
#15 飲食を変えて、天的なキリストを天的なマナの実際
として食べ、私たちがキリストで再構成されて、神の住まい
となるようにする (民数記の結晶の学び） 2019/8/26-9/1 

Ⅰ．天的なキリストは天的なマナの実際であり、神によって
遣わされて、神の選ばれた民の日ごとの命の供給となりま
す：ヨハネ6:32-33 私の父が、天からのまことのパンを与
えてくださるのである。なぜなら、神のパンとは、天から下っ
て来て、世の人に命を与える者だからである。48 私は命
のパンである。57 生ける父が私を遣わされ、私が父のゆ
えに生きているように、私を食べる者も、私のゆえに生きる。 
Ａ．キリストは天的なパンであり、天から下って来たパンです。
Ｂ．彼は神のパンであり、神に属する方であり、神によって
遣わされた方であり、神と共におられた方です。Ｃ．キリスト
は命のパンであり、永遠の命（ゾーエ）を持つパンです。命
のパンは、そのパンの性質が命であることを指しています。
命のパンは命の木のようであって、それはまた「食べるのに
良い」命の供給です。Ｄ．彼は生けるパンです。これは、そ
のパンの状態が生き生きとしていることを指しています。 
Ｅ．彼はまことのパンです。彼はまことの食物であり、他のす
べての食物は真の食物としての彼の影にすぎません。私
たちが日ごとに食べる食物の実際は、イエス・キリストです。 
Ⅱ．「生ける父が私を遣わされ、私が父のゆえに生きて
いるように、私を食べる者も、私のゆえに生きる。…命を
与えるのはその霊である．肉は何の役にも立たない．私
があなたがたに語った言葉は霊であり、命である」（ヨハ
ネ6:57、63）：Ａ．食べるとは、食物を私たちの中へと取り
入れ、それによって食物が私たちの体の中へと有機的に
吸収されることです。ですから、主イエスを食べるとは、彼
を私たちの中へと受け入れ、それによって彼が再生され
た新しい人によって命の方法で吸収されることです。 
Ｂ．私たちはキリストによって生きるだけでなく、キリストのゆ
えに生きます。キリストは、私たちに活力を与える要素また
供給する要因です。私たちはキリストの復活の中でキリスト
を生き、またキリストを食べることによってキリストを生きます。 
Ｃ．私たちが私たちの霊的な食物としての主イエスを食べ、
人に命を与える霊としての彼を受け入れるのは、霊であり
命である彼の言葉を食べて、すべての祈りによって彼の
言葉を受け取ることによります：１．彼の語った言葉は、命
の霊の具体化です。今や、彼は復活の中で命を与える
霊であり、この霊は彼の言葉の中に具体化されています。
２．私たちは霊を活用することによって彼の言葉を受け取
るとき、人に命を与える霊を得ます（参照、詩歌451）。月 
Ⅲ．神が私たちの飲食を変えることを欲しているのは、私
たちが父なる神によって遣わされた真のマナとしてのキリ
ストを食べ、キリストで再構成され、またキリストのゆえに
生きて、宇宙における神の住まいとなるためです： 
Ａ．神の民はエジプトから分離の荒野へともたらされまし
たが、依然としてこの世を表徴するエジプトの要素で構成
されていました。神の意図は、彼らの飲食を変えることに
よって彼らの要素を変え、そして神の民の性質を変える
ことでした。神は彼らの存在を、すなわち彼らの構成その
ものを変えて、彼らを天的なキリストで構成し造り変えて、
天的な民としたかったのです。Ｂ．四十年間、神はイスラ
エルの子たちにマナだけを与えて食べさせました。これが
示していることは、神の救いにおける意図が彼ご自身をキ
リストにある信者たちの中へと造り込み、唯一の天的な食
物としてのキリストをもって彼らを養うことによって彼らの構
成を変え、それによって彼らが資格づけられて神の住まい
としての召会を建造することであるということです。事実上、
信者たちはキリストで再構成された後、彼ら自身が神の住

まいとなります。出16:35 イスラエルの子たちは、人の住む
地に来るまで四十年間マナを食べた．彼らはカナンの地の
境に来るまで…。民11:6 しかし、今私たちの食欲は失せて
しまった．私たちの目には、このマナのほか何もない。 
ヨハネ6:51 私は天から下って来た生けるパンである．だれ
でもこのパンを食べるなら、永遠に生きる。Ⅰコリント3:16 
あなたがたは神の宮であって、神の霊があなたがたの
中に住んでおられることを、知らないのですか？ 
Ｃ．神が彼の民の肉を対処する道は、肉を拒絶し、肉を養
わないことです。こういうわけで、神は彼の民の飲食を変え、
彼らの肉が好まない食物を彼らに送るのです。入り交じっ
た人たちとイスラエルの民はいずれも、マナの天的な味わ
いを忌み嫌い、飽き飽きし、エジプトの食物のこの世的な
味わいに対するどん欲にかられました。Ｄ．エジプトの飲食
は、私たちが満足を見いだすために食べたがるすべてのも
のを指しています。エジプトの飲食、この世の娯楽に関して、
アメリカは主導的な国です。私たちが願い、飢え、渇くもの
は何であれ、私たちの存在を構成している飲食です。 
Ｅ．一方で、天的なマナは私たちを養い、いやします。もう
一方で、それは私たちの中の消極的なものを取り除きます。
Ｆ．神がマナ以外に何も民に与えなかったことは、何と驚く
べきことでしょう。これは神がキリスト以外に何も与えなかっ
たことを示しています。どうか主がキリスト以外のものに対
する願いと飢えを取り除いてくださいますように！ 
Ｇ．神の民はマナを食べることによって、最終的にマナとな
りました。私たちの構成はキリストを食べることを通して再構
成されなければなりません。それは、神の住まいとしての
召会が建造されるためです。どうか主が私たちの飲食を変
えて、私たちがキリストで再構成され、神の住まいとなるこ
とができますように。Ｈ．飲食を変えることに加えて、私たち
は嗜好を変える必要があります。主イエスは言いました、
「朽ちる食物のためにではなく、永遠の命に至る永存する
食物のために働きなさい」（ヨハネ6:27）：１．食物とは、私
たちが自分の満足のために私たちの中へと取り入れるあら
ゆるものを意味します。キリストご自身が、朽ちることのない
唯一の食物です。これは、永遠の命に至る永存する食物
です。２．私たちを満足させ、力づけ、支えるものは何であ
れ、私たちの食物です。私たちが取り入れて、私たちの支
え、力、満足となる唯一の食物は、ただキリストだけでなけ
ればなりません。３．再生されたすべての人は、自分の飲
食を変えて、自分の嗜好を変える必要があります。神の意
図は、この世的な飲食を断ち切って、私たちを天的な食
物の飲食に制限することです。この天的な食物はキリスト
です。４．私たちはみなこのように言うことができるべきです、
「主は私を満足させる唯一の方です。彼以外に、私には何
の満足もありません。私は毎日キリストによって力づけられ
支えられています。彼は私の依り頼む唯一の食物です」。 
Ｉ ．私たちが取り入れて、私たちの支え、力、満足となる
唯一の食物は、キリストでなければなりません。新約に
おける唯一無二の務めは、神の民の唯一の食物として
のキリストを届けることです。                     火・水 
Ⅳ．キリストは私たちの唯一の食物であり、私たちの日ごと
のマナであって、私たちを新陳代謝的に造り変えます。私
たちはこのようなキリストの特徴を見て、経験する必要が
あります：Ａ．マナは奥義です：１．「マンフー（man hu）」（こ
の言葉から「マナ」が派生した）というヘブル語の表現は、
「これは何だろう？」を意味します。２．私たちはマナを分
析したり説明したりすることができないように、主イエスを
分析したり説明したりすることはできません。この世の人に
とって、キリストは真のマナ、真の「これは何だろう？」です。 



Ｂ．マナは長期間にわたる奇跡です。マナは毎朝送られ、
毎朝集めなければなりませんでした。これは、私たちがキ
リストの供給を蓄えておくことができないこと、またキリスト
を私たちの命の供給として経験することは日ごと、朝ごと
のものでなければならないことを示しています。私たちの
食物として、キリストは永遠に存続します。出16:21 彼ら
は朝ごとに、各自が食べる分に応じてそれを集めた．日
が熱くなると、それは溶けた。Ｃ．マナは天からです。一方
で、主イエスは「天からのパン」です。もう一方で、彼は「神
のパン」であり、天から下って来て私たちの食物となる方
です。Ｄ．マナは露と共に降りて来ます。露は、主の新鮮
なあわれみによってもたらされる、主の新鮮にし潤す恵み
を表徴します。恵みとは、私たちに臨む神であり、私たち
を新鮮にし、私たちを潤します。 
Ｅ．マナは朝、降りて来ます。これは、私たちと主との生ける
接触を通して、マナが私たちに新しい開始を与えることを示
しています。雅7:12 私たちは、早く起きてぶどう園に行き、
ぶどうの木が芽を出したか、花が咲いたか、ざくろの花が咲
いたかを見ましょう．そこで私の愛をあなたに与えましょう。
ローマ6:4 私たちも命の新しさの中を歩くためです。    木 
Ｆ．マナは小さいものです。キリストは飼葉桶の中で生ま
れ、小さなさげすまれた町の大工の家で育ちました。これ
は、主が彼の偉大さを誇示されなかったことを示します。
そうではなく、彼は人の目には小さくあることを選ばれたの
です。ヨハネ6:35 イエスは彼らに言われた、「私が命のパ
ンである．私に来る者は決して飢えることがなく…。 
Ｇ．マナは細かいものです。これは、キリストが均質で均衡
がとれており、十分に小さくなって、私たちが食べることが
できることを示しています。Ｈ．マナは丸いものです。これ
は、私たちの食物としてのキリストが、永遠で、完全で、満
ち満ちており、不足や欠陥がないことを示しています。 
出16:14 その露の層が上ると、見よ、荒野の表面には細
かい丸いものがあり、地面にある霜のように細かかった。 
Ｉ ．マナは白いものです。これは、キリストが清く純粋で、何
の混合もないことを見せています。詩119:140 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。 
Ｊ．マナは霜のようです。これは、キリストが私たちを冷静に
し新鮮にするだけでなく、私たちの内側の消極的なものを
殺すことを表徴しています。Ｋ．マナはコエンドロの種のよう
です。これは、キリストが命に満ち、私たちの中で成長して
増殖することを示しています。Ｌ．マナは固いものです
（人々が「二つのひきうすでひくか、うすでつくかして、鍋で
煮る」という事実で暗示される）。これは、私たちがマナとし
てのキリストを集めた後、日常生活の状況と環境の中で彼
を「ひき、つき、煮る」ことによって、彼を食べることができる
ようにしなければならないことを表徴しています。 
Ｍ．マナの外観はブドラクのようです。これは、キリストが明
るく透明であることを示しています。Ｎ．マナの味は油で焼
いた平らなパンの味のようです。これは、キリストの味に聖
霊のかぐわしさがあることを表徴しています。Ｏ．マナの味
は蜜を入れて作られた極薄のパンのようです。これは、キ
リストの味の甘さを表徴しています。Ｐ．マナは平らなパンを
作るのに適しています。これは、キリストがきめの細かい平ら
なパンのように、栄養が豊富であることを示しています。 金 
Ⅴ．公のマナは私たちが食べていないマナであり、隠され
たマナは私たちが食べて、消化し、吸収したマナを指して
います：啓2:17 勝利を得る者には、あの隠されたマナを
与えよう．また白い石を与えよう…。Ａ．「あなたが勝利者
になることは不可能であると思わないでください。あなたは
キリストをマナとして享受することによって勝利者になること

ができます。公のマナを食べなさい。そうすれば、キリスト
は隠されたマナとなられます。この隠されたマナが、あな
たを勝利者へと構成します」。 
Ｂ．私たちが食べ、消化し、吸収するキリストはすべて、永
遠の記念となります。私たちが永遠においてキリストに関し
て思い起こす事には、二つの面があります。すなわち、私
たちを再構成する要素としてのキリストを享受したことと、
私たちを宇宙における神の住まいにならせるための供給と
してのキリストです。出16:32 「エホバが命じられたことはこ
うである．『それを一オメルいっぱい、代々にわたって保存
しておきなさい．それは、私があなたがたをエジプトの地か
ら連れ出した時、荒野であなたがたに食べさせたパンを
彼らが見るためである』」。Ｃ．金のつぼの中にあったマナ
が神の住まいの中心点であったように、私たちが食べるマ
ナとしてのキリストは今日の神の建造の中心点です。  土 
Crucial Point⑴:毎日、天からの食物であるキリストを
食べ、内側がキリストで養われ、キリストで再構成され、

神に役立つ人となり、神の家を建造する 
OL1:天的なキリストは天的なマナの実際であり、神に
よって遣わされて、神の選ばれた民の日ごとの命の供
給となります。 
OL2:「生ける父が私を遣わされ、私が父のゆえに生きてい
るように、私を食べる者も、私のゆえに生きる。…命を与え
るのはその霊である．肉は何の役にも立たない．私があな
たがたに語った言葉は霊であり、命である」（ヨハネ6:57、63）。 
OL3:神が私たちの飲食を変えることを欲しているのは、
私たちが父なる神によって遣わされた真のマナとしての
キリストを食べ、キリストで再構成され、またキリストのゆえ
に生きて、宇宙における神の住まいとなるためです。 
ヨハネ 6:63 で主は言われました、「命を与えるのはそ

の霊である．肉は何の役にも立たない．私があなたがた
に語った言葉は霊であり、命である」。…ここで主は、彼が
私たちに食べるために与えられるのは彼の肉体の肉では
ないことを説明しておられました。肉（meat）は肉（flesh）で
あって、何の役にも立ちません。主が私たちに与えられる
のは、命を与えるその霊です。 
ここの「言葉」はその霊に続きます。その霊は生きてい

て、実際ですが、かなり奥義的で、漠然としており、把握
するのは困難です。しかしながら、主の言葉は具体的で
す。まず主は、命を与えるために彼はその霊と成ることを
示されました。次に彼は、彼が語った言葉は霊であり、命
であると言われました。これは、彼の語られた言葉が、命
を与える霊の具体化であることを示します。彼は今や復
活の中で命を与える霊であり、その霊は彼の言葉の中に
具体化されています。私たちが霊を活用して彼の言葉を
受け入れるとき、命であるその霊を受け入れます。 
あなたは日ごとに何を食べて生きているでしょうか？ 

あなたは何を取り入れてあなたを満たし、支え、強めてい
るでしょうか？ 私たちはみなこれらの質問に直面し、そ
れらに答えなければなりません。私たちはみなこのように
言う（祈る）ことができるべきです、「主は私を満足させる
唯一の方です。彼以外に、私には何の満足もありません。
私は毎日キリストによって力づけられ支えられています。
彼は私の依り頼む唯一の食物です」。 
しかしながら、この世の人々は多くの異なる種類の食物、

…教育、スポーツ、娯楽のようなものによって生きていま
す。物質の食料のためにスーパーマーケットがあるように、
精神的で宗教的な食料のために精神的で宗教的なスー
パーマーケットがあります。…私たちは救われる前、エジプ
トにいて、他の救われていないすべての人と共にエジプト



の飲食を享受していました。しかし、私たちは救われ、エジ
プトから脱出しました。今や神は私たちの飲食を変えること
を意図されます。しかしながら、私たちはまだエジプトで肉
鍋のそばに座り、きゅうり、すいか、たまねぎ、にら、にんにく
を食べ、あるいはナイル川からの魚を享受することを願う
かもしれません。民 11:4 さて、彼らのうちに入り混じった
人たちが、どん欲にかられた．イスラエルの子たちも再び
泣いて言った、「だれが私たちに食べる肉を与えてくれる
のか？ 5 私たちはエジプトでは、ただで魚を食べていたこ
とを思い出す．そればかりかきゅうり、すいか、にら、たまね
ぎ、にんにくも．6 しかし、今私たちの食欲は失せてしまっ
た．私たちの目には、このマナのほか何もない」。 

適用：青少年・大学生編 
神は天からのマナであるキリストをもってあなたの内側

を養います。毎日三回食事を取るように、あなたは毎日
何度も聖書の御言葉を祈り読みし、命を与える霊である
生ける主に触れ、彼を食べ、養われるべきです。日本の
ことわざに「腹が減っては、戦はできぬ」とあります。これ
は食物を食べ内側に力がなければ、戦うことはできない
ことを言っています。あなたはキリストを天からの食物とし
て食べ、養われなければ、忍耐力がなくなり、すぐに人と
争ったり、人の成功を嫉妬したりしてしまいます。食べて
内側に力がなければ、嫉妬心を克服し、忍耐力を持ち
続ける力がありません。この力はあなたが今日、食べて
あなたの中に入って来たキリストです。 
真の食物であるキリストで養われている間、あなたはこ

の世の食物である娯楽、教育、スポーツなどが恋しくなる
ことがあるでしょう。しかし神はあなたの食事を変更させ、
あなたの内側の構成を変えて、あなたが神の住まいへと
建造されることを願っています。あなたはそのことを願わ
ないかもしれませんが、神の願いと願いに基づく行動を
誰も変更したり、留めたりすることはできないのです。あな
たは少しずつでもいいので、神に心を開き、神の願いをあ
なたの願いとすることを学んでください。そうすればあなた
は祝福されます。あなたの学業は祝福され、力強く前進
することができるでしょう。 
あなたはキリストを食べれば食べるほど、キリストで構

成されるので、召会生活の中で機能する肢体となり、学
校生活の中で優れたリーダーになるでしょう。 
祈り：「おお主イエスよ、あなたは天から下って来たマナ、
命のパンです。毎日、物質の食物を食べるように、毎日
あなたを食べます。キリストを私の忍耐力、理解力、前
進する力として経験するために、私は必ずキリストを食べ
る人でなければなりません。あなたの御言葉を自分の霊
を活用して祈り読みする時、言葉は霊となり、命となりま
す。主よ、賛美します。若い時からキリストだけを食べるこ
とを訓練し、この世の食物を少しずつ落としていくことがで
きますように。主の御名の中で求めます。アーメン！」   

Crucial Point⑵:毎朝復興し、毎日新しい開始を持つ 
OL１:マナは長期間にわたる奇跡です。マナは毎朝送ら
れ、毎朝集めなければなりませんでした。これは、私た
ちがキリストの供給を蓄えておくことができないこと、また
キリストを私たちの命の供給として経験することは日ごと、
朝ごとのものでなければならないことを示しています。私
たちの食物として、キリストは永遠に存続します。 
出16:21 彼らは朝ごとに、各自が食べる分に応じてそれ
を集めた．日が熱くなると、それは溶けた。 
OL2:マナは天からです。一方で、主イエスは「天からのパン」
です。もう一方で、彼は「神のパン」であり、天から下って来
て私たちの食物となる方です。OL3:マナは露と共に降りて

来ます。露は、主の新鮮なあわれみによってもたらされる、
主の新鮮にし潤す恵みを表徴します。恵みとは、私たちに
臨む神であり、私たちを新鮮にし、私たちを潤します。 
OL4:マナは朝、降りて来ます。これは、私たちと主との生け
る接触を通して、マナが私たちに新しい開始を与えることを
示しています。ヨハネ 6:35 イエスは彼らに言われた、「私
が命のパンである．私に来る者は決して飢えることがなく…。 
私は経験から、あなたが進んで新しい開始を持とう

としているときはいつもマナが来ると、あなたに断言す
ることができます。朝、主に来て言いましょう、「主よ、
私は新しい開始を願います。私は昨日と同じでありたく
ありません。主よ、あなたに感謝します。あなたの主権
の中で、またあなたのエコノミーの中で、あなたは私た
ちに一年間毎日、新しい開始を与えてくださいます」。
あなたがこのように新しい開始のために熱心に主に祈
るなら、マナは露と共に朝、降りて来るでしょう。 
日ごとに私たちは主と共に前進する必要があります。

私たちは聖書を読むだけではなく、私たちの中に住ま
われるキリストという生けるパースンとやりとりすべきで
す。私たちは聖書の言葉を読むとき、この生けるパー
スンと接触しなければなりません。教理や方法で占有
されるのではなく、私たちは懸命に主ご自身を追い求
めるべきです。私たちはこのように主を追求するなら、
毎朝、彼と共に新しい開始を持つでしょう。…毎朝何の
マナも集めることなく御言を読む可能性があります。なぜ
なら私たちは、主との生きた接触を持たないかもしれな
いからです。聖書の印刷された言葉は私たちに命を与え
ません。ヨハネ 5:39～40 で主イエスは宗教家たちに言
われました、「あなたがたは聖書を調べている．なぜなら、
その中に永遠の命があると思っているからである．しかし
聖書は、私について証しするのである。しかしあなたがた
は、命を得るために私に来ようとはしない」。私たちは命
を受けたいなら、主に行かなければなりません。命を持
つために、私たちは彼を持たなければなりません。 
私たちは新しい開始とマナの供給のために主を追い

求めるとき、私たちの霊に戻る必要があります。しかし
ながら、私たちは容易に霊ではなく思いを活用します。
これが私たちの傾向ですから、その日の諸事に占有さ
れる前に御言の中で主と接触することは良い習慣です。 

適用：新人編 
あなたは主の御名の中へと信じて、霊が再生され救

われました。しかし救われる前はあなたの霊は死んで
おり、毎日、魂に従って生活していたので、あなたの魂
は非常に強いのです。救われた後、あなたは毎日霊を
訓練すべきです。そして霊が、あなたの三部分、霊、
魂、体の中で一番強い部分になる必要があります。 
具体的には、毎朝、人、事、物に接触する前に、ま

ず主の御名を１分間呼んでください。主の御名を呼ぶ
時、何も考えず、ただ霊を活用して呼び続けてください。
そうすればあなたの霊は主で満たされ、強められます。
主の御名を呼びながら身支度をした後、「朝毎の食物」
や「初信者の養い」などの御言葉を兄弟姉妹と共に祈
り読みしてください。御言葉だけでなくアウトラインやメッ
セージを少し読んだら、すぐにそれらを使って祈ってく
ださい。あなたの霊があなたの魂より強くなるために、
朝毎の復興（主の御名を呼び、主の御言葉を祈り読み
して主に触れ、養われ復興されること）を実行しなけれ
ばなりません。仕事が始まってから、あるいは学校に
行ってから霊を活用しようとしても、あなたには魂を
使って生きる習慣があるので、それは上手くいきませ



ん。しかし復興されて、職場や学校に行けば、霊が強
められているので、あなたは実際的な事柄で思いを霊
に付けて、仕事をしたり、勉強したりすることができます。 
祈り：「おお主イエスよ、おお主イエスよ、あなたの御名は
すばらしいです。あなたを愛します。あなたの御名は私を
救い、私に神聖な豊富を供給することができます。主よ、
あなたの御名を賛美します。またあなたの御言葉を賛美し
ます。私が御言葉を祈り読みする時、あなたは私に言葉を
語りかけられます。この即時的な言葉が私の日々の命の
供給です。毎朝、兄弟姉妹と共にあなたの御言葉を食べ
て享受します。毎朝復興を実行することにより、毎日主の
中で新しい開始を持つことができます。主よ、感謝します」。 

Crucial Point⑶:毎朝マナを食べ養われて、 
建造に至り、永遠の記念となる 

OL１:マナは白いものです。これは、キリストが清く純粋で、
何の混合もないことを見せています。出16:31 イスラエル
の家は、それの名をマナと呼んだ．それは、…白く、 
OL2:マナは霜のようです。これは、キリストが私たちを冷静
にし新鮮にするだけでなく、私たちの内側の消極的なもの
を殺すことを表徴しています。 
出 16:14 その露の層が上ると、見よ、荒野の表面には細
かい丸いものがあり、地面にある霜のように細かかった。 
OL3:私たちが食べ、消化し、吸収するキリストはすべて、
永遠の記念となります。私たちが永遠においてキリストに
関して思い起こす事には、二つの面があります。すなわち、
私たちを再構成する要素としてのキリストを享受したことと、
私たちを宇宙における神の住まいにならせるための供給と
してのキリストです。出 16:32 モーセは言った、「エホバが
命じられたことはこうである．『それを一オメルいっぱい、
代々にわたって保存しておきなさい．それは、私があなた
がたをエジプトの地から連れ出した時、荒野であなたがた
に食べさせたパンを彼らが見るためである』」。 
OL4:金のつぼの中にあったマナが神の住まいの中心点で
あったように、私たちが食べるマナとしてのキリストは今日
の神の建造の中心点です。啓 2:17 耳のある者は、その
霊が諸召会に言われることを聞くがよい。勝利を得る者に
は、あの隠されたマナを与えよう． 
私たちは日ごとに主イエスに来て、彼を私たちの中へと

取り入れ、彼の言葉を食べるなら、私たちをますます純
粋にするきよめの過程を受けるでしょう。キリストを食べる
者たちは最終的に、単純で純粋になります。大部分の人
は複雑です。…単純にされる唯一の道は主イエスを食べ
ることです。私たちは彼を食べて彼の言葉を受け入れれ
ば受け入れるほど、ますます単純にされます。 
私たちは私たちのマナとしてのキリストにあずかるとき、

純粋にされ単純にされるだけでなく、また白くなります。白
くあるとは汚れがないことを意味します。…例えば、私たち
の愛やへりくだりはある天然の色を持っているかもしれま
せん。実は、私たちの人性の美徳のどれも白くないのです。
しかし私たちが私たちの命の供給としてのキリストを取り入
れれば取り入れるほど、ますます私たちの天然の色は取
り除かれ、私たちはますます白くなります。 
マナはまた霜のようでした。霜は露と雪の中間のもので

す。露も霜も新鮮にします。しかし、露は新鮮にしますが、
細菌を殺しません。しかしながら、霜は細菌を殺します。
マナとして、キリストは私たちを新鮮にするだけではありま
せん。彼はまた私たちの内側の消極的なものを殺します。 
私たちが食べ経験したキリストだけが、記念に値するので

す。私たちが享受するそのキリストは、永遠の記念となりま
す。なぜなら、私たちが経験し享受するそのキリストは、私た

ちの構成となるからです。彼は実は、神の民を再構成する
要素、彼らが再構成されるようにするその要素となるので
す。私たちであるもの、持っているもの、できることは何も記
念に値しません。私たちの構成となられたキリストだけが、
永遠の記念となるのにふさわしいのです。私たちが永遠に
おいて記念するものは、キリスト以外の何ものでもありません。 
私たちが永遠においてキリストについて思い起こす事に

は二つの面があります。すなわち、私たちを再構成する要
素としてのキリストを享受したことと、私たちを宇宙における
神の住まいとする供給としてのキリストです。この二つの面
は今日、主の回復における私たちの経験と明らかに関係
があります。キリストを私たちの命の供給とすることによって、
集会に次ぐ集会で私たちはキリストを私たちの構成要素と
して享受しつつあり、また神の住まいを建造しつつあります。
私たちのキリストに対する経験のこれらの面は、永遠に記
念となるでしょう。私たちが永遠にいるとき、今日の私たち
の経験を覚えていないと思ってはなりません。その反対に、
私たちはいかにキリストを享受したか、またいかに彼を私た
ちの供給として神の住まいとなったかを思い出すでしょう。
これが、神の御前に記念として蓄えられたマナです。 
あなたが勝利者になることは不可能であると思わない

でください。あなたはキリストをマナとして享受することに
よって勝利者になることができます。公のマナを食べなさ
い。そうすれば、キリストは隠されたマナとなられます。こ
の隠されたマナが、あなたを勝利者へと構成します。そ
れはまた内なる命の法則の要求を満たし、あなたを平安
の中へともたらします。その結果、あなたは啓示録 2:17
にしたがって勝利者になるでしょう。 

適用：在職青年・大学院生編 
あなたが職場で複雑なプロジェクトを取り扱う時、あなた

自身が主によって単純化される必要を感じるでしょう。特に
プロジェクトをコントロールするプロジェクト・リーダーには、複
雑なことを単純化させる能力が要求されます。数百の項
目があっても、Crucial Point1，2，3を抽出する能力がなければ、
プロジェクトは混乱に陥って暗礁に乗り上げてしまいます。
マナが白いとは、清く純粋で、単一であることを示していま
す。あなたが毎日マナにあずかると、複雑なあなたが単純
になります。人は多くの場合複雑なので、あれこれ考えすぎ
て消耗してしまいます。しかし重要なことはそんなに多くあ
るわけではないので、単一に前進する人は祝福されます。 
またマナが白いことは、汚れがないことも示しています。

あなたの天然の美徳は真っ白ではありません。マナを食
べれば食べるほど、あなたは天然の色が取り除かれ、ま
すます白くなります。あなたが白くなれば物事の色彩を
正しく見ることができます。あなたが真っ白でなければ、
あなたの天然の色彩を通して物事を見るので、物事の
正しい色彩を見ることができません。そうであれば、物事
を正しく裁定することが難しくなります。 
例えば、あなたがビジネス上ある人を信頼して良いのか、

悪いのか（あるいはどの程度信頼したら良いのか）を判断し
なければならない時、あなたが複雑であったり、あなたの天
然の色が濃かったりすると、それを正しく判断できません。
マナが白いことを賛美します。白いマナを食べれば食べる
ほど、あなたはますます単一で、汚れのない人になり、洞察
力を持ち、会社にとって有用な人材となるでしょう。 
祈り：「おお主イエスよ、私を神と人に有用な人とならせて
ください。そのためにマナを食べ、単純化され、天然の色
が取り除かれ、細菌が殺される必要があります。マナは
私の内側を養い、造り変える力があります。このようなマ
ナの経験は建造に至り、永遠の記念となります。アーメン!」 


