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今日の主の回復の主要な項目の極めて重要な点#3：すべてを含むキリストの無上の尊さ 
 
 

2016.1.10 

神戸に在る教会 今週の特別な予定 
1/9(土) 8:30 ～12：00 ビデオ訓練#10、11 
1/10（主）PM7：15～8：50 #12 

1. 主イェスをえらび， わが世界とす; 
主のあいは十分， われを満たす; 
スカルのみずは かわき止めず; 
主よ，われうつわ， 主，入れる。 
 (復) 
イェス，イェス， 主イェスをえらび， 
すべてのあまさの みなもとに住む; 
イェス，イェス， イェスは満ぞく， 
かわきを消し去り， 「われ」しずめる。 

2. 主イェスをえらび， よろこびとす; 
苦つうあるとも， うたながれる。 
ただ主があれば， 理由なくても， 
よろこびのこえ， わき出る。 

3. 主イェスをえらび， のぞみとする; 
たまわる嗣業は なんとゆたか; 
わがすくいぬし， 主こそたから 
主イェスを得るは さいこう。 

4. 主イェスをえらび， わが主とする; 
言い知れぬ愛に， われ屈ぷくす。 
なにももとめず， すべてささげ， 
主のよろこびを もとめる。 

1. 我已揀選主耶穌，揀選祂作世界； 
祂愛實在是充足，滿足我的一切； 
主，我是你的器皿，只有你能充盈； 
敘加的水飲千井，渴仍不停。 
（副） 
耶穌，耶穌，我揀選主耶穌， 
我心今正住在所有甘甜事物之源； 
耶穌，耶穌，祂乃是我滿足， 
是祂消除我的要求，平靜我的意願。 

2. 我已揀選主耶穌，揀選祂作喜樂； 
有祂，我心雖痛苦，依然會唱詩歌； 
有祂，我無別原因，也發喜樂聲音； 
因我所有的歡欣，是在祂心。 

3. 我已揀選主耶穌，揀選祂作希望； 
祂賜基業甚豐富，使我不住思量； 
將牠賜我的救主 乃是我的至寶； 
今天我心有催促：得祂最好。 

4. 我已揀選主耶穌，揀選祂作我主； 
祂愛實在是難述，嘗到就會屈服； 
我已奉獻我一切，向祂我無要求； 
我心只求祂喜悅，怕祂心憂。 

*ヨハネ4:13 イエスは答えて言われた、「この水（スカルの水、物質の享受を象徴する）を飲む者はだれでも、
また渇く．14 しかし、私が与える水を飲む者はだれでも、決して永遠に渇くことはない．私が与える水は、
その人の内で源泉となり、湧き上がって、永遠の命へと至るのである」。 
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Ⅰ．キリストにある信者たちは、彼らの価値観を変えるべきです： 
Ａ．信者たちの正しい価値観は、キリストと彼の完全な救いの、以下の各面に対する彼らの見方と評価に
見られます： 
１．主イエスに対する評価。 

  「家を建てる者たちの捨てた石が、隅のかしら石になった (詩118:22)」。これは評価の変化です。
家を建てる者たちの目に、彼らは自分たちが役に立たない石と考えたものを捨てました。ユダヤの指
導者たちの目に、キリストは不要なものでした。また彼らは、キリストを取り除くことを願っていました。し
かし、この捨てられた石は選ばれて、新しく制定された救いの隅の石となりました。…神は、ユダヤ人
の家を建てる者たちによって捨てられた隅の石を宝とし、それを彼の救いの建造のために用いました。
これらの二種類の価値は、何と異なっていることでしょう！…私たちは、かつては価値のなかったもの
が、今は非常に尊いものになっているということを彼らに示さなければなりません。かつては信頼する
に値しなかったものが、今は信頼できるものとなっています。他の人たちはキリストを捨てましたが、私
たちはキリストを宝としています。 

２．十字架の言葉に対する評価。 
Ⅰコリント1:18 十字架の言は滅びつつある者には愚かですが、救われつつある私たちには、神の
力です。 

３．人の日常の必要と比較した、神の王国と義に対する評価。 
マタイ6:31 こういうわけで、『何を食べようか？ 何を飲もうか？ 何を着ようか？』と言って、思い煩っ
てはならない．32 なぜなら、これらの物はすべて、異邦人が切に求めているからである。あなたがた
の天の父は、これらの物がすべてあなたがたに必要であることを、ご存じなのである。33 むしろ、ま
ず父の王国と父の義を求めなさい．そうすれば、これらの物はすべて、あなたがたに加えられる。 
人（このことは特に貧しい人たちにはそうです）が主を信じる前、彼を悩ます日常の考えは、その人

の日々の必需品です。食物や衣服に関する物は、人の生活の最大の関心事です。…信者として私
たちは、この人生には神の王国より尊いものは何もないことを、認識しなければなりません。マタイによ
る福音書第13章44節は、天の王国は畑に隠されている宝のようなものであると言っています。人がそ
れを見つけると、隠しておき、喜んで、持っているものをすべて売り払い、その畑を買います。このこと
は主が天の王国の宝を発見したこと、そして彼ご自身とご自身が持っておられるものをすべて手放し
て、その宝を買ったことを指しています。主は天の王国を尊いものと考えておられます。 

４．彼らの親族と比較した、主イエスに対する評価。 
マタイ10:37 私よりも父や母を愛する者は、私にふさわしくない．私よりも息子や娘を愛する者は、
私にふさわしくない．38 自分の十字架を負って私について来ない者は、私にふさわしくない。 
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   父、母、妻、子供たちは、人にとって最も尊いものです。彼らは人がこの生涯で持つ最も重要なも
のです。これらが主と比較されないとき、彼らを愛することに何の間違いもありません。しかし、私たち
がその二つのどちらかを選択しなければならない状況が生じたとき、どちらのものを私たちは選択す
るでしょうか？…私たち自身の家族は尊いです。しかし、彼らは主と比較になりません。私たちの主
は、私たちのどの家族よりもさらに尊いものです。 

５．全世界と比較した、人の魂に対する評価。 
マタイ16:26 人が全世界を手に入れても、自分の魂の命を失ったなら、何の益があるだろうか？ 人
は自分の魂の命と引き換えに、何を与えることができるだろうか？ 

６．罪の重大さと終局と比較した、彼らの体に対する評価。 
マタイ18:8 もし、あなたの片手か片足があなたをつまずかせるなら、それを切り取って捨てなさい．
両手両足を持ったまま永遠の火の中に投げ込まれるよりは、片手片足で命の中に入るほうがよい。 

７．主の奴隷、また互いに奴隷であることと比較した、宗教階級の地位に対する評価。 
マタイ20:26 しかし、あなたがたの間では、そうであってはいけない．だれでも、あなたがたの間で偉
大でありたい者は、あなたがたのしもべとなり、 

８．地の宝と比較した、公義の宝としてのキリストに対する評価。 
ヨブ22:23 全能者に立ち返るなら、あなたは建てられる。もしあなたが自分の天幕から不正を遠ざけ、
24 あなたの金塊をちりの中に置き、オフルの金を川の石の中に置くなら、25 全能者はあなたの金
塊となり、尊い銀はあなたのものとなる。26 そして、あなたは全能者にあって喜び、神に向かってあ
なたの顔を上げる。 

９．見えない褒賞と比較した、罪の享受に対する評価。 
ヘブル11:25 罪のはかない享楽にふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待されることを選び、26 キリ
ストのそしりを、エジプトの財宝にまさる富と考えました．それは、彼が褒賞をひたすら望んでいたか
らです。 

10．すべての事と比較した、キリストの認識に対する評価。 
ピリピ3:7 しかし、私にとって益であった事柄を、私はキリストのゆえに、損失と勘定するようになりま
した。8 しかしさらに、私はまた、私の主キリスト・イエスを知る知識の卓越性のゆえに、すべての事
を損失であると勘定します．その方のゆえに、私はすべての事で損失を被りましたが、それらをちり
あくたと勘定します．それは、私がキリストを獲得するためであり、 

Ｂ．私たちは、主が私たちに光を与えてくださり、私たちの価値観を徹底的に変えてくださるように求める
必要があります。それによって、私たちは絶えずキリストと彼であるすべてを、私たちの超越してすば
らしい分として選びます。 
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Ⅱコリント4:7 しかし、私たちはこの宝を土の器の中に持っています．それは、この卓越した力が神の
ものであって、私たちからではないことが現れるためです。 
Ⅰペテロ1:8 あなたがたは、その方を見たこともないのに愛しており、その方を今、見ていないのにな
お信じており、言葉では言い尽くせない、栄光に満ちた喜びをもって歓喜しています． 

Ｃ．「もし、あなたが価値のないことを言わず、尊いことを言い出すなら、あなたは私の口のようになる」（エ
レミヤ15:19） 
エレミヤ15:16 あなたの言葉が見いだされて、私はそれを食べました．あなたの言葉は私にとって、
心の楽しみ、また喜びとなりました．エホバ、万軍の神よ、まことに、私は、あなたの御名によって呼
ばれているのです。 
   神は、私たちが価値のないことを言わず、尊いことを言い出して、神の口のようになることができるよ
う要求します。私たちは、価値観のそのような変化の重要性を見なければなりません。どうか主が私た
ちに光を与えてくださり、私たちの価値観が徹底的に変えられ、それによって私たちが最も卓越した
分け前を選ぶということを知りますように。 

１．私たちは主の言葉を割り当てられた食物よりも尊び、主を彼の言葉の中で、養う乳と新鮮な蜜の流
れる良き地の実際として味わわなければなりません。それは私たちが、神の民に分与して、彼らを完
全に救うためです。 

２．私たちは主の言葉を、地上のすべての富よりも尊ばなければなりません。それは、私たちが神の託
宣を語って、キリストの計り知れない豊富を分与し、神のさまざまな恵みとすることができるためです。 

Ⅱ．キリストご自身が、彼の信者たちに対する尊さです： 
Ａ．ペテロは主に魅了されて（引き寄せられ捕らえられて）、彼が何度も主に叱責され、大きな失敗をして
も、なおも彼の牧者としての主に従い、殉教に至るまでになりました。 
マルコ16:7 そこで行って、弟子たちとペテロに告げなさい．彼はあなたがたより先にガリラヤへ行か
れる。彼が告げておられたとおり、あなたがたはそこで彼を見る」。 
Ⅰペテロ2:6 なぜなら、聖書にこう書かれているからです．「見よ、わたしはシオンに、選ばれた尊い隅の
石を据える．彼に信頼する者は、決して辱められることがない」。7 こういうわけで、信じるあなたがたに
は尊いものですが、信じない者には、「家を建てる者たちの捨てた石、これが隅のかしらになった」とあり、 

Ｂ．ペテロは、ペテロ、ヤコブ、ヨハネが、主の変貌の時にその極みまで入り込むことが許され、彼の威光
の最初の目撃者になることが許されたことを認識しました。 

Ｃ．キリストは彼の昇天において、「威厳ある方」です。すなわち、彼は私たちの神また救い主、万物の主
であり、神の統治における私たちの裁き主、律法の設立者、王です。それは、ご自身を私たちの中へ
と分与して、私たちの享受となり、私たちに完全な救いを得させるためです。 
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Ⅲ．神の建造のための尊い石は、キリストご自身です： 
Ⅰペテロ2:4 人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石である主に来て、 
Ａ．神の新約エコノミーにおいて、キリストは神の選ばれた尊い隅の石として、私たちを救い、生ける石と
し、造り変えて、神の霊の家、彼の住まいを建造します。 
私たちは、自分がキリストにある信者であることを忘れるべきではありません。キリストは私たちの礎

であって、この礎は試みられてきました。彼は信頼できるので、私たちは彼に信頼すべきです。私た
ちは、あわて、うろたえるべきではありません。私がこの箇所の御言を学んだとき、一つの参考書は、
あわてることは悪魔から出ていると言う格言を引用していました。私たちはあわて、うろたえるとき、こ
れは悪魔からであることを忘れるべきではありません。私たちはあわててはなりません。 
イザヤ28:16 それゆえ、主エホバはこう言われる、「見よ、わたしはシオンに一つの石を礎として据える．
これは試みられた石、堅く据えられた礎としての、尊い隅の石である．信じる者はあわてることがない」。 

Ｂ．すべてを含む生ける尊い石として、キリストは神の行動の中心性また普遍性であり、彼の永遠の住ま
いを建造します。 
使徒4:10 あなたがた一同も、イスラエルのすべての民も知っていただきたい．あなたがたが十字架
につけ、神が死人の中から復活させたナザレ人イエス・キリストの御名の中で、この名の中で、この
人が、あなたがたの前に健やかになって立っているのです。11 この方は、あなたがた、家を建てる
者たちに捨てられ、隅のかしらになった石です。12 この方のほかに、救いはありません．私たちが救
われるべき名は、この名のほか、天下のだれにも与えられていないからです」。 
私たちの命として、キリストは種です。神の建造のために、彼は石です。彼を命の種として受け入

れた後、私たちは成長して、彼を私たちの中に生きている石として経験する必要があります。こうして
彼は私たちをも生ける石としてくださいます。それは彼の石の性質で造り変えられています。それは
私たちが土台また隅の石である彼の上に、他の人たちと共に霊の家に建造されるためです。 

Ⅳ．キリストの尊い血は、私たちをむなしい生活様式から贖いました。 
Ⅰペテロ1:18 あなたがたが知っているように、あなたがたが父祖から受け継いだむなしい生活様式から
贖われたのは、銀や金などの朽ちるものによるのではなく、19 傷もしみもない小羊の血のような、キリス
トの尊い血によるのです． 
 私たちはキリストの血を注がれることによって、世俗的な人たちと区別されています。この血は銀や金より
も尊いものです。最高の代価が、私たちの贖いのために払われました。それは、私たちがむなしい生活様
式から聖なる生活に贖われるためでした。このために、神の御前に聖なる畏れ、健康で厳粛な用心深さを
持つべきです。それは、そのような高い代価をもって贖われた神の選びの民として、私たちがキリストの最
も高い贖いの目的を見失うことがないためです。 
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Ａ．キリストの贖う血は契約の血であり、私たちを神の臨在の中へと、神ご自身の中へと、神の聖なる性
質における神の満ち満ちた享受の中へともたらします。それは、私たちがすべての生活様式におい
て聖となり、彼の聖なる祭司の体系、また聖なる都となるためです。 

Ｂ．私たちが、キリストの尊い血という高い代価をもって贖われ、買われ、買い取られたことを見るなら、こ
の認識は私たちに、聖なる畏れをもって聖なる生活様式を持たせます。 
Ⅰペテロ1:17 そして、人を偏り見ることなく、それぞれの行ないに応じて裁く方を、あなたがたは御
父と呼ぶのであるなら、あなたがたの寄留の時を、畏れのうちに過ごしなさい． 

Ⅴ．尊く、際立って偉大な約束は、私たちの神また救い主であるイエス・キリストによって、私たちに与えら
れました： 
Ⅱペテロ1:1 イエス・キリストの奴隷また使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神また救い主、イエス・
キリストの義の中で、私たちと共に同じ尊い信仰を割り当てられている人たちへ。 
 神は私たちに、同じ尊い信仰を割り当てられました。それはすべての信者に対して同じ尊いものです。
…電気の例証を用いましょう。電気はこの建物に分配され、それはすべての電灯を共に結び付けます。
すべての電灯の中のこの電気は、質においても量においても同じです。なぜなら、電灯の大きさが同じで
あるからです。しかし、私たちの中の信仰は、質においては同じですが、量においては同じではありませ
ん。私たちは使徒パウロとは比較になりません。彼の結び付ける信仰は大きな山のようですが、私たちの
ものは小さな石のようであるかもしれません。 
 しかし、あなたは、石が成長することを認識しなければなりません！聖書では、石は生きています。あな
たが神と接触するなら、信仰はあなたの中で成長します。これは、神があなたの中で増し加わることを意
味します。神があなたの中で増し加わるとき、第二段階における信仰はあなたの中で成長し、ますます大
きくなります。私たちはみな質において同じ尊い信仰を持っていますが、持っている信仰の量は、どれほ
ど生ける神に触れ、彼を内側で増し加えるかにかかっています。神があなたの中で増し加わるとき、第二
段階におけるこの信仰も、あなたの中で成長します。 
Ａ．主の尊い御名を呼び求めることによって、私たちは救いの杯としての彼から飲み、神のすべての尊く、
際立って偉大な約束の実際としての彼を享受します。それは神の建造の目標のためです。 

Ｂ．これらの尊い約束は、神の言葉の中に具体化されています。約束を祈り読みすることによって、私たちは
神聖な性質にあずかり、それを享受します。それは、私たちが命の中で成長し発展して、命の円熟へと至
り、私たちの主また救い主イエス・キリストの永遠の王国へと、豊かに入ることを享受するためです。 
Ⅱペテロ1:4 彼はその栄光と美徳を通して、尊く、際立って偉大な約束を、私たちにすでに与えてくださっ
ています．それは、これらの約束を通して、あなたがたが情欲によるこの世の腐敗から逃れて、神聖な
性質にあずかる者となるためです。11 このようにして、あなたがたは豊かに、あふれるばかりに供給 
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されて、私たちの主また救い主イエス・キリストの永遠の王国へと入るのです。 
Ⅵ．神はすべての信者に同じ尊い信仰を割り当てました： 
Ａ．イスラエルの子たちが良き地の一区画を割り当てられたように、神は信仰としてのキリストを私たちに割
り当て、私たちの再生された霊、心の中の隠れた人を、信仰の霊としました。 
Ｂ．私たちはみな質において同じ尊い信仰を持っていますが、持っている信仰の量は、どれほど生ける神
に触れ、彼を内側で増し加えるかにかかっています。 

Ⅶ．私たちの信仰の尊い試しは、苦難を通して来るさまざまな試練によります。 
Ⅰペテロ1:7 あなたがたの信仰が試されることは、朽ちる金が火によって試されることよりもはるかに尊
く、イエス・キリストの出現の時に、賛美と栄光と誉れとなって現れるのです． 

Ａ．私たちは代価を払って、烈火のような試練を通して、金の信仰としてのキリストを、さらに得る必要があり
ます。それは、私たちの信仰の試されることが、主の出現の時に、賛美、栄光、誉れをもたらすためです。 

Ｂ．信仰によって勝利を得る生活をする信者たちは、キリストの再来の時に宝として彼に見いだされ、彼ら
の信仰の結果（結末）である魂の救いを受ける用意をします。 

Ⅷ．私たちは時間を贖い取って、神の無上の尊さとしてのすべてを含むキリストを享受しなければなりませ
ん。それは、私たちが彼で構成されて、彼の固有の宝としての尊い人となることができるためです。私た
ちが彼の尊い臨在の中に生き、彼を私たちの分け前として享受するとき、また彼が私たちを彼の宝とし
て享受するとき、彼はご自身を私たちの中へと建造して、私たちを彼の霊の家、彼の聖なる祭司の体系、
また王なる祭司の体系とし、彼の心の願いを完成します。 
Ⅰペテロ2:7 こういうわけで、信じるあなたがたには尊いものですが、信じない者には、「家を建てる者
たちの捨てた石、これが隅のかしらになった」とあり、 
Ⅰペテロ3:4 むしろ、柔和で穏やかな霊を朽ちない飾りとする、心の中の隠れた人です．これこそ、神の
御前に極めて価値のあるものです。 
ダニエル10:19 そして、彼(天使長ミカエル)は言った、「尊ばれる人よ、恐れてはならない。平安があな
たにあるように。強くありなさい．そうだ、強くありなさい」。彼が私に語ったときは、私は力を受けて言っ
た、「主よ，語ってください．あなたは私を力づけてくださったからです」。 

経験(ビジネス・パースン編)： 
① 日本人は外面の体裁を非常に気にします。たとえば、大手企業に勤めている、有名大学を卒業してい

る、高級住宅街に住んでいる、高級な外車に乗っている、家柄がいいことに非常に注意を払います。こ
のことは日本人がこれらのことに価値観を置いていることを示しています。あなたもかつてはそのような
むなしい生活様式の中を歩んでいました。しかし今、主を信じて、宇宙で最高の宝キリストを得ることが
できたので、あなたの価値観は変えられるべきです。 



8 

新人の基本的な訓練 ― 祈り読みの秘訣を学び、毎朝実行する： 

必ず毎朝、5～20分を聖別し、神の言葉を祈り読みしてください。 
① 繰り返し読み、応用の祈り、主の名を呼ぶことを混ぜ合わせる。 
② 形式的に行わず、霊の感覚に基づいて、繰り返し読み、強調読み、祈り、呼ぶことを自由に行う。

Reading + Praying + Calling‼ 
③ 霊の中で、主と交わり、主に触れ、主を食べて満足を得るために祈り読む。 
④ このような祈り読みは、霊の感覚を豊かにし、日常生活での主との親密な交わりを強化する。 
⑤ 祈り読みは、あなたと主との個人的で親密な信頼関係を建て上げることができる。 

② 主によって救われたあなたは主の光の中で、価値観を徹底的に変えていただくことを求める必要がありま
す。マタイ4:8 悪魔はまた、彼を非常に高い山へ連れて行き、彼にこの世のすべての王国とその栄華
を見せた。9 そして彼に言った、「もし、あなたがひれ伏して私を拝むなら、これらすべてをあなたに差し
上げます」。10 するとイエスは彼に言われた、「サタンよ、退け！ 『主なるあなたの神を礼拝し、ただ彼
にのみ仕えよ』と書かれている」。11 そこで、悪魔はイエスを離れた．すると見よ、御使いたちが来て彼
に仕えた。 

主イエスは人としてサタンに物質の富によって誘惑された時、「サタンよ、退け！ 『主なるあなたの神を
礼拝し、ただ彼にのみ仕えよ』と書かれている」と言って、聖書の御言葉を宣言し、サタンの誘惑に打ち
勝ちました。 

③ 神はあなたがあらゆること（物質の富を含む）で繁栄することを願われます。 
Ⅲヨハネ 2  愛する者よ、あなたの魂が繁栄しているように、あなたがすべての事柄について繁栄し、ま
た健康であることを、私は願っています。 

しかし、あなたは神を知らない人と同じように物質の富に価値観を置いてはいけません。 
Ⅰテモ テ6:17 この世で富んでいる人たちに命じなさい．すな わち、高ぶった思いを抱かず、不確かな
富に望みを置かず、 むしろ、私たちの享受のために、すべてのものを豊か に与えてくださる神に望み
を置くように．18 善を行ない、良いわざに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与えるように．19  将来に
備えて良い土台を宝として、自分自身のために蓄え、あの真の命を保持するように。 

あなたは在職者としてこの世の人とは異なり、享受のためにすべてのものを豊かに与えてくださる神に
信頼し、自分と自分の家族だけでなく、召会の若者を顧みることを学ぶべきです。 


