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神の王国をもたらす（1）神聖な命の拡大としての神の王国は、神の永遠の行政のためである

今日の主の行動の方向＃5

Ⅰ．今日の主の行動の方向は、神聖な命の拡大とし Ａ．神の王国は実際において、召会時代において信者たちの中へとまかれたキリストご自身です。
ての神の王国をもたらすことであり、それは神の永
１．これは、石（キリスト）が大きな山（千年期の王国）となること
遠の行政のためです：
によって表徴されており、ダニエル第 2 章 34 節から 35 節において啓
ルカ 17:21 また人々が、
「見よ、ここだ！」
、
「あそ
示されているようにです。
こだ！」と言うものでもない。なぜなら、見よ、神 Ｂ．神の王国は、キリ ダニエル 2:34 あなたが見ておられるうちに、
一つの石が人手によらず
の王国は、あなたがたの間にあるからだ。
ストの増し加わりの に切り出されて、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを砕きました。
ヨハネ 3:3 イエスは彼に答えて言われた、
「まこと 中で拡大して、拡張さ 35 すると、鉄、粘土、青銅、銀、金はみな一度で砕かれ、夏の打ち場
に、まことに、私はあなたに言う．人は新しく生ま れた来たるべき王国 のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりまし
れなければ、神の王国を見ることはできない」
。
となります。それは、 た。そしてその像を打った石は、大きな山となって全地を満たしまし
5 イエスは答えられた、
「まことに、まことに、私 主が彼の再来の時に た。
はあなたに言う．人は水と霊から生まれなければ、 もたらすものです： ２．神のこの拡張された来たるべき王国は、新天新地における神の宇
神の王国に入ることはできない」
。コロサイ 1:13
宙的な統治となり、神の永遠の行政のためであって、キリストの中で
御父はわたしたちを暗やみの権威から救い出して、
神の永遠のエコノミーを完成し、永遠において神の究極的に完成され
彼の愛する御子の王国に移してくださいました．
た家庭の行政となります。
Ａ．救い主がいる所にはどこにでも、神の王国があります。
Ｂ．神の王国は救い主と共にあり、彼は彼の弟子たちに神の王国をもたらします。
１．王国への入り口は、再生であり、王国の発展は、信者たちの神聖な命における成長です。
２．キリストは復活した時から、彼の信者たちの内側にいます。こういうわけで、神の王国は
Ｃ．神の王国は、命の種として
今日、召会の内側にあります。
Ⅱ．神の王国は、 の救い主が、神の選ばれた民の
３．王国は召会生活であり、その中で忠信な信者たちは生活し、それは発展して来たるべき王
救い主キリスト 中へとまかれて、領域へと発展
国となり、千年期に勝利を得た聖徒たちによって褒賞として受け継がれます。
ご自身です：
することです。神はその領域を
４．最終的に、神の王国は、神の永遠の王国としての新エルサレムにおいて、すなわち神の永
彼の王国として、彼の神聖な命
遠の命の永遠の祝福の永遠の領域としての新エルサレムにおいて究極的に完成し、神のすべて
の中で支配することができま
の贖われた者はこの祝福を新天新地で永遠にわたって享受します。
す：
５．そのような王国は、すなわち、神の王国は、主イエスが福音として、また良きおとずれと
して、神の命から離れていた人たちに宣べ伝えたものです。
Ⅲ．私たちは、王国と召会との Ａ．聖書はまず王
ａ．王国は、命が行動し、働き、支配し、統治
関係を見る必要があります： 国を提示し、それ
するための命の領域です。それは、命がその目
ローマ 14:17 なぜなら、神の から、召会を提示 １．神の命は、神の王国です。神聖な命は、 的を完成するためです。この領域が王国です。
王国は食べ飲みすることでは しています。王国 王国であり、この命が召会を生み出します： ｂ．福音は、神聖な命をもたらし、この命には
なく、義と平和と聖霊の中の喜 の出現が召会を
その領域があり、その領域は王国です。神聖な
びとであるからです。
生み出します：
命とその領域は、召会を生み出します。

Ⅲ．私たちは、王国と召会との
関係を見る必要があります：
マタイ 16:18 …私はこの岩の
上に、私の召会を建てる．ハデ
ス［陰府］の門も、それに勝つ
ことはない。19 私はあなたに
天の王国のかぎを与える．…

２．王国は、召会の実際です。ですから、私たちは、 ａ．天の王国の実際は（マタイ第 5
王国の命を離れては、召会生活をすることができませ 章―第 7 章）
、召会生活の内容です。
ん：
王国の実際がなければ、
召会は空虚な
マタイ 5:3 霊の中で貧しい人たちは幸いである．天の ものです。
王国は彼らのものだからである。啓 1:9 私ヨハネは、 ｂ．
王国の命が召会生活という結果と
あなたがたの兄弟であり、イエスにある患難と王国と なるのですから、私たちは、団体的に
忍耐とに共にあずかっている者であるが、神の言とイ 王国の命の中で生活するとき、
自然に
エスの証しのゆえに、パトモスと呼ばれる島にいた。 召会生活をするようになります。
３．召会の実際としての王国がなけれ ａ．召会は、王国の権威を通して生み出されます。
ば、召会は建造されることができませ ｂ．王国のかぎは、召会の建造を可能とするために
ん：
与えられています。
Ｂ．真の召会は、この時代における神の王 １．主イエスは、召会について語るたびに、召会を王国と関連づけて
国です。今日、信者たちは、召会の中で王 述べました。このことは、王国と召会がいかに密接にかかわっている
国の生活をしています：
かを示しています。
エペソ 2:19 そこであなたがたは、もはや ２．私たちは、王国としての召会の中で、王国の支配、管理、取り扱
他国人でも寄留者でもなく、聖徒たちと同 い、訓練の下にあります。
じ国籍の者、神の家族の者であり。
３．私たちは、神聖な三一の分与の下にある人たちとして、召会の中
Ⅰコリント 4:20 なぜなら、神の王国は言 で王国の生活をし、神聖な命において成長し、発展して、ついには円
にあるのではなく、力にあるからです。 熟に到達する必要があります。
ａ．地上での召会の働きは、神の王国をもたらすこ
とです。召会の働きは、神の王国の原則によって管
１．召会が生み 理されています。
Ｃ．召会は、王国をもたらします。召会の
出されたのは、 ｂ．召会には、天のみこころを地にもたらして、そ
働きは、神の王国をもたらすことです：
王国をもたらす れを地上で遂行する責任があります。
マタイ 6:10 あなたの王国が来ますよう
ためです：
マタイ 7:21 私に向かって「主よ、主よ」と言う者
に．あなたのみこころが天で行なわれてい
がみな、天の王国に入るのではなく、天におられる
るように、地でも行なわれますように。
私の父のみこころを行なう者だけが入るのである。
啓 11:15 第七の御使いがラッパを吹い
２．召会は、祈 ａ．召会は、天の出口であって、天の権威が地上で
た．すると、天に大声があって言った、
「世
って神の王国を 表現されるようにしなければなりません。
の王国は、私たちの主と彼のキリストの王
もたらすべきで ｂ．真の祈りとは、神と同労することであって、彼
国となった．彼は永遠にわたって王として
す。もし何の祈 の王国を地にもたらし、彼のみこころを地上で遂行
支配される」
。
りもないなら、 します。
王国は来ること Ⅱコリント 10:4 私たちの戦いの武器は、肉のもの
ができません： ではなく、神の御前に力があって、要塞をも破壊し。

①今日の主の行動の方向は、…神聖な命の拡大としての神の王国をもたらすこ
とであり。この神聖な命はキリストです。神の王国は実際において、召会時代
において信者たちの中へとまかれた命の種としてのキリストご自身です。神の
王国は、キリストの増し加わりの中で拡大して、拡張された来たるべき王国と
なります。それは、キリストが彼の再来の時にもたらすものです。…王国への
入り口は、再生であり、王国の発展は、信者たちの神聖な命における成長です。
王国は召会生活であり、その中で忠信な信者たちは生活し、それは発展して来
たるべき王国となり、千年期に勝利を得た聖徒たちによって褒賞として受け継
がれます。最終的に、神の王国は、神の永遠の王国としての新エルサレムにお
いて、すなわち神の永遠の命の永遠の祝福の永遠の領域としての新エルサレム
において究極的に完成し、神のすべての贖われた者はこの祝福を新天新地で永
遠にわたって享受します。そのような王国は、すなわち、神の王国は、主イエ
スが福音として、また良きおとずれとして、神の命から離れていた人たちに宣
べ伝えたものです。
ビジネス・ライフ編：神の王国は再生で始まり、召会生活の中での命の成
長によって発展し､千年期を経て新エルサレムに至ります。神の王国は命で
あり、それにはすばらしい開始、発展、収穫があります。同様に、あなた
はビジネス・ライフにおいても、内住するキリストの命によって毎日の開
始と発展を経験してください。命における毎日の開始は、毎朝復興です。
あなたが毎日少しずつ前進し、成長するために､必ず兄弟姉妹と共に、毎朝､
御言葉を祈り読みしてください。御言葉の中の霊と命を享受し、新鮮な復
興を経験してください。毎朝の復興を決して軽んじてはいけません。仮に
今あなたがそれをあまり評価していなくても、信仰によって毎日行って下
さい。1～2 週間すれば、命による復興と新しい開始があなたにどれだけ大
きな益をもたらしているかが分かります。毎朝復興した後､主を内側で享受
しながら仕事をしてください。そうすれば、あなたは仕事の中で命の発展
を経験し、業務を遂行することにおいても成長することができます。この
ような毎日の命の開始と発展を少しずつ経験することで、1～2 年後には、
あなたは同僚ができないことができるようになり、上司が気付かないこと
に気付くようになります。最も重要なことは、あなたがこのような正常な
クリスチャン生活を経験して、あなたが千年王国に至り、最終的に新エル
サレムに至るということです。ハレルヤ！
②わたしたちは、天の王国の実際が召会生活の内容であることに深く印
象づけられる必要があります。これは、王国の実際がなければ、召会は
空虚なものになるという意味です。王国の実際は、実は、わたしたちの

命であるキリストご自身です。命であるキリストは、わたしたちが正し
い生活をするための本質、実質であり、それは、わたしたちがこの命の
中で、他の信者たちと建造されて、真の召会生活をもたらすためです。
召会生活こそ三一の神の具体化であるキリストの栄光に満ちた表現です。
スクール・ライフ（大学・大学院）編：
大学や大学院の研究において、あなたは研究テーマの本質を見出す必要
があります。一般的に言って、日本人の学生は公式を機械的に適用する
のは得意なのですが、本質を捉えるのは苦手ですので、彼らの競争力は
他の先進国の大学院生に抜かれます。しかし、あなたが召会生活の中で
形式的に集会や奉仕をこなすのではなく、召会生活の本質である「キリ
ストを命とし、王国の実際を持つ」ことに注意して、霊を活用し､召会生
活を過ごすことを訓練するなら、あなたは本質を捉える人になることが
できます。したがって召会生活はあなたの研究の生活を引き上げ、研究
生活でキリストを経験することは、召会を建造するという好循環の中に
入ることができるのです。アーメン‼
③神には、天で山積みになっているものが多くありますが、神は達成す
ることができません。なぜなら、地上に神の出口がないからです。天に
は数え切れないほど多くのものが山積みにされていますが、神には解決
することができません。それは、召会がその自由意志を用いて神の側に
立って、神の目的を達成しようとしないからです。兄弟姉妹よ、あなた
は覚えておかなければなりませんが、召会の最高で最大の働きは、神の
みこころの出口となることです。召会が神のみこころの出口となるのは、
祈りによります。この祈りは、ちっぽけな祈りではありません。それは
一種の務めの祈りです。すなわち、一種の働きの祈りです。神は人にビ
ジョンを与え、人の目を開いて、人に神のみこころを見させます。それ
ゆえ、人はここに立って祈るのです。… 真の祈りとは、神と同労するこ
とであって、彼の王国を地にもたらし、彼のみこころを地上で遂行しま
す。このゆえに、祈りは霊の戦いにほかなりません。祈りは、暗やみの
力を追い払い、神のみこころが地上で執行される道を開きます。
結婚生活編：あなたの結婚生活をあなたの小王国にしてはいけません。自
分の小王国を作り上げると、結局あなたはサタンの王国の中の奴隷である
ことに気づくでしょう。あなたは必ず結婚生活と子供たちを神のエコノミ
ーの実現のためにささげてください。そして一つ思いで神のエコノミーの
実現のために祈ってください。そうすれば、神は出口を得て、神のみここ
ろを地上で遂行することができるようになります。ハレルヤ！

745 王国 ― その意義 (英 941)
１
王こくはかみの とう治，えい光;
主権は王こくの ちつ序維持す。
かみは王こくで 王権を行使す，
なが権威，王こく， 永遠にいたる。
２
王こくの中心は， けん威の御座;
御むねにしたがい， かみ，支はいす。
かれは王となり， 一切を管理す;
主の身分，保持し， かしらとなる。
３
かみは王こくで， 御むね遂行す;
統治権のもとで， 御むね成就す。
王こくのなかで， しゅくふく得る;
御座より，いのち あふれながる。
４
かん理にふくし， しゅくふく得る;
反ぎゃくするのは， ざいあくの根。
御座をたおそうと， サタンもくろむ;
主の権威のもと， われら生きる。
５
王こくのなかで， いのちにあり，
キリスト大きく あらわされる。
かみは統治して， しゅくふくする;
主は権威にぎり， 栄光，表現する。
６
ときが満ちると， 万有，主に帰し，
主の権威を知り， 統治を受ける。
いのちの支配を 召会あじわい，
王こくもたらし， 万有も享受す。

745 国度─意义
_一_
国度是神的掌权，维持神的荣耀；
是神主宰的管治，将祂秩序建造。
神在祂的国度里，施行祂的王权，
照祂自己来治理，直到永永远远。
_二_
国度中心是宝座，神在其上掌权；
一切带上祂正规，照着祂心所愿。
国度之中祂作王，一切归祂管治；
为首为主的身分，如此始能维持。
_三_
神藉掌权国度中，通行祂的旨意；
在祂统治的权下，成全祂的心意。
惟有在神国度中，祝福始能得着；
乃是从神的宝座，流出生命水河。
_四_
服在神的管治下，乃是蒙福之本；
背叛神圣的主权，乃是罪恶之根。
撒但邪恶的目的，乃在翻神宝座；
我们该有的目标，在神权下活着。
_五_
在神至高国度中，基督得显为大；
基督掌权生命中，神就能有可夸。
当神施行祂统治，一切全都蒙福；
基督若为神掌权，神的荣耀显出。
_六_
日期满足的时候，主要归一万有，
万有要认祂王权，将祂统治领受。
生命荣耀的管治，召会现已预尝，
并催国度速实现，万有都得分享。

941 The Kingdom - Its Meaning
_1_ God's kingdom is God's reigning,
His glory to maintain;
It is His sovereign ruling,
His order to sustain.
He exercises fully
His own authority
Within His kingdom ever
And to eternity.
_2_ Upon the throne, the center
Of government divine,
God reigns, and with His purpose
Brings everything in line.
God's headship and His lordship
He only can maintain
As King within His kingdom,
O'er everything to reign.
_3_ By reigning in His kingdom
God worketh all His will,
And under His dominion
His purpose doth fulfill.
'Tis only in God's kingdom
His blessing we may know;
'Tis from His throne almighty
The stream of life doth flow.
_4_ Submitted to God's ruling,
All virtue thus will win;
Rebellion to His Headship
Is but the root of sin.
The evil aim of SatanGod's throne to overthrow;
Our aim and goal is ever
His rule to fully know.
_5_ Within God's sovereign kingdom
His Christ is magnified;
When Christ in life is reigning,
The Father's glorified.
When God is in dominion,
All things are truly blessed;
When Christ for God is reigning,
God's glory is expressed.
_6_ In fulness of the seasons
God's Christ will head up all,
Then all will own His reigning
And worship, great and small.
Such reign in life and glory
The Church e'en now foretastes,
And to His rule submitting
Unto His kingdom hastes.

