざける者の座に着かなかった、その人。」と書かれてあります。

一度も罪を犯さず、いつも神の御言葉に関心を持っている「その人」とはイェシュア(イ

エス様)以外に他ならないのです。そして、詩篇 1 篇で「その人」が幸いであると評価

をしているのが人称なき存在、聖霊様です。 

 

それでは私たちは一生「その人」になることはできないのでしょうか？では、聖書が

どのように言っているかを見てみましょう。マタイの福音書 22章 34〜40節で、イエス

様は「愛せよ」という命令を与えます。しかしこの言葉を原語で読んでみると、「愛せ

よ」ではなく「愛するようになる」という方が正しいんです。それでは、いつ「愛する

ようになる」のでしょうか。それは私たちが新しく生まれ変わる時です。私たちがキリ

ストの血によって贖われ、新しいキリストの復活の体に造り変えられる時、神様を「愛

するようになる」のです。キリストを愛することは自分の力ではなく、キリストの力に
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よってのみ行うことができるものです。御霊によって支配されて完全になる時、私たち

は「その人」になることができるのです。今私たちにできることは「その人」であるイ

エス様にもっと関心を持ち、イエス様に近づきたいと願い求めることです。 

 

セッション 2 「私って何だろう」 

このセッションでは「私って何だろう」と題して自分とは何者かということを学びま

した。まずヨハネの福音書 9 章 1〜3 節を開きました。ここで弟子たちが盲人の人を見

てイエス様に誰のせいで彼が盲人になったのかと質問しています。そこでイエス様は、

神様のわざがこの人に現れるためだと言っています。この箇所からイエス様は私たちの

過去ではなく、未来を見ておられることが分かります。そして私たちにも前を向くよう

仰っています。次に、ローマ人への手紙 3 章 23〜24 節を開きました。私たち罪人は神

の恵みによって、イエス様による贖いのゆえに、義と認められ、神からの栄誉を受けら

れるということを学びました。またⅠペテロ 2章 9〜10節で私たちは選ばれた種族であ

ると言っています。そしてⅠコリント 15章 10節で、パウロが彼の人生がどん底の状態

から神の恵みによって変えられたということを証ししています。このように、私たちの

存在というものは選ばれたものであり、最悪の状態から神の恵みによって引き上げられ

たものであると学びました。 

 

セッション 3 「神様にはやりたいことがある」 

このセッションでは神様には神様ご自身のご計画があることを学びました。そしてこ

の神様のご計画を象徴している、表している聖書の箇所を開きました。まず神様のご計

画とは「神の国」を建てることです。そして私たち異邦人は、神様が選ばれたイスラエ

ルと結びつくことによって救われます。しかしこのイスラエ

ルは「姦淫の女」であって、神様から離れてしまいます。もし

このイスラエルがなければ、神様のご計画である「神の国」は

成り立たないのです。聖書の中で、イエス様は涙と髪でイエス

様の足を拭いた「姦淫の女」を赦しました。このように、神様

はイスラエルが心から悔い改める時に、イスラエルという「姦

淫の女」を赦してくださるのです。 

 

では神の国について象徴しているほかの聖書箇所も見てみましょう。まずイエス様が

愛されたマルタ、マリア、ラザロです。マルタはイスラエル、マリアは異邦人、そして

ラザロはエルサレムを象徴していると解釈することができます。ラザロは死んで「4」

日目にイエス様によってよみがえりました。そして最後の神殿、つまり神の御国は「4」

番目の神殿なのです。第一の神殿はソロモンの時代に建てられた神殿、第二の神殿はキ

ュロス王の時代に建てられた神殿。そして第三の神殿は今のところ準備中です。イスラ

ム教の黄金のドームがあって今は建てられません。しかし最近の研究で、神殿はもしか

すると今の黄金のドームの隣にあったんじゃないかと言われているそうです。最後に第
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四の神殿は新しいエルサレム、すなわち神様の御国です。またマリアはイエス様が死ぬ

直前にナルドの香油を足に塗ったことで知られています。ナルドの香油とはとても高価

な香油です。マリアは一生の間、花嫁になる時のために貯めておいた貯金を全て使った

と言われています。それでは、なぜマリアはナルドの香油をイエス様の「足」に塗った

のでしょうか？なぜ頭でもなく、体でもなかったのでしょうか？その答えはレゲル

が最初に聖書に出て(ֶרֶגר)ヘブル語で「足」という言葉にあります。このレゲル、(ֶרֶגר)

くるのは、創世記 8章 9節です。鳩が「足」を休める場所がなかっ

たので、「帰ってきた」とあります。つまり、この「足」という言

葉と、「帰ってくる」という言葉が関わっていることがわかります。

マリアがイエス様の「足」に香油を塗ったのは、イエス様が「帰っ

てくる」ことを象徴しています。(マリアが意識してやっていたか

は別として)マリアはイエス様が帰ってくることを待ち望んでい

たのではないのでしょうか。教会である私たちも、イエス様の再臨

を待ち望んでいます。ここに、マリアと教会の共通点があります。 

 

次に、イエス様が 10人のツァラアトを癒した時です。イエス様はこの 10人に祭司の

ところへ行くよう言われました。彼らはその途中で癒されたのですが、1人だけがイエ

ス様のところに戻ってきました。この「十分の一」という数字が聖書で始めて出てくる

場所はどこでしょうか。それは、創世記 28 章 21〜22 節で

す。ヤコブ(のちのイスラエル)がまぼろしを見たとき、彼は

枕にしていた石を立てました。そして彼は「この石は神の家

となり、私は十分の一を神様に献げます」と言いました。こ

のことから、「十分の一」というのは「神の家」と関係してい

ることがわかります。このイエス様の癒しは、ただツァラア

トを癒しただけでなく、神様の御国について象徴しているこ

とが分かります。 

このように最近では、今までされてこなかったような聖書の解き明かしがたくさんあ

ります。今までは道徳的な教えしか学べなかった箇所でも、今ではこの箇所が神様の御

国のご計画を表していることが分かります。終わりの時代が近い今だからこそ、神様が

私たちに聖書に関する知恵と啓示の御霊を与えているんだなと思います。 

 

セッション 4 「福音とは」 

このセッションでは福音とは何かについて学びました。最初にⅠコリント 15章 3〜5

節を読みました。ここで、福音とは十字架の死とキリストの復活だと言っています。福

音をヘブル語では女性名詞のベソーラー(ׂשֹוָרה と言います。男性名詞にするとバーサ(בְּ

ール(ָבָׂשר)となり「からだ」という意味が含まれています。つまり福音には「からだ」

が関係していることが分かります。それでは、なぜイエス様はからだを持ってこの世に

来られたのでしょうか。それはヘブル 9章にも書いてある通り、罪の赦しには血がない
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といけないからです。イエス様は私たちの罪を赦すためにからだを持ち、血を流されま

した。 

しかしイエス様は死んだだけでなく、死からよみがえられました。そして「復活のか

らだ」へと変えられたのです。この「復活のからだ」は肉のからだではなく、全く新し

いからだなのです。このからだの食物は「神から出る一つひとつの言葉」であり、その

飲み物は「御霊の水」です。ピリピ 3 章 21 節には、キリストが私たちのからだをご自

分の栄光のからだへと変えてくださると書かれてあります。福音とは、私たちのからだ

がキリストによって新しいものへと変えられることです。 

 

セッション 5  「証しって何だろう」 

このセッションでは証しについて学びました。Ⅰペテロ 2章 9〜10節に、私たちクリ

スチャンが選ばれたのは神様のみわざをのべ伝えるためだと書かれています。ではどの

様にして神様のみわざをのべ伝える、証しするのでしょうか。それは、ヨハネの福音書

13章 34〜35節に書かれてあります。ここでは私たちが互いに愛し合うことが私たちが

イエス様の弟子であることの証しとなると書いてあります。つまり神様が私たちに求め

ておられる「証し」というものは互いに愛し合うことなのです。他の人にイエス様につ

いて「証し」するのが全てではなく、互いに愛し合うことも「証し」であると言ってい

ます。私たちがどんな状況でも私たちの隣人を愛するとき、それが私たちの「証し」と

なるのです。 

 

セッション 6 「選びの愛」 

このセッションでは選ぶ愛、すなわち「選びの愛」について学びました。神様がイス

ラエルを「選び」そして私たちクリスチャンも神様によって「選ばれた」のです。ヨハ

ネの福音書 6 章 44 節に、「父(父なる神)が引き寄せられない限り、誰もわたし(イエス

様)のところに来ることはできません。」と書かれています。この箇所の通り、私たちは

父なる神様によって「選ばれた」存在なのです。ホセア 3章 1節で神様は干しぶどうの

菓子、すなわちこの世の快楽を愛しているイスラエルを愛しておられると言っています。

「姦淫の女」であったイスラエルに対して、神様は愛を示しておられます。ここで、神

様はご自分が選ばれた民を愛し続けられるということが分かります。では、神様の民に

なるにはどうしたら良いのでしょうか。それは、神様を自分の王とすることです。自分

が王になっている生活、自己中心的な生活から神様が王になっている生活、神様が中心

の生活に変えることです。神様を自分の王とするとき、私たちは神様の民になることが

できるのです。そして神様の民は神様の「選びの愛」を受け取ることができるのです。 

 

セッション 7「主の定め」 

この最後のセッションでは詩篇 2 篇から「主の定め」とは何かについて学びました。

2 篇では、「その人 ハーイーシュ(ָהִאיׁש)」が主の定めについて語っています。では、

「主の定め」とはなんでしょうか。それは、イエス様が国々を治めるということです。
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イエス様が地の果て果てまでを支配するということです。イエス様が権威の象徴である

杖、それも鉄の杖を持って彼ら(主と主に油注がれた者とに逆らう者たち)を打ち砕くと

いう「主の定め」が書かれています。それで、王たちに御子への口づけ(御子への降参)

をするよう促しているのです。ではこの「主の定め」とはいつ立てられたものなのでし

ょうか？それは天地創造の時です。ヘブル語で聖書に出てくる一番最初の言葉は、「は

じめに神が天と地とを創造された。」の「はじめに」です。この「はじめに」はヘブル

語でベレーシート(ֵראִׁשית ֵראִׁשית)です。しかし面白いことにベレーシート(בְּ のレー(בְּ

シート(ֵראִׁשית)には、ヘブル語で「初穂」という意味があります。これは言い換えると、

「初穂によって神が天と地とを創造された。」になります。この「初穂」というのはイ

エス様のことです。イエス様は神から出た最初の子であるので、神様の初穂であると言

えます。まとめると、神様は天地創造の初めからイエス様の贖いの計画を立てていたと

いうことになります。「主の定め」とは神様が初めから立てておられた、イエスによる

贖いの計画なのです。 

 

オールキッズキャンプでは毎年聖書の深い教えが教えられます。しかし私たちはこの

聖書に関する教えを受け、知識を蓄えるだけでなく、神様をもっと愛さなければなりま

せん。この教えを受けた私たちには、神様を愛するという責任が与えられているのです。

しかしこの責任は祝福を受けるための責任であり、当然投げ出すこともできます。でも、

この責任を全うする時、神様がこれまでになかった大きな祝福を与えてくださることを

確信して、感謝します。神様に全ての栄光をお返しします。 
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オール・キッズ・キャンプでの礼拝メッセージ 

なぜ「復活のからだ」が必要なのか 

 

【新改訳 2017】Ⅰコリント書 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。 

 

ベレーシート  

●使徒パウロはⅠコリント 15 章 1 節で「兄弟たち。私があなたがたに宣べ伝えた福音を、改めて知らせ

ます」と言って、その福音のもっとも大切なこととして、次のことを記しています。 

「キリストは、聖書に書いてあるとおりに、私たちの罪のために死なれたこと、また、葬られたこと、ま

た、聖書に書いてあるとおりに、三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に

現れたこと・・」と語っています。ここでパウロは、「福音とは、キリストの十字架の死と復活の出来事」

だと言っているのです。この出来事が、神の歴史においてもっとも大切なこととして、私たちのためにな

された福音なのです。 

●「福音」という言葉は、良きおとずれ、良い知らせ、グッドニュースという意味です。ギリシア語で「福

音」のことを「ユーアンゲリオン」(εὐαγγέλιον)と言います。それは文字通り、「ユー(εὐ)」は「良い」

という意味、「アンゲリオン」(αγγέλιον)は「知らせ」という意味です。ところが、良き知らせの内容は

この言葉からは分かりません。しかし、ヘブル語にするとその意味が分かるのです。「福音」のヘブル語は

「べソーラー」(ׂשֹוָרה と言います。これは女性名詞ですが、「良き知らせを伝える」という動詞は「バー(בְּ

サル」(ר となり、それは「からだ」を意味します。従(ָבָׂשר)と言い、その男性名詞が「バーサール」(ָבׂשַׂ

って、ヘブル語が意味する神の「良き知らせ」とは、「からだ」に関することだと分かるのです。 

●私たちはみな血と肉をもっているので、神の御子であるイェシュアも私たちと同じように、血と肉をお

持ちになりました。それは、「血を流すことがなければ、罪の赦しはありません」(ヘブル 9:22)とあるよう

に、それはひとえに私たちの罪を贖うため(=身代わりとなるため)だったのです。血を流すためにはからだ

をもっていなければできません。十字架上で一滴残らず注いでくださったイェシュアの血潮によってのみ、

私たちのすべての罪は贖われ、赦され、神の子として受け入れられたのです。罪が赦されることだけでも

すごいことなのですが、しかし、それだけでは福音の片方の面でしかありません。もう一つの面、つまり、

私たちの「血肉のからだ」が、「御霊のからだ」に変えられなくてはならないのです。 

【新改訳 2017】ピリピ人への手紙 3章 20～21節 

20 しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを(=再臨を)、 

私たちは待ち望んでいます。 

21 キリストは、万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの卑しいからだを、 
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ご自分の栄光に輝くからだと同じ姿に変えてくださいます。 

●キリストが復活されたとは、「御霊のからだ」に変えられたことを意味します。イェシュアはこの「御霊

のからだ」の初穂なのです。初穂というのは、最初の実りという意味です。その後に続々と復活のからだ

が与えられるようになるという意味で、キリストの復活は「初穂」なのです。 

1. キリストの再臨の必然性  

●しかし今のところ、誰一人として、この復活のからだを与えられた者はいません。イェシュアによって

死からよみがえった人はいます。例えば、ヤイロの娘とか、ナインに住むやもめのひとり息子とか、ラザ

ロといった人たちです。しかし彼らはかつての生まれながらの血肉のからだで蘇生し、そして死にました。

イェシュアのような「復活のからだ」ではありません。イェシュアの「復活のからだ」は御国の福音におけ

る初穂であり、やがて御国が完成し、そこに入る者たちの先がけとしての「初穂」なのです。ですから、御

国に入るためには、「復活のからだ」「御霊のからだ」に変えられなければならないのです。そのために、イ

ェシュアは再び来なければならないのです。ここに再臨の必然性があるのです。 

●では、キリストが再臨するときに、「私たちの卑しいからだを、ご自分の栄光に輝くからだと同じ姿に変

えてくださいます」とありますが、それはいったいどのようなからだなのでしょうか。 

 

2. 「復活のからだ」、「御霊のからだ」とはどのようなからだなのか  

(1) 御霊のからだを生かす「飲み物」は、渇くことのない「生ける水」(御霊)  

【新改訳 2017】ヨハネの福音書 7章 37～38節 

さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり、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。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。」 

●ここにある「祭り」とは仮庵の祭りで、キリストの再臨を意味する祭りなのです。それはメシア王国の

完成する時を予表しています。すでにペンテコステの時に、聖霊が注がれることは成就していますが、キ

リストの再臨によって「御霊のからだ」になると、私たちの想像を超えた形で、「人の心の奥底から、生け

る水の川が流れ出るように」なってその人を完全に満たすのです。「生ける水」とは御霊のことです。それ

が「人の心の奥底から、流れ出るようになる」とは、人が御霊に完全に支配された新しいからだになると

いう意味です。つまり、限界のある血肉のからだではなく、決して渇くことのない、完全な「御霊のから

だ」になるという預言です。 

(2) 御霊のからだを生かす「食べ物」は、「神のことば」(トーラー)   
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●また、「御霊のからだ」の食べ物は神の口から出る一つ一つのことばです。主の祈りの中に「私たちの日

ごとの糧を、今日もお与えください」とあります。この祈りは私たちが口にする毎日の食事のことではあ

りません。毎日の食べ物は、神の国と神の義を求める者には保証されています(マタイ 6:33～34)。主の祈

りは御国が来ることを祈る祈りです。そこでの食べ物は神のみことばです。ですから、イェシュアは「人

はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのことばで生きる」とサタンに語っています。 

(3) 御霊のからだは「死ぬ」こともなく、「病」も「疲れ」も知らない  

●「御霊のからだ」を持った人は「死なないからだ」となります。病気になることもありません。また、

「疲れ」を知りません。「走っても力衰えず、歩いても疲れない」(イザヤ 40:31)からだとなるのです。私

たちが走っても疲れないためには、からだのあらゆる器官に血を送り続けなければなりません。しかした

とえ優れたマラソン選手であったとしても、やがて心臓は持ちこたえることができなくなります。マラソ

ン選手でなくても、ちょっと歩くだけでも、立つだけでも呼吸が乱れる人はいます。いずれにしても、老

いとともに血肉のからだはますますその限界を知らされます。しかし「御霊のからだ」に変えられると、

血によって生きるからだではなくなるため、限界というものがありません。 

(4) 御霊のからだは「主を知る」ようになる  

●また、骨や肉といったからだの面だけでなく、たましい(知情意)の部分も御霊の影響を受けます。ガラ

テヤ書にある御霊の実―愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制―が完全に、しかも豊かに

結実するため、争いのない完全な平和(シャーローム)を楽しむことができます。そして御国では尽きるこ

とのない喜びに満たされることが預言されています。このように、御霊によって生きるからだは、私たち

の想像をはるかに超えたものとなるのです。このことを信じているでしょうか。 

●私たちに今与えられている「血肉のからだ」でも、御霊が支配すると、それなりのすばらしさがありま

す。しかしそれはまだ「種」でしかありません。種はそのままではその種の中に秘められているいのちを

全開させることができません。今はただその開花を待ち望んでいる状態です。メシアの再臨の時(千年王国)

においては、サタンが「底知れぬ所に投げ込まれ、そこが閉じられ、封印される」ことで、一切の惑わしが

なくなるため、御霊の種は豊かに実を結びます。もし御霊の種が実を結ぶならばどうなるでしょうか。神

のトーラー(律法)の要求が完全に満たされるからだとなります。なぜなら、完全な御霊のからだになるこ

とで、神のみこころを完全に行うことができる者となるからです。だれからも教えられなくても、主を知

ることができるようになります。御霊がそれを可能にしてくれるからです。被造物も切実な思いで神の子

どもたちが現れるのを(復活のからだを持った神の子どもたちの栄光を)待ち望んでいます(ローマ 8:19)。

そして自然界にも平和が訪れるのです。学ぶべきことはまだ多くありますが、これからそれらを一つ一つ

学んで、主の再臨を待ち望む者となりましょう。 

 

●初代教会の信仰の特徴は、挨拶の中にありました。その挨拶とは「マラナ・タ」(主よ、来てください)で

す。この信仰こそが初代教会の力だったのです。私たちもその信仰に立ち返るべきではないでしょうか。 

銘形 秀則 
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