
#1 キリストのからだの実際 (国際華語特別集会：からだの原則を 

守ることによって、キリストのからだの実際の中で生きる) 2019/5/27-6/1 
Ⅰ．神のエコノミーの最高峰は、キリストのからだの実際です。 
Ⅱ．キリストのからだの実際は、私たちの中へと造り込ま
れ、私たちの存在の中へと構成し込まれた実際の霊です。  
ヨハネ 16:13 しかし彼、すなわち実際の霊が来る時、
あなたがたをすべての実際へと導く．… 
エペソ 4:4 一つからだと一つ霊、それはあなたがたも、
あなたがたの召しの一つ望みの中で召されたようにです。 
Ⅲ．キリストのからだの実際は、四福音書に記録されて
いるような、「イエスにあるあの実際」、すなわち、イエス
の生涯の実際の状態であり、成就された神・人の団体の
生活として、彼の多くの肢体の中に複製されています： 
Ａ．イエスは生活において、神の中で、神と共に、神のた
めにすべての事を行ないました。神はイエスの生活の中
におり、イエスは神と一でした。これがイエスにあるあの実
際です。Ｂ．神の喜びである唯一の生活は、キリストが地
上で生きた生活の繰り返しである生活です。私たちは主
によって成就されて神・人になり、第一の神・人としてのキ
リストの原型にしたがって、私たちの天然の命を否むことに
よって神聖な生活をしつつあります。Ｃ．キリストのからだ
の実際の中の生活は、イエスの生活と同じです。それは、
イエスが彼のからだの肢体の中で再び生きることです。月 
Ⅳ．キリストのからだの実際は、神と人の結合とミングリング
であり、団体の神・人を生かし出します：Ａ．キリストのからだ
の実際は、神に贖われた一群れの人々が、神・人であるキ
リストと共に、神・人の生活をすることです：１．主イエスは彼
の復活の中で、多くの兄弟たちを生み出し、長兄としての彼
を伴って、大いなる団体の神・人とならせました。この宇宙
的な人は、神であるが人であり、人であるが神です。ローマ
8:29 なぜなら、神はあらかじめ知っておられた者たちを、
御子のかたちに同形化しようと、あらかじめ定められたから
です．それは、御子が多くの兄弟たちの間で長子となるた
めです。エペソ 2:15 数々の規定から成っている戒めの律
法を、彼の肉体の中で廃棄されたからです．それは、彼が
ご自身の中で、二つのものを一人の新しい人へと創造して、
平和をつくるためであり。２．命を与える霊は私たちを再生し
た後、私たちの中に住み、私たちの霊とミングリングされて、
私たちと共に神・人の生活をします。３．このような生活の
結果、宇宙的な人を生み出します。彼は主イエスと全く同
じであり、神聖な命によって神・人の生活をする人です。火 
Ｂ．キリストのからだの実際は、神・人による生活です。彼ら
は人性と神性、また神性と人性のミングリングによって、共
に神と結合され、神に結び付けられ、神で構成されます。
ヨハネ15:4 私の中に住んでいなさい．そうすれば、私もあな
たがたの中に住む。枝がぶどうの木の中に住んでいなけれ
ば、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなたが
たも私の中に住んでいなければ、実を結ぶことはできない。
Ｃ．キリストのからだの実際は、成就された神・人による団体
の生活です。彼らは自分の命によって生きるのではなく、手
順を経た神の命によって生き、手順を経た神の属性は彼ら
の美徳を通して表現されます。ガラテヤ 2:20 私はキリスト
と共に十字架につけられました．生きているのはもはや私で
はありません．キリストが私の中に生きておられるのです．水 
Ⅴ．キリストのからだの実際は、キリストの死に同形化さ
れる団体の生活です：Ⅱコリント 4:10 絶えずこの体に、
イエスの致死力が働いています．それはまた、イエスの
命が、私たちの体に現されるためです。Ａ．キリストを追
い求める神・人の生活は、十字架の経験を通してキリス
トと共に死ぬことを追い求める生活です：１．十字架は、

私たちの経験とならなければなりません。私たちの心の
中へと入る十字架は、私たちの主観的な経験となってい
る十字架であり、私たちにキリストを生きさせます。ガラテ
ヤ 6:14 しかし、私には、私たちの主イエス・キリストの十
字架以外に、誇るようなことが断じてあってはなりません．
その方を通して、この世は私に対して十字架につけられ、
私もこの世に対して十字架につけられてしまったのです。
２．十字架の下での生活は、私たちの存在の最も深い部
分と、私たちの日常生活におけるあらゆる詳細に触れます。 
Ｂ．私たちはキリストの復活の力によって、キリストの死
に同形化されます。ピリピ 3:10 キリストと彼の復活の力
と彼の苦難の交わりとを知り、彼の死に同形化されて。 
Ｃ．キリストのからだの実際は、十字架を通してキリストの死
に同形化される生活です：１．十字架（キリストの死）は、ク
リスチャン生活をする私たちの道の中心性また普遍性で
あり、神の定められた御旨を完成するためです。２．私たち
はキリストの継続として、毎日、十字架につけられた生活を
すべきです。Ⅰコリント 15:31 兄弟たちよ、私は私たちの
主キリスト・イエスにあって持っている、あなたがたにある誇
りによって明言しますが、私は日ごとに死んでいるのです。 
Ｄ．私たちはキリストの死を私たちの生活の鋳型とするこ
とによって、十字架につけられた生活をする人となるべ
きです。このような団体の生活によってはじめて、私た
ちはキリストのからだの実際を持つことができます。木金 
Ⅵ．キリストのからだの実際の中にいることは、ミングリング
された霊の中で生きることです。ローマ 8:4 それは律法の
義の要求が、肉にしたがってではなく、霊にしたがって歩く
私たちにおいて、満たされるためです。Ⅰコリント 6:17 しか
し、主に結合される者は、主と一つ霊になります。Ａ．神の
唯一の定められた御旨とは、ご自身を私たちとミングリング
して、彼が私たちの命、性質、内容となり、私たちが彼の
表現となることです。１．神は彼のエコノミーの中で、ご自
身を私たちとミングリングして、私たちと共に一つの実体と
なります。２．私たちは救われて、私たちと神が完全にミン
グリングされて一となり、一つの命と一つの生活を持つ程
度にまでなります。Ｂ．神のエコノミーの中心点は、ミングリ
ングされた霊、すなわち神の霊と人の霊のミングリングで
す。神が行なおうとすること、あるいは完成しようとすること
は何であれ、この中心点と関係があります。Ｃ．ミングリン
グされた霊は、神と一つ霊である霊です。この霊は、神の
神格においてではなく神の命と性質において神と同じで
す：１．神の霊と人の霊はミングリングされて、私たちの内
側で一です。それは、私たちが神・人の生活、すなわち、
神であるが人であり、人であるが神である生活をすることが
できるためです。２．神・人の生活は、二つ霊（神の霊と人
の霊）が、共に結合されミングリングされて一となっている
生活です。Ｄ．私たちはミングリングされた霊にしたがって歩
くことによって、キリストのからだの実際の中で生きます。土 

Crucial Point①:復活の力によって十字架を 
主観的に経験し、キリストを内住させ、 

キリストのからだを建造する 
OL1:十字架は、私たちの経験とならなければなりません。
私たちの心の中へと入る十字架は、私たちの主観的な経
験となっている十字架であり、私たちにキリストを生きさせ
ます。OL2:十字架の下での生活は、私たちの存在の最も
深い部分と、私たちの日常生活におけるあらゆる詳細に
触れます。私たちはキリストの復活の力によって、キリスト
の死に同形化されます。 
毎日、あなたが神・人であることを思い起こしてください。

あなたは、あなたの中に生き、あなたの中にホームを造っ



ておられる神を持っています。あなたと彼、彼とあなたは
共にミングリングされて一となっています。あなたは、自分
の天然の命、天然の人による生活をすべきではありませ
ん。あなたと私、古い人、天然の人は、十字架上で終わら
され、主によって彼の死において十字架につけられました。
私たちは、自分の天然の人を十字架上にとどめておかな
ければなりません。これが、十字架を負うことの意味する
ことです。あなたの古い人を十字架上にとどめておくことに
よって、あなたはキリストの死に同形化されます。 
ピリピ 3:10 キリストと彼の復活の力と彼の苦難の交わりと
を知り、彼の死に同形化されて。 
キリストの死は、キリストがこの地上で生きていたとき、

常にご自分を拒絶しておられたことを意味します。彼は、
何もご自分によって決して行なわず、すべてのことを御父
によって行なったと告げられました。彼はとてもきよい、純
粋な人の命を持っていましたが、その命を生きることはさ
れませんでした。彼はその命をわきへ置き、その命を死に
渡し、御父の命によって生きられました。それは、私たち
への模範でした。私たちはその模範、すなわち、キリストの
復活の中で引き上げられた人の命と神聖な命の両方を
持つ神・人の、大量の複製となるべきです。私たちの人の
命でさえ、キリストの復活の中で引き上げられていますが、
私たちはそれによって、すなわち自分自身によって生き
るべきではありません。 
パウロは言いました、「私はキリストと共に十字架につけら

れました．生きているのはもはや私ではありません．キリスト
が私の中に生きておられるのです」（ガラテヤ 2:20 前）。こ
れは交換ではありません。なぜなら、パウロは続けて言って
いるからです、「そして私は今、肉体の中で生きているその
命を、…神の御子の信仰の中で生きるのです」（20 後）。
パウロは、自分によってではなく、霊なるキリストによって生
きた人でした。この霊なるキリストはすべてを含む霊であり、
手順を経て究極的に完成された三一の神の究極的完成
です。このすべては復活の中にあります。自分の天然の命
によって生きるのではなく、あなたの内側の神聖な命に
よって生きるとき、あなたは復活の中にいます。この結果
がキリストのからだです。私たちの内側にある神聖な命の
実際は復活であり、それは霊なるキリスト、すべてを含む
霊、手順を経て究極的に完成された三一の神です。 
成就されるとは何でしょうか？ それは、自己を拒絶し、

別の命によって生きることを絶えず実行することによって、
円熟することです。 

適用：青少年、大学生編 
あなたは学校で知識や技能を学ぶ必要があります。

しかし学校生活で天然の命、自己によって生きないこ
とも学んでください。エペソ2:14 なぜなら、彼ご自身は、
私たちの平和であって、両者を一つにし、そして敵意で
ある隔ての中垣を取り壊し、15 数々の規定から成っ
ている戒めの律法を、彼の肉体の中で廃棄されたから
です．それは、彼がご自身の中で、二つのものを一人
の新しい人へと創造して、平和をつくるためであり、 
あなたの天然の命の中には、数々の自分なりの律法の

規定が存在します。ですから天然の命は新しい人を建造
することはできません。同じように、天然の命は、学校で他
の人と協調したり、他の人から学んだりすることを拒絶しま
す。すぐにはその問題が顕著に現れなくても、ある段階に
来るとその問題は顕著に現れます。あなたは召会生活と
学校生活で、自己によって生きないことを学ぶべきです。
自己によって生きていると、からだの団体の生活を拒絶し、
学校生活で人間関係を駄目にします。例えばある人は神

経が細いので、友人からの傷つける些細な言葉で大いに
落胆します。このような人は人間関係で面の皮を厚くする
ことを学ぶべきです。このことは、福音の宣べ伝えにも役
に立ちます。また別の人は、高ぶっているので他の人から
学ぶことができません。もし人が誰からでも学ぶことができ
れば、その人は早く成長することができます。あなたは高
ぶりに満ちた天然の人を否むことを学んでください。このこ
とはあなたを成長させて、円熟へと至らせます。実行的に
以下のことを学んでください： 
⑴キリストの十字架を経験し、人々の間の敵意である隔
ての中垣の廃棄を経験する：あなたは十字架を経験しな
ければ、すべてのクラスメートと調和し、フィットすることは
できません。特に自分と合わない人と直面する時、十字
架を経験してください。そうすればあなたはその人とフィッ
トすることができるので、あなたの度量は広げられ、彼らは
あなたの広い度量に驚くでしょう。このような生活は彼らに
対する福音の宣べ伝えの助けになります。最近の報道に
よると、東京大学を卒業し、エリート官僚になった後、国
会議員に選ばれながら、国会や記者会見などで愚かな
暴言を吐き、厳しい状況に陥っている人たちがいます(過
去にも多数いました)。彼らはおそらくクリスチャンではない
ので、十字架を経験することはできません。しかしもし彼ら
が十字架を経験することができれば、公の場でこれらの
暴言を吐くことはなかったでしょう。 
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。 
⑵復活の力によってのみ、十字架を経験することができ
る：あなたは自分自身で自分を十字架につけることは不
可能です。あなたは必ずその霊の中の復活の力によって
十字架を経験しなければなりません。 
⑶天然の人が十字架につけられることを経験して初めて、
キリストが内側に生きられる：ガラテヤ 2：20 で、まず私の
天然の人が十字架につけられます。その後、キリストが私
の内に生きることができます。十字架がなければ、復活は
なく、キリストが内側で生きられることもありません。 
祈り：「おお主イエスよ、学校生活の中で苦手な人がいる
時、十字架を経験し、自己によって生きないことを学ばせ
てください。自分の霊を活用し、復活の力によって、十字架
を経験することができますように。十字架を経験することで、
他の人との敵意である隔ての中垣は取り壊され、キリスト
が私の内側に生きられます。ハレルヤ、主を賛美します！」 
Crucial Point②:ビジネス・ライフで、ミングリングされた霊に
従って生きることによって、キリストのからだの実際を生きる 
OL1:キリストのからだの実際の中にいることは、ミングリング
された霊の中で生きることです。OL2:神のエコノミーの中
心点は、ミングリングされた霊、すなわち神の霊と人の霊
のミングリングです。神が行なおうとすること、あるいは完成
しようとすることは何であれ、この中心点と関係があります。 
信者の再生された霊と究極的に完成された神の霊は

ミングリングされて、一つ霊となります。こうして、神の霊
はもはや、手をたたく音を出すことができない片手のよう
ではありません。そうではなく、二つ霊は共に「手をたたく」
ことができます。今日、神の霊と人の霊はミングリングさ
れて、私たちの内側で一です。それは、私たちが神・人
の生活、すなわち、神であるが人であり、人であるが神で
ある生活をすることができるためです。ですから、神・人
の生活は、二つ霊（神の霊と人の霊）が、共に結合され
ミングリングされて一となっている生活です。 
ローマ 8:15 あなたがたは、再び恐れへと至らせる奴隷
の霊を受けたのではなく、子たる身分の霊を受けたので



あり、この霊の中で、私たちは「アバ、父よ！」と叫ぶので
す。16 その霊ご自身、私たちの霊と共に、私たちが神
の子供たちであることを、証ししてくださいます。 
FN「その霊ご自身、私たちの霊と共に」：その霊だけが証
しするのでも、私たちの霊だけが証しするのでもなく、その
霊が私たちの霊と共に証しするのです。これは、まず私た
ちの霊が主導的に証ししなければならず、それからその
霊が、私たちの霊と共に証しされることを示しています。 
FN「私たちが神の子供たちであることを、証ししてください
ます」：これは、私たちが「アバ、父よ」と叫ぶ時、その霊
がされる証しです。このような証しは、私たちが神の子供
たちであり、神の命を持っていることを私たちに証しし、保
証します。それはまた、私たちが神の子供たちにふさわ
しく、この命にしたがって生き、歩くようにと、私たちを制
限し、規制します。その霊は、私たちと神との最も基本的
で初歩的な関係、すなわち、私たちが神の子供たちで
あることを証ししているのです。それは、私たちが神の息
子たち、あるいは神の相続人であると証ししているのでは
ありません。ですから、その霊の証しは、私たちの霊的な
誕生、再生の時から始まります。 
ローマ 8：16 は、その霊が私たちの霊と共に、私たち

が神の子供たちであることを証ししてくださると言います。
…今や私たちは、私たちの霊の中に神聖な霊だけでなく、
神聖な霊と私たちの霊のミングリングも持っています。…
二つの霊は天においてではなく、また私たちの外側にお
いてでもなく、私たちの内側でミングリングされています。
このことは、神聖なエコノミーの焦点です。 
肉と肉の欲にしたがって生きる人は、最も低い種類の

人々です。思いと意志にしたがって生きる人はいくらか高
いです。人の立場から言えば、人の霊の一部分である良
心にしたがって生きる人は、最も高い種類の人々と考え
られます。しかし、私たちはこのことよりもさらに高いのです。
なぜなら、私たちは良心にしたがって生きるだけでなく、ミ
ングリングされた霊にしたがって生きるからです。ですから、
私たちは最も高い水準にいます。ここでこの水準において、
私たちはクリスチャン生活と召会生活を持ちます。これが
神のエコノミーの焦点です。私たちはこのことにしたがって、
すなわち、ミングリングされた霊にしたがって歩くべきです。 
それではどうして私たちは、からだの生活の中にいるの

を期待することができるでしょうか？ 私たちはローマ 8 章
（内住のミングリングされた霊の経験）を通過していません。
どうして私たちは、ローマ12章（キリストのからだ）にいること
ができるでしょうか？ それは不可能です。それは、あなた
がへりくだっており、柔和で、忍耐強く、すばらしく、愛してお
り、寛容であるので、からだの中にいるということを意味する
のではありません。それは、あなたが霊にしたがって、ミン
グリングされた霊にしたがって、内住する霊にしたがって振
る舞い、活動し、行動し、生きているとき、実はキリストのか
らだの中で行動し、生き、振る舞っているということを意味
します。実際的に言えば、キリストのからだとは何でしょう
か？ 実行的に言えば、キリストのからだとは何でしょうか？ 
それはミングリングされた霊です。…主が私たちにそのよう
な事実、そのような実行を見せてくださいますように！ 私
たちはこれを見るなら、こう言うでしょう、「主よ、私をあわ
れんでください。私はあまりにもそれています。私は決して
そのようなミングリングされた霊の段階へと入ったことがあ
りません。私は依然としてこのため、またあのために祈って
おり、依然としてこれを、またあれを待ち望んでいます。私
は決して、からだの実際が私の内側にあるのを認識したこ
とがありません。再生された霊と内住する霊は今や一で

あり、まさに私の内側で共にミングリングされています。…
すべては私の内側にあります。私はただこのミングリングさ
れた霊にしたがって歩きます。私はただ私の思いを霊に
付けます。命はここにあり、平安はここにあります」。 

適用：青年在職、大学院生編 
あなたは自分の習慣や文化にしたがって生きるのでは

なく、ミングリングされた霊にしたがって生きることを学んで
ください。内側のミングリングされた霊にしたがって生きる
時、あなたは神の霊によって導かれ、魂の各部分、思い、
感情、意志が造り変えられることを経験し、キリストのからだ
の実際を生き、キリストのからだを建造することができます。 
ローマ 8:6 肉に付けた思いは死ですが、霊に付けた思い
は命と平安です。…14 なぜなら、神の霊によって導かれ
ている者はみな、神の子たちであるからです。…27 心を
探る方は、その霊の思いが何であるかを知っておられま
す．なぜなら、彼は神にしたがって、聖徒たちのためにとり
なしてくださるからです。28 また神を愛する者、すなわち、
彼の目的にしたがって召されている者たちには、すべてが
共に働いて益となることを、私たちは知っています。29 な
ぜなら、神はあらかじめ知っておられた者たちを、御子の
かたちに同形化しようと、あらかじめ定められたからです．
それは、御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです．
…33 神が選ばれた者たちを、だれが訴えるのですか？ 
神が私たちを義とされたのです。34 だれが罪に定めるの
ですか？ キリスト・イエスは死んで、さらに復活させられ、
神の右で、私たちのためにとりなしておられます。35 だれ
が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？ 患難で
すか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、
危険ですか、剣ですか？ 36 「あなたのために、私たちは
一日中、死に渡されている．私たちはほふられる羊と見な
されてきた」と書かれているとおりです。37 しかし、これら
すべての事柄において、私たちを愛してくださった方を通
して、私たちは勝ち得て余りがあります。38 なぜなら、死
も、命も、天使たちも、支配たちも、現在の事柄も、来たる
べき事柄も、力も、39 高いものも、深いものも、他のどん
な被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、
私たちを引き離すことはできないと、私は確信するからで
す。…12:4 一つの体の中には多くの肢体があり、そしてす
べての肢体が同じ機能を持っていないように、5 私たちも
数は多いのですが、キリストの中で一つからだであり、そし
て各自は互いに肢体なのです。 
あなたは自分の観念、習慣、好みなどにしたがって生き

るなら、ミングリングされた霊にしたがっておらず、神の霊に
導かれることを経験することはできません。またあなたはミ
ングリングされた霊にしたがって生きるために、過去の祝福
や経験も忘れる必要があります。例えば、イスラエルの民
はエリコで大勝利を経験した後、アイで敗北しました。その
理由は、エリコの経験を迷信的にアイに適用し、大胆にな
りすぎたからです。あなたは先入観を取り除き、ただミング
リングされた霊にしたがって歩くことを、実際的なビジネス・
ライフや研究生活の中で主観的に経験してください。 
兄弟の証し：私が世界最大手の医療機器の会社に勤め
ていた時、2010 年に会社のグローバル・アワードである
Star of Excellencyに当選した3名の内の一人に選ばれま
した。その後、40周年記念本にその3人の内では私が選
ばれて収載されました。このような状況で 2011年 4月に
米国第10位の会社から転職の誘いがありました。私は自
分の固定観念や過去の祝福にしたがって祈っていたので、
転職に応じる必要はないと考え、この案件を断りました。し
かしそのように決定した後、内側に平安の感覚を失ったの



で、悔い改めてミングリングされた霊にしたがいました。そし
て信仰によって、またからだの交わりの中で一歩一歩進
み、その会社への転職に導びかれました。驚いたことに
この会社は、私の入社後の 6 年間、日本で最大の投資
を私のゆえに行い、私の部署を通して日本で最も多くの
新しい技術が医療現場に導入されました。このことで厚
生労働省も会社の投資と私の業績に大いに驚き、また
喜んでサポートしてくれました。主を愛し、ミングリングさ
れた霊にしたがって歩くことで、万事が益になり、私の内
側の不信仰が対処され、価値観が造り変えられることを
経験することができました。ハレルヤ、主を賛美します！ 
祈り：「おお主イエスよ、私は何と多くの時、自分の好み、
固定観念、過去の祝福に従って歩んでいることでしょう。
ミングリングされた霊にしたがって歩まない私の罪を赦し
てください。神のエコノミーのゴールはキリストのからだの建
造に至ることです。そのために、私は必ずビジネス・ライフ
でミングリングされた霊に従って歩かなければなりません。
私の霊を増強して下さい。私の思いを更新し、価値観
を造り変えてください。キリストのからだの建造のために
私のビジネス・ライフを捧げます。アーメン！ハレルヤ！」 

生命課程 第 16～17課 パンさき集会(4/4) 
Ⅰ．主を記念する－主を中心とする： 
１.主の晩餐を食べる 
①主を記念する 
②主を享受する 
③主の死を展覧する 

２．主の食卓に着く（キリストのからだの交わり） 
Ⅱ．御父を礼拝する―御父を中心とする 
Ⅲ．パンさきをする人たち 
Ⅳ．パンさきをする時 
Ⅴ．パンさきをする場所 
⑴ 使徒 2:46 家から家でパンをさき。 
初期の信者たちはあらゆる家庭で、家から家でパン

をさきました。パンをさいた場所が、彼らの家庭であっ
たことは明らかです。 
⑵ Iコリント11:20 あなたがたが同じ場所に集まって…
主の晩餐を食べる。 

I コリント 11:20によれば、初期の信者たちはまた一つ
の所に集まって、主の晩餐を食べました。これはかなり
大きな場所においてであったに違いありません。家庭で
の小さなパンさき集会には、甘くて親密な味わいがあり、
一つの所に集まる大きなパンさき集会には、豊かで高く
引き上げられた味わいがあります。信者たちが家々に
分かれてパンをさくか、一つの所でパンをさくかについて
は、召会は必要と環境に応じて決めることができます。 
Ⅵ．パンをさいた後 
⑴ I コリント 11:26 ですから、あなたがたがこのパンを
食べ、その杯を飲むたびに、主が来られるまで、主
の死を告げ知らせるのです。 
パンをさいて主を記念する人は、主を思い巡らし、

主が来られるのを待ち、彼の出現を慕う人であるべき
です。ですからパンをさいた後、私たちは主が来られる
のを待つ生活をすべきです。 
⑵ I コリント 10:21 あなたがたは、主の杯と悪鬼どもの
杯の両方を飲むことはできません．主の食卓と悪
鬼どもの食卓の両方にあずかることはできません。 

Iコリント10:21は、私たちが主の食卓にあずかるなら、悪
鬼どもの食卓にあずかることはできないし、また主の杯を飲

むなら、悪鬼どもの杯を飲むことはできないと言っています。
悪鬼どもの食卓と悪鬼どもの杯は、この節の前半によれば、
偶像への供え物のことです。ですから、私たちはパンをさい
た後、偶像への供え物を食べることはできません。 
⑶ I コリント 5:8 ですから、古いパン種をもってではなく、
また悪意と邪悪のパン種をもってでもなく、純粋と
真実であるパン種のないパンをもって、祭りを守ろう
ではありませんか。 

Iコリント5:8で言われているパン種は、すべての邪悪
と、人を腐敗させるすべてのものを指しています。旧約
で、イスラエルの子たちは過越の祭りを守った後、パン
種のないパンの祭りを行ない、彼らの生活からあらゆる
パン種を取り除きました。新約のパンさきは、旧約の過
越の祭りに取って代わるものです。ですからパンをさい
た後、私たちもイスラエルの子たちのように、パン種の
ないパンの祭りを守って、私たちの生活からすべての
邪悪と、私たちを腐敗させるすべてのものを取り除くべ
きです。また私たちは主の聖くて罪のない命、すなわち
あの純粋と真実のパン種のないパンによってのみ、罪
から解放された聖い生活をして、真にパン種のないパ
ンの祭りを守る人となることができます。 

パンさき集会のサマリー： 
⑴主日集会の前半にパンさき集会を行う:神戸に在る
教会では、10:00～10:45の間、パンさき集会を行って
います。世界中の各地の諸教会も同じように主日の朝
にパンさき集会を行っています。集会には 10 分前に
集まり、5 分前から開始してください。 
⑵パンさきの前半は主を記念する:パンさきの詩歌は私
たちの願いや志を歌うのではなく、主の贖いの働きのゆえ
に主の命が私たちの中に分与されることについての詩歌
を選び賛美します。その後2曲目で、パンさきについての
詩歌や、贖いと命の分与がキリストのからだを生み出すこ
ととからだの交わりについての詩歌を選び賛美します。 
⑶パンさきの後半で御父を礼拝する:神の御子キリスト
は私たちが彼を賛美する中で、私たちを御父の礼拝に
導きます。この段階で私たちは御父を礼拝する詩歌を
選び賛美し、御父に祈りをささげます。 
⑷パンさきの集会に参加した後、毎日主を食べ、キリ
ストのからだの交わりの中で生き、主の再来を待ち望む
生活を送る 

178 主を賛美する―彼を記念する 
1. この宴せきのゆえ,  主よ感謝します; 

ご自身をエンジョイする  こよなき宴せき。 
御身を捨て,われらに  分けあたえしパンと, 
血をながし,われらに  飲ませるさかずき。 
(復)見よ,宴せきを！  何というしるし！ 
   ふかき意義を,だれ  知り得るや！ 

2. あがないの死にて  いのちをたまい， 
ご自身をあたえて  わがぶんとなす。 
パンさかずき，あずかり， 主の死，告げ知らせ， 
ご自身を食べ飲みし, 永えんに記念する。 

3. おく義なるからだ しめすパンにより， 
肢たいとまじわり, いちをあかしす。 
いましゅくふくするは, せいなるさかずき; 
血によりてすべての せい徒とまじわる。 

4. とわの分なる主を いまあじ見する; 
王こく待ちのぞみ, さい臨うながす。 
王こくあらわるとき, 勝利者たちともに, 
ご自身にあずかりて はなよめとならん。 


