2017.2.20-2.26
四つの生き物
エゼキエル書の結晶の学び（一）＃3
Ⅰ．私たちは神を、吹く風、覆う雲、燃える火、光り輝くこはく金として経験する Ａ．聖書の中で、四という数は、神の創造と関係があり、神の被造物としての人を表徴して
とき、四つの生き物、すなわちキリストを表現する団体的な実体となります：
います。
エゼキエル 1:5 また、その真ん中から四つの生き物の姿が出て来た。そ
Ｂ．四という数は、私たちがあらゆる部族、言語、民族、国から贖われた人であることを示し
れはこのような外観であった．彼らは人の姿を持っていた。
ています。
6 それぞれ四つの顔を持ち、彼らはそれぞれ四つの翼を持っていた。
Ｃ．四つの生き物は、一組として見られており、一つの実体として数えられています。
Ａ．風、雲、火、こはく金の経験を通して、死んでいた私たちは、生かされて生き物となっています。
ヨハネ 5:25 まことに、まことに、私はあなたがたに言う．死人が神の子の声を聞き、そして聞く者が生きる時が来る．それは今である。
Ｂ．私たちが風、雲、火、こはく金の循環を経験し続けるなら、私たちは内なる存在において生き生きとするようになり、活力に満たされるでしょう。
１．内側の証明は、私たちの再生された霊の中の命の感覚です。
ａ．第一の活動は祈りです。Ⅰテサロニケ 5:17 絶えず祈りなさい．
コロサイ 4:2 うまずたゆまず祈り、感謝しつつ祈りの中で目を覚ましていなさい．
哀 3:55 エホバよ、私は最も深い穴から、あなたの御名を呼び求めました。56 あなたは私
Ⅱ．私たちは、風、雲、
の声を聞かれました．私の呼吸に、私の叫びに、耳を隠さないでください。
火、こはく金の循環を
Ｃ．私たちは二重
ｂ．私たちが生き物であることを証明するその他の活動は、聖書を読むこと、集会の中で機
経験すればするほど、
２．外側の証明は、私たち
の証明によって、
能すること、神に仕えること、福音を宣べ伝えることを含みます。
ますます生き生きとす
がいくつかの霊的な活動に
私たちが生き物で
コロサイ 3:16 知恵を尽くして、キリストの言をあなたがたの内に豊かに住まわせ、詩と詩歌と
るようになります：
携わることです：
あることを知るこ
霊の歌とをもって、互いに教え戒め合い、恵みをもって、心から神に向かって歌いなさい。
とができます：
詩 119:15 私はあなたの教訓を思い巡らし、あなたの路を重んじます。140 あなたの言葉
は精錬されており、あなたのしもべはそれを愛します。
Ⅰコリント 14:31 なぜなら、あなたがたはみな一人ずつ預言することができるからであり、
それはすべての人が学び、すべての人が励まされるためです。
３．毎回、私たちが、風、雲、火、こはく金としての主と出会うとき、私たちの内なる存在は生かされ、私たちはバイタルな
信者、すなわち、生き生きとしていて活動的な人となります。
Ａ．四つの生き物が人の姿を帯びており、御座の上の神も人の外観を帯びていることは、神の中心思想と彼の案配が人と関係があることを示
Ⅲ．四つの生き物は人 しています。創 1:26 それから、神は言われた、「われわれのかたちに、われわれの姿にしたがって、人を造ろう．そして彼らに、海の魚と空の
の外観を帯びており、 鳥と家畜と全地と地を這うすべての這うものを治めさせよう」。
彼らは御座の上の人 Ｂ．私たちは主の人性に対して正しい評価を持つ必要があり、私たちが人であることがどれほどすばらしいことであるかを見る必要があります。
Ｃ．聖書の中には、実は四人の人がいるだけです。それは第一の人、第二の人、新しい人、男の子です。私たちは第一の人でした。キリストは
の団体的な表現です：
エゼキエル 1:26 また、 第二の人と呼ばれています。私たちは再生によって新しい人になりました。そして今、私たちが男の子になるという望みがあります。
彼らの頭の上にある大 Ｄ．召会が表現しなければならないキリストは、御座の上の人です。
空の上に御座のような Ｅ．神のご計画を完成するのは人です。神を表現するのは人です。敵を打ち破るのは人です。神の王国を人類の間にもたらすのも人です。神
ものがあり、サファイア は人を必要とします。
石の外観のようであっ Ｆ．エゼキエル書第 １．生き物は神が彼の栄光を現す手段です。もし彼らが人の外観を帯びていないなら、神の栄光が現されることはあり得ません。
た．そして御座のような 1 章には、四つの生 ２．生き物は神が地上で行動する手段です。神の行動は彼らにかかっています。
ものの上に、人のよう き物が人の外観を
ａ．神の御座は彼の行政の中心であり、地上のすべてのものとエゼキエル書の中で記録さ
な外観の方がその上 帯びていることに関 ３．生き物は神が御座で行 れているすべてのものを治めています。
におられた。
して、三つの重要な 政を執行する手段です：
ｂ．生き物は人の外観を帯びているので、神の御座の行政があるのです。
事があります：
ｃ．人は神の現れの手段であり、人は神の行動の手段であり、人は神の行政の手段です。

１．主イエスの栄光ある麗しさは、彼の人性の中で現されています。
２．主の救いは、私たちを正しい人にすることです。
Ａ．人の顔が示し
３．私たちは霊的になればなるほど、ますます正常になり、普通になり、人間らしくなります。コロサイ 3:4 私たちの命なるキリスト
ているのは、生き
が現される時、あなたがたも、彼と共に栄光のうちに現されます。10 新しい人を着たのです．その新しい人は、それを創造された
物が 正し い 人性
方のかたちにしたがって全き知識へと至るように、新しくされつつあるのです．11 その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、割
の中で、すなわち
礼と無割礼、未開人、スクテヤ人、奴隷、自由人はあり得ません．キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。
イ エ ス の 人性の
４．私たちが人間らしくなるのは、私たちの天然の人性によってではなく、イエスの人性によってです。これは「イエスの人
中で生きていると
性」を持つことです。
いうことです：
５．書簡において、使徒たちは私たちに正しい人になるように教えています。特にどのように正しい夫、妻、親となるかを
Ⅳ．四つの生き物には
教えています。
四つの顔があります：
１．聖書の中で、獅子が表徴しているのは、勇敢さ、活力、強さ、勝利、王として支配することです。
エゼキエル 1:10 彼ら
箴 28:1 悪しき者は追う者もいないのに逃げる．義なる者は獅子のように勇ましい。
の 顔の 姿に つ い て
Ｂ．獅子の顔：
２．私たちが、罪、この世、サタンに対して獅子のように勇敢であるなら、神は私たちを通して彼の王権を建て上げること
は、人の顔を持ち、そ
ができます。啓 5:5 すると、長老の一人が私に言った、「泣くな．見よ、ユダ族の獅子、ダビデの根が勝利を得たので、そ
の四つのものは右側
の巻物と七つの封印を開くことができる」。
に獅子の顔を持ち、そ
１．牛が表徴しているのは、進んで労苦し、重荷を負い、自分を犠牲にすることです。
の四つのものは左側
Ⅰコリント 15:10 しかし、神の恵みによって、今の私があるのです．そして私に対する神の恵みは、無駄にはなりませんでし
に牛の顔を持ち、その Ｃ．牛の顔：
た．それどころか、私は彼らのだれよりも多く労苦してきました．しかし、それは私ではなく、私と共にある神の恵みです。
四つのものはわしの
２．私たちはみな、他の人に仕える実際、責任を負う実際、自分の命を犠牲にする実際を表現する必要があります。
顔を持っていた。
１．聖書の中で、わしが表徴しているのは、大能の、上昇の、超越の神です。出 19:4 あなたがたは、私がエジプト人に行
なったこと、またあなたがたをわしの翼に載せて、私自身のもとに連れて来たことを見た。
２．私たちはキリストにある信者として、神の命を私たちの内側
ａ．私たちは神聖で大能の能力を持っていて、人として
に持っています。この命は超越しており、私たちに上昇と超越の のあらゆる状況の中で神を表現することができます。
表現を持たせます：イザヤ 40:31 しかし、エホバを待ち望む者た ｂ．神のエコノミーの完成のために、私たちは破壊され
Ｄ．わしの顔：
ちはその力を新しくする．彼らは、わしのように翼をもって舞い
ることはあり得ず、征服されることはあり得ず、打ち負
上がる．走っても弱ることはなく、歩いても疲れることはない。
かされることもあり得ません。
３．私たちは、わしのようである必要があり、どんなものにも捕らえられたり、抑えつけられたり、圧迫されたりすべきでは
ありません。これは、私たちが迫害と称賛の両方に勝利を得ることができるべきであることを意味しています。
Ａ．四つの生き物と彼らの四つの顔が表徴しているのは、組み合わされた団体的な実体であり、それは人の間の神の団体的な表現としての団
Ⅴ．四つの生き物は、
体のキリストです。
キリストの団体的な四
Ⅰコリント 12:12 それは、体が一つであっても多くの肢体があり、体のすべての肢体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。
重の表現であり、団体
Ｂ．生き物の四つの顔は、四福音書に対応しています。マタイによる福音書―キリストは獅子であり、神の王国の王です。マルコによる福音書―キリスト
的にキリストの命を生
は牛であり、神のしもべです。ルカによる福音書―キリストは人であり、人・救い主です。ヨハネによる福音書―キリストはわしであり、神です。
かし出します：
Ｃ．四つの生き物は団体的な実体であり、キリストを完全に、彼が地上で生きていた時と全く同じように表現します。
経験①生き物：どのようにして、私たちはもはや死んでおらず、生き物になったことを
つも、深い感覚を持ちます。もし私たちの内なる感覚、命の内なる知覚が敏感で、深く、
証明することができるのでしょうか？ 二重の証明、すなわち、内側の証明と外側の証 新鮮であるなら、これは私たちが内側で生きており、それゆえに生き物であることの
明があります。私たちが生き物であるという内側の証明は、私たちが命の感覚、ある
証明です。第二の証明は外側のもので、活動と関係があります。死人は活動的では
いは知覚を持っているということです。生きている人には感覚があります。…霊的に
ありませんが、生きている人はとても活動的です。…生きている、すなわち、生き物で
生きている人は、神に栄光を帰さない、あるいは神を喜ばせない方法で生きる時はい あるクリスチャンは、多くの活動に携わります。これらの活動の第一は祈りです。呼吸

しなければ肉体的に生きることができないように、私たちは祈らなければ霊的に生き
ることはできません。祈りはクリスチャンの霊的な呼吸であり、それはいつも自然なも
のです。…私たちが生き物であることを証明するその他の活動は、聖書を読むこと、
集会で機能すること、神に仕えること、福音を宣べ伝えることを含みます。
ビジネス・ライフ編 1：ビジネスにおいて、様々な消極的な事が起こる時、チーム・メ
ンバーのマインドがネガティブになりがちです。しかし、クリスチャンであるあなた
は、どんな環境においても内側の主にある喜びを維持してください。主はあなたの
内側に住んでおられ、あなたの命です。主の命は復活の命ですので､環境がどうで
あれ、あなたの内側に喜びを与えます。ネガティブ・マインドの人は困難が起こると
ますます弱くなり、消極的な状況から抜け出せなくなります。喜びを持って、ポジテ
ィブ・マインドで前進してください。そうすれば､まずあなた自身が暗い状態から出る
ことができ､さらにチーム・メンバーが暗さから出てくるのを助けることができます。
あなたは主の導きにより、チームに逃れる道を示し、リスクを最小限にすることがで
きるでしょう。また、主にある喜びを維持するために、あなたは祈りと聖書を読むこ
とを毎日実行するべきです。祈れば祈るほど、聖書を読めば読むほど、あなたの内
側の命､平安、喜びの感覚は増し加わります。ハレルヤ!
②人の顔：私たちは風、雲、火、こはく金としての主を経験しますが、この経験の結
果は、私たちが人の顔を帯びるということです。生き物として、私たちは御使いでは
なく非常に人間的です。実は、私たちは霊的になればなるほど、ますます正常にな
り、とても人間らしくなります。私たちはキリストを私たちの命として持てば持つほど、
ますます人の顔を帯びるようになります。書簡において、使徒たちは私たちに正し
い人となるように教えています。特にどのように正しい夫、妻、親となるかを教えて
います。神の救いは彼の現れ、行動、行政のために、私たちを正しい人とします。
結婚生活/団体生活編：あなたは主に仕えることはできるが、家庭で夫あるいは妻と正し
い夫婦の関係を築くことができない人になってはいけません。命の中で成長している人
は、ますます正常な人間性を持つようになるべきです。特に夫婦の間であなたの真の人
間性が暴露されます。正常な結婚生活を建て上げることができない人はイエスの人間性
に欠けているので、奉仕においても力強い証しを持つことは決してできません。イエスの
人性は、あなたに思いやりの心、慈愛、謙遜、柔和、辛抱強さ､赦し、愛を供給します。
コロサイ 3:12 こういうわけで、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、思いや
りの心、慈愛、謙遜、柔和、辛抱強さを着なさい．13 もしだれかが、他の人に対して不
満を抱くことがあっても、互いに忍び合い、互いに赦し合いなさい．主があなたがたを
赦してくださったように、あなたがたも赦すべきです。14 そしてこれらすべてのことの
上に、愛を着なさい。愛は完成のための結び合わせる帯です。
神の御心は、あなたを天使にすることではなく、イエスの人性によって正常な人に
することです。このことはブラザーズ・ハウスやシスターズ・ハウスなどの団体生活
においても原則は同じです。あなたはルームメイトと良い人間関係を築くべきです。

③獅子の顔：私たちはまた獅子の顔を帯びる必要があります。聖書の中で、獅子が
表徴しているのは、勇敢さ、活力、強さ、勝利です。私たちのクリスチャン生活にお
いて、私たちはまず人である必要があります。私たちはどこにいても、学校で、職場
で、隣人の間で、人であるべきです。しかし、私たちはまた獅子でもあるべきです。
あなたが職場で正常な人であるなら、人はあなたに引き付けられるでしょう。しかし
ながら、あなたに引き付けられる人は、あなたを腐敗させることができる「病原菌」
であるかもしれません。彼らはあなたを好むので、あなたを招いて、ある種のこの
世的な娯楽にあずからせようとするでしょう。そのような時、あなたは人のようにで
はなく、獅子のように振る舞うべきです。これは、何であれ罪深いこの世的なものに
対して、私たちが獅子のように勇敢でなければならないことを意味します。
スクール・ライフ（大学生、大学院生）編：主の救いは､あなたを正常な人にするだけで
なく、獅子のように勇敢にします。ここで獅子というのは､罪、サタン、この世に対して
強く勇敢であるということです。あなたは友人にとって接しやすい人ですが、友人から
の罪の誘惑、例えば、深夜に至る飲み会、徹夜のカラオケ、徹夜のゲーム、淫行や暴
力・殺人に関する映画、お金を賭けた麻雀などに対して、勇敢に力強く拒絶する力が
あります。獅子の顔がなければ、あなたは友人の顔色ばかり見て、付き合いが悪い
と言われることを極度に恐れ、しぶしぶ罪の誘惑について行くことになるでしょう。
④牛の顔：獅子の顔は牛の顔によって均衡がとられます。もしあなたが職場で獅子
の顔を持っているなら、それだけでは人を納得させないでしょう。あなたは牛の顔
を持つことによって、均衡がとられる必要があります。牛は進んで重荷を負い、働き、
自分を犠牲にさえする者です。私たちはみなそのような外観を持ち、他の人に仕え
る実際、重荷を負う実際、責任を顧みる実際、さらには自分の命を犠牲にする実際
を表現する必要があります。あなたは職場で働いているとき、正常な人であり、獅
子のように勇敢であり、責任を負うことで忠信であるなら、人に良い印象を与えるで
しょう。そのような印象を与えるためには、人のように、また獅子のように振る舞う
だけでなく、仕え、苦しみを受ける牛のように振る舞う必要があります。職場を掃除
する必要があるとき、あなたは率先して掃除し、他の従業員よりも多く掃除すべきで
す。このようにして、あなたは同僚に、あなたが進んで犠牲になり、人を助け、人に
仕えることを示すでしょう。その時、あなたは牛の顔の実際を持つでしょう。人の顔、
獅子の顔、牛の顔を持つあなたを見る時、人は、「これが真のクリスチャンである」
と言うでしょう。
ビジネス・ライフ編 2：職場であなたは獅子の顔だけでなく牛の顔を持つべきです。
ここで牛というのは、すすんで労苦し、責任を担うことを言っています。クリスチャン
としてあなたは、人がやりたがらない大変な業務を避けてはいけません。それが大
変な業務であっても、避けることができないものであれば、その業務に取り掛かり、
責任を果たす必要があります。

外資系で働いている私たちの姉妹は､米国製造元に情報を要求すると、一万ページ
以上の英文の情報が送られてきました。姉妹は主と共に労苦し、それを読み通し、
必要な情報をまとめることができたので、米国の社員や日本の社員は非常に驚き
ました。実は米国の社員は、嫌がらせのように膨大な資料を送って来たのでした。
主の救いはあなたに人の顔、獅子の顔だけでなく、牛の顔を持たせ、黙々と労苦す
る人にします。アーメン!
⑤鷲の顔：私たちは、鷲のようである必要があり、どんなものにも捕らえられたり、
抑えつけられたり、圧迫されたりすべきではありません。これは、私たちが迫害と
称賛の両方に勝利を得ることができるべきであることを意味します。時には、称賛
に勝利することのほうが、迫害に勝利することよりも難しいのです。ある人は迫害
に勝利することはできますが、人々の称賛に勝利することができません。これは私
たちの状況であるべきではありません。私たちは迫害されても称賛されても、鷲の
翼に乗って飛び去ることができる必要があります。
スクール・ライフ（中高生編）編：中高生であるあなたは、若い時から鷲の翼で高く舞
い上がり、超越することを学んでください。人は非難されると落ち込んでしまい、称
賛されると高ぶってしまいます。しかし、主の救いはあなたを鷲のようにし、落胆や
キリストを享受する――その霊として
248（英 1142）
１ いま、主は生ける霊、主は実さい。
たん純に主呼べば主、享受する。
(復)イエスは生ける霊といまさけぶ。
御名を呼ぶものに主はゆたか。
２ 自由あとう主、うちにいま生きる。
あじわい見よ、主のすばらしさ。
３ いま、主は生ける霊、主はことば。
いのり読みにより、主に触れる。
４ せい徒にながれる生ける霊は、
いのちのまじわり、いちとする。
５ 生ける霊、ゆたかな主のしゅく宴。
からだ享受すれば賛美ながる。

高ぶりからあなたを救います。クリスチャンとして、あなたは自分の罪、欠点、弱さ
を告白する必要がありますが、決してどんなことがあっても落胆してはいけません。
また、高ぶりを対処して、称賛にも打ち勝つ必要があります。若い時から主の救い
によって、鷲の翼を持ち、超越する経験を持つべきです。
ある姉妹は歌うことに興味があり、歌のレッスンに参加して歌う技能を学びました。
その後､召会でも新人や兄弟姉妹の享受のために詩歌を歌い、録音する奉仕にあ
ずかりました。録音を聞いた多くの兄弟姉妹は、姉妹の美声について称賛しました。
姉妹は心の中で喜び、高ぶりが少し出てきました。しかし、その直後、姉妹は主の
照らしの下で自分の高ぶりを対処しました。その結果、内側の高ぶりは去り、心の
中の平安を回復することができました。これは称賛と高ぶりに打ち勝つ鷲の翼の経
験です。あなたはちょっと成績が上がったからといって、高ぶってはいけません。成
功の中であなたは次のように祈ってください;
Lord Jesus, I am nothing but sin. Apart from You, I really can do nothing.
But in You, with You, and for You, I can do all things.
In my business life (or student life) I work (or study) in You, with You and for
You. Thank you Lord, and praise the Lord! Amen!

Experience Of Christ - As The Spirit
1 Jesus is the living Spirit,
Our reality;
We enjoy Him just by calling.
In simplicity.
© Jesus is the living Spirit,
We must now proclaim;
He is rich unto all men
That call upon His name.
2.He is living now within us,
Giving liberty;
He is good and He is gracious
As we taste and see.
3 Jesus is the living Spirit
And the living Word;
When we touch Him by pray-reading
We receive this Lord.

4 Jesus is the living Spirit
Who among us flows;
Fellowship of life in spirit
Unity bestows.
5 Jesus is the living Spirit,
He is our rich feast;
As the Body now enjoys Him,
Praises are released.

