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神学校問題への提言
諸集会の間に「聖書に反する方法」が広まることへの警告

〈マイケル・ブラウン著（伝道出版社）からの引用〉

　彼らはすぐれた知的能力と学識を持っていたが、集会の中で認
められたものは、学問的な能力ではなく、霊的な賜物のみであっ
た。「集会の草創期」の指導者や教者たちは（他人と比較した場合）

「霊的な巨人」であったが、神学博士といったような学位や称号を
用いた者はその中に一人もいなかった。それどころか、そのよう
な「名誉」を押しつけられたとき、彼らはその受け入れを断固と
して拒否したのである。彼らは有名になりたいとも思わなかった。
教者としての信用をさらに高めるために、自分の名前に学問上の
肩書きを付け加える者が多かったが、彼らはそのようなことには
見向きもせず、それどころか、自分の著作に自分の姓名の頭文字
だけしか書き込まないのが普通だった。彼らが与えようとしてい
た教訓は次のようなものであった。すなわち、自分たちが提供し
ているのは聖霊の教えであり、自分たちはそのための単なる「管」
にすぎず、したがって自分たちの教えは聖霊の霊的な力と魅力に
基づくということだった。
　以上、書き記したことは、現在、私たちの間で行われていること
と何と大きな違いがあることだろう。一般の「教会」では、どの
ような肩書きや学位を書き添えることができるかによって、一人
の人間の地位や評判があらかじめ決定されているのである。その
ような肩書きを与えてくれる教育機関への参加を奨励することは、
そのような態度を助長することになる。このようなことはあるべき
姿ではない。
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３．兄弟姉妹とは

◆「神の家族は霊的な繋がりを持つ」　
◆「兄弟姉妹間に働く情欲の霊・姦淫の霊」

【手 記】真理と宗教～木は実で判断しなさい～

４．証とは

◆「はじめの愛」
◆「聖霊の力によって生み出される証」
◆「証は信仰の歩みの中で打つ杭である」
◆「本物の証か偽物の証かを見分ける」
◆「祈りによって得る証～クリスチャンの特権～」

【実 録】祈りは祝福であり特権であると学んだ愛ちゃんの体験

５．安息日を聖別すること

◆「集会とは～集まり、交わることの大切さ～」
◆「賛美とは」
◆「献金とは」
◆「クリスチャンホームにおける安息日の聖別とは」

【実 録】安息日を聖別することの大切さと、
十分の一献金をしていくことに伴う祝福～聖書に基づいた子育て～
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神学校問題への提言

前書き
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第１章　 正しく救われていますか？

第 2 章　 真のクリスチャンになる

◆ 救いの告白の祈り
・＜主への告白の祈り＞
・＜今まで信じてきたキリスト教・宗教からの解放の祈り＞
・＜聖霊のバプテスマと異言をいただく祈り＞

◆ ハレルヤ！聖霊のバプテスマを受けた皆さんへ
◆ 異言の重要性～霊の賜物である異言を語る力について～

【実 録】クリスチャンとは名ばかりだった
Ｂ兄弟の聖霊のバプテスマによる解放

第 3 章　 あなたの霊があなたに語る

１．霊と肉（魂・体）の聖別

２．牧師とは

◆「牧師と羊の関係～牧師は霊の監督者～」
◆「牧師はイエス様と羊をつなぐストロー」

【実 録】霊と肉の聖別を経て真の牧者と羊の関係に目覚めたＯ姉妹の証
◆「牧師の仕事～霊のカウンセリング～」 

【実 例Ⅰ】解放に至れない霊的原因を見抜き導く働き
【実 例Ⅱ】聖霊の賜物と信仰の行いがもたらす神癒
【実 例Ⅲ】最も力ある悪霊の追い出し・愛をもって人に寄り添う
【実 例Ⅳ】悪霊の追い出し / 聖霊のバプテスマから始まる悪霊からの奪還

◆「牧師への警告～群れのあるべき姿～」 
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　私たち「ぶどうの木」は、静岡県浜松市で、聖書エゼキエル書
３４章の預言により集められ、聖書のすべての言葉を愛し、信じ、
実践しているクリスチャンの集まり、みことばが真実であること
を証明する実験室です。
　この冊子の初版は、２０１０年に、ぶどうの木副牧師に任命さ
れた当時２０代の女性と、ぶどうの木ができた２００７年に救わ
れ、３年間教えを聞いてきた３０代の主婦に油が注がれ、聖霊の
導きのもと作成されました。どちらも神学校で学んだことはなく、
特別に注解書などで聖書を勉強したこともありません。ただ、聖
霊を教師とし、神の霊感によって書かれた聖書のみことば（口語
訳聖書を使用）を、一つとして取り除くことなく「アァメン」と
霊で受けていく中で、イエス様ご自身が直接語り、理解力を与え
て下さいました。そのようにして、二人がイエス様に教えていた
だいたことだけを書き表したのです。
　当時１０００冊つくったこの冊子は、たくさんの人に読まれ、
クリスチャンの皆さんにも用いて頂くことで、ついに在庫がなく
なりました。そして、初版から１０年間の学びを経た今、改めて
二人が冊子を読み直し、ぶどうの木での１３年間の学びと体験、
他の教会のクリスチャンとの交わりを通して語られたことを書き
加えました。神学ではなく、実際の体験・体得の記録をまとめた
冊子です。ぜひご一読ください。
　無から有を生み出させて下さった神に、全ての栄光を帰し、感謝
いたします。

前書き

はじめに

ローマ人への手紙９章１７節
「わたしがあなたを立てたのは、この事のためである。すなわち、あなたによって
わたしの力をあらわし、また、わたしの名が全世界に言いひろめられるためである」。

　ハレルヤ！愛する兄弟姉妹の皆さん。私たちが、様々な神々と宗教があふれているこの日
本で、真の神、イエス様の御名前を知り、聖書に出会えたことはなんと喜ばしいことでしょ
うか。今の時代、イエス様をこの目で見ることはできませんが、みことばから、ご自身を見
い出すことができるようにして下さったその愛に感謝しかありません。
　【彼は血染めの衣をまとい、その名は『神の言』と呼ばれた。】（ヨハネ黙 19  : 13）と聖書
にある通りです。神の言を読み、そして聞ける人間が、この地上にどれだけいるのでしょうか。
私たちが、その特権にあずかれたことは、本当に幸せなことです。

　突然ですが、愛する兄弟姉妹の皆さんに問います。私たちが信じているのは、“ キリスト教 ”
という宗教でしょうか？イエス様の教えは、仏教、神道、イスラム教、ユダヤ教と同等に
並ぶ “ 宗教 ” なのでしょうか？
　真の神から人間を離すために、サタンがつくったのが “ 宗教 ” です。“ 宗教 ” は偽りの教え
です。私たちは、聖書真理を学ぶことに対して、“ 宗教 ” と言われることに異議を唱えてき
ました。人間の死んでいた霊を生き返らせることができ、人間の罪のために血を流し、その
罪から救い出して下さったのは、イエス・キリストだけです。イエス様が十字架上で流され
た血は、旧約の時代に、イスラエル人たちが家の鴨居に塗った生贄の小羊の血の代わりとな
りました。十字架が祭壇となり、イエス様が過越の小羊となられたのです。これによって、
イエス様の血は偉大な力を発揮するようになりました。
　“ 宗教 ” に人を救い、罪をあがなう力があるでしょうか？イエス様がなされた御業と対等
に並ぶものはありません。

　ユダヤ教を信じる人々は、「大工の息子であったイエスが救い主のはずがない！イエスは
罪人だから十字架にかかったのだ」と思っています。イスラム教を信じる人々は、マリヤ偶
像礼拝で堕落したキリスト教を見て、イエス・キリストに力がないと思い、「私がイエス・
キリストの次にあらわれた預言者だ」という、紀元６００年頃にあらわれたムハンマドを信
じています。唯一神を信じていても、イエス・キリストを信じないユダヤ教やイスラム教の
人々は、いまだに旧約の時代と同じように生贄を捧げ、仲保者のいない “ 神 ” 対 “ 人間 ” の
関係を続けています。彼らは、サタンに翻弄され、今でもイエス・キリストの血の力を知り
ません。
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　また、日本が、国家神道で神として祀り上げた天皇の血は、私たちと同じアダムの罪を受
け継いだ人間の血であり、イエス様の血と比べる事などできません。国家神道は、戦争の犠
牲となった人々の罪の血が流れるだけのものでした。新興宗教の教祖も、同じく人間であり、
罪のあがないのための血は流していません。さらに、日本人が信仰してきた八百万の神々の
中で、災いから守る血を流したものは１つもありません。ですから、どれだけ拝んでも自身
や身内に降りかかる災いが尽きないのです。

　イエス様の血を注ぐ者だけが、災いから守られ、罪のゆるしを受けることができます。イ
エス様が来られる前の旧約聖書の時代には、生贄の血は罪をおおうだけで、罪の性質そのも
のは依然として存在していましたが、イエス様の十字架の血は、悪霊を追い出し、どんな罪
も洗い清めることができるものです。こうして、神が見るのは人間の罪ではなく、その罪を
おおっている清い十字架の血となったのです。
　そして、悪霊はイエス様のお名前を言うことはできても、イエス様の血だけは、言う事も
聞く事もできないほど恐れています。血を唱えられたら立ち去るしかありません。それゆえ、
血の力を信じて行使しているクリスチャンであれば、決して、“ 宗教 ” と同等に自分の信仰
を置くことなどできないはずです。

　私たちクリスチャンは、サタンが真の神から人間を離すためにつくった “ 宗教 ” ではなく、
真の神を信じている者です。真理・聖書があかししている真の神・イエス様以外は、全て力
のない宗教・カルトです。そう認識していれば、他の神を信じている人々と同列に並ぶこと、
ましてや一つになることなどあり得ません。「私が信じている宗教は、キリスト教です」と言っ
ていること自体、完全に “ 宗教の霊 ” にまかれています。真理との区別をつけることなく自
分自身が “ 宗教 ” をしているからこそ、クリスチャンでありながらサタンにあざけられ、救
われる前より７倍悪くなる攻撃を受けるのです。
　イエス様ご自身が、【わたしは道であり、真理であり、命である。だれでもわたしによら
ないでは、父のみもとに行くことはできない。】（ヨハネ14 : 6）【わたしは真理についてあか
しをするために生れ、また、そのためにこの世にきたのである。だれでも真理につく者は、
わたしの声に耳を傾ける。】（ヨハネ 18 : 37）とおっしゃいました。私たちは、このみことば
にとどまってきました。イエス様の教え＝真理しか、この地上にあってはなりません。みこ
とばへの信仰はイエス様への信仰に等しく、全てのみことば・真理に忠実であることは、イ
エス様に忠実であるという事です。

ヨハネの第１の手紙２章３節〜６節
【もし、わたしたちが彼の戒めを守るならば、それによって彼を知っていることを悟るので
ある。「彼を知っている」と言いながら、その戒めを守らない者は、偽り者であって、真理
はその人のうちにない。しかし、彼の御言を守る者があれば、その人のうちに、神の愛が真
に全うされるのである。それによって、わたしたちが彼にあることを知るのである。 「彼に
おる」と言う者は、彼が歩かれたように、その人自身も歩くべきである。】

　この冊子では、真理を知ったクリスチャン（＝キリストに似た者）としてのあるべき姿や、
みこころにかなった牧師、兄弟姉妹、証、安息日の聖別（集会、賛美、献金）について、
みことば（口語訳聖書）と照らし合わせながら伝えていきます。

テモテへの第２の手紙３章１６節〜１７節
【聖書は、すべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義
に導くのに有益である。それによって、神の人が、あらゆる良いわざに対して十分な準備が
できて、完全にととのえられた者になるのである。】

ヨハネの黙示録２２章１８節〜１９節
【この書の預言の言葉を聞くすべての人々に対して、わたしは警告する。もしこれに書き加
える者があれば、神はその人に、この書に書かれている災害を加えられる。また、もしこの
預言の書の言葉をとり除く者があれば、神はその人の受くべき分を、この書に書かれている
いのちの木と聖なる都から、とり除かれる。】

　まずは１章２章で、自分自身の救い、信仰、信仰生活を、みことばと照らし合わせながら
振り返ってみましょう。
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第 1 章　正しく救われていますか？

　今、多くの福音の冊子が、クリスチャンの手によって配られていますが、最初のイエス様
との出会いから、みことばとは異なった『救い』と教えが宣べ伝えられ、実際は、クリスチャ
ンが神の力を得られていない事を非常に残念に思います。

　まず１つ目は、自分の罪のために、イエス様が十字架にかかって下さったことへの感謝だ
けを言い表し、死から復活されたことを言い表していない事です。
　イエス・キリストの十字架の愛と、罪のゆるしだけが宣べ伝えられ、それに伴う “ 力 ” に
ついて福音していないクリスチャンがいます。死から復活させた神の “ 力 ” を信じて言い表
していなければ、イエス様は永遠に十字架にかかったままの死んだ神であり、カトリック

（マリヤ偶像礼拝）や、仏教、神道と同じように、『力のない神を心のよりどころ（＝宗教）』
にしていくだけにすぎません。

　主への告白の祈りで、もっとも大切なことは、「イエス様が十字架にかかった後、３日目
に（死から）よみがえられたことを信じます」と、言葉にして口で告白することです。この
告白で初めてあなたは救われ、死にも打ち勝った “ 神の力 ” も得ることができるのです。

ヨハネによる福音書１章１節〜５節
【初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言は初めに神と共にあった。
すべてのものは、これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないもの
はなかった。この言に命があった。そしてこの命は人の光であった。光はやみの中に輝いて
いる。そして、やみはこれに勝たなかった。】

ローマ人への手紙１０章９節
【すなわち、自分の口で、イエスは主であると告白し、自分の心で、神が死人の中からイエ
スをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。】

ヘブル人への手紙２章１４節〜１５節
【このように、子たちは血と肉とに共にあずかっているので、イエスもまた同様に、それら
をそなえておられる。それは、死の力を持つ者、すなわち悪魔を、ご自分の死によって滅ぼし、
死の恐怖のために一生涯、奴隷となっていた者たちを、解き放つためである。】

　そして神は、よみがえったイエス様を天にあげられる代わりに、助け主『聖霊』を送って
下さいました。この『聖霊』によって、イエス様を信じるクリスチャンは、イエス様と同じ
ことができる権威、しるしと奇跡が伴う “ 力 ” も与えられたのです。

ルカによる福音書１０章１９節
【わたしはあなたがたに、へびやさそりを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。
だから、あなたがたに害をおよぼす者はまったく無いであろう。】

マルコによる福音書１６章１７節〜１８節
【信じる者には、このようなしるしが伴う。すなわち、彼らはわたしの名で悪霊を追い出し、
新しい言葉を語り、へびをつかむであろう。また、毒を飲んでも、決して害を受けない。病
人に手をおけば、いやされる」。】

　ですから、「死から復活させた神の “ 力”を信じる」というこの告白がなければ、クリ
スチャンは神の “ 力 ” を得ることはできません。よみがえって、天にあげられたことで、
イエス様は永遠に生きた神となったのです。

　そしてもう一つ、ここには神の奥義が隠されています。死人が３日目によみがえったこと
を信じることは、普通この世の常識ではありえないことです。しかし、意志を向けた時、頭
で考えたら理解できないことを言葉にすることができます。つまり、自分の常識、知恵、判
断以上のこと、到底計り知れないことを神はされる！ということを認めて、私たちは救われ
るのです。死人をよみがえらせる神なのですから、不可能なことはないのです。

マタイによる福音書１９章２６節
【イエスは彼らを見つめて言われた、「人にはそれはできないが、神にはなんでもできない事
はない」。】

　改めて問います。あなたは、救われていましたか？神が、死人の中からイエス様をよみが
えらせたことを、あなたは信じることができますか？信じることができないのであれば、あ
なたは、神の “ 力 ” を得られません。当然、病人に手を置くこともできないでしょう。
　しかし、信じているのであれば、ためらうことなく、自分をかえりみることなく、病人に
手をおいていやしを祈ることができるはずです。イエス様は、私たちと共に働いて、みことば
に伴うしるしをもって、その確かなことを示して下さると約束して下さったからです。行い
の伴わない信仰は、無に等しいのです。

マルコによる福音書１６章１９節〜２０節
【主イエスは彼らに語り終ってから、天にあげられ、神の右にすわられた。弟子たちは出
て行って、至る所で福音を宣べ伝えた。主も彼らと共に働き、御言に伴うしるしをもって、
その確かなことをお示しになった。】
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　２つ目は、祈りの最後に「アァメン」と言っていないことです。
　全ての祈りや、みことばに対しても言えることですが、自分が承諾できるから「アァメン」
と言うのではありません。頭で理解できなくても、イエス様のおっしゃっていることは絶対
なのですから、あなたの霊で受けて「アァメン」と言うのです。理解力はあとから神が与え
て下さいます。また、「アァメン」は、「そうなったと信じます」という意味でもあり、口に
する度に、全ての祈りとみことばが信仰の土台の上に建て上げられ、クリスチャンとして着
実に成長していくことになるのです。

コリント人への第２の手紙１章２０節
【なぜなら、神の約束はことごとく、彼（＝イエス様）において「しかり」となったからである。
だから、わたしたちは、彼によって「アァメン」と唱えて、神に栄光を帰するのである。】

　３つ目は、教会に行けばイエス様に会える、祈りを聞いていただけるという信仰になって
しまっていることです。
　イエス様は、教会にいらっしゃるのではなく、あなたの内におられます。（第１ヨハネ 4 : 4、
ガラテヤ 2 : 20）教会に行かなければイエス様に祈りを聞いてもらえない、教会に行かなけれ
ば悔い改めることができないと思っていることも、仏壇や神棚の前で祈る人や、神社に通っ
て祈る人と同じ感覚であり、ご利益宗教の域を脱していません。早天祈祷会、徹夜祈祷会に
熱心に通うクリスチャンもいますが、イエス様は、いつ、どこにいても共におられ、常にあ
なたの心を見ておられます。あなたの祈りも、日頃出している言葉も聞いておられます。神
を畏れる気持ちは、教会の中だけで持つものではなく、毎日、一生持ち続けるべきものです。
教会にいる時だけ、“ クリスチャン ” になり、日常生活はこの世の人と同じように人の悪口
や不平不満を言い、主の声に聞き従わずに自分のやり方を行なっているのであれば、神をあ
ざけっている事になります。
　また、イエス様は自分の内ではなく、自分の隣にいると思っているクリスチャンもいます
が、それでは自分自身を完全に明け渡しているとは言えません。車の運転に例えるなら、
運転席のハンドルを握っているのは自分、主導権はどこまでも自分であり、助手席に座って
いるイエス様に対して、「イエス様、私のやり方についてきてください。困った時は助けて
ください」という状態になっているのです。そのようなクリスチャンは、神の義ではなく自分
の義を行なっています。あなたにとってイエス様はどこにおられるのかという事は、信仰
生活において非常に重要なことなのです。

ヨハネの第１の手紙４章４節
【子たちよ。あなたがたは神から出た者であって、彼らにうち勝ったのである。あなたがた
のうちにいますのは、世にある者よりも大いなる者なのである。】

ガラテヤ人への手紙２章２０節 ab
【生きているのは、もはや、わたしではない。キリストが、わたしのうちに生きておられる
のである。】

ローマ人への手紙１０章１節〜４節
【兄弟たちよ。わたしの心の願い、彼らのために神にささげる祈は、彼らが救われることで
ある。わたしは、彼らが神に対して熱心であることはあかしするが、その熱心は深い知識に
よるものではない。なぜなら、彼らは神の義を知らないで、自分の義を立てようと努め、神
の義に従わなかったからである。キリストは、すべて信じる者に義を得させるために、律法
の終りとなられたのである。】

　４つ目は、主への告白の祈りだけで、聖霊が働かれ、力をいただくと教えていることです。
また、聖霊に満たされるのは、信仰によると教えています。
　主への告白の祈りによって、聖霊を受けますが、聖霊によって満たされるためには、＜主
への告白の祈り＞とは別に、改めて、＜聖霊のバプテスマ＞を受けなければなりません。こ
れによって神の “ 力 ” を受けることができます。聖書にも、ヨハネによる悔い改めのバプテ
スマと、イエス様からの聖霊と火によるバプテスマの、２種類が書かれています。

マタイによる福音書３章１１節
【わたしは悔改めのために、水でおまえたちにバプテスマを授けている。しかし、わたしの
あとから来る人はわたしよりも力のあるかたで、わたしはそのくつをぬがせてあげる値うち
もない。このかたは、聖霊と火とによっておまえたちにバプテスマをお授けになるであろう。】

使徒行伝１章５節
【すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなたがたは間もなく聖霊によって、バ
プテスマを授けられるであろう」。】

使徒行伝１９章１節〜６節
【アポロがコリントにいた時、パウロは奥地をとおってエペソにきた。そして、ある弟子た
ちに出会って、彼らに「あなたがたは、信仰にはいった時に、聖霊を受けたのか」と尋ねた
ところ、「いいえ、聖霊なるものがあることさえ、聞いたことがありません」と答えた。「では、
だれの名によってバプテスマを受けたのか」と彼がきくと、彼らは「ヨハネの名によるバプ
テスマを受けました」と答えた。そこで、パウロが言った、「ヨハネは悔改めのバプテスマ
を授けたが、それによって、自分のあとに来るかた、すなわち、イエスを信じるように、人々
に勧めたのである」。人々はこれを聞いて、主イエスの名によるバプテスマを受けた。そして、
パウロが彼らの上に手をおくと、聖霊が彼らにくだり、それから彼らは異言を語ったり、預
言をしたりし出した。】
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　聖霊のバプテスマを受けなければ、救われた後も、肉の思いに従って生きているため、聖
霊に満たされることも、聖霊に支配されることもありません。つまり、聖霊体験をすること
ができないのです。
　真理の御霊、助け主である聖霊の重要性については、ヨハネによる福音書１４章〜１７章
に詳しく書かれています。それは、イエス様が十字架につかれる直前の最後のメッセージで
もありました。さらに、ヨハネによる福音書２０章２２節では、よみがえられた主が弟子た
ちに向かい、「聖霊を受けよ」とおっしゃっています。そして、続く使徒行伝１章４節〜５
節では、【かねてわたしから聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわち、ヨハネは
水でバプテスマを授けたが、あなたがたは間もなく聖霊によって、バプテスマを授けられる
であろう。】と改めておっしゃっています。イエス様ご自身も、３０歳までは普通の人間と
同じように生活をされていましたが、聖霊を受けられた時から “ 力 ” を得て、数々のしるし
と奇跡を行いながら、巡り歩かれました。そして、全世界の人々の罪のゆるしと、魂の救い
のために十字架にかかるという、大きな神の御旨を成し遂げられたのです。全ては、“ 聖霊
の爆発的な力 ” がなければできないことでした。
　イエス様は、私たちがその “ 力 ” を受けることを強く望まれています。聖霊のバプテスマ
を受けてこそ、神の力を完全に受けたクリスチャン、イエス様の証人となれるのです。

使徒行伝１章８節
【ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、ユダヤとサ
マリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであろう」。】

　そして、聖霊に満たされているかどうかを見極める１つの方法は、あなたの口から新しい
言葉である『異言』が出ているかどうかです。聖霊のバプテスマと異言は、必ずしもセット
ではないという反論もありますが、私たちは、聖霊のバプテスマを受けて聖霊に満たされた
時に、異言が口から溢れ出る体験をしてきました。また、聖霊のバプテスマを受けずに、あ
る日突然異言が出た、祈祷院で熱心に祈っていたらもらえたという人や、長年信仰によって、
聖霊に満たされて異言を語ってきたという人に、異言が伴う＜聖霊のバプテスマ＞の祈りを
言ってもらうと、一瞬にして異言が変わった（以前の異言は、カルト筋からのもので、長時
間語るとあごが疲れた）という証もあります。
　聖霊のバプテスマは、努力していただくものではなく、秩序正しくいただくものです。そ
して、それはとても簡単な祈りでいただくことができます。正しい＜主への告白の祈り＞と、
＜聖霊のバプテスマと異言をいただく祈り＞、異言の力については、後ほど詳しく紹介します。

　５つ目は、イエス様を受け入れて救われたら、天国行き（永遠の命）が約束されていると、
教えていることです。
　確かに、永遠の命が約束されていると聖書に書かれていますが、果して全てのクリスチャ
ンが救われただけで、天国に入れるのでしょうか？それは大きな間違いです。

マタイによる福音書２２章１４節
【招かれる者は多いが、選ばれる者は少ない。】

マタイによる福音書７章１３節〜１４節
【狭い門からはいれ。滅びにいたる門は大きく、その道は広い。そして、そこからはいって
行く者が多い。命にいたる門は狭く、その道は細い。そして、それを見いだす者が少ない。】

ヨハネの黙示録３章１５節〜１６節
【わたしはあなたのわざを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。むしろ、冷た
いか熱いかであってほしい。このように、熱くもなく、冷たくもなく、なまぬるいので、あ
なたを口から吐き出そう。】

　救われた全てのクリスチャンが、天国に入れるのであれば、なぜこのようなみことばが聖
書に書かれてあるのでしょうか？聖書は、全人類のための神からのラブレターです。そして、
クリスチャンになった後は、これらのみことばは全て、あなたに向けて永遠に問われるべき
ものです。聖書がずっしりと重く、厚みがあるのは、救われてからのみことばに従う歩きが
非常に重要だということではないでしょうか？救われたら、皆天国であるのならば、聖書
などいらないはずです。また、次のようなみことばもあります。

マタイによる福音書７章２１節〜２３節
【わたしにむかって『主よ、主よ』と言う者が、みな天国にはいるのではなく、ただ、天に
いますわが父の御旨を行う者だけが、はいるのである。その日には、多くの者が、わたしに
むかって『主よ、主よ、わたしたちはあなたの名によって預言したではありませんか。また、
あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力あるわざを行ったではあ
りませんか』と言うであろう。そのとき、わたしは彼らにはっきり、こう言おう、『あなた
がたを全く知らない。不法を働く者どもよ、行ってしまえ』。】

　そもそも、最低限の事として、あなたは、父の御旨を行なっていますか？預言、悪霊の追
い出し、“ 力 ” あるわざを行なっていますか？まず、イエス様ご自身が言葉にされているよ
うに、これらの御旨を行なっていなければ、天国に入ることはできません。そして、たとえ
自分では御旨を行なっていると思っていても、それが本物（神の義）なのか、偽物（自分の義）
なのか、判断されるのは神ご自身であるという事です。天国の門がいかに狭いのか、このみ
ことばを通してもよく分かります。救われずに死んでも、神は愛ゆえに悔い改めの機会があ
るというセカンドチャンス論を説く牧師もいますが、クリスチャンでさえも入るのが難しい
天国なのではないでしょうか？
　ですからクリスチャンの皆さん、「私は、救われているから天国に行ける！」と言って安
心していてはなりません。救われることは、スタートにすぎないのです。そこから、助け
主『聖霊』、そして異言、悪霊と戦うべき “ 力 ” を得て、全てのみことばに「アァメン」と
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言って従う人だけが天国に入れるのです。

　天国に格差があり、地上での働きによって住まいも身分も変わると教えている人々もいま
すが、放蕩息子の話（ルカ 15 : 11~32）や、一デナリの約束で雇われたぶどう園の労働者の
話（マタイ20 : 1~16）、それぞれの能力に応じて与えられたタラントの話（マタイ25 : 14~30）
を読むと、神は天国において平等に迎えられるのではないかと思います。天国での格差を
求め、誰が一番大きな家に住むのか、自分が一番大きな家に住みたいという考え自体が
俗的ではないでしょうか？

　最後に、よく耳にする間違ったみことばの解釈を紹介します。

ローマ人への手紙８章１４節
【すべて神の御霊に導かれている者は、すなわち、神の子である。】

　このみことばは、実にストレートなみことばです。しかし、間違った解釈をほどこしてい
るクリスチャンがいます。このみことばを逆から受けるのです。「神の子なので、御霊に
導かれている。だから聖霊をいただいている」と…。確かに救われた時に、聖霊はいただい
ていますが、導かれるためには、聖霊のバプテスマを受け、聖霊に満たされ、聖霊に主導権
をとってもらわなければなりません。みことばの中にも、解釈の仕方ひとつで大きな落とし
穴が生まれるのです。

第 2 章　真のクリスチャンになる

　これは、“ イエス様に救われる ” とはどういうことなのかを、４段階に分けて表した図です。
＜主への告白の祈り＞をした時、イエス様が全ての罪をゆるして下さり、あなたの内に入っ
て下さいます。そして、イエス様によって、あなたの霊に、神からの贈り物である助け主・
聖霊が一体となって下さるのです。しかし、ここでとどまっていては、せっかくの贈り物で
ある聖霊が、自由に働くことはできません。【図：（２）】まずは、神からの贈り物のフタを
開けるのです！【図：聖霊のバプテスマ】そして、聖霊がその人の内から噴出するように、
その人の魂も体も、聖霊という生ける水で一度！水浸しにしてしまうという体験をするの
です。【図：（３）】
　水のバプテスマ（洗礼）は、それまでの人生を悔い改め、新生した自身の信仰を形に表して、
天地に示す行いです。この水のバプテスマを《肉の人生との決別＝信仰告白》とするのであ
れば、聖霊のバプテスマは、《霊によって歩き始める人生の第１歩》と言えます。神の子たちが、
神の “ 力 ” に満たされ続けるために、今やその人の内なる霊と共にいて下さる聖霊に、初め
て自分の人生の主導権を明け渡す祈りです。そして、そこには行い、特に信仰で語り始める
異言も伴っていきます。
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　主への告白の祈りが「救い」、水のバプテスマが「信仰告白」であるのならば、聖霊
のバプテスマは、真のクリスチャン（＝新生クリスチャンと言う）として歩くために必要な
“ 神の力・主にあっての力 ” をいただくものと言えるでしょう。

　このように、真のクリスチャンになるためには、正しく順序を経なければなりません。

①　イエス・キリストを救い主として受け入れる…「救い」を受ける
【人は心に信じて義とされ、口で告白して救われる―。】（ローマ 10 : 10）と書かれてある
通り、この段階は、心（魂）の領域です。からし種一粒ほどの信仰でよいのです。

②　聖霊のバプテスマを受け、異言をいただく…「新生クリスチャンとしての力」を受ける
③　全てのみことば・祈りを「アァメン」と言って霊で受け、霊の人を成長させていく

注意！
　水のバプテスマ（信仰告白）よりも、聖霊のバプテスマが先になることがあります。いず
れにしても、クリスチャンとして必ず２つのバプテスマを受けなければなりません。【イエ
スは答えられた、「よくよくあなたに言っておく。だれでも、水と霊から生れなければ、神
の国にはいることはできない。】（ヨハネ 3 : 5）と書かれてありますから、何か一つでも欠け
ているのであれば、もう一度「救い」から吟味してください。生ぬるいクリスチャンは、吐
き出されてしまうでしょう。

　イエス様を受け入れている人間は、サタンが支配しているこの地上（暗闇）で、光を放って
いる存在になります。ですから、サタンは特に集中して攻撃してきます。「クリスチャンになっ
ても何も変わらない」「病気、貧困といった問題から解放されない」どころか、「むしろ悪く
なっている」といった現状があるのは、サタンが人一倍あなたに攻撃をしかけてきている
証拠です。また、「今日はイエス様が共におられる気がする」「あの時の祈りはイエス様
が聞いて下さったけど、この病気に対しては祈りが聞かれない。きっとこれも神の御心なの
だろう…」と、日常生活の中でイエス様の存在や、あなた自身の信仰が、強くなったり弱く
なったり、もしくは全くなくなってしまう時があるのなら、それはやはり魂だけで生きている
“ フィーリング（感情）クリスチャン ” であり、真理ではなく宗教をしているにすぎません。
　もしサタンの攻撃に勝利できずにいたり、不信仰な状態が続いているのであれば、イエス
様を救い主として受け入れているだけで、聖霊のバプテスマを受けていない可能性も大きい
です。ぶどうの木牧師自身も、救われてから聖霊のバプテスマを受けるまでに２年かかりま
したが、その間は、みことばを行いたくても、行う力が湧かず、地に足の着いていないふわ
ふわした信仰であったことを体験しています。
　聖霊のバプテスマは、サタンに打ち勝つ “ 力 ” と、イエス様がいつも共におられる確信、
みことばを行いたい！という「意思：考えと思い」を「意志：実現する志し」に変える力を
与えてくれます。そして、イエス様⇒聖霊が自由に働いて下さる器には、たくさんの祝福と、
良い実である証が伴います。さらに、人をゆるす事ができ、他者の罪が覚えられないように

とりなすこともできます。それが、イエス様の栄光としてあらわれ、あなたは多くの魂をイ
エス様に導くキリストに似た者となれるのです。【図：（４）】

　改めて、主への告白の祈りをし、聖霊のバプテスマ（初めての聖霊の満たし）と異言をい
ただきましょう。そして、１章での問いが一つでも当てはまる方は、神との関係を今一度吟
味して悔い改め、祈りによって解放されて下さい。

　次の３つの祈りを、声に出して読んで下さい。

◆主への告白の祈り
　愛する天のお父様、イエス様。私がこれまで犯してきた全ての罪をおゆるし下さい。イエ
ス様が、私の罪のために十字架にかかって下さり、３日目に神が死人の中から、イエス様を
よみがえらせたことを信じます。イエス様、どうぞ私の中に入って下さい。イエス様が、
私のこれからの人生を導いて下さい。イエス様の御名前により感謝して祈ります。アァメン。

◆今まで信じてきたキリスト教・宗教からの解放の祈り
　愛する天のお父様、イエス様。私が今日まで犯してきたオカルト・宗教の罪をおゆるし下
さい。今まで信じてきたこと、教えられてきたことは、全て間違いだったと認め、たった今
捨て去ります。イエス様の十字架の血によって、私を清めて下さい。罪がゆるされたことを
感謝し、イエス様の御名前によって祈ります。アァメン。

◆聖霊のバプテスマと異言をいただく祈り
　愛する天のお父様、イエス様。私に、聖霊と火によってバプテスマ（洗礼）を授けて下さい。
そして、私の全身をすみずみに至るまで聖霊で満たして下さい。たった今、聖霊をいただけた
と信じます。また、私に異言（霊の人の言葉）を下さい。いただいたと信じ、舌を動かします。

（行い：信仰で語り始める異言です。まずは、ラララララ……と声に出して舌を動かして
下さい。）
　イエス様、ありがとうございます。これからはあなたが下さる通り、信じる者に伴う新し
い言葉である異言を語ります。全ての栄光はイエス様に帰して、イエス様の御名前により感
謝して祈ります。アァメン。

※この祈りの中で「ラララララ……」と声に出したのが、あなたの異言です。まずは、いた
だいたと信じて下さい。そして、日常生活の中で「ラララララ……」と言う事を習慣づけて
下さい。最初は１分、次は５分と、意志を向けて行いに移していくことによって、その後、
聖霊により超自然に舌が動き始める体験をする時がきます。
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◆ハレルヤ！聖霊のバプテスマを受けた皆さんへ

　ぶどうの木を通して聖霊のバプテスマを受けた他教会のクリスチャンから、「聖霊の働き
が分からないので、聖霊のバプテスマをちゃんと受けたのか不安です。だから、毎日聖霊の
バプテスマを受ける祈りの言葉を読んでいます」という声を聞きますが、聖霊のバプテスマ
は一度正しく頂けば十分です。そこから必要なのは、自分の肉の思い、意見を言わない、自
分のやり方をしないことです。肉で生きてきた時間が長ければ長いほど、肉の習性がべった
りとこびりついているため、いとも簡単にその習性に従ってしまいます。
　聖霊が自由に働かれる体であっても、魂（知性・意思・感情）と体（感覚）＝『肉』がな
くなるわけではありません。この地上に生きている限り、常に魂と体からくる肉の思いと、
それとは相反する霊の思い（神の御旨を行いたい本当のあなたの思い⇒聖霊の導きに従いた
い思い）が対立します。その時、長年慣れ親しんで生きてきた肉の思い、「慣れ親しんだ霊・
familiar spirit（ファミリアスピリット）」に従いたくなるのが人間です。イエス様によって
すべてが新しくなったはずの自分を迫害してくる、古い自分です。
　旧約時代に、モーセ（神に召された者）に率いられたイスラエル人（選びの民）が約束の
地であるカナンに向かう際、それを邪魔したエジプトの王、奴隷の地に連れ戻そうと追いか
けてきたエジプト軍が、まさに「慣れ親しんだ霊」をあらわしています。また、出エジプト
の中でも、カナンの地への道のりの厳しさに、「奴隷の地・エジプトにいたほうが良かった！」
と文句をいう民もいたと書かれてあるように、救われる前の自分にも良いものがあった、
誇れるものがあったと微塵でも思っている人も、この内側にある「慣れ親しんだ霊」によって、

なかなか肉の習性や自我を忌み嫌うことができません。
　肉そのものである自我が強いのは、神の御前で強情なわがままでしかありませんし、強情
は偶像礼拝の罪に等しいと書かれてあります。【見よ、わたしはあなたに答える、あなたは
この事において正しくない。神は人よりも大いなる者だ。あなたが『彼はわたしの言葉に少
しも答えられない』といって、彼に向かって言い争うのは、どういうわけであるか。神は
一つの方法によって語られ、また二つの方法によって語られるのだが、人はそれを悟らない
のだ。】（ヨブ 33 : 12~14）と書かれてある通り、肉に留まっていては聖霊の働きが分からな
いのは当然のことなのです。

　クリスチャンは慣れ親しんできた肉の思いに引き戻されそうになる度に、みことばを声に
出して宣言し、肉の思いを打ち叩いて、下腹部（へその下）から聞こえる霊の思いに忠実
に従って、肉の人から霊の人へ、体質を１８０度変えていかなければなりません。聖霊に一
度バプタイズされた（聖霊の満たしを受けた）クリスチャンの霊は完璧ですから、みことば
を着実に蓄えていけば、神の目から見た善と悪をみことばに基づいて教えられていきます。
その声を静まって聞き、従うためには、握っているものを全て捨て、イエス様に全てをゆだ
ねるのです。
　イエス様を受け入れて救われるということは、イエス・キリスト＝みことばと一体となり、
結婚してキリストの花嫁になるということです。聖別の訓練を通し、真の、教会（イエス・
キリスト）と花嫁（クリスチャン）の関係が築き上げられる過程において、既成概念、固定
観念をくつがえされ古い肉にある習性を一新させられ、一から、「主よ、どうすれば良いで
すか？本当の答えは何ですか？」と、内におられる神・イエス様に直接問えるようになる時、
初めて、聖霊の働きが見えるようになります。
　【わが思いは、あなたがたの思いとは異なり、わが道は、あなたがたの道とは異なってい
ると主は言われる。天が地よりも高いように、わが道は、あなたがたの道よりも高く、わが
思いは、あなたがたの思いよりも高い。】（イザヤ 55 : 8~9）とおっしゃる神です。自分の思
いもしなかったこと、価値観や自分の頭で作り上げるストーリーとは全く違う導きがそこに
あることを認め、全てを御存知であり全てを支配しておられるイエス様を信頼するのです。

箴言３章５節〜８節
【心をつくして主に信頼せよ、自分の知識にたよってはならない。すべての道で主を認めよ、
そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を見て賢いと思ってはならない、主
を恐れて、悪を離れよ。そうすれば、あなたの身を健やかにし、あなたの骨に元気を与える。】

エペソ人への手紙４章２２節〜２４節
【すなわち、あなたがたは、以前の生活に属する、情欲に迷って滅び行く古き人を脱ぎ捨て、
心の深みまで新たにされて、真の義と聖とをそなえた神にかたどって造られた新しき人を着
るべきである。】
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　それでも、肉がみことばによって変えられていかない時は、サタン・悪霊に支配されてい
るので、イエス様の御名前と血で敵軍を縛り、解き放し、肉から追放する戦いが必要です。
その訓練を受けて、完全に自分の魂と体をイエス様に明け渡し、常に霊に忠実に歩けるよう
になった時、いつも霊に満たされた僕、神に喜ばれ、使っていただける僕になることができ
るのです。

テモテへの第２の手紙２章３節〜４節
【キリスト・イエスの良い兵卒として、わたしと苦しみを共にしてほしい。兵役に服している
者は、日常生活の事に煩わされてはいない。ただ、兵を募った司令官を喜ばせようと努める。】

注意！
　口語訳聖書では、【わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、その腹から生ける
水が川となって流れ出るであろう】（ヨハネ 7 : 38）と書かれています。しかし、新改訳聖
書では、【人の心の奥底から】、共同訳聖書では、【人の内から】と書かれています。これで
は、魂と霊が混同してしまい、肉の思いなのか、霊の思いなのか分からなくなってしまいます。
霊の場所がどこであるのかをはっきりさせることは、とても重要です。
　また、聖書の訳の違いによって、異なった意味をきたらす箇所があります。ヨハネによる
福音書１章１４節のみことばは、新改訳聖書では、【ことばは人となって、私たちの間に住
まわれた】と書かれています。そのまま受けると、イエス様が人となって私たちの間に住ま
われたという意味にとれます。しかし、口語訳聖書では、【そして言は肉体となり、わたし
たちのうちに宿った】と書かれています。ここでの言は、イエス様＝みことばでもあります
し、私たちが出す様々な言葉のことも意味します。その言葉が私たちの内に蓄えられていく
のです。ならば、出す言葉に注意しなければなりません。イエス様ご自身であるみことばと、
みことばに基づいた言葉を出すことがどれだけ大事であるのかを、このみことばから悟るこ
とができるのです。
　以上はほんの一例にすぎませんが、クリスチャンが眠っている間に、今や聖書にまでサタ
ンの策略が入り込んでいることに注意して下さい。また、注解書を用いて説教をしている牧
師も多いですが、それではみことばに対して常に一つの答えしか導き出せません。聖書は全
て神の霊感を受けて書かれたもの（Ⅱテモテ 3 : 16）ですから、同じみことばでも、過去の自
分が読んで受けた時と、今の自分、未来の自分が読んで受けるメッセージや感じることは違
います。生きた神が、一人一人の人間に対して、その都度必要の一切をみことばを通して（７
つの角度から）語って下さるからこそ、時代が変わっても、みことばは変わらずにその時代
を生きる人々を生かして下さるのです。それ故、注解書を使って聖書を読むこと自体が、神
学的な解釈にとどまることになり、それこそがサタンの思う壺なのです。
　みことばの本当の意味（真理）は、聖霊に満たされて聖書を開く時、あなたの霊にイエス
様ご自身が語って下さるでしょう。今ほど、クリスチャンが正しく聖霊を、そして聖霊のバ
プテスマの真意を理解し、新生することを求められている時はありません。

◆異言の重要性～霊の賜物である異言を語る力について～
  
　聖書は、クリスチャンが語る言葉には 2 種類あると教えています。一つは「知性の言葉」
と言い、これは人間と人間が意思の伝達をするための言葉です。聖霊の賜物である「預言の
賜物」はこの知性の言葉を用いて語られています。この預言の賜物によって人々は神の御旨
を知性でも理解することができます。教会全体の人に分かるように語り、聞いた人々が徳を
高めるために用いられるのがこの預言の賜物です。
　それとは別に「異言の賜物」と呼ばれる霊で語る言葉があります。これは人間の知性が理
解できないと同時に、サタンにも理解できない言葉です。異言のことを「Gift of unknown 
tongue ＝知られていない舌の贈り物」と呼びます。異言は唯一、神に向かってだけ語るこ
とができる、神と自分を繋ぐ祈りの言葉です。この賜物は教会全体に対してではなく、自分
と神との間を強固にすること、すなわち個人的な徳を高めることを目的とした言葉です。徳
を高めるとは、神の聖なる力によって、強められ、築きあげられることを指しています。

コリント人への第１の手紙１４章２節〜５節
【異言を語る者は、人にむかって語るのではなく、神にむかって語るのである。それはだれ
にもわからない。彼はただ、霊によって奥義を語っているだけである …（中略）… 異言を
語る者は自分だけの徳を高めるが、預言をする者は教会の徳を高める。わたしは実際、あな
たがたがひとり残らず異言を語ることを望む…】
 
　サタンは、知性を持つ狡猾な霊的実在者ですから、私たちが語る知性の言葉を理解する
ことができます。そのため、私たちが知性の言葉で祈る時、祈りを成就させないように先回
りし、様々な方法で妨害しようと働きます。そしてサタンは常に私たちが口から出す言葉もしっ
かり聞いています。もし私たちが口から悪い言葉を吐こうものならサタンはそれを見逃しま
せん。サタンは瞬時に私たちを罪人とする証書（武器）を作り、神に告発して私たちと神
との間に隔てを作ります。しかし、クリスチャンが異言で語り祈る時、サタンはたまりませ
ん。一体何を語っているのか、さっぱり分からないため、私たちを妨害することも、私たち
を陥れる罪の証書（武器）を作ることもできず、サタンは完全敗北するしかなくなるのです。 
 
　そして、異言には、私たちの内側の滓（おり）を一掃して聖霊充満に導く力があります。
異言で祈れば祈るほど、霊が成長し、私たちの霊的感覚も研ぎ澄まされていきます。主にあっ
て語る異言は決して疲れません。自分を委ねていけば、イエス様からストップがかかるまで、
何時間でも祈り続けることができるのです。異言が出ないと言ってあきらめるのではなく、
はじめは１分、次は５分、１０分…とだんだん長く異言を語る祈りの訓練も必要です。自分
に与えられている命の時間を肉欲のために使うのではなく、神との個人的な関係を強固な
ものにするため、聖霊に満たされるために使うのです。異言の祈りは知性では分からない
祈りなので、一体どんなことを祈っているのか、祈っている私たち自身にも分かりません。
しかし、何事も信仰で動き出した時に、必ず主にある何かが起こるのです。
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　【異言】に対しては、キリスト教界の長い歴史の中で様々な解釈や意見が生まれており、
「異言は愚かで気持ち悪い」と言って否定的なクリスチャンも多いです。しかし私たちは、
この地上において神の守りの中で生きていくにあたり、絶対に必要な賜物が【異言】である
と思っています。【異言】は聖霊のバプテスマによって与えられる聖霊の賜物です。
 
　ぶどうの木では、聖霊のバプテスマの祈りをした後すぐに、【異言】を頂く祈りをするの
ですが、これに対して、批判的な意見を耳にしてきました。しかし、この流れは御心にかなっ
たものであると神学的にも教えられ、確信してきました。
　新約聖書の４つの福音書全てで、バプテスマのヨハネが、「イエス様は聖霊によってバプ
テスマを授ける方である」と伝えています。（マタイ 3 : 11、マルコ 1 : 8、ルカ 3 : 16、ヨハネ
1 : 33）イエス様は救い主であり、世の罪を取り除く神の小羊であるだけではなく、聖霊のバ
プテスマを授ける方であるということは、私たちがイエス様について知らなければならない
重要なことの一つであると分かります。 
　そのみことば通り、イエス様は、ヨハネから水のバプテスマを受けた時に聖霊が下り、
その後荒野で４０日の訓練を受け、この地上でしるしと奇跡を行いました。そして、神の御
計画を遂行するために十字架に架かって復活された後、弟子たちに聖霊を与えられたのです。
 
ヨハネによる福音書２０章１９節〜２３節

【その日、すなわち、一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人をおそれて、自分たちの
おる所の戸をみなしめていると、イエスがはいってきて、彼らの中に立ち、「安かれ」と言
われた。そう言って、手とわきとを、彼らにお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。
イエスはまた彼らに言われた、「安かれ。父がわたしをおつかわしになったように、わたし
もまたあなたがたをつかわす」。そう言って、彼らに息を吹きかけて仰せになった、「聖霊を
受けよ。 あなたがたがゆるす罪は、だれの罪でもゆるされ、あなたがたがゆるさずにおく
罪は、そのまま残るであろう」。】
 
　イエス様が十字架にかかる事ができたのは、助け主聖霊の力があったからです。この日を、
復活の日曜日と言います。復活されたイエス様が弟子たちの前にあらわれて、【父がわたし
をおつかわしになったように、わたしもまたあなたがたをつかわす】とおっしゃいました。
弟子たちに対して「もう自由にして良い」とは言わず、「つかわす」とおっしゃったことは
重要であり、この先にある神の御計画、御業に繋がります。そして、弟子たちに息を吹きか
けて「聖霊を受けよ」とおっしゃいました。創世記２章７節には、【主なる神は土のちりで
人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。】と書かれていますが、神が吹き入れた息によっ
て、人は命を頂いたように、今度は復活されたイエス様が、ご自身の一番身近にいた弟子た
ちに息を吹きかけたのです。（皆一斉にではなく、一人ずつ息を吹きかけられたという見解
をしている学者もいます。）これによって、イエス様から命を頂く新約の時代が始まりました。
吹き込まれたのは、イエス様の霊（三位一体の神ですから聖霊も入られた）です。【人体図：

（２）】

　使徒行伝１章３節〜５節に、【イエスは苦難を受けたのち、自分の生きていることを
数々の確かな証拠によって示し、四十日にわたってたびたび彼らに現れて、神の国のことを
語られた。そして食事を共にしているとき、彼らにお命じになった、「エルサレムから離れ
ないで、かねてわたしから聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわち、ヨハネは水
でバプテスマを授けたが、あなたがたは間もなく聖霊によって、バプテスマを授けられるで
あろう」。】と書かれてあることから、これは、「聖霊のバプテスマを受けよ」という意味であっ
たと理解できます。
　そして、聖霊のバプテスマを受けた者への約束は、人をゆるす事ができること、そして、
ゆるしの権威が与えられ、罪が覚えられないようにとりなすことができるという事でした。
さらに、使徒行伝１章８節〜９節に、【ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは
力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人と
なるであろう」。こう言い終ると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えら
れて、その姿が見えなくなった。】と書かれてあることから、復活の際にイエス様がおっしゃっ
た「つかわす」という意味は、イエス様の証人として、神の力を証するために遣わされると
いう事、そして、ご自身が天に帰られたあとは、聖霊が弟子たち一人一人に下り、力を受け
てご自身の証人になっていくのだという事が分かります。
　その約束の成就が使徒行伝２章１節〜２１節に記録されており、この日（五旬節）をペン
テコステの日と言います。
 
使徒行伝２章１節〜１３節

【五旬節の日がきて、みんなの者が一緒に集まっていると、突然、激しい風が吹いてきたよ
うな音が天から起ってきて、一同がすわっていた家いっぱいに響きわたった。また、舌のよ
うなものが、炎のように分れて現れ、ひとりびとりの上にとどまった。すると、一同は聖霊
に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。さて、エルサレ
ムには、天下のあらゆる国々から、信仰深いユダヤ人たちがきて住んでいたが、この物音に
大ぜいの人が集まってきて、彼らの生れ故郷の国語で、使徒たちが話しているのを、だれも
かれも聞いてあっけに取られた。そして驚き怪しんで言った、「見よ、いま話しているこの
人たちは、皆ガリラヤ人ではないか。それだのに、わたしたちがそれぞれ、生れ故郷の国語
を彼らから聞かされるとは、いったい、どうしたことか。わたしたちの中には、パルテヤ人、
メジヤ人、エラム人もおれば、メソポタミヤ、ユダヤ、カパドキヤ、ポントとアジヤ、フル
ギヤとパンフリヤ、エジプトとクレネに近いリビヤ地方などに住む者もいるし、またローマ
人で旅にきている者、ユダヤ人と改宗者、クレテ人とアラビヤ人もいるのだが、あの人々が
わたしたちの国語で、神の大きな働きを述べるのを聞くとは、どうしたことか」。みんなの
者は驚き惑って、互に言い合った、「これは、いったい、どういうわけなのだろう」。しかし、
ほかの人たちはあざ笑って、「あの人たちは新しい酒で酔っているのだ」と言った。】
 
　五旬節の日、聖霊が天から下り、彼らを浸しました。「浸す」が、ギリシャ語の音では「バ
プテスマ」という意味です。そして、彼ら一人一人が聖霊に満たされました。【人体図：（３）】
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単に集団としての体験ではなく、一人一人が個人的に受けた体験でした。そのようにして、
まるでコップに注がれた水が溢れ出るように、超自然的に内側から体中に満たされたものが
外へ向かって流れ出ました。そのあらわれが、御霊が語らせるままに、他国の言葉＝【異言】
で語り出した事です。

　ほとんどのクリスチャンは、「聖霊を受けていますか？」という問いに、「聖霊を受けてい
ます」と言います。イエス様を受け入れたら聖霊が下りますから、ここは共通理解されてい
ます。しかし、「聖霊のバプテスマを受けていますか？」と尋ねると、曖昧な返答も多く、
さらに「聖霊のバプテスマを受けていますが、異言は出ません」「異言をずっと求めている
のですが、まだ与えられません」と言う人もいます。聖霊にバプタイズされたら（浸された
ら）、溢れ出たものが口から出ないといけません。聖霊のバプテスマを受けているかどうかは、
異言を語るかどうかで分かると、はっきり言っているクリスチャンの指導者もいます。

　ぶどうの木では、ペンテコステの日の記録を受けて、次の祈りのように、聖霊のバプテス
マを受ける祈りから、異言を頂く祈りを、一つの流れとして行なっています。これによって
いつ自分が聖霊のバプテスマを受けたのか、その日時もはっきりします。
 
　「愛する天のお父様、イエス様。私に聖霊と火によって バプテスマ（洗礼）を授けて下さ
い。私の全身を聖霊で満たして下さい。たった今聖霊をいただけたと信じます。そして異言
も下さい。いただいたと信じ、舌を動かします。 （ラララララ…と声を出して舌を動かして
ください。） イエス様ありがとうございます。あなたがおっしゃる通り、しるしと奇跡を行い、
異言を語ります。すべての栄光はイエス様に帰して、感謝して祈ります。アァメン」
 
　この祈りを紹介すると、他の教会のクリスチャンから、「なぜ、ラララララ……で異言が
もらえるのですか？そんな事は聖書に書いていない。異言は賜物だから、もらえる人ともら
えない人がいる」と言われることがありますが、ぶどうの木では、満たされているなら、自
分の意志、信仰で他国の言語で話してみることも実践すればよいと学んできました。その最
も良い機会は、聖霊に一番満たされた瞬間、直後ですから、そのまま神が異言を下さるよう
求め、御霊に自分を明け渡して口を開き、霊から溢れ出る言葉が出てくるきっかけをつくる
ために、「ラララララ……」と言ってみる祈りを入れました。これは、神が与えて下さった
知恵であったと思います。そのように、知性では愚かに思える「ラララララ……」という
言葉を出すことで、すぐに他国の言語が出る人もいるでしょう。他国の言語でなくても、
聖霊充満から、信仰であふれ出させていく自分の意志、行いによって、最初は意識的
に「ラララララ……」と言っていたのが、クリスチャンとしての成長と共に、自分の意思
とは関係なく異言が溢れ出るようになる…これは、ぶどうの木の兄弟姉妹たちが体験してい
ることです。そして、徐々に異言が「ラララララ」から変化し、言語になっていく体験も
していきます。それが神の大きな働きを述べる言葉になっている時もありますし、ローマ
人への手紙８章２６節〜２７節に書かれてあるように、言葉にあらわせない切なるうめきを

もって、とりなしの祈りをしている時もあります。異言の祈りが、「主よ〜ハレルヤ〜」を
繰り返すクリスチャンがいますが、それは自分の魂から出る言語ですから、聖霊充満に
よって霊から溢れ出す異言を求めて下さい。
 
ローマ人への手紙８章２６節〜２７節

【御霊もまた同じように、弱いわたしたちを助けて下さる。なぜなら、わたしたちはどう祈っ
たらよいかわからないが、御霊みずから、言葉にあらわせない切なるうめきをもって、わた
したちのためにとりなして下さるからである。そして、人の心を探り知るかたは、御霊の思
うところがなんであるかを知っておられる。なぜなら、御霊は、聖徒のために、神の御旨に
かなうとりなしをして下さるからである。】
 
　新約聖書の多くの箇所が、聖霊に満たされている人々について書いています。それらのみ
ことばを見ると、全てのケースで次に起こることは、その人が語り、預言し、異言で語るな
どです。五旬節の日に聖霊のバプテスマを受け、異言を語り出した弟子ペテロと十一人の者
たちも、イエス様が約束された通り力を受け、証人として語り出したのです。これが聖霊に
満たされたクリスチャンの姿です。

使徒行伝２章１４節〜２１節
【そこで、ペテロが十一人の者と共に立ちあがり、声をあげて人々に語りかけた。「ユダヤの
人たち、ならびにエルサレムに住むすべてのかたがた、どうか、この事を知っていただきたい。
わたしの言うことに耳を傾けていただきたい。今は朝の九時であるから、この人たちは、あ
なたがたが思っているように、酒に酔っているのではない。そうではなく、これは預言者ヨ
エルが預言していたことに外ならないのである。すなわち、『神がこう仰せになる。終りの
時には、わたしの霊をすべての人に注ごう。そして、あなたがたのむすこ娘は預言をし、若
者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には、わたしの男女の僕たちにもわ
たしの霊を注ごう。そして彼らも預言をするであろう。また、上では、天に奇跡を見せ、下
では、地にしるしを、すなわち、血と火と立ちこめる煙とを、見せるであろう。主の大いな
る輝かしい日が来る前に、日はやみに月は血に変るであろう。そのとき、主の名を呼び求め
る者は、みな救われるであろう』。】

　ペテロのように、聖霊によって神の御心にかなったことを発信する時、神が助けてくださ
ると信じ、クリスチャンは闇の霊力（サタン）に打ち勝っていかなければなりません。その
ためにも、聖霊のバプテスマと、そこから溢れ出す異言の力が必要不可欠なのです。
 
　聖霊によって満たされ、それが溢れ出すと、口が語るようになる…自分を明け渡し、自分
の時間を異言の祈りに捧げる意志を向け続けている限り、常に聖霊降臨（霊の充電）の状況
にいるのであり、霊が満たされ、異言によって神との対話ができます。人と会話している時も、
相手が話している時は、異言によって神の言葉・知恵を蓄えることができ、それによって
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次に語るべきことが溢れ出ますし、家事をしている時や職場にいる時には、異言によって、
家族や職場の人のために祈り、とりなすことができます。
　また、神は神の子たちを守るために、全世界の忠実なクリスチャン達を使って、２４時間
祈りを繋いで下さっています。まだ救われて間もないクリスチャン、信仰の弱いクリスチャ
ンのために、遠方からでも補ってあげる事ができます。それほど、異言は神からの素晴らし
い賜物なのです。
　そして、異言を語る賜物が与えられたら、何を祈っているのか霊の賜物の一つである【異
言を解き明かす賜物】も求めていかなければなりません。ぶどうの木牧師は、自分の異言の
種類によって何を祈らされているのか分かると証して下さいました。何時間でも、同じテン
ポで「タッタッタッタッ」と祈っている時は、人の名前をあげているのだと分かるそうです。
過去にたくさんの人に福音をし、救われた人たちが大勢いますが、自分の頭では全ての人を
思い出すことができませんし、名前を一人一人あげて祈ることはできません。しかし、聖霊は、
異言によってとりなしの祈りをさせて下さっているのだと実感するそうです。途切れること
なく、同じテンポを刻めること自体、自分の力で語っているのではないことを証明しています。
　また、家族や友人が危険にさらされている時には、自分では何を祈っているか分からずに
異言で祈り始め、あとから答えを頂く時もあります。具体的な例えとして、異言の祈りによっ
て勝利をつかんだぶどうの木牧師の証を３つ紹介します。
 
　ある日の深夜２時に、牧師は聖霊によって起こされ、異言で祈るように強く促されたそう
です。リビングのソファに腰かけ、聖霊の促しのまま自分を委ねて異言の祈りに入ったので
すが、だんだんと異言が強くなり、しまいには座っていたソファから転げ落ちるぐらいの激
しい異言になったそうです。異言での祈りは２時間続きました。牧師はイエス様に何のため
に祈っていたのかを聞きましたが、「後で分かる」とおっしゃったのでその後の示しを待っ
ていました。数日後、牧師はインドネシアに海外出張に出かけていたご主人を駅まで迎えに
行ったのですが、車に乗り込んだご主人からの第一声にとても驚いたのです。それは「イン
ドネシアで３人の男に拉致されそうになった！」とのこと。話を聞いていくと、御主人がイ
ンドネシアの空港に着いた時、迎えの案内人になりすました男たちに車に押し込まれたそう
です。当時は、日本人を拉致し、身ぐるみはがして殺害するという事件が起こっていたこと
もあり、牧師のご主人もまさに同様の事件に巻き込まれてしまったのです。ご主人は車に押
し込まれ、２人の男に両脇を固められ、車は走り出しました。しかし、そのような絶体絶命
の時に、内から不思議な力が湧いてきて、彼らに「お前たちは何だ！さっさとホテルまで送
れ！！」と、ものすごい勢いで日本語でまくし立てたそうです。彼らはその勢いに圧倒され、
速やかにご主人を目的地のホテルまで送り届け、おとなしく去っていったそうです。到着し
たホテルでは、本物の迎えのスタッフたちがご主人を探しまわって大騒ぎしていたそうです。
　牧師は驚き、それが起こったのはいつなのかと聞くと、ちょうど聖霊の促しで激しく異言
で祈っていたあの２時間の出来事だったことが分かりました！イエス様は牧師に、この事件
のことを祈らせていたのです！

　またある日の夕方、牧師は夕食の準備のためにお米を研いでいたのですが、聖霊の促しに
よって異言の祈りに入りました。１回目の米研ぎがまだ途中のままだったのですが、水をす
てる前に手が止まり、床にへたり込んでの力強い異言の祈りになったのでした。（自分の思
いではなく、米の状態さえも主がかえりみて下さると信頼して、忠実に従う者を神は用いる）
この時、聖霊により時間も確認させられ、イエス様に「何のために祈っていたのか教えて
下さいね」と祈り、夕食準備に戻りました。家族で夕食を食べ終わり、夜のニュースを見て
いると、駿河湾上空で、民間旅客機同士が衝突寸前までいったというニュースが流れました。
恐ろしいことに両方のパイロットの顔が確認できるぐらいまで近づいていたそうです。互い
が間一髪のところで旋回し、衝突事故は免れたという事でした。このことが起こったのは、
ちょうど牧師が異言の祈りに導かれた時刻でした。イエス様は「このためにあなたに祈らせ
たのだ」と教えて下さったそうです。
 
　別の日、牧師は、久しぶりに友人と会うことになったのですが、彼女から不思議な話を聞
きました。実は彼女は人生に思い悩み、自殺しようとしたことがあったそうです。飛び降り
自殺をしようとして、橋の欄干に乗り出した時、不思議と何年も会っていないはずの友人で
ある牧師の顔が浮かんで思いとどまったとのことでした。彼女は「私のために祈ってくれ
た？」と牧師に問いました。思い返してみるとその時も、牧師が聖霊に促されて異言の祈り
に導かれていた時間だったのです。

　私たち人間には何が起こっているのかさっぱり分からない状況でも、神は全てご存じです
から、遠く離れた場所にいても霊的な戦いを戦い、一人の人の命を悪霊の手から守り抜くこ
とができるのです。このように異言によらなければ回避できない事があるにも関わらず、神
からの賜物である異言を否定するクリスチャン、愚か、気持ち悪いという肉（知性、感情）
の見解で、異言を軽視してきたクリスチャンによって、真の神の力が発揮されていないこと
は、サタンの思う壺でしかありません。
 
　信仰による行いによって、「ラララララ……」と言葉にしても、その後なかなか異言が出
ない人はいます。否定はしていないのに異言が出ないのであれば、その原因は明らかです。
この世の煩いで、肉が忙しく、言葉に出すまでの通路を塞いでいるか、あるいは、「こんな
愚かなことはできない。恥ずかしい」と知性で止めているか、それとも、誰かに対する裁き
の思い（悔い改めできていないこと）があるからです。神学的にしか聖書を読めない人は、
超自然的な神の力を信じることができません。まずは、神の御前にへりくだること、そして、
自分の魂を主にゆだね、異言を語らせまいとする圧迫の霊、宗教の霊、頭脳偶像礼拝の霊、
高ぶりの霊、裁きの霊などを追い出すことが必要です。普段から自分の内にある思いを言葉
に出せる人は、異言もスムーズに出てきます。逆に、異言が溢れ出るクリスチャンは、知性
においても言葉が溢れ、コミュニケーションが円滑にできるようになります。霊の圧迫が
なくなれば、異言が溢れ、思いも素直に出せるようになる…そのようにして、一人の人間
として変わっていくことができるのです。
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　イエス様は、【おおよそ、心からあふれることを、口が語るものである。】（マタイ12 : 34）
とおっしゃいました。すべては霊から始まり、それが魂→体へと連動していきますから、異
言も、日常生活で出す言葉も、霊が満たされている事によって、溢れ出ます。
　ヤコブの手紙３章５節〜９節に【それと同じく、舌は小さな器官ではあるが、よく大言壮
語する。見よ、ごく小さな火でも、非常に大きな森を燃やすではないか。舌は火である。不
義の世界である。舌は、わたしたちの器官の一つとしてそなえられたものであるが、全身を
汚し、生存の車輪を燃やし、自らは地獄の火で焼かれる。あらゆる種類の獣、鳥、這うもの、
海の生物は、すべて人類に制せられるし、また制せられてきた。ところが、舌を制しうる人は、
ひとりもいない。それは、制しにくい悪であって、死の毒に満ちている。わたしたちは、こ
の舌で父なる主をさんびし、また、その同じ舌で、神にかたどって造られた人間をのろって
いる。】と書かれてあるように、舌は自分で制御することのできない器官です。しかし、聖
霊が下る時、舌を制御することができます。聖霊によって舌を制御する時、あなたが語るこ
とすべてが神をたたえるでしょう。クリスチャンの霊から溢れ出す異言の祈りと、神をほめ
たたえる言葉が全地に満ち、聖霊が豊かに働いて下さることを感謝して祈ります。
 
詩篇１９篇１４節

【わが岩、わがあがないぬしなる主よ、どうか、わたしの口の言葉と、心の思いがあなたの
前に喜ばれますように。】

　Ｂ兄弟は、クリスチャンとして１０年間の信仰生活を送って来ましたが、自身の中に悪霊
がいる事を実感しており、ぶどうの木が発信していた悪霊についてのブログを読み、ぶどう
の木に行ったら解放されるのではないかと藁をもすがる思いで来ました。
　Ｂ兄弟が身体に異変を感じ始めたのは、聖会で３人の牧師から按手をしてもらってからだ
そうで、最初は寝なくても平気なほどに力がみなぎり、聖霊の力だと思っていました。イエ
ス様を信じたらスーパーパワーがもらえると思っていたＢ兄弟にとってはうれしい現れでし
た。しかし、徐々に不眠症になり、舌が硬直し、嗚咽、咳、ゲップ、手の震え、耳鳴りなど
に苦しむようになり、自身の内にいる何者かと筆談で会話をするようになったため、B 兄弟
は悪霊の働きに恐れを感じるようになりました。悪霊は、Ｂ兄弟の体をあやつって様々な仕
業をし、あたかもイエス様と思うような光の天使による働き（アロン・モーセの杖ではなく
パロ側の杖）で、Ｂ兄弟を惑わしてきました。そして、自身の教会の牧師から言われた通りに、
悪霊を追い出す祈りを行っていましたが、１回祈るのに１時間かかるわりに、改善が見られ
ず、儀式的な祈りの仕方に「これに力があるのか？」という疑問も抱いていました。また、「悪
霊はパンチを繰り返す事によって、徐々に弱くなり出て行くから、何度も行うことが大事で
ある」という教えも聞いていました。
　ここまでの信仰生活の中で、悪霊の存在に対して半信半疑だったＢ兄弟が、悪霊の存在を
否定できないほどの体験をした事で、目に見えない霊の世界を知る事となったのは感謝な
ことでした。しかし、正しい悪霊との戦い方を知らず、霊を見分ける事ができなかったＢ兄弟
は、どんどん状態が悪化し、自身を悪霊の巣窟としてしまったのです。
 
　ぶどうの木の牧師と副牧師は、集会の前日に来られたＢ兄弟と会い、Ｂ兄弟が心から解放
されたいという意志がある事を確認し、車の中で悪霊の追い出しを行いました。（本人に協
力する意志がなければ、悪霊は出て行きません。）
　イエス様は、牧師を通してまず主への告白の祈りをするよう導かれました。Ｂ兄弟には、
主への告白の祈りをした記憶がありませんでした。Ｂ兄弟の内にはイエス様が入っておら
れなかったのです。それを知らされた時、彼が聖霊のバプテスマを受けていないことは明ら
かになりました。
　Ｂ兄弟が牧師に続いて主への告白の祈りをしていき、「イエス様、私の中に入って下さい」
と言った途端、Ｂ兄弟の中にいた悪霊が動き出し、野獣のような声で吠え始めました。それ
はまさに、サタンの声でした。そして、聖霊のバプテスマを受ける祈りに入ると、Ｂ兄弟は
座っていられなくなり、後部座席からすべり落ちて自分の内にあるものを吐き出そうとし始
めました。悪霊が外に出始めているのは、嘔吐、咳、ゲップ、うめき声から分かり、Ｂ兄弟の
舌は伸び、硬直し、何かに縛られているような状態でした。その間、牧師は勝利者イエス様
の御名によって聖霊に示された悪霊の名を呼び出し、縛り、地獄へ帰るように命じました。

クリスチャンとは名ばかりだったＢ兄弟の聖霊のバプテスマによる解放実 録



30 31

副牧師はイエス様の十字架の血を注ぎ続けました。悪霊が最も嫌がるのはイエス様の御名と
十字架の血です。牧師はＢ兄弟に、「イエスの血」と言い続けるように伝えました。Ｂ兄弟
は必死に繰り返し言いました。すると徐々にハレルヤ～！と主を賛美できるようになり、異
言も出始めましたが、悪霊も時折姿を現すため、牧師はその異言が神から来ていないもので
ある事が分かりました。偽預言者の霊、カルトの霊によって語らされている異言…それは
もはや異言ではなく、悪霊との交信をしている言葉にすぎませんでした。しつこくＢ兄弟の
内に居座ろうとする悪霊を追い出し、改めて牧師が聖霊のバプテスマを授けると、Ｂ兄弟の
異言が変わったのが分かりました。１時間ほどの悪霊の追い出しにより、Ｂ兄弟の状態は
落ち着いたのです。
　すると今度は、車内に小さな虫が一匹飛び始めました。なかなか捕まえる事ができず、牧
師がイエス様に「まだ何が残っていますか？」と尋ねると、近くのお店の天狗の看板（＝霊
の賜物の中にある知識の言葉）が目に入り、イエス様は、Ｂ兄弟の内に天狗のように鼻高々
になる高ぶりがあり、人を裁き、憎しみ、妬んでいると教えて下さいました。（＝知恵の言葉）
　牧師がＢ兄弟に、「誰か裁いている人や、許せないと思っている人はいませんか？」と尋
ねると、Ｂ兄弟は「分かりません…特にいないです」と答えました。しかし、そんなはずは
ないと思った牧師が、「本当に？」と問うと、「う～ん、自分自身ですかね？」と答えました。
その答えも神の御前ではきれい事の偽善者的発言でした。また「本当にいませんか？」と聞
くと、今度は「何人か思い当たる人はいます」と答えたので、牧師は「ならばその人の名前
を言って、一人ずつ『イエス様の御名によって許します。愛します。祝福します。尊敬します。』
と宣言していきましょう」と言いました。そして、牧師に賛美をかけるよう言われた副牧師
が賛美歌のＣＤを入れようとすると、飛んでいた小さな虫が副牧師の手に止まり、捕まえる
事ができたのです。それによって、Ｂ兄弟の口から今まで裁いてきた人の名前が１００人ほ
ど次々とあふれ出てきました。そして、Ｂ兄弟の内にいた悪霊は完全に出て行き、Ｂ兄弟は
解放されたのです。神が長子イエス様によって許した人を裁くことは高ぶりであり、それは
ルシファー（サタン）のパン種です。また、裁きを心に持ち続けることは、神の宮である自
分の内に悪霊を住まわせ続けることになります。Ｂ兄弟の解放は、牧師に霊の賜物である【霊
を見分ける賜物】がなければできない事でした。そして、牧師はＢ兄弟に、「まだ裁いてい
る人がいたら、聖霊は必ずその人の事やその時の状況を思い出させてくれるので、思い出す
たびに悔い改めて祈っていって下さい」と話し、Ｂ兄弟をホテルへと送りました。

　集会の日の朝、前日に悪霊の追い出しをして解放されたＢ兄弟を迎えに行くと、「まだ完
全に解放されていない。まだ舌に違和感がある」と言ってきました。牧師は、Ｂ兄弟の古い
肉の習性が、“ まだ癒されていないのではないか？解放されていないのではないか？ ” とい
う不信仰な思いを来たらせているのが分かりました。そして、不信仰な言葉を言い続けてき
た結果、舌に縛りを感じ、Ｂ兄弟は神に喜ばれる信仰の言葉が言えない、おしの霊・口をき
けなくする霊にずっと捕われた状態となっていた事が明るみとなりました。
　さらに、約１年間悪霊に体を支配されてきた状態でいたため、せっかく解放されても、

悪霊に憑かれている状態の自分を忌み嫌うことができず、「これが自分だ」と思い込ませる
霊（ファミリアスピリット・familiar spirit ＝日本人にとっては “占いの霊 ”と示されました）
を切り離すことができずにいました。
　イエス様を受け入れて救われた後、クリスチャンが一番戸惑うのは「救われる前の肉の
自分」と「新しく生まれ変わった霊の自分」との葛藤です。人間は霊だけでは生きていけな
いため、救われても肉があるわけですが、ファミリアスピリットは肉を支配してきた故、霊
で生きようとした時に「どうせ私には無理…」と自己憐憫に陥ったり、「神の言葉に従うな
んてできない。面倒くさい」と思わせて妨げてくるのです。そのまま慣れ親しんできた肉の
思いに従って生きていたら、神に反しているわけですから、気がついたら救われる前よりも
７倍悪くなってしまいます。ですからクリスチャンになったら、「これが私だ」と思い込ま
せるファミリアスピリットの霊を、自分からはがさなければなりません。
 　そして、ファミリアスピリットの霊をはがすためには、まず３代～４代に渡る呪い祟り
の霊を、完全に断ち切る事が必要です。３代～４代に渡る呪い祟りの霊は、自分の意識関係
なく血の中にあります。「これが私」と思う土台には、育った家庭環境、受けて来た教育が
大きく関わってきます。日本人は特に、情が頭であり、家族単位の考え方をし、先祖からの
しきたりを大事にしますが、イエス・キリストに救われるという事は、血筋が断ち切られ、
神の御前で「個」となるという事です。生い立ちや家族のせいにすることはできません。完
全に生まれ変わった者であるという自覚をしっかりと持たなければなりません。
 
　また、現実主義で、「分かったらやる。癒されたら信じる」と言って、みことば＝イエス
様に言い逆らってきたＢ兄弟が教材となり、ぶどうの木では改めて聖書の中から３つの信仰
について学びました。
 

◎水の上を歩く信仰
 
マタイによる福音書１４章２５節～３３節
【イエスは夜明けの四時ごろ、海の上を歩いて彼らの方へ行かれた。弟子たちは、イエスが
海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言っておじ惑い、恐怖のあまり叫び声をあげた。
しかし、イエスはすぐに彼らに声をかけて、「しっかりするのだ、わたしである。恐れるこ
とはない」と言われた。するとペテロが答えて言った、「主よ、あなたでしたか。では、わ
たしに命じて、水の上を渡ってみもとに行かせてください」。イエスは、「おいでなさい」と
言われたので、ペテロは舟からおり、水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし、風
を見て恐ろしくなり、そしておぼれかけたので、彼は叫んで、「主よ、お助けください」と
言った。イエスはすぐに手を伸ばし、彼をつかまえて言われた、「信仰の薄い者よ、なぜ疑っ
たのか」。ふたりが舟に乗り込むと、風はやんでしまった。舟の中にいた者たちはイエスを
拝して、「ほんとうに、あなたは神の子です」と言った。】



32 33

　ペテロは、イエス様だけを仰ぎ見て歩く意志を向けたにも関わらず、状態を見て恐ろしく
なり、おぼれかけました。Ｂ兄弟も悪霊から解放されたにも関わらず、ファミリアスピリッ
トによって自分の肉の状態を見たことで、「まだ癒されていない。解放されていない」と思っ
てイエス様の力を疑い、サタンの支配下であった元の状態に戻りそうになっていました。状
態を見ること、すぐにそれを言葉にすることは、不信仰です。【初めに言があった】とある
ように、言葉に命があります。言葉がイエス・キリストです。クリスチャンの口からは、イ
エス・キリスト＝みことばと、みことばに基づいた言葉、またサタンに信仰が奪われる事の
ないように、「みことばにこう書かれてある！」と宣言する言葉しか出してはいけません。
　そして、海の上を歩き続ける＝状態に左右されないためには、忍耐が必要ですが、その忍
耐も助け主聖霊の訓練によって与えられている故、主にあって私たちは歩くことができます。
　また、ペテロは漁師でしたが、水の中に落ちても自分の力で泳ぐことはしませんでした。
「主よ、お助けください」と言って、すぐにイエス様に助けを求め、イエス様もまた、すぐ
に手を伸ばし助けて下さいました。心をつくして主に信頼し、自分の知識に頼らなかった
ペテロの姿勢からも、私たちは主と共に歩くクリスチャンの在り方を学ぶことができます。
 
箴言３章５節～７節
【心をつくして主に信頼せよ、自分の知識にたよってはならない。すべての道で主を認めよ、
そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を見て賢いと思ってはならない、主
を恐れて、悪を離れよ。】
 

◎見ないで信じる信仰
 
ヨハネによる福音書２０章２４節～２９節
【十二弟子のひとりで、デドモと呼ばれているトマスは、イエスがこられたとき、彼らと一
緒にいなかった。ほかの弟子たちが、彼に「わたしたちは主にお目にかかった」と言うと、
トマスは彼らに言った、「わたしは、その手に釘あとを見、わたしの指をその釘あとにさし
入れ、また、わたしの手をそのわきにさし入れてみなければ、決して信じない」。八日ののち、
イエスの弟子たちはまた家の内におり、トマスも一緒にいた。戸はみな閉ざされていたが、
イエスがはいってこられ、中に立って「安かれ」と言われた。それからトマスに言われた、「あ
なたの指をここにつけて、わたしの手を見なさい。手をのばしてわたしのわきにさし入れて
みなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい」。トマスはイエスに答えて言っ
た、「わが主よ、わが神よ」。イエスは彼に言われた、「あなたはわたしを見たので信じたのか。
見ないで信ずる者は、さいわいである」。】
 
ヘブル人への手紙１１章１節
【さて、信仰とは、望んでいる事がらを確信し、まだ見ていない事実を確認することである。】

　イエス様が段取りを整えてくれたらやる、癒されたら信じる、奇跡を見たら信じるという
人がいますが、私たちは、すでに得たと信じて実践しなければなりません。その意志を向け
た時に、助け主聖霊が働いて下さり、聖書で約束された祝福と癒しを手に入れることができ
るのですから、ぶどうの木の祈りは、全て過去形です。「イエス様、～して下さった事を感
謝します」と、もらったと信じて祈ります。「～して下さいますように」と祈っているクリ
スチャンが多いですが、それではいつまでたっても願いを主張しているだけで、勝利は得ら
れません。一度祈った祈りは聞かれていると約束して下さっていますから、何度も同じ祈り
を繰り返す事も不信仰です。自分の心の願いは、祈る前から神はご存じです。そうではなく、
サタンに対して「みことばに書かれてある！」と宣言する時や、「〇〇さんを、イエス様の
御名で許します」と祈ることは、日常生活の中で何度も言う祈りでしょう。祈り方一つとっ
ても、そこに信仰があるのか問われます。
 
　また、見て信じる人は、「喉元過ぎれば熱さ忘れる」で、すぐに現実問題に流され、忘れ
てしまいます。自分を騙して、見なかった事にすることができます。特に神の義ではなく、
自分の義で生きていると、「危機を乗り越えたらイエス様はいらない」「あれはたまたまだっ
た。偶然だった」と言って事実を曲げ、自分の力でまた行おうとします。癌が３度消えて癒
されてもイエス様と繋がることができない人がいるように、奇跡を体験したら絶対に信じる
というものではありません。目に見えない神・イエス様を見ないで信じる事ができる人は、
本当に幸いなのです。信仰の弱い人のために、神はしるしや奇跡を見せて下さいますが、イ
エス様ご自身を聖書のみことば一つ一つから見いだす事ができる人は、自分とイエス様との
関係が強固なものとなり、信仰も強められていくのです。
 

◎アナ二ヤの信仰

使徒行伝９章１０節～１７節
【さて、ダマスコにアナニヤというひとりの弟子がいた。この人に主が幻の中に現れて、「ア
ナニヤよ」とお呼びになった。彼は「主よ、わたしでございます」と答えた。そこで主が彼
に言われた、「立って、『真すぐ』という名の路地に行き、ユダの家でサウロというタルソ人
を尋ねなさい。彼はいま祈っている。彼はアナニヤという人がはいってきて、手を自分の上
において再び見えるようにしてくれるのを、幻で見たのである」。…中略…そこでアナニヤは、
出かけて行ってその家にはいり、手をサウロの上において言った、「兄弟サウロよ、あなた
が来る途中で現れた主イエスは、あなたが再び見えるようになるため、そして聖霊に満たさ
れるために、わたしをここにおつかわしになったのです」。】
 
　私たちは、サウロ（後のパウロ）が全世界に向けて福音宣教をしたことによって、イエス・
キリストを知ることができました。そのサウロに遣わされたのがアナニヤです。主に呼ばれ
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たら、すぐに答えてそのみことばを行う忠実さが、迫害者であったサウロを見える者とし、
イエス・キリストを全世界に知らせる人として立たせました。アナニヤのように１００％自分
を明け渡して主の声を聞いているか、主に言われたら、どんな状態であろうと、たとえ夜中
であろうと、起きて、隣人のために自分を捧げる事ができているでしょうか？主がほめて下
さるのは忠実である事だけです。自分が忠実でありさえすれば、神の御計画は成就します。
救われるべき選びの民を救うことができるのです。
 
　また、アナニヤは主から指令を受けた時、【主よ、あの人がエルサレムで、どんなにひど
い事をあなたの聖徒たちにしたかについては、多くの人たちから聞いています。そして彼は
ここでも、御名をとなえる者たちをみな捕縛する権を、祭司長たちから得てきているのです。】
（使徒 9:13~14）と訴えました。サウロに近づいたら自分の命がどうなるか分からなかっ
たからです。しかし、イエス様から、【わたしの名を伝える器として、わたしが選んだ者で
ある。】（使徒 9:15）と言われ、アナニヤは従いました。そして、手をサウロの上においた時、
「兄弟サウロ」と言ったのです。アナニヤの中で、一瞬にして、「迫害者サウロ」から「兄弟
サウロ」に変わっている事からも、彼がサウロを許し、あわれみの心で、祈っていることが
分かります。やはり、クリスチャンの内にみじんでも裁きの思いがあったら、祈りはきかれ
ませんし、神は用いて下さいません。アナニヤの言動からも、クリスチャンとしての大切な
姿勢を学ぶことができます。 
 
　信仰の土台が違えば、現実問題を突きつけられた途端、簡単に揺らいでしまいます。１０
年間の信仰生活が漠然とイエス様を追い求めるものであったＢ兄弟の土台は、確固たる信仰
によってできたものではありませんでした。イエス様はおられる！というはじめの愛の証も、
みことばをもらって歩むこともなかったのですから当然です。ぶどうの木牧師はＢ兄弟に、
「１０年という期間の中で、たとえ積み上げてきたものがあったとしても、一度、全て違っ
たと認め、捨て去りましょう。そして、改めてイエス様に、あなたからのものは戻してくだ
さいと祈りましょう」と話しました。古い皮袋に新しいぶどう酒は入りません。そのように、
土台を新たにしたＢ兄弟は、今まで不信仰であった事を認め、集会の最後に「確信を持って
信じることを学んだ」と話してくれました。そして、その確信は心から生まれるものではな
く、みことばを信じることで生まれるものである事も再確認しました。エレミヤ書１７章９
節に、【心はよろずの物よりも偽るもので、はなはだしく悪に染まっている。】と書かれてあ
るように、心にはサタンが忍び込みますから、その確信は簡単に奪われてしまいます。です
から、クリスチャンは自分の心を信じたり、心に従ってはなりません。クリスチャンが信じ
るのは霊の思いであり、霊に蓄えられたみことばにとどまり、主に信頼して行う事で確信を
得なければならないのです。
 
ガラテヤ人への手紙２章１８節～２１節
【もしわたしが、いったん打ちこわしたものを、再び建てるとすれば、それこそ、自分が違

反者であることを表明することになる。わたしは、神に生きるために、律法によって律法に
死んだ。わたしはキリストと共に十字架につけられた。生きているのは、もはや、わたしで
はない。キリストが、わたしのうちに生きておられるのである。しかし、わたしがいま肉に
あって生きているのは、わたしを愛し、わたしのためにご自身をささげられた神の御子を信
じる信仰によって、生きているのである。わたしは、神の恵みを無にはしない。もし、義が
律法によって得られるとすれば、キリストの死はむだであったことになる。】
 
ガラテヤ人への手紙５章１６節～１７節
【わたしは命じる、御霊によって歩きなさい。そうすれば、決して肉の欲を満たすことはない。
なぜなら、肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからであ
る。こうして、二つのものは互に相さからい、その結果、あなたがたは自分でしようと思う
ことを、することができないようになる。】

　目に見えない神を知り、信じると、この世の常識では考えられない事が起こります。それ
は奇跡と言われる現象です。末期がんの人が癒されたり、車椅子だった人が突然立ち上がっ
たり、神のみことばに従って十分の一献金をする事により、社会的・経済的な祝福が突然ま
い込んだりするのも、その一つと言えます。しかし、目に見えないサタンも同じような事が
できます。Ｂ兄弟が体験したように、あたかも神業ではないかと思う事をサタンも行うこと
ができます。霊能者や、超能力者、新興宗教の教祖は、そんなサタンの力によって人々が驚
くような事を行っています。神からの賜物・力と、サタンの働きは紙一重であり、混同しが
ちです。Ｂ兄弟は、牧師にまずは全てを捨てるよう言われるまで、「悪霊が自分の内にいた
のは分かるが、聖霊によるものもあった」という主張をしばらく繰り返していました。その
点においては、木は実で判断しなければなりません。聖霊によるものだと思っている事象が
良い実かどうかです。サタンのする事は単発的です。不思議な事が起きても、それが次に繋
がることはありません。何のための事象であったのか分かりません。不思議な事や、啓示を
並べるだけでは、どんどんカルト的になってしまいます。
　聖書の神は、秩序正しいお方です。必ず一つ一つの出来事、奇跡に繋がりがあります。
振り返った時に、「だからあのような体験をしたのだ！」と分かります。また、イエス様は
神の言そのものですから、必ずみことばで教えて下さり、みことばで裏付けることができ
ます。目に見えない神だからこそ、神の言である聖書によって、また、助け主聖霊による
賜物である【霊を見分ける力】によって、ご自身の働きかどうか分かるように教えて下さい
ます。それゆえ、クリスチャンは夢や啓示、預言だけで動くのではなく、みことばをもらって
神の御心を知ることが重要なのです。
 
マタイによる福音書７章１５節～２０節
【にせ預言者を警戒せよ。彼らは、羊の衣を着てあなたがたのところに来るが、その内側は
強欲なおおかみである。あなたがたは、その実によって彼らを見わけるであろう。茨から
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ぶどうを、あざみからいちじくを集める者があろうか。そのように、すべて良い木は良い実
を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実をならせることはないし、悪い木が良い実
をならせることはできない。良い実を結ばない木はことごとく切られて、火の中に投げ込
まれる。このように、あなたがたはその実によって彼らを見わけるのである。】
 
　世の中の人は、目に見えない世界の話を、愚かな事だと思い聞き入れる事ができません。
現実主義、目に見えるものしか信じない、今起きている事が全てだと思っています。キリ
スト教界の中にもそのような教団・教えがあります。しかし、世の中には目に見える状態
だけを突きつけられても納得できない事がたくさんあります。なぜこんな事になってしまっ
たの？なぜ、自殺したの？なぜ事故で命を落とさなければならなかったの？なぜ、あんな
事件を起こしたの？と思うことに対して、聖書は原因を教えてくれます。
　サタンの支配下であるこの世で生きている限り、悪霊が放射能のように降りかかり、私た
ちを汚染してきますが、クリスチャンとしてまずはキリストの権威を行使して悪霊と戦い、
自分自身を守り、勝利を維持していかなければなりません。

　ぶどうの木ができた２００７年に、Ｂ兄弟も信仰生活を送り始めました。Ｂ兄弟がイエ
ス様を知ってからの歩みは、決して平らな道ではなく、聖霊のバプテスマを受けていないど
ころか、正しく救われてもいなかったため、信仰は成長せず、逆に数々の淫行をして悪霊に
翻弄され、７倍悪い状態にもなりました。しかし、イエス様は見捨てもせず、見放しもせず
Ｂ兄弟を守り、神の御計画によってぶどうの木に導いて下さいました。現在も、共に学び、
Ｂ兄弟は主の訓練を受けながら、肉の人から霊の人へと変えられています。
　その過程の中で、Ｂ兄弟が「イエス様に言われている」という言葉をよく使うようになり
ました。イエス様が言ったから行う、イエス様が言ったから行わない…一見忠実に従って
いるように思える発言ですが、そこにみことばはなく、みことばに基いた言動もありません
でした。本来イエス様に言われていることを行なっているならば、相手の意にも沿っている
はずですが、Ｂ兄弟が「イエス様からだ」という話を聞いた相手は、戸惑い、本当にイエス
様なの？と疑い、Ｂ兄弟が強引になればなるほど互いに圧迫されていきました。
　Ｂ兄弟は、「イエス様に言われている」と言って、遊女の霊（イエス様の道から離そうと
誘う悪霊）の導きを、聖霊の導きだと思い込むことによって、カルトの霊力を放っていま
した。悪霊の存在は、体臭（わきが）や口臭といった悪臭を通しても分かります。なぜカル
トの霊力を放つのか…それは、Ｂ兄弟の魂が死んでいるからであると解き明かされました。
本来、霊→魂→体へとみことばを連動させて歩むはずが、魂が死に、『イエス様に言われた
から行う＝霊→体』となって、考えることや感じることをやめてしまっていたのです。
　さらに、兄弟姉妹と交わっているにも関わらず、イエス様との交わりの時間を持つと
言って、一人で祈りや聖書通読を始めてしまうことも独り善がりで、宗教的な行いになって
いました。儀式的、義務的に聖書通読はしていても、みことばが何と言っているのか、神の
御旨が何なのか全く分かっていないＢ兄弟が、「イエス様に言われた」と発言する事に

対して、牧師は危険性を感じ、偽預言者の霊も示されました。そして、イエス様は牧師を
通して、Ｂ兄弟に詩篇２３篇１節～３節を下さいました。

詩篇２３篇１節～３節
【主はわたしの牧者であって、わたしには乏しいことがない。主はわたしを緑の牧場に伏させ、
いこいのみぎわに伴われる。主はわたしの魂をいきかえらせ、み名のためにわたしを正しい
道に導かれる。】

　牧師は、自身も幼子の時にカルトの霊にまかれ、何がイエス様からで、何がサタンからか
分からなくなる体験をしたり、イエス様に使って頂きたい一心で、魂（知性・感情）は邪魔
だと思った事があり、その時に頂いたのがこのみことばで、とても驚いたのだとＢ兄弟に
証されました。
　魂がなければ、相手の気持ちは分かりません。相手に寄り添って福音を伝えることもでき
ません。愛も、喜びも、悲しみも分からず、共感できず、人を不愉快にして、嫌悪感を与え
ていくだけです。それを「イエス様が」と言いながら行なっているのであれば、他者の気持
ちが分からず、愛が欠如した人間、何も考えずただ神に従っている宗教人間のように相手に
映ります。それがどれだけのつまずきを与え、クリスチャンでありながら散らす側になる
でしょう。

マタイによる福音書１２章３０節
【わたしの味方でない者は、わたしに反対するものであり、わたしと共に集めない者は、
散らすものである。】

　クリスチャンにとって魂は大事です。キリストの思いに満たされているクリスチャンには、
霊に蓄えられたみことばによって新しくつくり変えられた心・良心があります。みことばの
意味を知性で考え、感じているため、地に足の着いた歩みをしており、「イエス様が言われる」
と言わなくても、言動そのものが神の愛とイエス様＝みことばを体現しており、何よりも
説得力があるのです。
　せっかく救われても、魂→体で、心のまま（遊女の霊の導きのまま）に生きているので
あれば、この世の人と同じ肉の人のままです。霊→体で生きても、カルト（自分なりのイ
エス・キリスト像を作り上げる）になって主から遠ざかります。クリスチャンであれば、
心のままにではなく、肉を打ち叩いて生まれた良心・魂をしっかりと働かせて生きること、
救われ、霊が生き返ったのなら、霊→魂→体で、天の父の御旨を行うことが重要です。それが、
この地上で永遠の命に至る、神に喜ばれる歩みとなるでしょう。Ｂ兄弟は、ぶどうの木に
導かれて丸３年が経とうとしていますが、一つ一つまずはみことばを蓄え、イエス・キリ
ストを知り、自分の罪と悪をかなぐり捨てて、キリストに似た者へと変えられています。
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　導かれてきた当初、B 兄弟は「みことばをもらう」という事を知らず、どういう事なの
か分かりませんでした。「みことばをもらう」ということは、聖書を開き、みことばを通
してイエス様の御旨と御心を知るということです。Ｂ兄弟が、初めてもらった（と分かった）
みことばが２つあります。
 
マタイによる福音書３章１７節
【また天から声があって言った、「これはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者である」。】
 
マタイによる福音書４章１９節
【イエスは彼らに言われた、「わたしについてきなさい。あなたがたを、人間をとる漁師に
してあげよう」。】
 
　アァメン。神がＢ兄弟に与えている召しであり、クリスチャンの召しであると語られました。

　神は２４時間、世界中の祈りの勇士たちの異言で、私たちクリスチャンを守って下さって
います。リレー方式で、一秒たりとも尽きることなく、祈りは継続されているのです。自分
が異言を語る時、それは祈りのリレーの順番が来たのだと思うと嬉しくなりませんか？
一人の人間が正しく救われ、聖霊のバプテスマを受ける事の重要性を知り、体験すれ
ばするほど、真に救われる事を絶えず祈らずにはおれません。

『私は見ることによって動かされません。
　私は感じることによって動かされません。

　私は自分の信じることによってのみ動かされます。
　霊的なことは自然のことよりも現実的であることを知りなさい。

　自分の霊に目を向けることを学びなさい。
　あなたの霊があなたに語ります。

　あなたの霊はあなたの頭が知らないことを知っています。』　
スミス・ウィグルスワース（１８５９～１９４７）

コリント人への第１の手紙２章９節 〜１６節
【しかし、聖書に書いてあるとおり、「目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮びも
しなかったことを、神は、ご自分を愛する者たちのために備えられた」のである。そして、
それを神は、御霊によってわたしたちに啓示して下さったのである。御霊はすべてのものを
きわめ、神の深みまでもきわめるのだからである。いったい、人間の思いは、その内にある
人間の霊以外に、だれが知っていようか。それと同じように神の思いも、神の御霊以外には、
知るものはない。ところが、わたしたちが受けたのは、この世の霊ではなく、神からの霊で
ある。それによって、神から賜わった恵みを悟るためである。この賜物について語るにも、
わたしたちは人間の知恵が教える言葉を用いないで、御霊の教える言葉を用い、霊によって
霊のことを解釈するのである。生れながらの人は、神の御霊の賜物を受けいれない。それは
彼には愚かなものだからである。また、御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれ
を理解することができない。しかし、霊の人は、すべてのものを判断するが、自分自身はだ
れからも判断されることはない。「だれが主の思いを知って、彼を教えることができようか」。
しかし、わたしたちはキリストの思いを持っている。】

エペソ人への手紙６章１０節〜１８節
【最後に言う。主にあって、その偉大な力によって、強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して
立ちうるために、神の武具で身を固めなさい。わたしたちの戦いは、血肉に対するものでは
なく、もろもろの支配と、権威と、やみの世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦い
である。それだから、悪しき日にあたって、よく抵抗し、完全に勝ち抜いて、堅く立ちうる
ために、神の武具を身につけなさい。すなわち、立って真理の帯を腰にしめ、正義の胸当を
胸につけ、平和の福音の備えを足にはき、その上に、信仰のたてを手に取りなさい。それをもっ
て、悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また、救のかぶとをかぶり、御霊
の剣、すなわち、神の言を取りなさい。絶えず祈と願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、
そのために目をさましてうむことがなく、すべての聖徒のために祈りつづけなさい。】

第 3 章　あなたの霊があなたに語る
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　上記のみことばには、クリスチャンとしてどのように歩いていくべきなのかが示されて
います。そしてこれは、神から私たちクリスチャンに対して最後に言われたもっとも重要な
メッセージ（指令）です。その指令とは、「偉大な “ 聖霊の力 “ によって、強くあれ！」とい
うことです。
　私たちが生きているこの地上は、サタンの支配下にあり、サタンは目に見えることや感じる
ことを使い、私たちの血肉（感覚や感情）に対して、巧みに攻撃を仕掛けてきます。しかし
私たちは、目に見えることや感じることに左右されるのではありません。私たちが戦うべき
相手は目には見えない霊力、この地上を覆っている『悪の霊』・サタンであると聖書は教え
ています。クリスチャンは『聖なる霊』対『悪の霊』の霊的な戦いをしているのです！その
霊的戦いに完全に勝利せよ！と神は武具を下さっています。神の武具とは、まずは「みことば」
であり、神の武具を身に付けるとは、「みことば」を自分の内に蓄え、成就させることです。
そして強い「信仰」をもって「福音」に出て行くことです。『聖なる霊』（真理）の “ 力 ” によっ
て『悪の霊』に勝利していくのです。

　神の武具で身を固めるため、クリスチャンは神が決められた安息日を聖別し、霊での交
わりの場を設けます。その聖なる集会の中で、すでに武具を身につけ、聖霊に満たされ “ 力 ”
を得ている牧師から、正しい霊の食事を与えてもらいます。牧師は群れの羊を、主に使って
いただける器、キリスト・イエスの良い兵卒となるように養い育てる召しを受けていますか
ら、油注がれ、羊の霊に対して正しい霊の食事（適切なみことば、知恵の言葉）を与えます。
そして羊たちは、与えられた食事を「アァメン」と喜んで霊で受けることにより、その栄養
分はしっかりと神の武具として蓄えられていきます。
　また、兄弟姉妹から語られる証によってもサタンの策略を暴き、信仰を強め、祈り合い、
武具をつけられて霊的戦いへの備えを整えていきます。神の武具を身に付けたキリスト・
イエスの良い兵卒として霊的戦いを戦っていくことによって、初めて【悪しき者の放つ火
の矢】を消すことができるのです。私たちクリスチャンは絶えずこのサタンの火の矢（血肉
に働きかけて肉の思いに支配させ、真理からそらそうとする攻撃）に狙われ続けています。
この地上においての一瞬一瞬がサタンとの霊的戦いの場なのです。その中にあって、常に勝
利を勝ち取っていくために、私たちは聖霊に満たされ続け、“ 力 ” を得なければなりません。
私たちは眠ることなくしっかりと霊の目を開いて、イエス様によってやがて一つの群れにな
るべきすべてのクリスチャンのために、異言によって祈り続け（知性ではどう祈ったら良い
か分からなくても霊によってとりなしの祈りをさせて下さる）、神の武具で身を固めた “ 力 ”
あるキリスト・イエスの良い兵卒でなければならないのです！
　１章２章では、クリスチャンが “ 力 ” を受けることがいかに大切なのか、そして、その “ 力 ”
の受け方（異言を伴う聖霊のバプテスマ）をお話ししてきましたが、３章では、“ 力 ” を受け
たクリスチャンの本来のあるべき姿をお伝えしていきます。

　【私たちの戦いは、血肉に対するものではなく、もろもろの支配と、権威と、やみの世の
主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。】（エペソ 6 : 12）と、聖書に書かれて

ある通り、クリスチャンは常にこの世の神であるサタンと戦っていかなければなりません。な
ぜなら、サタンにとってクリスチャンは世の光であり、神に愛されている者であるゆえに、
最大のねたみの対象だからです。では、どうすれば『悪の霊』・サタンに対する戦いに勝利
することができるのでしょうか？そのためには、まず霊と肉との聖別が、しっかりとなされ
ていなければなりません。

1.  霊と肉（魂・体）の聖別

　クリスチャンは、霊によって歩く生き物であり、霊によってみことばを解釈し、霊によって
善悪の判断をし、霊によって神の思いを知り、福音をし、霊的な戦いに勝利していきます。
しかし、私たち人間には、肉（魂・体）というものがついています。肉は、私たちがこの世
に誕生した瞬間からサタンの支配下に置かれ、その後、教育・環境などによって、各人それ
ぞれに異なった価値観や考え方を培いながら生きていくことになります。

　クリスチャンになり、聖霊をいただき、さらに聖霊のバプテスマ（満たし）を受けると、
自分自身の内に聖霊の力が満ちあふれます。神の思いを知る聖霊に主導権を取っていただく
ことによって、勝利を得る祝福の道への歩きが始まります。【人体図：（３）】
　聖霊のバプテスマを受けたクリスチャンのことを、新生クリスチャンと呼びます。新生ク
リスチャン【人体図：（３）】と、主への告白の祈りだけをしたクリスチャン【人体図：（２）】
の決定的な違いは、一目瞭然です。それは、清さ・聖さが分かるかどうかです。クリスチャ
ンでありながら、平気で人の悪口を言う、不信仰な言葉を口から出す…など、みことばに反
した行いをしている人には清さ・聖さがありません。聖いところにしか働かない助け主聖霊
は、そのようなクリスチャンを助けることも守ることもできません。クリスチャンにとって
の非常に力強い約束のみことばに詩篇９１篇があります。【あなたは主を避け所とし、いと高
き者をすまいとしたので、災はあなたに臨まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはない。】
と書かれてあるこの約束を自分のものとして現実に受け取る秘訣は、清さ・聖さの砦を築き、
守ることです。
　そのためにクリスチャンは、霊と肉の聖別を行わなくてはなりません。なぜならローマ人
への手紙８章６節に、【肉の思いは死であるが、霊の思いは、いのちと平安とである。】と書
かれてある通り、肉の思いと霊の思いは真反対であり、肉の思いは神の思いに敵するから
です。何が霊の思い（神の言われる清さ・聖さ）か、何が肉の思い（サタンの支配下での汚れ）
かを、みことばからしっかりと学び、霊の思いに満たされるようにと、自分自身が造り変え
られていかなければなりません。水であるみことばと、聖霊の力によって、もう一度新しく
生まれ変わる者でなければ天国へは入れません。

ヨハネによる福音書３章３節〜６節
【イエスは答えて言われた、「よくよくあなたに言っておく。だれでも新しく生れなければ、
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神の国を見ることはできない」。ニコデモは言った、「人は年をとってから生れることが、どう
してできますか。もう一度、母の胎にはいって生れることができましょうか」。イエスは答え
られた、「よくよくあなたに言っておく。だれでも、水と霊とから生れなければ、神の国に
はいることはできない。肉から生れる者は肉であり、霊から生れる者は霊である。】

　神の御旨を行って天国に入れる者は、霊と肉との聖別ができており、どんな時でも永続的
に、２４時間常に霊の思いに満たされ、聖霊にだけ聞き従い、何事をも行っていくクリスチャ
ンです。【人体図：（４）】それが、救われる前の肉の時代【人体図：（１）】とは真反対の人
間として造り変えられている、霊によって生きる新しい自分です。古い時代の肉の自分は地
獄に向かって歩いていました。しかし、新しい自分は１８０度転換して天国に向かって歩い
ているのです。その道は、霊による喜びと平安が共にある道です。

ガラテヤ人への手紙５章１６節〜１７節
【わたしは命じる、御霊によって歩きなさい。そうすれば、決して肉の欲を満たすことはない。
なぜなら、肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからであ
る。こうして、二つのものは互に相さからい、その結果、あなたがたは自分でしようと思う
ことを、することができないようになる。】

ローマ人への手紙６章１９節ｂ〜２３節
【あなたがたは、かつて自分の肢体を汚れと不法との僕としてささげて不法に陥ったように、
今や自分の肢体を義の僕としてささげて、きよくならねばならない。あなたがたが罪の僕で
あった時は、義とは縁のない者であった。その時あなたがたは、どんな実を結んだのか。そ
れは、今では恥とするようなものであった。それらのものの終極は、死である。しかし今や、
あなたがたは罪から解放されて神に仕え、きよきに至る実を結んでいる。その終極は永遠の
いのちである。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は、わたしたちの主キリスト・
イエスにおける永遠のいのちである。】

　【すべて神の御霊に導かれている者は、すなわち、神の子である。】（ローマ 8 : 14）とは、
このように霊と肉が聖別され、新しい自分の性質＝「御霊の実」（イエス様の品性と性質）
がなっており、神からの「霊の賜物」（神の力による種々の働き）にあずかるクリスチャン
のことです。　（注意！すべての神の子が、御霊に導かれているのではなく、ローマ人への手
紙８章１３節にあるように、神の子とされた後もからだの働きを殺すことなく、肉に従って
生きるなら死ぬ外ありません。マタイ 22 : 14、マタイ 7 : 13~14、マタイ 7 : 21~23）

　御霊の実は、「愛・喜び・平和・寛容・慈愛・善意・忠実・柔和・自制」であり、霊の賜物は、
「啓示の賜物（知識の言葉・知恵の言葉・霊を見分ける力）、力の賜物（信仰の賜物・奇跡を
行う力・いやしの賜物）、霊感による賜物・交わりの賜物（預言の賜物・異言の賜物・異言
の解き明かしの賜物）」です。

　聖霊の賜物は、牧師に特別に与えられるものではなく、クリスチャンであれば、皆が受け
取ることができるものです。なぜ、自分には与えられないのか？という人がいますが、自身

（器）が清く、聖なるものでなければ聖霊の働きは解りません。肉の思い（古い価値観・習性・
感覚）が騒がしく、特にプライド、高ぶりが邪魔していれば、決して聖霊の導き・働きには
気づきません。クリスチャンがどれだけ、救われた後「自分の全てが新しくなった者」という
自覚を持ち、霊の思いに明け渡して聖い器になれているのか、自身の内側と、日々の生活を
吟味しなければなりません。また、自分には聖霊の賜物が与えられている！と自分を誇る人を
神は使いません。その人に御霊の実が全うされていなければ、特に最も重要な “ 愛 ” がなけ
れば、その人の語る言葉は、やかましい鐘や騒がしい鐃鉢でしかないのだと聖書は教えてい
ます。真に人を解放するクリスチャンは、９つの聖霊の賜物と９つの御霊の実のバランスが
保たれているクリスチャンです。（Ⅰコリント12 : 7~11、28~31、13 : 1~8a、ガラテヤ 5 : 22~23）

　私たちクリスチャンは、日々聖別の訓練を受け成長し、これらのものを一つ一つ与えられ、
キリスト・イエスの良い兵卒として整えられていきます。そして、聖霊の声だけに忠実に
聞き従った時、サタンとの戦いに完全に勝利し、その度に、「イエス様は生きておられ、常に
私と共におられる！」と信仰が強められていきます。そして、どんな時も霊の思いだけに
忠実に従い、神の御旨を行いたいという思いで満たされていきます。そのようなクリスチャン
に【生きているのは、もはやわたしではない。キリストが、わたしのうちに生きておられる
のである。】（ガラテヤ 2 :  20 ab）という聖書のみことばが成就するのです。“ クリスチャン ”
とは、“ キリストに似た者 ” という意味です。イエス様は、この地上におられた時、霊で歩か
れました。聖書に【わたしが聖なる者であるから、あなたがたも聖なる者になるべきである】

（Ⅰペテロ 1 : 16）と書かれてあるように、私たちも、その御足のあとを踏み従って、清さ・聖さ
を求めて御霊によって歩くのです。御霊に導かれて歩いているクリスチャンには、次々と証
がついてきます。

　クリスチャンになって、古い自分とは真反対の自分に生まれ変わり、天国に向かって
歩いていくということは、古い肉の自分の中には何一つ良いもの（神からのもの）はなかっ
たと認め、その性質（習性）を忌み嫌い、自分の霊にだけ忠実になることを決心すること
から始まります。
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ルカによる福音書１１章４１節
【ただ、内側にあるものをきよめなさい。そうすれば、いっさいがあなたがたにとって、清
いものとなる。】

テモテへの第２の手紙２章２１節
【もし人が卑しいものを取り去って自分をきよめるなら、彼は尊いきよめられた器となって、
主人に役立つものとなり、すべての良いわざに間に合うようになる。】

ガラテヤ人への手紙６章１４節〜１５節
【しかし、わたし自身には、わたしたちの主イエス・キリストの十字架以外に、誇とするものは、
断じてあってはならない。この十字架につけられて、この世はわたしに対して死に、わたし
もこの世に対して死んでしまったのである。割礼のあるなしは問題ではなく、ただ、新しく
造られることこそ、重要なのである。】

　肉は、救われる前の時代に培っていた自分自身の性質（習性）・常識・価値観などをもって、
霊に対して全てに反発してくるでしょう。自分でも気付かないうちに、自分の中にある
パン種（Ⅰコリント 5 : 6~8）、サタンからくる霊力（３代〜４代に渡る血の中にある呪い
祟りの霊 / 出エジプト 20  : 3~6）も攻撃してきます。そんな古い自分にあった神から来てい
ないものと、一つ一つ決別してきよくなり、戦って、古い自分から解放されなさい！と、気
付かせて下さるのは聖霊です。
　肉と霊は葛藤しますが、それは、新生クリスチャンであるからこその恵みです（主への
告白の祈りのみのクリスチャンは、きよさも善悪の判断も麻痺しているので葛藤すら起こ
りません）。すべてをご存じである聖霊が、この時！と指示する導きの時を逃すことなく、
肉の思いを打ちたたき、「霊に従う！アァメン！」と、自分の意思を霊の方に向けた時（みこ
とばに自分の肉を服従させた時）にその人の霊の思いがいっぱいに膨らみ、肉の思いは
しぼみ、それを支配してきた悪霊に打ち勝ち、解放されるのです。

ヨハネによる福音書６章６３節 a
【人を生かすものは霊であって、肉はなんの役にも立たない。】

ローマ人への手紙８章１３節
【なぜなら、もし、肉に従って生きるなら、あなたがたは死ぬ外はないからである。しかし、
霊によってからだの働きを殺すなら、あなたがたは生きるであろう。】

　万物を創られた神は、ありとあらゆる環境・人・物・事柄を使い、私たちをクリスチャン
として聖別された者とするため、日々訓練して下さいます。死（地獄）から命（天国）へと
移るための主の訓練です。

ヘブル人への手紙１２章７節〜１１節
【あなたがたは訓練として耐え忍びなさい。神はあなたがたを、子として取り扱っておられ
るのである。いったい、父に訓練されない子があるだろうか。だれでも受ける訓練が、あな
たがたに与えられないとすれば、それこそ、あなたがたは私生子であって、ほんとうの子で
はない。その上、肉親の父はわたしたちを訓練するのに、なお彼をうやまうとすれば、なお
さら、わたしたちは、たましいの父に服従して、真に生きるべきではないか。 肉親の父は、
しばらくの間、自分の考えに従って訓練を与えるが、たましいの父は、わたしたちの益のため、
そのきよさにあずからせるために、そうされるのである。すべての訓練は、当座は、喜ばし
いものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによって鍛え
られる者に、平安な義の実を結ばせるようになる。】

　その際、肉は苦しいでしょうが、私たちが従うのは霊の思いにだけです。肉の思いは死、
霊の思いは命と平安です。肉の思いに忠実になってしまえば、霊の声は全く聞こえなくなっ
てしまいます。感じること、見えることなどの肉の思いより、みことばだけを愛して、信じ
て戦う訓練を、イエス様ご自身もなさいました（マタイ 4 : 1~11）。サタンとの戦いに勝利し、
聖別されて初めて、神に喜ばれ使っていただける器となれるのです。

ヘブル人への手紙２章１８節
【主ご自身、試錬を受けて苦しまれたからこそ、試錬の中にある者たちを助けることができ
るのである。】

　霊と肉との聖別を邪魔してくるものが、その人の肉にある「パン種」です。

コリント人への第 1 の手紙５章６節〜８節
【あなたがたが誇っているのは、よろしくない。あなたがたは、少しのパン種が粉のかたま
り全体をふくらませることを、知らないのか。新しい粉のかたまりになるために、古いパン
種を取り除きなさい。あなたがたは、事実パン種のない者なのだから。わたしたちの過越の
小羊であるキリストは、すでにほふられたのだ。ゆえに、わたしたちは、古いパン種や、ま
た悪意と邪悪とのパン種を用いずに、パン種のはいっていない純粋で真実なパンをもって、
祭をしようではないか。】

　イエス様は【だれでもわたしについてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負
うて、わたしに従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、わたしのため、
また福音のために、自分の命を失う者は、それを救うであろう。人が全世界をもうけても、
自分の命を損したら、なんの得になろうか。また、人はどんな代価を払って、その命を買い
もどすことができようか。】（マタイ16 : 24~26）とおっしゃいました。
　自分の命を救おうと思う者＝自分の立場を守ろうとして自分のやり方をする者には、イエ
ス様との間の隔てとなる、「古い自分のパン種」、反キリストの「ルシファーのパン種」が
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あります。それは、神を信じない、神に対して言い逆らいたくなるパン種で、救われる前の
全ての人間の内にあります。救われた後でも、このパン種が膨らみ始めると、不信仰になっ
たり、みことばに言い逆らって自分なりのやり方をしていきます。
　また、主の訓練を受けて、あと一歩で合格！というところに来ているのに、最後はメソメソ
泣いて自己憐憫に陥ってしまったり、逆にイライラしたり、人のせいにしたり、神の事より
もお金（仕事）を握ってしまうのも、その人の内にある古いパン種です。どれも、神の言う
こと＝みことばに従順になれるものではありません。神が求めておられるのは、古い肉の自
分にあるパン種を捨てて、主に仕える人です。私たちの内に古いパン種がある限り、神は私
たちを使うことはできないのです。
　働きにおいても、救われる前の自分の才能や、持ち物をそのまま主の御用に用いる人がい
ますが、それも神の目から見たら古いパン種です。神は古いパン種を良しとして、主の御用
にあたらせることはしません。古いパン種を残したままで自分を誇り、主に栄光を帰すこと
ができないからです。古いパン種で福音を伝えても、自分教（自分なりの宗教）を押し付け
ているだけであり、世の中においては独り善がりと見なされてしまいます。
　まずは、古い自分の価値観、全ての才能や持ち物＝自分の握っているものを捨て、真っ新
な状態で神の言葉を学び、実践し、みことばによって自分という人間をもう一度建て上げて
いかなければなりません。主の訓練によって古いパン種を取り除いた後、聖霊の力を膨らま
し、真理によって、自分の魂を変え、真実なパン（賜物）で祭りをする者とならなければな
りません。そして、「全てがキリストだ！主にあってできる！全ての栄光はイエス様に帰し
ます！」と言えた時に、はじめて神が自分自身にさせたい働きを知ることができ、神から与
えられた賜物を最大限に発揮する働きをさせて頂けるのです。

コリント人への第２の手紙５章１７節
【だれでもキリストにあるならば、その人は新しく造られた者である。古いものは過ぎ去った、
見よ、すべてが新しくなったのである。】

　聖別されたクリスチャンがそれを保ち続け、サタンに完全に勝ち抜いて、堅く立ちうるた
めには、神の武具をつけてくれる牧師、兄弟姉妹、集会、そしてそこに伴う力ある証がとて
も重要になってきます。神の武具で身を固めていなければ、クリスチャンは悪しき者の放つ
火の矢を消すことはできないのです。
　ここからは、サタンに打ち勝ち、キリスト・イエスの良い兵卒になるための「力ある牧師」

「力ある兄弟姉妹」「力ある証」「力を得る安息日」について伝えていきます。

２．牧師とは

◆「牧師と羊の関係～牧師は霊の監督者～」

　神は霊ですから、羊を養う牧者を選び、特別な油の注ぎを与えて、大切な羊の命を預けま
す。それゆえ、群れの牧者・牧師とは、「目に見えることよりも、霊的なことの方が現実で
ある」というクリスチャンの歩きの中で、神の目から見た羊の『清さ・聖さ』のために、“ 益 ”
のために、羊をサタンの策略から守り、戒め、訓練し、育て、聖別へと導く神の僕です。“ 益 ”
とは、古い肉の時代に持っていた罪やサタンの支配から全く解放されて、イエス様に似た者
となるよう、“ 清く・聖く ” なることです。そして永遠の命を獲得することです。　

清さ： 肉の清さ。イエス様の御前で、世の汚れに染まらずに、身（神の宮）を清く保つこと。
（Ⅱコリント 7  : 1、Ⅰテサロニケ 4  : 3~8、Ⅰペテロ 4  : 1~3、マタイ 21  : 13）

聖さ：聖霊に対して忠実であること。
（Ⅰペテロ 1  : 13~17、Ⅰコリント 3  : 16~17、Ⅰヨハネ 3  : 2~3）

ヘブル人への手紙１２章１４節ｂ
【きよくならなければ、だれも主を見ることはできない。】

ペテロの第１の手紙１章１３節〜１７節
【それだから、心の腰に帯を締め、身を慎み、イエス・キリストの現れる時に与えられる恵みを、
いささかも疑わずに待ち望んでいなさい。従順な子供として、無知であった時代の欲情に従
わず、むしろ、あなたがたを召して下さった聖なるかたにならって、あなたがた自身も、あ
らゆる行いにおいて聖なる者となりなさい。聖書に、「わたしが聖なる者であるから、あな
たがたも聖なる者になるべきである」と書いてあるからである。あなたがたは、人をそれぞ
れのしわざに応じて、公平にさばくかたを、父と呼んでいるからには、地上に宿っている間を、
おそれの心をもって過ごすべきである。 】

　神をおそれ、神としっかり繋がっている牧師は、常にみことばに基いた言動をします。聖
書は【人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益な書物】（Ⅱテモテ 3  : 16）ですから、
牧師は聖書に基づいて羊を訓戒します。神は牧師を使い、みことばを通して、ありのままの
自分の姿を教えて下さいます。羊はみことばが示される時、自分自身がその状態である事を
謙虚に受け入れ、悔い改める必要があります。そうやって一つ一つ示される自分の肉の状態
から離れ、正され成長していく過程を「義（神がよしとされる者）に導かれていく」と言い
ます。クリスチャンとは、神の霊感によって書かれた聖書によって、【あらゆる良いわざに
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対して十分な準備ができて、完全にととのえられた者】（Ⅱテモテ 3  :17）にならなければ
なりません。地上に宿っている間、牧師は羊が神をおそれ、完全にととのえられたクリスチャ
ンになるための監督者でもあるのです。

　また、牧師は神が定めた上に立つ権威ですが、この世の中においての上に立つ権威と、
神の目から見たその役割は全く違います。神が求めておられる上に立つ権威とは、イエス様
ご自身が手本を示して下さったように、羊の “ 足洗い ” です。

マルコによる福音書１０章４２節〜４５節
【そこで、イエスは彼らを呼び寄せて言われた、「あなたがたの知っているとおり、異邦人の
支配者と見られている人々は、その民を治め、また偉い人たちは、その民の上に権力をふるっ
ている。しかし、あなたがたの間では、そうであってはならない。かえって、あなたがたの
間で偉くなりたいと思う者は、仕える人となり、あなたがたの間でかしらになりたいと思う
者は、すべての人の僕とならねばならない。人の子がきたのも、仕えられるためではなく、
仕えるためであり、また多くの人のあがないとして、自分の命を与えるためである」。】

　「日常生活の中でどこからがイエス様からで、どこからがサタンの働きなのか？」という
羊がいます。サタンは自分の周りの環境や他者に働くばかりではなく、自分自身の魂（知性・
意思・感情）＝肉に一番に働きかけてきます。ですから牧師は、そのサタンの働きを見抜き、
イエス様が導いてきた羊を守り仕え、その羊を神の聖さに到達させて神から真の祝福を受け
られるようにととのえます。肉にべったりと張り付いているサタン・悪霊どもをはがす作業
は、時に肉が悲鳴をあげるほど辛く、厳しく、途中で逃げ出したくもなります。そのような時、
牧師も命懸けです。牧師がサタンにあなどられたら、この戦いには勝てず、羊を奪還するこ
とはできません。羊が偽り自分をごまかしていれば、それを見抜く力も聖霊によって授けら
れ、羊にまとわりつき、こびりつく、または、羊の内に居座る悪霊をとことん追い詰めます。
全身全霊で、清さと聖さをもって向き合い、その人の魂、また長年サタンの支配下で慣れ親
しんできた肉の習性・習慣をきよめ洗い流し、パン種さえも取り除いていきます。
　その時、羊自身が意志を向けてこれに協力する事が最も重要です。【私の羊は私の声に聞
き従う】（ヨハネ10  :  27）というみことばを握りしめて、牧師を血肉で見て裁くのではなく、
敵はサタンである（血肉の戦いではない）という真理に堅く立って、自分の霊の監督者で
ある牧師と協力して戦う時、真の解放に至ることができるのです。

　聖霊の賜物・油の注ぎによって羊の解放のために語られる知識や知恵（方法）は、受け取
る羊側が行わなければ何の役にも立ちません。行わないのは不信仰で不従順であり、なんの
解決も祝福も得られません。それどころか、神の恵みを無駄にしているのです。
　「遊女の霊」、「疲れさせる霊」という霊力があります。ぶどうの木では、この霊力の働き
の一つに、他者の「時間」「お金」「やさしさ」を奪うという特徴があることを学びました。
この霊力にまかれた羊は、牧師が長い時間をかけて何度もカウンセリングをし、共に戦い、

解放に導いたとしても、突然に、「あの時の解放は思い違いでした」「解放の証などしたく
ありません」と、また簡単に悪霊側に寝返ってしまいます。また、いつまでも肉の思いから
離れようとせず自分の意見ばかりを主張して（みことばに留まれない状態で）解放されない
自分、かわいそうな自分を演出することもあります。「私を見て！」と、人の関心や同情
を引きたがるのです。それは、「イエス様に力がない！」と言いたい霊力であり、反キリスト
の霊力です。親身になり、長い間労苦して忠実にカウンセリングを重ねた牧師にとっては、
無駄なことに労力を持って行かれることによって、本来必要であった働きの時間を奪われる
ことにもなりかねません。また疲れさせる霊によって、睡眠不足など肉体に対しての攻撃
があれば、日常生活にも影響が出てきます。もちろん牧師はそのようなサタンの策略にかか
らないように復活の力を祈り、イエス様の血の力による守りを宣言して戦います。サタンの
目的の一つは、牧師を倒すことにあります。牧者を倒せば群れは崩壊し、羊は散りますから、
様々な悪霊を送り込み、群れをつぶすことを企んでいるのです。羊個人が本来の戦いの持ち
場を離れ不忠実であるならば、その分の戦いは群れを養う牧者にかかってくるのです。不忠
実な兵卒が開けた門から、敵軍が侵入してくるのは当たり前です。霊の世界の戦いとは
油断ならないものです。油注がれた牧者にとって、それは召しと選びゆえの任務（地獄の
破れ口に立って、羊を地獄に行かせまいと戦う）という事にもなります。
　羊自身も、また兄弟姉妹も、牧者の霊的戦いに対して無関心でいてはならず、自身の言動
が「遊女の霊」から来ていないかに注意しなければなりません。油注がれた牧師の導きに
対して忠実であることは、自身の、そして兄弟姉妹たちの解放への近道であると同時に、
牧師、ひいては群れを守ることになるのです。

ヘブル人への手紙１３章１７節
【あなたがたの指導者たちの言うことを聞きいれて、従いなさい。彼らは、神に言いひらき
をすべき者として、あなたがたのたましいのために、目をさましている。彼らが嘆かないで、
喜んでこのことをするようにしなさい。そうでないと、あなたがたの益にならない。】

　箴言１２章１８節には、【つるぎをもって刺すように、みだりに言葉を出す者がある、しかし
知恵ある人の舌は人をいやす。】という言葉があります。前者は自分の知性、考え、価値観
を持ってみだりに言葉を出す者を指しています。肉の領域（人間の価値判断からなる、
みことばに基づいていない思いや言葉）の事を語る者です。それは神の目から見て毒であり、
サタンの性質そのものです。しかし、後者は知恵を持っています。この知恵は、みことばに
基づいた、神の目から見て、全き言葉の事です。霊の領域での事を語る【知恵のある
人の舌】によって、 人は正されていく＝癒されていくという意味です。

　「つるぎ（剣）」という言葉が出てきましたが、神は、牧師が剣を持つ事を許されています。
牧師は、足洗いでもありますが、目の前にいる人がサタンによって真理の道から外されよう
としている時、サタンの性質に汚されていく時、サタンを退けるための剣も授けられている
のです。
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ローマ人への手紙１３章４節
【彼は、あなたに益を与えるための神の僕なのである。しかし、もしあなたが悪事をすれば、
恐れなければならない。彼はいたずらに剣を帯びているのではない。彼は神の僕であって、
悪事を行う者に対しては、怒りをもって報いるからである。】
 
ヘブル人への手紙４章１２節

【神の言は生きていて、力があり、もろ刃のつるぎよりも鋭くて、精神と霊魂と、関節と骨髄
とを切り離すまでに刺しとおして、心の思いと志とを見分けることができる。】

　もし、牧師の言葉（戒め）によってローマ人とヘブル人のみことばにあるような状態に
なったのなら、それは、神が自分を全き者にしようと手入れして下さっているのであり、神の
目から見て、自分は手入れされるに値するほど神に愛されている存在であるということです。
ヨハネによる福音書１５章１節〜２節には、【わたしはまことのぶどうの木、わたしの父は
農夫である。わたしにつながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれをとりの
ぞき、実を結ぶものは、もっと豊かに実らせるために、手入れしてこれをきれいになさるの
である。】と書かれてある通りです。自分の肉が牧師の言葉をきついと感じたのであれば、
その数々の言葉が指し示した事柄こそサタンが自分を縛っている部分、あるいは、自分が解
放されなければならない部分だと言えます。神は愛ですから、人間の中にある、例えば、
苦しみやどうしようもなく満たされない思い、他者へのねたみや憎しみ（裁き）、コンプレッ
クスなどの重荷を全てご存知です。これは一人の例外もなく、どの人間にもある負の思い
です。だから、そこから解放するために牧師というご自分の僕を遣わして、その重荷の部分、
闇の部分を照らします。なぜなら、それらが心に巣くったままでは、その羊はやがて体の
健康までもが蝕まれていくからです。私たち人間は神の前に、ただ幼子のようになって、

「解放してください！こんな苦しい部分があります！」と言って進み出れば良いのです。
神は牧師を通して、私たちの思いをはるかに超えた方法で導いて下さり、解放し、喜びで
満たして下さるお方です。
 
　牧師自身も、日々神をおそれ、神の御前で何らやましい事はないか、真理ではない事を語っ
ていないか、みことばによって自分を吟味します。牧師がみことばに反した事を言っている
のであれば、神が牧師を裁き、一番ひどい地獄に行くからです。牧師も神の御前では一匹の
羊です。それゆえ、羊たちは、【だれをも肉によって知ることはすまい。】（Ⅱコリント 5  :16）
と聖書に書かれてある以上、牧師を肉で見て過度に偶像礼拝したり、裁いたりするのではな
く、全てがイエス様の御手の中であることに信頼し、イエス様との一対一の個人的な関係を
築かなければなりません。そして、イエス様に対する信仰のゆえに、イエス様が自分（教会）
に与えて下さった上に立つ権威・牧者として、牧師を絶対的に信頼して歩いていく必要があ
るのです。

テモテへの第１の手紙２章１節〜３節
【そこで、まず第一に勧める。すべての人のために、王たちと上に立っているすべての人々
のために、願いと、祈と、とりなしと、感謝とをささげなさい。それはわたしたちが、安ら
かで静かな一生を、真に信心深くまた謹厳に過ごすためである。これは、わたしたちの救主
である神のみまえに良いことであり、また、みこころにかなうことである。 】

　牧師と羊は霊対霊の関係です。かしらはイエス様ただお一人です。肉においての関係では
ないことを知っておかなければ、クリスチャン生活においての勝利はありません。なぜなら、
肉に対しては姦淫や支配、裁き、分派分裂、党派心や偶像礼拝の霊力など、様々な悪の霊力が
動き、血肉の戦いが起こるからです。実際にこのような霊力によって羊が勝手に群れから離
れたり、教会内部で様々な問題が起こったりしているのではないでしょうか。しかし、もし、

「足を洗われたくない！」と拒絶するのならば、みことばにもあるように、牧師とは何の関
係もなくなります。牧師は霊においての責任はありますが、肉における責任はありません。
自由意思を与えられている中で、羊が肉の思いに従って生きる事を選ぶのであれば、とりなし
祈り、真に解放されたいと思えるよう、霊の飢え渇きを祈ります。しかし、足洗いを拒絶し
て進む道はサタンの敷いたレール、行き着く先は地獄であるという事も聖書は教えています。

ヨハネによる福音書１３章８節
【ペテロはイエスに言った、「わたしの足を決して洗わないで下さい」。イエスは彼に答えられた、
「もしわたしがあなたの足を洗わないなら、あなたはわたしとなんの係わりもなくなる」。】

使徒行伝２０章２６節〜２７節
【だから、きょう、この日にあなたがたに断言しておく。わたしはすべての人の血について、
なんら責任がない。神のみ旨をあますところなく、あなたがたに伝えておいたからである。】
 
ヘブル人への手紙６章４節〜１２節

【いったん、光を受けて天よりの賜物を味わい、聖霊にあずかる者となり、また、神の良き
み言葉と、きたるべき世の力とを味わった者たちが、そののち堕落した場合には、またもや
神の御子を、自ら十字架につけて、さらしものにするわけであるから、ふたたび悔改めに
たち帰ることは不可能である。たとえば、土地が、その上にたびたび降る雨を吸い込んで、
耕す人々に役立つ作物を育てるなら、神の祝福にあずかる。しかし、いばらやあざみをはえ
させるなら、それは無用になり、やがてのろわれ、ついには焼かれてしまう。しかし、愛す
る者たちよ。こうは言うものの、わたしたちは、救にかかわる更に良いことがあるのを、あ
なたがたについて確信している。神は不義なかたではないから、あなたがたの働きや、あな
たがたがかつて聖徒に仕え、今もなお仕えて、御名のために示してくれた愛を、お忘れにな
ることはない。わたしたちは、あなたがたがひとり残らず、最後まで望みを持ちつづける
ためにも、同じ熱意を示し、怠ることがなく、信仰と忍耐とをもって約束のものを受け継ぐ
人々に見習う者となるように、と願ってやまない。】
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　牧師は、イエス様が自分に与えて下さった霊の監督者であり、自分の知らない事を教えて
くれる人である事をしっかりと心に留めなければなりません。牧師＝足洗い無しに、この古
い自分から生まれ変わるという真理の道を行く事はできません。神が与えて下さった自由意
思を、真理に向けることができる人は幸いです。

◆「牧師はイエス様と羊をつなぐストロー」

　目の前にいる羊たちがどのような問題を抱え、どのような思いで聞いているのか、羊の霊
的状態を一番よく知っているのは牧師ではなく、イエス様ご自身です。それゆえ、牧師は、
常に自分の感情・意見をゼロにして、イエス様に自分自身を「明け渡し」、羊とイエス様の
間の「透明なストロー」となって目の前の羊に１００％聖霊からの聖い水を流し出して飲ませ、
渇きを潤してやらなければなりません。真理の御霊である聖霊から与えられる聖いメッセー
ジ、聖霊の賜物（知識の言葉、知恵の言葉、霊を見分ける力によって解き明かす賜物）によ
るメッセージは、羊の霊の食物となります。牧師がイエス様に自分自身を明け渡しさえすれ
ば、神は牧師という器を使って、その時その場にいる羊たちの必要の一切を満たして下さる
のです。

ヨハネによる福音書１６章１３節〜１５節
【けれども真理の御霊が来る時には、あなたがたをあらゆる真理に導いてくれるであろう。
それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、きたるべき事をあなたがたに知ら
せるであろう。御霊はわたしに栄光を得させるであろう。わたしのものを受けて、それをあ
なたがたに知らせるからである。 父がお持ちになっているものはみな、わたしのものである。
御霊はわたしのものを受けて、それをあなたがたに知らせるのだと、わたしが言ったのは、
そのためである。】

　霊と肉が完全に聖別された牧師の語ることはイエス様がおっしゃっていること、それをあ
らわす言葉が「牧師＝イエス様」です。決して、牧師がイエス様と同等であるとか、牧師が
教祖になるなどという意味ではありません。牧師が「牧師＝イエス様」になる時、そこには
牧師自身の神に対する “ おそれ ” と、従順と忠実と聖さが必要です。そのような牧師にはイ
エス様との絶対的な信頼関係が築き上がっていくのです。イエス様と一体となっている牧師
の霊から語られるキリストの奥義だからこそ、それを聞く羊たちの霊は満たされ、信仰が強
められるのです。しかも、その教えの水は渇くことなく、泉のように湧き上がり、いつまで
も尽きることがありません。そこに集う羊たちは、【主はわたしを緑の牧場に伏させ、いこ
いのみぎわに伴われる。】（詩篇 23 : 2）と書かれてあるように、平安に満たされて成長して
いきます。

　一方、【あなたがたは良き牧場で草を食い、その草の残りを足で踏み、また澄んだ水を

飲み、その残りを足で濁すが、これは、あまりのことではないか。わが羊はあなたがたが、
足で踏んだものを食い、あなたがたの足で濁したものを、飲まなければならないのか。】

（エゼキエル 34 : 18~19）と書いてあるように、人間の頭で考えたメッセージは、人間の肉と
いうフィルターを通したものです。聖い水を流すストローの内側が、汚れた肉の要素（勝手
な神学的解釈や牧師の知性、義理人情をかしらとして神のことよりも人の歓心を買おうとする
偽善、あるいはチャーミングの霊、当たり前という牧師自身の価値観や肉の習性など）で
満たされていたら、そこから流れるものは羊にとって害悪でしかありません。盲目な案内者・
偽善な律法学者に導かれる羊たちは混乱し、霊が飢え渇いて栄養失調になり、信仰が奪われ
ていきます。

　神は、群れを養う牧師に、大切な羊の命を預けておられます。もし牧師が、聖霊に忠実で
なければどうでしょう。霊的なことも分からず、霊の賜物もなく、またサタンの策略も知ら
ず解らず、肉の思いのままに自分の義を立て、間違ったこと（イエス様・神から来ていない
こと）を羊たちに教えていたらどうでしょう。牧師が真理に従っていなければ、その牧師の
霊的状態を受ける羊たちも同じ事、そこには真理がなく、命もないのです。行き着く先は地
獄であり、天国ではありません。牧師は神からの特別な召しと選びを受けた器であり、その
責任は非常に大きいのです。

マタイによる福音書２３章１３節〜１５節
【偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわいである。あなたがたは、天国
を閉ざして人々をはいらせない。自分もはいらないし、はいろうとする人をはいらせもしない。

〔偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわいである。あなたがたは、や
もめたちの家を食い倒し、見えのために長い祈をする。だから、もっときびしいさばきを受
けるに違いない。〕偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわいである。
あなたがたはひとりの改宗者をつくるために、海と陸とを巡り歩く。そして、つくったなら、
彼を自分より倍もひどい地獄の子にする。】

マタイによる福音書２３章２３節〜２８節
【偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわいである。はっか、いのんど、
クミンなどの薬味の十分の一を宮に納めておりながら、律法の中でもっと重要な、公平とあ
われみと忠実とを見のがしている。それもしなければならないが、これも見のがしてはなら
ない。盲目な案内者たちよ。あなたがたは、ぶよはこしているが、らくだはのみこんでいる。 
偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわいである。杯と皿との外側はき
よめるが、内側は貪欲と放縦とで満ちている。盲目なパリサイ人よ。まず、杯の内側をきよ
めるがよい。そうすれば、外側も清くなるであろう。偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。
あなたがたは、わざわいである。あなたがたは白く塗った墓に似ている。外側は美しく見え
るが、内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいである。このようにあなたがたも、
外側は人に正しく見えるが、内側は偽善と不法とでいっぱいである。】
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ルカによる福音書６章３９節
【イエスはまた一つの譬を語られた、「盲人は盲人の手引ができようか。ふたりとも穴に落ち
込まないだろうか。】

ペテロの第２の手紙１章２０節〜２１節
【聖書の預言はすべて、自分勝手に解釈すべきでないことを、まず第一に知るべきである。 
なぜなら、預言は決して人間の意志から出たものではなく、人々が聖霊に感じ、神によって
語ったものだからである。】

　神は霊ですから、特別な油の注ぎを与えられた器・牧師を使って羊を養い、群れとします。
神の召しと選びを受けた特別な油の注ぎのある牧師とは、神からの霊的な訓練を十分に受け、
霊と肉が完全に切り離されて数々のサタンの霊力を足の下に踏み砕き、勝利を得てきた器
です。そこにどのような霊力に囚われている人が導かれてきたとしても、自分自身を完全に
聖霊に明け渡し、イエス様・みことばの導きに従って、悪霊から奪還していきます。また牧師は、
聖別の訓練を通ることによって御霊の実の品格を持ち、聖霊の賜物が与えられている器で
あるべきです。なぜなら、聖霊の賜物が備わっていなければ、羊を霊的に見分け守ることも
解放に導くこともできないからです。また、サタンは群れを荒らすために人を送り込んでく
ることもあるのですが、霊を見分ける賜物がなければ、それを見破り群れを守ることもでき
ません。群れの中で一番先に全ての訓練を通るのは牧師自身です。その姿は、まるで群れの中
で最初に海に飛び込むファーストペンギンのようです。続いて羊たちがその訓練の道を通
ります。自らが神によって精錬されるという過程を通った者だけが、真に羊を導き、群れを
牧する牧者になると言えます。

　牧師の資格は、決して神学校で机上の空論の学びで得られるものではありません。もとも
と神は、人間の頭で神ご自身の事を学問として理解できるように人間を造られてはいないの
です。聖書の知識に長けていたとしても、牧師が霊的に盲人ならば、悪霊に縛られ苦しむ盲
人の手引きをすることなどできません。牧師は、みことばに基づく体験・体得を得て、油の
注ぎを頂き、初めて羊を養うことができます。カトリックもプロテスタントも無く、神学校
など無かった初代教会時代では人々が集まる地域ごとに立てられたのは、油注がれ、信仰に
おいて信者の模範であった「長老」と呼ばれる人々でした。神学校に行けば、「牧師になれる」
というシステムこそ、サタンの策略なのではないでしょうか。

コリント人への第２の手紙１０章１７節〜１８節
【誇る者は主を誇るべきである。自分で自分を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ、
確かな人なのである。】

霊と肉の聖別を経て真の牧者と羊の関係に目覚めたO 姉妹の証実 録

　Ｏ姉妹は、２３年間、イエス様の十字架の愛には感謝していましたが、よみがえりに対し
ては半信半疑のまま、聖霊のバプテスマによる “ 力 ” を受けることなく、自称クリスチャン
をしてきました。イエス様を心のよりどころにし、“ 力 ” のない日々を送ってきたＯ姉妹は、
聖霊の力を求めてぶどうの木に導かれました。そして聖霊のバプテスマを受け、真理を知り、
真のクリスチャンとなったのです。
　ここで紹介する手紙は、Ｏ姉妹が青年Ｋさんに送った手紙です。Ｋさんは４代に渡るクリ
スチャンの家庭で育ちましたが、Ｏ姉妹と同じく聖霊のバプテスマを受けておらず、キリス
ト教（宗教）をしているにすぎませんでした。Ｋさんは、ぶどうの木で聖霊のバプテスマを
受け “ 力 ” を得たのですが、しばらくすると霊の思いと肉の思いの葛藤（聖別の訓練）が始
まり、牧師やみことばに反逆し、最終的には肉の思いに負けて、群れを出て行ってしまいま
した。そんなＫさんに、Ｏ姉妹は自分が体験してきた証を手紙にしました。

　『Ｋさん！私は２３年間既成の教会（この世のキリスト教会）にいて、キリスト教（宗教）
をやっていました。私の子どもたち３人（27 歳、24 歳、18 歳）もです。その教えを持ち、
生れ持ったもの（= 肉）、また、抱えている様々な問題、全ての重荷を持って、２００９年１月、
イエス様であるこのぶどうの木に来ました。そして、正しく聖霊のバプテスマをいただき、
この全ての重荷をおろしました。
　私はこのぶどうの木に来た当初からこの重荷をさらけ出しました。その重荷とは、私の心
の中にある肉の思いです。肉、そのものです。それは害あるものであり、悪臭を放つもので
あります。私は自分の肉を、このぶどうの木の牧師や兄弟姉妹にぶつけました。私の言動は、
吐く言葉から始まり、反抗、反発、抵抗、反逆でした。【心からあふれ出ることを、口が語
るものである。】（ルカ 6:45b）【死と生とは舌に支配される……】（箴言18:21）
　そんな私を牧師や兄弟姉妹たちは、みことばに立ち「赦し、愛し、祝福する」とイエス様
の愛で受け止めてくれました。ぶどうの木の兄弟姉妹は、牧師から言われた事や戒めを素直
に認め、悔い改め、イエス様につながります。「素直に、正直に、誠実に、忠実に」です。私は、
どうだったでしょうか。みんなと違っていました。態度も変わらず、牧師から、兄弟姉妹か
ら逃げたくなるし、避けたくもなりました。私は、聖なる集会の中で暴言を吐き、かき乱す
者でした。聖なる集会でそのような事があっていいでしょうか。決してあってはならないこ
とです。既成の教会では、すぐ追い出されるでしょう。でも、ぶどうの木は違います。私を
追い出すのではなく、私の中にいるサタンを追い出し、とりなして下さいました。【わたし
たちの戦いは、血肉に対するものではなく、もろもろの支配と、権威と、やみの世の主権者、
また天上にいる悪の霊に対する戦いである。】（エペソ6:12）ぶどうの木の牧師、兄弟姉妹
はいつもこのみことばに立っていました。みことばに忠実でした。
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　既成の教会にいた時は、特別トラブルもなく教会生活を送っていましたが、ぶどうの木に
来てから、自分側にいろんな問題が起こりました。もちろん、霊（みことば）に生きる人た
ちの中で、肉（心）で生きているものが対立するのは当たり前のことです。【なぜなら、肉
の欲するところは御霊に反し、また御霊に欲するところは肉に反するからである。】（ガラテ
ヤ 5:17a）普通の会社や既成の教会では、意見が合わなかったり何かトラブルがあっても、
肉（心）でやっているため、まずは問題を起こしたくないという気持ちや、人に嫌われたく
ないという気持ちが働きます。それは聖書にある、義理人情や姦淫の悪霊によるものです。
人間的な常識が先で、お互いに調和を保とうと思うのです。でも、ぶどうの木はイエス様ご
自身がおられるところ、光そのものです。人のことを思うのではなく、神のことを第一に思
います。【今わたしは、人に喜ばれようとしているのか、それとも、神に喜ばれようとして
いるのか。あるいは、人の歓心を買おうと努めているのか。もし、今もなお人の歓心を買お
うとしているとすれば、わたしはキリストの僕ではあるまい。】（ガラテヤ1:10）だから、
肉（心）で教会生活を送ってきた私にとっては、【こうして、二つのものは互に相さからい、
その結果、あなたがたは自分でしようと思うことを、することができないようになる。】（ガラ
テヤ 5:17b）と聖書にある通り、苦闘葛藤する日々でした。

　Ｋさん！ぶどうの木に来て、牧師＝イエス様だと言われました。その時、私、分からな
かったんです。牧師は人間だし、イエス様じゃない！教祖みたい！……でもね、牧師自身を
見ていたら否定できなかった。牧師は、イエス様に何でも聞いて、その聞いたことを、私た
ち羊に教えてくれるの。要するに、牧師はイエス様から来たものを受けて、そのままのキリ
ストの思いで（時には強くきつく厳しく）私たち羊に教えている。自分の考え、感情、意見
は全くないことが分かりました。【けれども真理の御霊が来る時には、あなたがたをあらゆ
る真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、
きたるべき事をあなたがたに知らせるであろう。】（ヨハネ16:13）このみことばにある通
り、牧師は、聖霊に自身を明け渡して語っているんです。きたるべき事＝未来のことまでも、
聖霊の賜物【知恵の言葉】によってね！

　Ｋさん！イエス様が人となって、私たちの所に現れて神から遣わされた者だと言ったらど
うですか？受け入れ従うことができますか？パリサイ人、律法学者は「神は知っているがあ
なたは知らない。この人は大工の子ではないか」と否定的な言葉を言い、イエス様につまず
きましたね。Ｋさんはそれと同じ事をしていませんか？○○牧師は神（イエス様）が遣わし
た神の僕であり、私たち羊に益を与えるための神の僕です。ローマ１３章４節から必ず読ん
でください。【彼は、あなたに益を与えるための神の僕なのである。しかし、もしあなたが
悪事をすれば、恐れなければならない。彼はいたずらに剣を帯びているのではない。彼は神
の僕であって、悪事を行う者に対しては、怒りをもって報いるからである。だから、ただ怒
りをのがれるためだけではなく、良心のためにも従うべきである。】（ローマ 13 :4~5）

　Ｋさんが、牧師に不信を持ち、拒んでいるなら、牧師ではなく牧師を遣わしたイエス様を
拒んでいることになります。イエス様を神と信じていないことと同じです。【あなたがたに
聞き従う者は、わたしに聞き従うのであり、あなたがたを拒む者は、わたしを拒むのである。
そしてわたしを拒む者は、わたしをおつかわしになったかたを拒むのである。】（ルカ
10:16）Ｋさんが、自分の心（肉）で牧師を判断していたら、これから先、どんな牧師に
出会っても、同じことを繰り返しますよ。聖書には何と書かれているでしょう。【かつては
キリストを肉によって知っていたとしても、今はもうそのような知り方をすまい。】（Ⅱコリ
ント 5 :16b）です！

　Ｋさん！私たちクリスチャンは、光であるイエス様＝牧師の所に来なければ何も見えない！
【あなたがたは聞くには聞くが、決して悟らない。見るには見るが、決して認めない。】（マ
タイ 13 :14b）私は、このみことばの通りでした。私は自分の頭で心で聞いていたし、見て
いました。だから分からなかった。牧師からは、いつもいつも同じことを言われる。言って
くる。私は、分からない、理解できないと反発してきました。でもね、そんな中でも私の霊
は真理を求め、真理を聞きたいと思ってきました。だから、ぶどうの木から離れなかった！
離れたくなかった！「あなたの霊があなたに語る」です。私の霊が私に語っていました。
　Ｋさんの霊もそうじゃない？Ｋさんが拒むのは、Ｋさんの心（肉）です。本当のＫさんは
霊です。Ｋさんと私は、ずっと、既成の教会にいたから、そこから受けたものが入っている
でしょ？私はその受けたものを持ったままで、新しい教えを聞いても入らなかった。【…新
しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるべきである。…】（マタイ 9 :17c）受けてきたものを
完全に捨てきらないと、新しい真理の教えは入らないのです！長い教会生活を送れば送る
ほど、この世の常識、知恵・知識がついてきます。めくら・つんぼになります。古い間違っ
た教えを持ったままの歩きは、本当に苦しいです。

　Ｋさん！私は、イエス様＝ぶどうの木と出会いました。そして、イエス様がみことばって
分かりました。【…その名は「神の言」と呼ばれた。】（ヨハネ黙19:13）それだけではなく、
イエス様＝みことば＝ぶどうの木は【わたしは道であり、真理であり、命である。】（ヨハネ
14:6）と悟ったんです。これが私のはじめの愛（神は愛なり）と○○牧師が教えてくれま
した。私も今まで分からなかった。でも、今、聖霊に促されてＫさんへの手紙を書いていく
中で、ますます私は、確かにイエス様にお会いしたと悟りました。私、イエス様に会ったの！
２３年前ではないの！あの時は会ってないの！今、はっきり分かる！分かった！だって、イ
エス様が愛でしょ！イエス様が道でしょ！イエス様が真理でしょ！イエス様が命でしょ！
みことばが教えてくれました。私はこのぶどうの木に来て、本当のイエス様に会ったって！
ここに、ぶどうの木に、その全てがありました。私の子どもたち３人も、ぶどうの木で宗教
から解放され、救われました。長年、キリスト教を批判してきた夫も、○○牧師を通して
真理を知り、救われました。
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　Ｋさんも、はじめの愛をもらったでしょ？その時、イエス様と出会ったんですよ。Ｋさん
もここで私と同じイエス様に会ったでしょ！御霊がはっきり教えているはずです。Ｋさんの
霊がＫさんに語っているでしょ？！Ｋさん！あなたのいるべき所は、イエス様の所です。イ
エス様がいらっしゃるぶどうの木です。だって、○○牧師・兄弟姉妹たちとの出会い・ぶど
うの木に導かれたこと、全ては御霊で始まったんでしょう？肉で仕上げるの？！【あなたが
たは、そんなに物わかりがわるいのか。御霊で始めたのに、今になって肉で仕上げるという
のか。あれほどの大きな経験をしたことは、むだであったのか。まさか、むだではあるまい。】
（ガラテヤ 3:3~4）
　最後に、イエス様からＫさんへのみことばをもらいました。Ｋさんの霊で受けてください。
【わたしの愛のうちにいなさい。】（ヨハネ15:9b）【きょう、み声（イエス様の声 = みことば）
を聞いたなら、あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない。】（ヘブル 4:7）アァメン
　イエス様ご自身である “ ぶどうの木 ” に帰ってきてください！！手を広げてＫさんの帰り
を待っています。』

◆「牧師の仕事～霊のカウンセリング～」

　人間が霊の生き物であることを知り、聖書のみことばと自分自身の人生を照らし合わせて
見つめなおし、１８０度変えられて真反対の人生を天国に向かって歩くのがクリスチャン
です。飢え渇いて救いを求めて牧師のもとに来る人、古い自分を支配していた悪霊との戦い
の中にいる羊、解放を求める羊に対して、牧師はいつでも門戸を開きカウンセリングをしな
がら対応します。
　世の中で行われているカウンセリングは、人間の心と向き合い、心理学的な資料や経験に
基づいて目の前の人間を知ります。しかし、聖書は、人間の心について、【心はよろずの物
よりも偽るもので、はなはだしく悪に染まっている。】（エレミヤ 17: 9 a）と教えています。
心ほど、その時の状態や感覚によって簡単に移ろいやすく、最も定まらない不確かなものは
ありません。感情はうそつきです。自分をだますこともできます。日常生活の中での心の変
動を考えても、いかに移ろいやすいものか分かります。喜んだり、腹が立ったり、妬んだり
…頑張ろう！と決心した翌日には、“ やっぱり無理だ ” とあきらめたり…人の声や状況に振
り回されて一喜一憂しています。また、うれしい、気分がいい、幸せと思う感覚も、人を見
て嫌いと判断する基準や瞬間も、人それぞれ違います。そのような人間の心だけを診ていて
も、相手を解放する前にカウンセリングしている側が疲れさせられてしまいます。現在、驚
くほどたくさんの人が心を病み、精神科や心療内科に通っているようですが、心のカウンセ
リングや内服薬を用いた治療を行っても、その人たちを完全に心の病から解放してあげるこ
とはできません。人間の力には限界があるのです。なぜこのような状態になってしまったの
かを、人間が考え、解き明かすにも限界があります。一人一人違うため、教科書からのノウ
ハウで答えを見い出せるものでもありません。

　牧師が行うのは、心のカウンセリングではなく、人間の「霊」に向き合うカウンセリング
です。人間は、霊・魂・体でできています。霊は神が与えて下さった “ 本当の自分・神に従
いたい自分 ” なのですが、アダムとエバが犯してしまった罪によって死んでいるため、まず
はイエス・キリストを受け入れることによって、その霊を生き返らせてあげなければなりま
せん。「霊」というものは、精神科医や心療内科医、臨床心理士の世界にも、宗教の教えに
もなく、唯一聖書が教えているものであり、「霊」を生き返らせることができるのは、イエス・
キリストだけです。
　そして、聖書はその人間の「魂」に絶えず働きかける（心をよろずの物よりも偽らせる）
悪霊の存在を教えています。魂・心は、サタンが簡単に出入りできる場所です。聖書の教え
はシンプルです。「悪霊が入った」「悪霊に翻弄されている」のだから、「悪霊を追い出せ！」
です。悪霊と戦うために、イエス様を受け入れることによって頂いた助け主・聖霊の力も与
えられています。聖霊によって悪霊を追い出さなければ、本当のもの（神が与えたその人間
の本質）は現れてきません。

　ある事柄について、牧師は聖霊に忠実に、羊に対して示されるみことばと、聖霊の賜物の
中にある「啓示の賜物・知る力（知識の言葉・知恵の言葉・霊を見分ける力）」によって導
きをします。牧師が羊をカウンセリングする時、聖霊がその場を支配し、相手は話すつもり
もなかったような事や、誰にも話したことがなかった事まで話し始めます。そこで交わす言
葉や様々な事象などから、牧師はその羊がどのような霊的土台があって問題を来たらせてい
るのか、その羊が何の悪霊力に囚われているのか、どのようなサタンの策略があるのかを、【霊
を見分ける力】によって見極めます。そして、カウンセリングの中で示されてくる【知識の
言葉】から、霊の世界での聖霊の働きと悪霊の策略を羊に伝え、【知恵の言葉】によって羊
が勝利に向かって進めるように導きます。
　聖霊の賜物の中にある、【知識の言葉】は、クリスチャンに与えられる超自然の啓示です。

【知恵の言葉】は、示された知識の言葉を適切に用いる知恵を指します。料理に例えるならば、
【知識の言葉】は、材料と分量であり、【知恵の言葉】は、何をどのように調理するのかとい
う作り方のようなものです。牧者に与えられるこの２つの賜物と、羊の信仰の行いが秩序正
しく組み合わされていくことによって、神の御旨という料理が完成します。９つの聖霊の賜
物は、人間を解放させるために、互いに次から次へとリンクし合って働きます。特に【知識
の言葉】と【知恵の言葉】の働きは、その羊を解放するための処方箋（レシピ）なのです。
　羊は、牧師を通しての解放の術である処方を随時受け取り、それに聞き従い、信仰の行い
をします。真理に従ったその時、聖霊が働いて下さり霊的土台が造り変えられていきます。
この過程を経て、羊は解放され、良い実がなって証となるのです。これが、霊からの神の
癒し＝神癒です。
　ぶどうの木に与えられた証を振り返ると、霊を見分ける牧師の導きの中で、いくつもの

【知識の言葉】、【知恵の言葉】が登場してきました。羊がそれを受け、幼子のように素直に行っ
てみた時、解放と癒しの実が成ってきたのは確かなことでした。以下、牧師の霊的カウンセ
リングを直に聞き、起こったことを書き表した４つの手記がありますので、紹介します。



60 61

　救われて８か月になるＭ姉妹が、「長年心療内科で薬をもらっているが、薬を飲んでも眠
れず、不眠症で苦しんでいる。甲状腺の病気もあり、いつもしんどい」と打ち明けました。
共に聖書を学び始めていたＭ姉妹の息子は、兄弟姉妹たちが持病から解放されている中、な
ぜ自分の母親はずっと病気で苦しんでいるのかと疑問を抱いていました。「最近は、聖書を
開いても何も入ってこない」とも言うＭ姉妹に対して、牧師や兄弟姉妹が向き合っていった
のですが、最終的に出てきたのは、離婚した元夫に対する強烈な恨みの思いでした。元夫の
不倫をゆるすことができず、当時、離婚調停の証拠として使った “ 不倫相手と夫のメールの
やり取り ” をずっと持っていたと言うのです。Ｍ姉妹は、自分を変えたくて前向きに聖書を
学んでいたのですが、その恨みの思いが、霊の上に漬物石のように重く乗っかっており、霊
から魂へのみことばの連動ができずにいたことが分かりました。霊のＭ姉妹は、元夫をゆる
したい…でも肉（心）では絶対ゆるしたくない…その葛藤をしながらも、肉の思いが勝って
しまっている状態でした。霊の思いに満たされないように邪魔をしているのは何か。それこ
そが、憎しみの霊、裁きの霊、恨みの霊、嘆きの霊でした。
 　牧師は、ゆるせない恨みの思いを抱えていたＭ姉妹に対して、「元御主人をゆるしましょう。
ゆるさないと貴女も苦しいし、一生不眠で病気の体のまま！何も良いことはないです。そして、
貴女はサタンに獄舎に入れられ、恨まれている元御主人も貴女の恨みの思いによって獄舎に
入れられたままです」と語り、そこから解放されるように祈り始めました。すると、Ｍ姉妹
の内にいた悪霊が絶対に言わせまいと口をつぐませ、Ｍ姉妹は大泣きし始めました。過呼吸
にもなり、口を開いたと思ったら、「ゆるせない」と言って必死に抵抗していました。その
間ずっと、共に救われた息子さんと今の御主人が腹と背中をさすりながら「イエスの血」を
注ぎつつ、異言で祈り励ましました。魂はゆるしを拒絶していたＭ姉妹でしたが、牧師が呼
び掛けると牧師の顔を必死に見ようとしていたため、牧師は、霊のＭ姉妹は「ゆるします」
と言って解放されたいのだと分かりました。キリストの思いに満たされていなければ、この
時点で “ なぜ言えないんだ！ ” と思ってイライラするでしょう。
　悪霊対聖霊の攻防戦が１時間続き、ついにＭ姉妹は絞り出すように「元主人をゆるします」
と言うことができました。そこから、肉の思いを打ち叩きながら、「愛します」「祝福します」
「尊敬します」と順番に言うことができ、一気にスッキリとした顔になり、ようやく抱えて
いた重荷を降ろすことができました。Ｍ姉妹は、悪霊との攻防戦の間「ずっと頭が痛かった」
と言っていました。頭に戻れば、「なんで私がゆるさないといけないの！ゆるせるわけない！」
という思いになるため、言葉にも詰まります。悪霊からの思いに完全に支配されてしまいま
す。頭痛も、不眠も、甲状腺の病気も、魂の状態が身体にあらわれていたのだと再確認しま
した。その後、Ｍ姉妹は離婚調停の証拠として使ったメールを持ち続けていた事による悪霊
力の支配に再び戻されることのないよう、証拠を処分して解放されました。

実 例Ⅰ 解放に至れない霊的原因を見抜く働き
エペソ人への手紙４章３１節～３２節
【すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしり、また、いっさいの悪意を捨て去りなさい。
互に情深く、あわれみ深い者となり、神がキリストにあってあなたがたをゆるして下さった
ように、あなたがたも互にゆるし合いなさい。】

マタイによる福音書６章１４節～１５節
【もしも、あなたがたが、人々のあやまちをゆるすならば、あなたがたの天の父も、あなた
がたをゆるして下さるであろう。もし人をゆるさないならば、あなたがたの父も、あなたが
たのあやまちをゆるして下さらないであろう。】

実 例Ⅱ 聖霊の賜物と信仰の行いがもたらす神癒

　私はある一人の男性と出会いました。知り合って間もなく、彼はタバコ屋のレジの鍵を盗ん
でしまいました。そして警察に逮捕され、拘置所に入れられてしまいました。私は、彼が「ど
うして盗んでしまったのか分からない。気づいたら手に鍵を持っていたから、自分でも驚
いて鍵を川に投げ捨ててしまった」と話しているのを聞いた時、鍵を盗んだのは彼ではなく、
“ サタンが彼に入り、彼に盗みをさせたのだ ” （ヨハネ13:27）ということが分かりました。
サタンは、盗み、殺し、滅ぼすために私たちに働きかけてくるのです。私は、彼が一日でも
早く拘置所から出てくることができるようにと、イエス様に祈りました。今に比べて、当時は
窃盗罪に対する量刑が厳しく、弁護士や警察からも、おそらく実刑になり、刑務所に入るこ
とになると言われていました。しかし裁判の結果、実刑は免れ、４年の執行猶予となり、彼は
３か月で拘置所から出てきたのです。この結果を聞き、弁護士や警察の方も驚いていました。
　彼は、拘置所に入っている時から、「食べ物が喉につかえて通らない」と、体の異変を訴
えていました。病院で検査をしたところ、彼の食道と胃に、癌が見つかりました。しかも末
期の癌だと診断されました。私は、すぐに彼を牧師のもとに連れて行きました。牧師は、イ
エス様が真の神であり、癒し主であることを語って下さいました。そして彼はイエス様を信
じて救われました。その時、彼は飲食できない状態でしたが、そんな彼を牧師が祈り、悪霊
（サタン）を追い出して下さいました。そして「もう癒されているから何でも好きなものを
食べなさい」と言われました。彼は牧師に言われた通り、堅いおせんべいや果物を食べ、お
茶を３０杯も飲みました。私は彼がそれまで何も口にすることができていなかったのを知っ
ていたので、その様子を目の当たりにしてただただ驚くばかりでした。その後、彼が病院に
行き再度検査をすると、胃癌が完全に消えており、癒されていたことが分かりました。しか
し、食道癌は癒されずに残っていたのです。そのことを牧師に報告すると、牧師は、なぜ食
道癌だけ癒されずに残ったのかをイエス様に聞いて下さいました。そして聖霊の賜物で
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ある【知恵の言葉】によって「鍵を盗んだタバコ屋にまだ謝りに行っていないでしょう。ちゃ
んと謝りに行ってきなさい」と導きました。彼は自分が窃盗を働いたのだから謝りに行って
も責められる、何を言われるか…と恐れていましたが、イエス様の導きに従って勇気を出し
てタバコ屋に謝りに行きました。すると驚いたことに、タバコ屋の主人は、彼が来ることが
分かっていたかのように扉を開き、「よく謝りに来てくれたね」と言って、彼を迎え入れて
くれたのです。彼がイエス様に従って聖く正しい行いをした時、聖霊が働いて下さり、自分
の思っていた事とは全く逆のことが起こったのです。このことを通して、彼自身も、共にイ
エス様がいて下さることを知りました。タバコ屋に謝りに行った後、彼はせき込んだと同時
に口からレバーのような血の塊が出るという体験をしました。そして再度病院に行くと、
今度は食道癌もなくなっていることが分かりました。驚いた医師は彼に一体何があった
のか、どんな薬を飲んだのか聞いてきましたが、彼は「薬は飲んでいないです」と答え、クリ
スチャンになり、イエス様によって癒されたのだという事を伝えました。癒されずに残って
いた食道癌も、牧師を通しての聖霊の指示の通りに謝罪に行ったことにより癒されたのです。
もちろん、予定されていた癌の摘出手術もなくなりました。
　こうして彼は、イエス様によって２つの癌が癒され、健康な体を取り戻しました。さらに
彼がみことばに従って生き始めた時、執行猶予４年の量刑が少しずつ短くなり、最後にはそ
れさえも全くなくなってしまったのです。私は、神は法律まで変えてしまうのだ！と驚きま
した。そして、まさに【人にはできないが、神にはできる。神はなんでもできるからである。】
（マルコ10:27）と聖書に書かれてあることが起こり、神の偉大さを痛感しました。彼も神の
なさり方に驚き、顔を紅潮させ涙をためて感謝していました。

　３年前の１０月に、高校１年生のＡ姉妹と、Ａ姉妹の母親がぶどうの木に導かれてきまし
た。Ａ姉妹は、両親はじめ周りの大人の声を聞き、それに従い、応えようと一生懸命になっ
た末、ついに頭も心もパンクしてしまい、学校を飛び出して自殺をしようとするほど追い込
まれていました。
　Ａ姉妹の母親は、学校から、病院（カウンセリング）に行くことを勧められたそうですが、
心療内科に電話をしてみると、２、３か月待ちと言われ（それだけ、心の病いにかかってい
る人が大勢いるという事です）、インターネットでカウンセリングを受けられるところを調
べたらたくさん出てきて、どこに行けばいいのか分からなかったそうです。恐らく、Ａ姉妹
が病院に行けば、〇〇障害と病名をつけられていたでしょう。実際本人は、双極性障害、強
迫性障害、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、不思議の国のアリス症候群、発達障害、パン
セクシャル（全性愛：男性女性関係なく、あらゆる人々に恋をしたり、性的願望を抱く）など、
たくさんの精神疾患があると思っていました。

実 例Ⅲ 最も力のある悪霊の追い出し・愛をもって人に寄り添う

　イエス様はあらかじめＡ姉妹の母親の元にクリスチャンを遣わしていました。Ａ姉妹の母
親と長年の友人であったぶどうの木のＮ姉妹は、自身が救われた後、Ａ姉妹の母親に福音を
していました。また、牧師を通して聖書を教えてもらい、正しい道に導いてもらっている事
を証していました。その話を思い出したＡ姉妹の母親は、すぐに「助けてほしい！牧師さん
に会いたい！」とＮ姉妹に連絡をしてきたのです。そして、牧師と副牧師はすぐにＡ姉妹の
自宅にかけつけたのです。
　牧師たちの前に座ったＡ姉妹は、たくさんの悪霊に支配されている状態でした。Ａ姉妹は
牧師たちにいじめを受けて来た自分の生い立ちや、家族、両親への不満、今回パンクするきっ
かけとなった出来事（宝塚音楽学校に行きたくないのに周りの大人の声にのせられて、受験
しようとしていた）など、自分の事を１時間話し続けました。話しているのに目をつぶって
眠っており、話ながら、「そっか！私はこういう気持ちがあったんだ！」「今はっきりとこう
言えたという事は、これが私の本当の気持ちなんだ！」と自分を分析したり、「あれ？なんで
こんな事まで話してるんだろう」と驚いたり、「許せねぇ！」と裁いたり、笑ったり、泣い
たりと、様々な感情を出していました。牧師たちは、まずその話に耳を傾け、次に質問を
はさみながら、彼女の霊的状態をイエス様に聞いていました。偽善者の霊、高ぶりの霊、妬
みの霊、裁きの霊、恐れの霊、自分と周りの人間への偶像礼拝の霊など、様々な悪霊が示さ
れました。そして、彼女の話がひと段落した時に、悪霊の存在と、イエス・キリストは唯一
悪霊に勝利した方である事、Ａ姉妹の中には、たくさんの悪霊がいることを話していきま
した。すると、Ａ姉妹は突然「キャー！怖い！」と言いながら耳をふさいで倒れ込みました。
Ａ姉妹の中にいた悪霊が姿をあらわしたのです。そこから牧師は異言で祈り、副牧師がイ
エス様がキリストである話を続けていくと、その悪霊どもはＡ姉妹の中から出て行き、一気
に顔が変わり、目がぱっちりと開きました。
　牧師たちは、悪霊の追い出しの祈りをしたわけではありません。しかし、イエス様は後に、
「相手の話をとことん聞き、愛にあって真理を語り、神の愛で悪霊を追い詰めた時に、悪霊
が出て行く事。これは最も愛のある悪霊の追い出しである」と教えて下さいました。
　Ａ姉妹が解放された後、さらに話を聞いていく中で、宝塚という女性だけの世界にある特
殊な関係に動く姦淫の気持ちを受け付けられないと思いながらも、ＬＧＢＴを否定するキリ
スト教が受け入れられないという思いにとらわれていた事も明るみになりました。ＬＧＢＴ
問題については、当事者を否定しているのではなく、悪霊を追い出す事によって、神が定め
た本来の性に戻ることができる事、それを私たち人間が情で “ 認めてあげなければかわいそ
うだ ” と、人権問題にすりかえてしまうことは高ぶりである事を、牧師が話しました。（詳
しくは、トラクト「クリスチャン医師と考えるＬＧＢＴ問題」に書かれていますので、ぜひ
ご一読下さい）そして、納得したＡ姉妹はイエス・キリストを受け入れ、聖霊のバプテスマ
を受けて救われました。ＬＧＢＴの霊力（パンセクシャル）からも解放されました。
　Ｎ姉妹がＡ姉妹の母親に福音をした時は、ちょうど「クリスチャン医師と考えるＬＧＢＴ
問題」のトラクトが出来上がったばかりで、Ｎ姉妹は主にＬＧＢＴ問題について話をした
そうですが、その時のＡ姉妹の母親は、「そんなにＮちゃんが深く考えなくていいわよ！
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ＬＧＢＴを容認したら人類破滅だなんて、そんな事になるわけない。私たちには関係ない話
だよ」と終始笑っていたそうです。しかし、その時、神は警告していたのです。今回Ａ姉妹
の母親は、自分たちが宝塚という世界にどっぷり浸かってしまった事によって、自分の娘の
身に起りかねない問題であった事、また、Ａ姉妹が中学３年生の時に、ＬＧＢＴを応援する
ポスターを描いていた事、その後宝塚音楽学校受験をしないかと声がかかり、目指すように
なった事など、全てが繋がったそうで、ＬＧＢＴ問題を自分の事としてとらえることができ
たと話していました。

　そこからは、次から次へと悪霊どもが正体をあらわしました。彼らは、芸能事務所の社長、
警察、ヤクザ、イギリスの王様、空海、マッカーサー、ローマ法王など、世の権力者を名乗っ
たり、Ｃさんが過去に関わった友達の名を名乗っていましたが、最終的には、マーティンと
名乗るイギリスの男の霊が彼女に憑依していることが分かりました。実は、Ｃさんは、
１８年前のイギリス旅行をきっかけに、人格が変わってしまいました。イギリス旅行の途中
で家族に電話をしてきて、「みんなが私のことをバカだと言う」と訴え、帰国予定日より
早く一人で帰ってきたのです。Ｃさんは、イギリス旅行前から傷心させられる出来事があり、
精神的に不安定な時もあったそうですが、決定的になったのはこのイギリス旅行でした。
同行した友達がいましたが、家族はイギリス旅行で何があったのかを友達に聞く事もなく
音信不通となり、はっきりとした原因は分からずに１８年間過ごしてきました。その間に、
『精神病は病ではない』という本を書いた僧侶の元に行き、先祖供養をするように言われて、
多額のお金を費やしましたが効果はなく、次に、有名な霊能者のところにも行きましたが、
「この人は治りません」と言われただけでした。
　悪霊の追い出しの中で、牧師は、自分はマーティンと言う男性の霊と対話しました。彼は
Ｃさんの事を知らないと言いました。彼には妻と子供がおり、どうやら覚醒剤をして身を滅
ぼし、すでに死んでいる事が分かりました。それを聞いて、Ｃさんのお姉さんが、イギリス
から帰ってきた後に、Ｃさんがタバコの紙をめくり、粉を出して、それを吸うような行為を
していた事を思い出しました。若い頃からタバコを吸い、友人にすすめられて大麻や覚醒
剤とのかかわりもあったとされるＣさんと、覚醒剤をしていたマーティンという男の霊が
一致し、Ｃさんはどんどんヘビースモーカー＝霊的には薬物依存症にされていることが
分かりました。それは死に至らせる霊力です。牧師は、マーティンという男に出て行くよう
に命じながら、彼に支配されながらも生き返っているＣさんの霊に「イエス様は、Ｃさんを
救い出したいのです！イエス様はＣさんを愛しています！」と語りかけました。悪霊は、イ
エス様のお名前を嫌がりますが、こちらが悪霊になめられると、最初は何事もないように
ふるまいます。一緒にイエスの血を唱えてあざけったり、出て行ったふりもします。悪霊を
追い詰めていくまでは、こちらも忍耐が必要です。悪霊の追い出しの際に、絶対に握りしめ
なければならないのは、「イエスの血」の力と、【信じる者には、このようなしるしが伴う。
すなわち、彼らはわたしの名で悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、へびをつかむであろう。
また、毒を飲んでも、決して害を受けない。病人に手をおけば、いやされる】（マルコ
16:17~18）というみことばです。みことばを突きつけて行くと、悪霊は追い詰められ、
苦しみ暴れ出します。牧師たちは、その中でＣさんの霊に語りかけていきました。すると、すっ
とＣさんの目が変わり、本来のＣさんに戻って神の声を聞いているのが分かりました。しか
し、すぐに手の指を動かし始め、「お父さんに聞く」と言って、サタンと交信を始めるのです。
時には、木魚を叩くような動きもありました（これは、先祖供養の際に僧侶がしていた動き
であると、後に分かりました）。サタンの指令をきくと、急にまた強気になるため、部屋中
を動き回っての激しい攻防戦が続きました。この交信をさせない事が一つ大きなポイント
でした。すぐに、「十字架の血！イエスの血！」（を注ぐ）と動く指にむかって唱え、終始、

実 例Ⅳ 悪霊の追い出し / 聖霊のバプテスマから始まる悪霊からの奪還

　サタン・悪霊が心に入り、完全に人間を支配してしまっている症状の一つが、精神病です。
はっきりと悪霊が正体をあらわしている状態です。
 　牧師と副牧師は、精神科で「統合失調症」と診断された女性（Ｃさん）の悪霊の追い出
しを行ないました。Ｃさんの今一つの問題は、やめられないタバコでした。彼女の母親と姉、
ぶどうの木の姉妹たちが応戦し、７時間の戦いとなりました。
　精神科での診断名は「統合失調症」でしたが、Ｃさんは、聖霊の力により自身の病気は「パ
ラノイア（偏執病）」だと言いました。家族も初めて聞いたそうです。「パラノイア」を調べ
ると、「自らを特殊な人間であると信じたり、隣人に攻撃を受けている、などといった異常
な妄想に囚われるが、強い妄想を抱いているという点以外では人格や職業能力面において常
人と変わらない点が特徴」であり、症状としては、「被害妄想、誇大妄想、激しい攻撃性、
自己中心的性格、異常な支配欲、悪魔主義、色情パラノイア（自分は愛されているという
妄想）」であると書かれていました。「自分は特別な存在、世界の中心にある絶対者であり、
弱者に対しては攻撃的。悪魔的なものに美しさをみる」という補足がありましたが、まさに
この症状通りの姿を牧師たちは見せられました。Ｃさんは１８年間、この症状＝本当の自分
とは別の人格で生きてきました。すでに母親と姉を通して主への告白の祈りをし、イエス様
を受け入れ、聖霊のバプテスマを受けていたため、悪霊は彼女の内で光であるイエス様と共
存することはできず、出て行かなければならない事を知っていました。ですから、彼女の中
にいるサタン・悪霊たちは、イエス・キリストに仕える牧師たちと向き合うことを恐れ、
最初は逃げ出そうとしました。牧師たちが、イエス・キリストの御名によって命じたら、サ
タン・悪霊は地獄に帰るしかありません。部屋から飛び出し、外に逃げ出そうとした彼女の
内にいる悪霊に対して、イエス・キリストの御名によって出て行くように命じると、大暴
れし、牧師に殴りかかり蹴飛ばして来ました。悪霊の力は強く、皆で止めに入り、取り押さ
えました。どうするか…と一瞬思いましたが、Ｃさんの霊はイエス様による解放を求め、
大声で怒鳴りながらも、自ら部屋に戻っていきました。今日、この日こそ、解放に導くよう
にとの神の愛と御計画を確信させられました。
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異言で祈り、悪霊がＣさんに入ってくる門を閉じました。悪霊と対峙するクリスチャン側が
聖別されていなければ、Ｃさんと悪霊を同一に見てしまい、的をついて追い出すことはでき
ません。Ｃさんという人間に対して苛立ち、手を上げてしまいます。Ｃさんの霊は神の子で
あり、Ｃさんが顔を出した時には、Ｃさんに神の愛で語りかけ、男の霊が出てきた時には、
出て行け！と命じる…この時は、Ｃさん自身が悪霊の追い出しを求めていたわけではなかっ
たので、イエス様をあざける言葉もたくさん出てきましたが、すでに神のあわれみで救われ
ていた事が望みとなりました。牧師は、次の一手をイエス様に聞きながら、向き合いました。
Ｃさんが身につけていたネックレスやブレスレット、指輪からも悪霊が入ってきて、Ｃさん
を縛りつけている事が分かり、外させました。Ｃさんに取り憑き男だと主張させる悪霊に対
しては、Ｃさんの顔＝女を認識させるために鏡を見せました。すると、鏡を見る事を嫌がり、
暴れ、逃げ回りましたが、ついに鏡を見た瞬間に、悪霊は男だと言い続けることができなく
なり、「私はＣだ」と認めざるをえなくなっていきました。終わりが見えない長期戦の中、
イエス様はずっと牧師に、【心を尽くして主に信頼せよ】とおっしゃっていたそうです。男
性に憑依され、驚異的な体力で部屋中を飛びはね暴れ狂うＣさんの力に、牧師たちの体力も
徐々に奪われていき、牧師は新たな主の兵卒を祈り求めました。すると、聖霊に導かれて姉
妹が駆けつけて来てくれました。こちらには、いくらでも主の兵卒がいることを悪霊に見せ
つけた事によって、徐々に、悪霊の力が弱くなり、霊は神の子であるＣさんとして、神の声
を聞く時間が長くなっていくのが分かりました。こちらが疲れたからと言って戦いをやめて
しまったり、悪霊の追い出しを一通りやったからと言って終わりにするのではなく、とこと
ん向き合う覚悟があるかどうか、牧師たちも神に心を試されているのが分かりました。
　Ｃさんのお母さんとお姉さんは、救われたばかりで、教えも入っていない状態でしたので、
最初は席をはずしてもらう予定でしたが、イエス様は二人がこの場に立ち会うようにされま
した。二人は、「イエスの血、イエスの血」と唱え、Ｃさんが暴れ出したら必死に止めに入り、
時間の経過とともにどんどん霊が立ち、信仰が生まれ、強くなっていきました。マーティン
という男性の霊とは別に、肉のＣさん自身も、家族に対する裁きや妬み、恨みがあり、過去
には愛する人と結ばれず、中絶をした経験もあり、この先の人生に絶望し、自己憐憫に陥っ
ている事も明るみになりました。ＣさんがＣさんとして生きて行くことから逃げるために、
たくさんの人格で自分を覆い、こうでありたいという願望が様々な妄想となっていったの
です。解放されるためには、本人が意思を向けて、まずは自分で最大の敵である死の使い・
マーティンという男の霊を忌み嫌い、追い出さなければなりませんでした。
　Ｃさんのお母さんとお姉さんは、「Ｃちゃん、今までごめんね！帰ってきて！」と何度も
手をとり、抱きしめ、愛で呼びかけました。１８年間、このままの状態にしてきてしまった
事、寄り添うことなく無関心であった自分たちを悔い、真剣に向き合いました。神は、その
心を見られました。Ｃさんは、二人の言葉に耳を傾け始め、６時間が経った時、ようやく牧
師の前に３人で座ることができました。牧師はまず、「イエス様、ごめんなさい」と言いな
さいとおっしゃいました。すぐに、マーティンという男の霊が反応し、「俺はローマ法王だぞ！
イエス・キリストも聖書も嘘だ！」と反発し、立ち上がって逃げ出そうとしましたが、何度

も座らせ、促し、やっと言葉にすることができました。そして、今まで関わってきた人（家族、
友達、僧侶、霊能者、精神科医）の名前を一人ずつ言いながら、イエス様のお名前でゆるし
ていきました。最後は、「自分自身をゆるします」と言葉にしました。この間も、「言いたく
ない！」と反発し、自分の手の指＝サタンに向かって会話を始めようとしましたが、イエス
様の血によって悪霊力を断ち、お母さんとお姉さんが、両手をしっかりと握りしめ、神の声
だけが聞こえるように助けました。そして、改めて牧師を通して、主への告白の祈りと、
聖霊のバプテスマと異言を頂きました。Ｃさん自身の霊が完全に生まれ変わり、神の子となっ
た事で、マーティンという男の霊は弱まり、Ｃさんはしっかりとした目で、牧師を見つめ話
しを聞くことができました。牧師が、「あなたはこれから結婚もできるし、母親にもなれます。
あなたの罪はイエス様の十字架の血によって全てゆるされています。ここから新しい人生を
歩むことができますから、しっかりと神の声を聞いて歩んでいってください」と伝えると、
「はい」と答え、最後にお母さんとお姉さんから「あなたは誰ですか？」と聞かれると、「Ｃ
です」と答え、女性らしく自分の髪を整えて、顔を先ほどの鏡で確認しました。悪霊の追い
出しを始めてから７時間後、新しい自分となった事を喜ぶＣさんになることができました。
【このたぐいは、祈と断食によらなければ、追い出すことはできない。】（マタイ17:21）と
書かれてある通り、まさに一滴の水も飲むことなく、追い出しの祈りをした７時間でした。
そして、お母さんとお姉さんから愛がおのずと湧き起こるためには、このような戦いの７
時間という時間が必要であった事、そこに神のやり方があった事も、後から分かりました。
聖書は６０００類の悪霊がいると教えていますが、その６０００の中でも力によって階級が
あり、今回のように、祈りと断食とによってでなければ追い出すことができない強く厄介な
悪霊もいます。このような悪霊の追い出しをする際に、霊を見分ける賜物がなければ、空を
打つ戦いをしてしまいます。疲れさせられるだけです。
　イエス様を受け入れた時に聖霊のバプテスマも受けていると主張するクリスチャンたちが
いますが、悪霊の追い出しの時に、真に聖霊の力を受けているのかは明確になると思います。
イエス様を受け入れた後、改めて聖霊のバプテスマの祈りをし、霊の賜物が開花していなけ
れば、悪霊の動きが見えず、あざけられるだけです。霊の賜物がない＝聖霊が働いていない
中での悪霊の追い出しは、カルト的で、特に未信者には受け付けられません。おどろおどろ
しく、気持ち悪いものです。と同様に、カルト筋からの異言も、悪霊に対して効力はありま
せん。悪霊が悪霊を追い出す戦いを繰り返しているところに、聖なる霊・聖霊が働く余地
はないのです。
　そして、悪霊と対峙するクリスチャン・牧師にやましい事が一つでもあれば、悪霊はそこ
を突いてきます。今回は、牧師が女性だった事もあり、マーティンという男の霊は、男尊
女卑になって「お前の父親に聞いてみろ！夫に聞いたのか！」と何度も言ってきました。その
場にいた姉妹たちにも同じように言ってきました。しかし、牧師にはやましい点が一つもな
かったため、悪霊は「お前は男よりも強い女だな！」と言ってひるみました。クリスチャン
としてのきよさなしに、悪霊を追い出すことはできないのだと改めて語られました。
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　実は、最初にＣさんに憑依していた悪霊が暴れ出した時、立ち会った姉妹たちそれぞれが
必死に悪霊を追い出し、異言で祈り、立ち向かいましたが、こちら側が霊で一致していなかっ
たため、イエス様のお名前に力はあっても、へび（悪霊）をつかむことがなかなかできませ
んでした。そこから、一人一人が自分のやるべき事を聖霊に聞き、牧師を先頭に悪霊を追い
出す人、異言で祈る人、逃げ出せないように部屋の扉の前に立ち「イエスの血」を唱える人、
その場にはいなかった兄弟姉妹たちに状況をメールし、異言による一致の祈りを要請する人
となっていきました。その都度、自分が直接悪霊に向き合っていくのだと聖霊に促された人
がＣさんの前に立ちました。すると、油が注がれ、どのみことばを突きつけるべきなのか、
どのようにＣさんに語って行けば良いのか教えられるのです。悪霊の追い出しには、主の兵
卒の連携がとても大切であると語られました。そして、みことばに力があります。日頃から
自分の霊にどれだけのみことばを蓄えているのかが重要であり、この様な場に立たされた時
に、みことばという武具を身につけて戦えるクリスチャンとなっていなければならないとも語
られました。

マタイによる福音書１７章１４節～２１節
【さて彼らが群衆のところに帰ると、ひとりの人がイエスに近寄ってきて、ひざまずいて、言っ
た、「主よ、わたしの子をあわれんでください。てんかんで苦しんでおります。何度も何度
も火の中や水の中に倒れるのです。それで、その子をお弟子たちのところに連れてきまし
たが、なおしていただけませんでした」。イエスは答えて言われた、「ああ、なんという不信
仰な、曲った時代であろう。いつまで、わたしはあなたがたと一緒におられようか。いつま
であなたがたに我慢ができようか。その子をここに、わたしのところに連れてきなさい」。 
イエスがおしかりになると、悪霊はその子から出て行った。そして子はその時いやされた。
それから、弟子たちがひそかにイエスのもとにきて言った、「わたしたちは、どうして霊を
追い出せなかったのですか」。するとイエスは言われた、「あなたがたの信仰が足りないから
である。よく言い聞かせておくが、もし、からし種一粒ほどの信仰があるなら、この山にむ
かって『ここからあそこに移れ』と言えば、移るであろう。このように、あなたがたにでき
ない事は、何もないであろう。〔しかし、このたぐいは、祈と断食とによらなければ、追い
出すことはできない〕」。】

　人対人ではなく、間に神・イエス様がおられるカウンセリングは神の守りの中にあります。
神が相手の髪の毛の数まで知っており、相手の人生の全てを知っているため、神の言＝聖書
に基いて言葉をかける時、相手は霊から満たされ、それが魂に連動し、体（見た目）にも表
れていくのです。

コリント人への第 1 の手紙２章９節〜１６節　
【しかし、聖書に書いてあるとおり、「目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮び

もしなかったことを、神は、ご自分を愛する者たちのために備えられた」のである。そして、
それを神は、御霊によってわたしたちに啓示して下さったのである。御霊はすべてのものを
きわめ、神の深みまでもきわめるのだからである。いったい、人間の思いは、その内にある
人間の霊以外に、だれが知っていようか。それと同じように神の思いも、神の御霊以外には、
知るものはない。ところが、わたしたちが受けたのは、この世の霊ではなく、神からの霊で
ある。それによって、神から賜わった恵みを悟るためである。この賜物について語るにも、
わたしたちは人間の知恵が教える言葉を用いないで、御霊の教える言葉を用い、霊によって
霊のことを解釈するのである。 生れながらの人は、神の御霊の賜物を受けいれない。それ
は彼には愚かなものだからである。また、御霊によって判断されるべきであるから、彼は
それを理解することができない。しかし、霊の人は、すべてのものを判断するが、自分自身
はだれからも判断されることはない。「だれが主の思いを知って、彼を教えることができよ
うか」。しかし、わたしたちはキリストの思いを持っている。】

ヨハネによる福音書１６章１３節〜１４節
【けれども真理の御霊が来る時には、あなたがたをあらゆる真理に導いてくれるであろう。
それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、きたるべき事をあなたがたに知ら
せるであろう。御霊はわたしに栄光を得させるであろう。わたしのものを受けて、それをあ
なたがたに知らせるからである。】

ルカによる福音書６章４３節〜４４節ａ
【悪い実のなる良い木はないし、また良い実のなる悪い木もない。木はそれぞれ、その実で
わかる。】

　これは、人間の頭で考えるこの世の導きや、みことばに基づかないカルト・スピリチュ
アル的な導きから出た勝利ではなく、聖霊によってなされた勝利であるので、誰ひとり自分
自身を誇り、「自分がやった」「自分はすごい」と高ぶることはできません。全てがみことば
を成就させ、イエス様の栄光のために働く聖霊によって成されたことなのです！だから、
クリスチャンはいつも、「誇るものは、主を誇れ」と言って、全ての栄光を主イエス様に帰
するのです。
　この聖霊の流れを止めることは許されません。それは、【聖霊に対して言い逆らう者は、
許されることはない。】（マタイ12  : 31~32）と聖書に書かれているほど、霊的な戦いにおいて
大きな勝利をもたらすものだからです。同時に、その働きにあずかっている神の僕・牧師は、
油（聖霊）注がれたものであり、【これに触ってはならない。】（詩篇 105  :15）と聖書に書い
てある通り、重大な役目を果たしています。

　教会に通っていても、問題が解決しないクリスチャンがいます。ぶどうの木には、他教会
のクリスチャンが、「悪霊を追い出して欲しい」と訪ねてくることがあります。悪霊は汚物
にたかるハエと同じですので、一度「イエス様の御名によって退け！」と命じれば去ります。
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それに安堵してまた元の生活に戻っていく人もいますが、汚物がその人の内に残っている
限り、しばらくするとまた飛んできてたかります。真の解放・癒しを求めるのであれば、霊
を見分ける力のある牧師と向き合ってカウンセリングを受け、汚物となっている霊的原因を
徹底的に取り除かなければなりません。イエス様のお名前と血の力で癒されたのならば、感
謝をもってイエス様・みことばに留まっていなければなりません。人が解放された後でも、
サタンは再びその人に付け入る隙を狙っているのですから、何としてでも、速やかにイエス
様であるぶどうの木につながり、守りの中に居続ける必要があります。イエス様は、癒され
た人に向かって【ごらん、あなたはよくなった。もう罪を犯してはならない。何かもっと悪
いことがあなたの身に起こるかもしれないから。】（ヨハネ 5  :14）とおっしゃいました。霊か
ら掃除され、霊と肉が聖別されることを求め、悪臭を放つものを取り除くことに意志を向け
なければ、真の解放と癒しを得て、神に喜ばれる者になることはできません。それ故、クリ
スチャンとして、「神の御前できよくなりたい！」「すべて新しい自分に生まれ変わりたい！」
と意志を向けられる人だけが教会に集うべきです。教会に “ 良い話 ” を聞くためだけに行き、
自分自身は何も変わっていないのであれば、それはイエス様偶像礼拝、牧師偶像礼拝をして
いるだけで、ご利益宗教をしているのと同じです。

　数年前、悪霊の追い出しの祈りによって癌が癒された人がいました。しかし、しばらくす
ると癌が再発し、また祈ってもらい、癒される…けれどまた癌になる…を３回繰り返した人
がいます。これは、イエス様に力が無かったからなのでしょうか。いいえ、神側のなされる
ことはいつも完璧です。問題は、神に対する人間側の姿勢にあります。この人は、癒しが欲
しかっただけで、神の力を体験してもその力の源であるイエス様を求めてつながり、みこと
ばによって自分の内側を変える生き方をしてきませんでした。このようなことは、御利益宗
教の考えが身に染み付いている日本人によくあることです。御利益宗教とは、“ 自分の都合
に合わせて神を利用する ” やり方を言います。自分が困った時だけ神にすがって祈り、うま
くいっている時にはその存在すらも全く忘れている…。要するに、日本人にとって、神は自
分の都合に合わせて使う道具でしかありません。しかも、金銭との物々交換によって神を動
かそうとするのです。真の神を知らないできた日本人の、“ 神 ” に対する態度のなんと傲慢
なことか！そのような神観の中で生きている日本人の内側は、変えられることなどありません。
悪霊の追い出しの祈りによって体が癒されたとしても、再び悪霊が戻ってきて巣くい、元の
状態よりも７倍悪くなるのは当然のことだったのです。家族内の問題、人間関係の問題でも
同じことが言えます。イエス様の力によって和解や関係修復ができたとしても、その後自分
が高ぶったり、相手を裁いたりして、自ら悪霊の出入りする隙を与えているのならば、元の
状態が戻ってきて再び分派分裂を引き起こすのも同じことです。
　また、イエス様が十字架上で流された血には、人間の力ではどうしようもできない家系に
ある霊力（３代〜 4 代に渡る血筋にある呪い祟りの霊）を断ち切り、人間を血筋からの影響
を受けることのない個にして新しい人生を歩ませる力がありますが、本人が古い自分の習性
を忌み嫌うことなく、古い霊力をなすがままにしているならば、いつの間にか古い自分に

戻り、再び悪霊の支配下に置かれ、この場合も上記と同様に７倍悪い状態に陥ります。
　クリスチャンの歩きは、御利益宗教・棚ぼた宗教とは違います。【人は自分のまいたものを、
刈り取ることになる。すなわち、自分の肉にまく者は、肉から滅びを刈り取り、霊にまく
者は、霊から永遠のいのちを刈り取るであろう。】（ガラテヤ 6 : 7b~8）、【ただ、内側にある
ものをきよめなさい。そうすれば、いっさいがあなたがたにとって、清いものとなる。】（ルカ
11 : 41）とあるように、助け主聖霊の力によって自分の聖さ（神の宮）を守り、いただいた
解放を継続させていくことが大切です。

マタイによる福音書１２章４３節〜４５節
【汚れた霊が人から出ると、休み場を求めて水の無い所を歩きまわるが、見つからない。 そ
こで、出てきた元の家に帰ろうと言って帰って見ると、その家はあいていて、そうじがして
ある上、飾りつけがしてあった。そこでまた出て行って、自分以上に悪い他の七つの霊を一
緒に引き連れてきて中にはいり、そこに住み込む。そうすると、その人ののちの状態は初め
よりももっと悪くなるのである。】

　また、「喉元過ぎれば熱さ忘れる」という言葉があるように、問題が解決したり、癒され
たりして神の力を体験したにも関わらず、平気で神を裏切り離れていく人たちがいます。こ
の世のどんな方法をもってしても解決できなくて、死と絶望しかなかった人生からイエス様
によって助けられたのにも関わらず、いつの間にか自分のプライドや、ゆるせないという苦
い根や、いばらやあざみが生え出して、古い時代にも良きものがあったという情欲に従って
再びこの世を求めるのです。その姿は、奴隷の地からモーセに導き出されたにもかかわらず、
平気で不平不満を言い、エジプトに帰りたがったイスラエルの民の姿です。神は、このよう
な者たちを不従順な者と呼び、神の安息に入らせることはしないと誓われたのでした。

ヘブル人への手紙３章１２節〜１９節
【兄弟たちよ。気をつけなさい。あなたがたの中には、あるいは、不信仰な悪い心をいだいて、
生ける神から離れ去る者があるかも知れない。あなたがたの中に、罪の惑わしに陥って、心
をかたくなにする者がないように、「きょう」といううちに、日々、互に励まし合いなさい。
もし最初の確信を、最後までしっかりと持ち続けるならば、わたしたちはキリストにあずか
る者となるのである。それについて、こう言われている、「きょう、み声を聞いたなら、神
にそむいた時のように、あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない。」すると、聞いた
のにそむいたのは、だれであったのか。モーセに率いられて、エジプトから出て行ったすべ
ての人々ではなかったか。また、四十年の間、神がいきどおられたのはだれに対してであっ
たか。罪を犯して、その死かばねを荒野にさらした者たちに対してではなかったか。また、
神が、わたしの安息に、はいらせることはしない、と誓われたのは、だれに向かってであっ
たか。不従順な者に向かってではなかったか。こうして、彼らがはいることのできなかった
のは、不信仰のゆえであることがわかる。】
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マルコによる福音書４章１４節〜２０節
【種まきは御言をまくのである。道ばたに御言がまかれたとは、こういう人たちのことである。
すなわち、御言を聞くと、すぐにサタンがきて、彼らの中にまかれた御言を、奪って行くの
である。同じように、石地にまかれたものとは、こういう人たちのことである。御言を聞く
と、すぐに喜んで受けるが、自分の中に根がないので、しばらく続くだけである。そののち、
御言のために困難や迫害が起ってくると、すぐつまずいてしまう。また、いばらの中にまか
れたものとは、こういう人たちのことである。御言を聞くが、世の心づかいと、富の惑わし
と、その他いろいろな欲とがはいってきて、御言をふさぐので、実を結ばなくなる。また、
良い地にまかれたものとは、こういう人たちのことである。御言を聞いて受けいれ、三十倍、
六十倍、百倍の実を結ぶのである」。】

◆「牧師への警告～群れのあるべき姿～」

　ぶどうの木は、エゼキエル書３４章の預言によってできた群れです。牧師は神学校で学ん
だことはなく、ただ聖霊を教師に、全てのみことばを愛し、信じ、実践しながら羊を養って
きました。そもそも、聖書に神学校は出てきません。油の注ぎを受けて立てられた者たちに
よって、各場所に初代教会と言われる小さな群れができていきました。しかし今は、神学校
での学びが、霊的にみことばを解釈する読み方を奪い、全て魂（頭と心）で理解する学びに
変えてしまう事により、牧師たちそれぞれがみことばに自分の意見や解釈を入れて教えてい
ます。それによって、非常にたくさんの教団教派に分裂しています。そして、神学校での学
びが机上の空論となり、実際に神の力や奇跡を体験している牧師は少ないように思います。
また、悪霊の存在と聖霊のバプテスマによる力を知らなければ、「悪い事は神から来る試練
だから我慢して耐えよ」と教えてしまっています。「あなたの肉が弱い（＝非道い・ひどい
の意）から、イエス様が来て下さったのです」と説教しています。救われていない人と同様
の刈り取りなのか、迫害と言える勝利の現れなのか霊を見分けることのできない牧師によっ
て、信徒も自分の肉に都合よく物事を解釈して、同じ罪を繰り返しています。「私ができな
いから、イエス様が来て下さった！聖霊が助けてくれる！」と、みことばを行うこともせず
にそう主張するクリスチャンがたくさん生まれる一方、「祈りが聞かれない」と嘆いたり、
文句をつぶやいているクリスチャンもいます。そう判断する前に、まず正しく救われている
のか、正しく聖霊のバプテスマを受けているのか、どんな祈り（異言の祈りを含む）をして
いるのか、キリストの権威を行使した悪霊の追い出し方を知っているのか、吟味する必要が
ありますが、教団教派によって、その教えも見解もバラバラです。
　聖書は、人間としての在り方を教えていますが、いつまでたっても他者を裁き、情欲で生き、
聖書＝みことば（自分なりのイエス様像ではなく！）から自分を見つめて正そうとしないク
リスチャンを、世の中が「クリスチャン」だと思っている事…どれだけクリスチャンがイエ
ス・キリストに対して散らす側になっているでしょうか。

エゼキエル書３４章１節〜１９節
【主の言葉がわたしに臨んだ、「人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって預言せよ。預言
して彼ら牧者に言え、主なる神はこう言われる、わざわいなるかな、自分自身を養うイスラ
エルの牧者。牧者は群れを養うべき者ではないか。ところが、あなたがたは脂肪を食べ、毛
織物をまとい、肥えたものをほふるが、群れを養わない。あなたがたは弱った者を強くせず、
病んでいる者をいやさず、傷ついた者をつつまず、迷い出た者を引き返らせず、うせた者を
尋ねず、彼らを手荒く、きびしく治めている。彼らは牧者がないために散り、野のもろもろ
の獣のえじきになる。わが羊は散らされている。彼らはもろもろの山と、もろもろの高き丘
にさまよい、わが羊は地の全面に散らされているが、これを捜す者もなく、尋ねる者もない。
それゆえ、牧者よ、主の言葉を聞け。主なる神は言われる、わたしは生きている。わが羊は
かすめられ、わが羊は野のもろもろの獣のえじきとなっているが、その牧者はいない。わが
牧者はわが羊を尋ねない。牧者は自身を養うが、わが羊を養わない。それゆえ牧者らよ、
主の言葉を聞け。主なる神はこう言われる、見よ、わたしは牧者らの敵となり、わたしの羊
を彼らの手に求め、彼らにわたしの群れを養うことをやめさせ、再び牧者自身を養わせない。
またわが羊を彼らの口から救って、彼らの食物にさせない。
主なる神はこう言われる、見よ、わたしは、わたしみずからわが羊を尋ねて、これを捜し出す。
牧者がその羊の散り去った時、その羊の群れを捜し出すように、わたしはわが羊を捜し出し、
雲と暗やみの日に散った、すべての所からこれを救う。わたしは彼らをもろもろの民の中か
ら導き出し、もろもろの国から集めて、彼らの国に携え入れ、イスラエルの山の上、泉のほ
とり、また国のうちの人の住むすべての所でこれを養う。わたしは良き牧場で彼らを養う。
その牧場はイスラエルの高い山にあり、その所で彼らは良い羊のおりに伏し、イスラエルの
山々の上で肥えた牧場で草を食う。 わたしはみずからわが羊を飼い、これを伏させると主
なる神は言われる。わたしは、うせたものを尋ね、迷い出たものを引き返し、傷ついたもの
を包み、弱ったものを強くし、肥えたものと強いものとは、これを監督する。わたしは公平
をもって彼らを養う。
主なる神はこう言われる、あなたがた、わが群れよ、見よ、わたしは羊と羊との間、雄羊と雄
やぎとの間をさばく。あなたがたは良き牧場で草を食い、その草の残りを足で踏み、また澄ん
だ水を飲み、その残りを足で濁すが、これは、あまりのことではないか。わが羊はあなたが
たが、足で踏んだものを食い、あなたがたの足で濁したものを、飲まなければならないのか。】

　これはエゼキエル書３４章の前半部分ですが、せっかく救われても、教会でどのような
養育を受けるかで、羊の未来は大きく変わります。その先には天国行きか地獄行きかの審判
も待っています。導かれた教会で、どのような糧を得て、成長するのか…牧師次第で、羊は
命を得ることもあれば、命を落とすことにもなります。自然災害もおさまることなく、疫病
も蔓延し、ＬＧＢＴ問題をはじめとした社会問題が加速しているこの時代に、神のみ旨を行
なって信仰を全うすることができるクリスチャンがどれだけいるのか、ますますクリスチャン
の心が見られています。そして同時に、さばきが神の家から始まるのだとみことばから示さ
れています。羊を養わず、自分のポケットに金銀を詰め込んでいる牧師は地獄の火で焼か
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れるという啓示もあります。牧師の責任は重大です。牧師は生涯にわたって、自分の羊を養
わなければなりません。それはとても地味で、労力のいる職です。生半可な気持ちで牧師に
なれば、サタンの攻撃を徹底的に受けて倒されてしまいます。そもそも、神の仕事に就くと
はどういう事なのでしょう。

　神が定めた群れ（教会）は、秩序正しい組織によって成り立っています。牧師、長老、執
事、教師などの働き人が立てられ、それぞれが忠実に働く事によって群れの羊は養われます。
そこにはイエス様が集めてこられた羊を守るために、必ず、神から来ている事かサタンから
来ている事かを見分ける働き人がいます。それがなければ、サタンの策略によって群れは荒
され、滅ぼされてしまいます。霊を見分ける事によって、群れは守られ、ぶどうの枝は実を
ならせ、神のみ旨が成就していくのです。「calling （コーリング）」されるという言葉があり
ますが、群れの働き人は神に召命され（コーリングされ）、訓練の内に選ばれ、その役職に
就きます。クリスチャンは皆、召しを抱えて生きていますが、群れの働き人は特別な油の注
ぎを受けて誕生します。具体的には、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師は、生まれ持った
身分や学歴、得意不得意関係なく神からの賜物、油の注ぎによってその役職に選ばれますが、
長老は群れの監督者として、執事は事務方として、対外的にもそしりを受けないように条件
付きで選ばれます。それが確かに神のコーリングであったかどうかは、その後の働きと、
そこに成った実で判断することができます。
 
エペソ人への手紙４章４節〜１３節（リビングバイブルより）

【私たちはみな、一つの体の各器官です。だれもが同じ御霊を与えられ、同じ輝かしい未来
へと招かれています。また、私たちの主はただ一人であり、信仰も一つであり、バプテスマ（洗礼）
も一つです。そして、私たちすべての上に立ち、すべての中に宿り、各器官である私たちを
貫いて生きておられる、神であり父である方は一つです。 けれども、キリストは私たち
一人一人に、それぞれ賜物を与えてくださいました。ご自分の豊かな賜物の宝庫から、お心
のままに与えてくださったのです。 聖書の詩篇の作者は、こう言っています。 「（キリストは）
復活してサタンに打ち勝ち、 勝利を得て天に帰られた時、 人々に惜しみなく賜物をお与えに
なった。」（詩篇 68・18）ここで、キリストが「天に帰られた」という点に注意してください。
つまり、最初は天の一番高い所におられたのに、地の一番低い所に下られたことを意味し
ます。 この下って来られた方が、天に帰られたのです。それは、キリストが、底辺から頂点
に至るまで、あらゆる点であらゆるものを満たすためなのです。 さてこうして、ある者に
は使徒としての賜物が与えられ、ある者にはすぐれた説教者としての賜物が与えられました。
また、キリストを救い主として信じるように人々を指導する賜物を受けた者もいれば、羊を
見守る羊飼いのように、神の民となった人たちの世話をし、教え導く力を受けた者もいます。 
なぜこのように、それぞれに賜物が与えられたのでしょうか。それは、神の民となった人々が、
神のためによりよく働けるよう整え、キリストの体である教会を、力にあふれた、完成した
状態へと建て上げるためです。】

テモテ人への第 1 の手紙３章１節〜１３節
【「もし人が監督の職を望むなら、それは良い仕事を願うことである」とは正しい言葉である。
さて、監督は、非難のない人で、ひとりの妻の夫であり、自らを制し、慎み深く、礼儀正しく、
旅人をもてなし、よく教えることができ、酒を好まず、乱暴でなく、寛容であって、人と争
わず、金に淡泊で、自分の家をよく治め、謹厳であって、子供たちを従順な者に育てている
人でなければならない。自分の家を治めることも心得ていない人が、どうして神の教会を預
かることができようか。彼はまた、信者になって間もないものであってはならない。そうで
あると、高慢になって、悪魔と同じ審判を受けるかも知れない。さらにまた、教会外の人々
にもよく思われている人でなければならない。そうでないと、そしりを受け、悪魔のわなに
かかるであろう。
それと同様に、執事も謹厳であって、二枚舌を使わず、大酒を飲まず、利をむさぼらず、きよ
い良心をもって、信仰の奥義を保っていなければならない。彼らはまず調べられて、不都合
なことがなかったなら、それから執事の職につかすべきである。女たちも、同様に謹厳で、
他人をそしらず、自らを制し、すべてのことに忠実でなければならない。執事はひとりの
妻の夫であって、子供と自分の家とをよく治める者でなければならない。執事の職をよくつ
とめた者は、良い地位を得、さらにキリスト・イエスを信じる信仰による、大いなる確信を
得るであろう。】

　また、ヨハネによる福音書１０章には、よい羊飼いについて書かれています。よい羊飼い
とはイエス・キリストご自身の事です。教会・牧師の現状がエゼキエル書３４章に書かれて
いる通りであるならば、イエス・キリストから羊を散らす盗人であり、強盗であると言われ
ます。本当に神に召されて牧師となったのであれば、イエス様同様に、よい羊飼いとなり、
全世界の牧師は皆イエス様と同じ事を伝えるストローでなければなりません。ひとりの羊
飼い＝イエス様＝聖書・みことばによって、一つの群れとなることが求められているのです
から、分派分裂していることはあり得ません。
　ある牧師は、聖霊のバプテスマを受け、自分の犯してきた罪の大きさとその恐ろしさに
気づき、イエス様に悔い改め、牧師を辞めて一人の羊に戻りました。神の前にとことんへりく
だり、すべてを新しくして、まずは自分の救いの達成に努めたいと願い、彼はいちクリスチャン
として、一からやり直す道を選んだのです。

ヨハネによる福音書１０章１節〜１６節
【よくよくあなたがたに言っておく。羊の囲いにはいるのに、門からでなく、ほかの所から
のりこえて来る者は、盗人であり、強盗である。門からはいる者は、羊の羊飼である。門番
は彼のために門を開き、羊は彼の声を聞く。そして彼は自分の羊の名をよんで連れ出す。自
分の羊をみな出してしまうと、彼は羊の先頭に立って行く。羊はその声を知っているので、
彼について行くのである。ほかの人には、ついて行かないで逃げ去る。その人の声を知らな
いからである」。イエスは彼らにこの比喩を話されたが、彼らは自分たちにお話しになって
いるのが何のことだか、わからなかった。そこで、イエスはまた言われた、「よくよくあなた
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がたに言っておく。わたしは羊の門である。わたしよりも前にきた人は、みな盗人であり、
強盗である。羊は彼らに聞き従わなかった。わたしは門である。わたしをとおってはいる者
は救われ、また出入りし、牧草にありつくであろう。盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、
滅ぼしたりするためにほかならない。わたしがきたのは、羊に命を得させ、豊かに得させる
ためである。わたしはよい羊飼である。よい羊飼は、羊のために命を捨てる。羊飼ではなく、
羊が自分のものでもない雇人は、おおかみが来るのを見ると、羊をすてて逃げ去る。そして、
おおかみは羊を奪い、また追い散らす。彼は雇人であって、羊のことを心にかけていないか
らである。わたしはよい羊飼であって、わたしの羊を知り、わたしの羊はまた、わたしを知っ
ている。それはちょうど、父がわたしを知っておられ、わたしが父を知っているのと同じで
ある。そして、わたしは羊のために命を捨てるのである。わたしにはまた、この囲いにいな
い他の羊がある。わたしは彼らをも導かねばならない。彼らも、わたしの声に聞き従うで
あろう。そして、ついに一つの群れ、ひとりの羊飼となるであろう。】
 
ヨハネによる福音書１０章２５節〜３０節

【イエスは彼らに答えられた、「わたしは話したのだが、あなたがたは信じようとしない。わた
しの父の名によってしているすべてのわざが、わたしのことをあかししている。あなたがた
が信じないのは、わたしの羊でないからである。わたしの羊はわたしの声に聞き従う。わた
しは彼らを知っており、彼らはわたしについて来る。わたしは、彼らに永遠の命を与える。
だから、彼らはいつまでも滅びることがなく、また、彼らをわたしの手から奪い去る者はない。
わたしの父がわたしに下さったものは、すべてにまさるものである。そしてだれも父のみ手
から、それを奪い取ることはできない。わたしと父とは一つである」。】

　ぶどうの木は、これまで牧師方や、たくさんの羊 = 信徒たちとの交わりを通して様々な教
会内の状況を知ることになりました。出会いの中で、例えば、「昔、車のデザイナーを目指
していたが、人の人生をデザインする方がかっこいいと思った」という考えで牧師になった
人や、「学歴がなくても、（唯一人の上に立てる職業として）牧師になれば皆が自分の言うこ
とを聞くと思った」と言って、羊もいないのに牧師だと名乗っている人、また、牧師である
にも関わらず野心に燃え、地位・名誉・富を求めて教会員対象に別のビジネスをはじめ、２枚
の名刺を使い分けている “ 牧師 ” がいました。牧師であるにも関わらず、「めんどくさいやつ」
と平気で信徒を裁いていたり、「あの牧師は今にダメになる」と呪い合っている牧師たちも
いました。また、近隣教会と信徒獲得の競い合いで立派な教会堂を建てて、長期ローンの
支払いのために、父親の後をついで牧師になっている人（子・孫）もいました。世襲制で牧師
になるケースも多いですが、それはコーリングなのでしょうか。この世の家族経営の会社
と同じやり方で教会を守るところに真の油の注ぎがあるでしょうか。これは稀な例であり、
ほとんどの牧師は、イエス様を愛し、志しをもって今の務めに就かれている事と思いますが、
エゼキエル３４章のみことば通り、牧師によって苦しんでいる羊たちがいることは事実です。
自分の私腹を肥やすだけで、弱った者を強くせず、病んでいる者を癒さず、傷ついた者を
つつまず、迷い出た者を引き返らせず、うせた者を尋ねず、彼らを手荒く、きびしく治めて

いる牧師・教会によって、信徒の霊だけではなく、肉体も死に至っている現状があります。
病気の信徒と共に祈っていても、病気で死ぬ事も神の御心だと思っている牧師が大勢います。
しかし、信徒は癒されることを望んでいます！そこに希望をもって教会の門を叩いています。
ただ「祈ってみてもダメだったから、生存は御心ではなかったのだ」と言うのであれば、他
の宗教と変わりません。救われた後、無防備な状態で置かれていれば、救われたクリスチャ
ンが立ち上がれないように、サタンが狙いを定め集中攻撃してきますから、初めの状態より
も悪くなるのは当然です。その時に、霊を見分け、羊の肉の命と永遠の命を守るためにとこ
とんサタンと戦う牧師であれば、たとえ帰天する結末となっても、本人も遺族も、主に信頼
し続けることができ安らかでしょう。

　また、多くの牧師（クリスチャン）たちは、神よりも信徒の歓心を買おうとするために、（そ
こには献金額＝生活費という事情もあります）ストレートに善悪を伝えることができず、妥
協しています。「こんな事を言ったら嫌われる」「こんな事を言ったら怒り出し、教会を離れ
るのではないか」「こんな事を言ったら教会の評判が下がるのではないか」など、様々な肉
の思いが生まれ、信徒を正しい道に導くことなく、生ぬるい教えと助言をして、結果羊を
迷わせています。社会問題に対しても、聖書にこう書かれている！と知らせるのではなく、
黙って何も伝えることのできない牧師があまりにも多いです。世の光地の塩である牧師が
正しいことを伝えないならば、それによって、世の中はどんどんサタンの思い通りに進んで
しまいます。牧師の背中を見て育つのが信徒ですから、ここでも牧師の責任が問われます。
 
ガラテヤ人への手紙１章６節〜１０節

【あなたがたがこんなにも早く、あなたがたをキリストの恵みの内へお招きになったかたか
ら離れて、違った福音に落ちていくことが、わたしには不思議でならない。それは福音とい
うべきものではなく、ただ、ある種の人々があなたがたをかき乱し、キリストの福音を曲げ
ようとしているだけのことである。しかし、たといわたしたちであろうと、天からの御使で
あろうと、わたしたちが宣べ伝えた福音に反することをあなたがたに宣べ伝えるなら、その
人はのろわるべきである。わたしたちが前に言っておいたように、今わたしは重ねて言う。
もしある人が、あなたがたの受けいれた福音に反することを宣べ伝えているなら、その人は
のろわるべきである。今わたしは、人に喜ばれようとしているのか、それとも、神に喜ばれ
ようとしているのか。あるいは、人の歓心を買おうと努めているのか。もし、今もなお人の
歓心を買おうとしているとすれば、わたしはキリストの僕ではあるまい。】
 
　さらに、自分の牧師からだけでは霊の糧が不満足で、他の教会や、聖会、ブログ（クリ
スチャンのネット情報）で栄養を摂ろうとする羊がいる現状を、牧師たちはどのように思っ
ているのでしょうか。自分のメッセージでは物足りないと言われて出て行く羊に対しては、
何も言えず、羊たちは飼う者のないものになっています。今や、教会には行かずに、家庭
集会をもつクリスチャンが大勢います。また、この世に流されて教会を出て行く羊が
いれば、「地獄に行くぞ！」と言って、羊を脅して引き留める術しか知らない牧師…命が
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ある限り、一度神から預かった羊の地獄行きを断定し、そのような発言をするならば、その
羊を呪い、裁いている事になります。教会から羊が去ろうとする時、その羊がどんなに反逆
の家になろうとも、牧師は羊の永遠の命に目を向けて、はじめの愛を思い出させ、聖書に
書かれてある真理を語らなければなりません。たとえ、それでも出て行くのであれば、次の
群れに導かれて立ち上がれるようにとりなし祈り続けるべきです。そして、誰一人として地
獄に行かせないために、自分が破れ口に立っているのだという自覚があれば、日々羊をしっ
かりと養うことはもちろんですが、集められた羊たちと共に福音宣教を積極的に行い、一人
でも多くの魂を救うためにどうするべきか考える群れ・教会にしていくはずです。他者を裁
いていたり、自分の立場（小さな城）を守ることばかり考えていたら、そういう事はできま
せんし、聖霊対悪霊の存在と、霊の流れ、また、現在私たちの生きている世の中がどのよう
な状況にあるのかを理解していなければ、知恵ある福音宣教活動はできません。ある統計で
は、９７％の教会が福音宣教を行なっていないという結果が出ました。地獄に行きたくない
という自己愛からの信仰で、自分さえ良ければいいと思って生きているクリスチャンを育て
ているのが教会であるならば、牧師の罪は大きいです。
 
ヨハネによる福音書９章３９節〜４１節

【そこでイエスは言われた、「わたしがこの世にきたのは、さばくためである。すなわち、見
えない人たちが見えるようになり、見える人たちが見えないようになるためである」。そこ
にイエスと一緒にいたあるパリサイ人たちが、それを聞いてイエスに言った、「それでは、
わたしたちも盲人なのでしょうか」。イエスは彼らに言われた、「もしあなたがたが盲人であっ
たなら、罪はなかったであろう。しかし、今あなたがたが『見える』と言い張るところに、
あなたがたの罪がある。】

　今、神から羊をあずかっている牧師たちは、誰一人として地獄に行かせないために働いて
いるという自覚があるでしょうか？羊たちの永遠の命に真剣に目を向けているでしょうか？
教会には、長年求道者のまま着席している人たちがいますが、なぜ彼らを求道者のままにし
ておけるのでしょうか？というより、なぜここに真理があると説得することができないので
しょうか？牧師たちが羊を養っていない現状に対して、神は憤っています。【あなたがたは
良き牧場で草を食い、その草の残りを足で踏み、また澄んだ水を飲み、その残りを足で濁すが、
これは、あまりのことではないか。わが羊はあなたがたが、足で踏んだものを食い、あなた
がたの足で濁したものを、飲まなければならないのか】と。そして、真の牧者となるダビデ
を立てられたのです。
 
エゼキエル書３４章２０節〜３１節

【それゆえ、主なる神はこう彼らに言われる、見よ、わたしは肥えた羊と、やせた羊との間
をさばく。あなたがたは、わきと肩とをもって押し、角をもって、すべて弱い者を突き、つ
いに彼らを外に追い散らした。それゆえ、わたしはわが群れを助けて、再びかすめさせず、
羊と羊との間をさばく。わたしは彼らの上にひとりの牧者を立てる。すなわちわがしもべ

ダビデである。彼は彼らを養う。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主なるわたしは彼ら
の神となり、わがしもべダビデは彼らのうちにあって君となる。主なるわたしはこれを言う。
わたしは彼らと平和の契約を結び、国の内から野獣を追い払う。彼らは心を安んじて荒野に
住み、森の中に眠る。わたしは彼らおよびわが山の周囲の所々を祝福し、季節にしたがって
雨を降らす。これは祝福の雨となる。野の木は実を結び、地は産物を出す。彼らは心を安ん
じてその国におり、わたしが彼らのくびきの棒を砕き、彼らを奴隷とした者の手から救い出
す時、彼らはわたしが主であることを悟る。彼らは重ねて、もろもろの国民にかすめられる
ことなく、地の獣も彼らを食うことはない。彼らは心を安んじて住み、彼らを恐れさせる者
はない。わたしは彼らのために、良い栽培所を与える。彼らは重ねて、国のききんに滅びる
ことなく重ねて諸国民のはずかしめを受けることはない。彼らはその神、主なるわたしが彼
らと共におり、彼らイスラエルの家が、わが民であることを悟ると、主なる神は言われる。
あなたがたはわが羊、わが牧場の羊である。わたしはあなたがたの神であると、主なる神は
言われる」。】

　羊たちは、羊飼いであるイエス様＝牧師の声に聞き従い、良い栽培所で養われて生きなけ
ればなりません。みことばは、【木は実で判断しなさい】（マタイ7:17~20）と教えています。
羊たちに、どのような実が成っているでしょうか？羊たちが、「イエス様はともにいてくだ
さる！」と喜びに満ち溢れ、信仰の確信を得ているでしょうか？牧師の霊から流れ出る
生ける水と、命のパン（みことば）によって、はじめて羊は養分を得て良い実を成らすこと
ができます。牧師の堕落、教会の腐敗は、あってはならない事です。枝が、ぶどうの木から
離れてしまえば、やがて捨てられて燃やされる…ですから、日々真摯に羊を養えているか、
良い栽培所になっているか吟味し、やましい事があるならば悔い改めなければなりません。
そして、自分自身の救いの達成のためにも、高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜う神に、
これからの導きを聞いていくのです。

ヨハネによる福音書９章３１節
【わたしたちはこのことを知っています。神は罪人の言うことはお聞きいれになりませんが、
神を敬い、そのみこころを行う人の言うことは、聞きいれて下さいます。】

　牧師たちはじめ、クリスチャンたちが真にイエス・キリストを頭（かしら）として立ち
上がり、一つ思い、一つ心になった時、この終わりの時代に、世界を覆うサタンの力・闇
の勢力に打ち勝ち、日本で大リバイバルが起きると確信します。
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3．兄弟姉妹とは

◆「神の家族は霊的な繋がりを持つ」

　羊は一人では歩けません。神が油を注いで、羊を任せられた牧師と、兄弟姉妹がいなければ、
霊的なことは何一つ分からず、クリスチャンとしての成長もありません。兄弟姉妹とは、神
が決めた群れに集められてくるキリストの肢体です。
　　
コリント人への第１の手紙１２章１８節

【そこで神は御旨のままに、肢体をそれぞれ、からだに備えられたのである。】

　聖書に【だれをも肉によって知ることはすまい。】（Ⅱコリント 5 : 16）と書かれてあり、牧
師と同様に、もちろん兄弟姉妹を肉で見てはいけません。兄弟姉妹もまた、霊対霊の関係です。
すべての事を霊によって知るのです。群れに集められているメンバーは、神が決めた兄弟姉
妹であり、自分の好みや都合で集まっているものではありません。神は、羊を神の清さ・聖
さにあずからせ、天国に導きます。そのためにありとあらゆる環境・もの・人・事柄をつかい、
羊の霊的成長のために訓練されるのですが、その訓練の中心の場こそが群れとなります。群
れの羊は神の家族といわれます。神が決めた霊においての家族です。それぞれが自分にとっ
ての益のために与えられたキリストの肢体であり、各自が群れの中で役割を果たしています。
ある人は手、ある人は足であり、指であり、また耳であるのです。皆が連動して一つのキリ
ストの体を動かしています。

コリント人への第１の手紙１２章１２節〜１４節
【からだが一つであっても肢体は多くあり、また、からだのすべての肢体が多くあっても、
からだは一つであるように、キリストの場合も同様である。なぜなら、わたしたちは皆、ユ
ダヤ人もギリシヤ人も、奴隷も自由人も、一つの御霊によって、一つのからだとなるように
バプテスマを受け、そして皆一つの御霊を飲んだからである。実際、からだは一つの肢体だ
けではなく、多くのものからできている。】

　あるキリストの肢体が通っている訓練や霊的戦いを知ること、勝利の証を聞くことは、他
のキリストの肢体にとって非常に大切なことです。なぜなら、その道のりは、必ず自分の歩
みに関係してくるからです。神によって聞かされていることは、今後、同じ霊の戦いを通る
羊の為に神が備えてくださっている指標となります。ですから、「このケースは他人事」「こ
の戦いは私には来ない」というものは一つもありません。見ること聞くこと体験すること全
ては、神の御計画の内にあり、霊的には兄弟姉妹は一切のものを共有しているのです。

　使徒行伝４章３２節〜３４節に書かれてある【信じた者の群れは、心を一つにし思いを
一つにして、だれひとりその持ち物を自分のものだと主張する者がなく、いっさいの物を

共有にしていた。】の持ち物とは（霊的には）羊たちの通っている訓練、証の事です。これ
を共有することにより、自分が実際に体験していない戦いや、サタンの策略などについて学
ぶ事ができるため、その群れの羊の霊的成長はとても早いのです。
　また、一人の羊が、祝福の道か呪いの道かを選ぶ時、訓練の中で立ち上がれない時や迷っ
た時には、霊の目が開けた牧師や同じ霊的体験を持ったキリストの肢体が使われ、愛にあっ
て真理を語り、互いに励まし合って支え合い、祈り合ってイエス様からの祝福の道を選べる
ように導かれていくのです。
　キリストの肢体が一つ思い一つ心となり、共に痛み、苦しみ、喜びを共有していく中で、
隣人に対して互いに愛し合う事を学び、その愛によってキリストの肢体同士がしっかりと結
び合わされていきます。そして、自分のことだけでなく、互いに祈り合って、キリストの肢
体に勝利を得た時、それは自分自身の証にもなり信仰も一層強められていくのです。

　そのような神の家族の交わりにおいて、しっかりと心しておかなければならないことがあ
ります。それは、兄弟姉妹と自分を比べ、「自分はあの人よりもできている、優れている」
と高ぶったり、反対に「自分はできていない」と自己卑下に陥るべきではないという事です。
例えば、「あの人は尊敬できるけれど、他の兄弟姉妹はできない」というように優劣をつけ
て兄弟姉妹を見る人、他者の悔い改めの証を聞いて、「なんて愚かな人、私は絶対にこの人
のようにはならない」「聖書を学んでいても、いつまでたっても変わらない人もいるんだ」
と見下す人は、審判者です。それらは皆、神の御前では肉にある愚かな虚栄であり、神に忌
み嫌われる高ぶりの心から出てくるものです。
　また、神は、自分自身が見えていないことを、兄弟姉妹の姿を通しても教えて下さいます。
ある人の気になるところが、別の人には全く気にならないという現象が人間界では普通にあ
りますが、神の御前では、相手は自分の鏡であり、自分にも同じものがあるからこそ気にな
り反応します。兄弟姉妹に対して抱く感情・審判者の見方が、自分の内側にあった悪を知らせ、
聖くなるための霊的掃除に繋がるのです。人の状態を自分の肉で判断し始めた途端から、
占い、裁き、ねたみ、憎しみ、自己推薦、自己憐憫、自己卑下が生まれ、血肉の戦いが始まり
ます。兄弟の目にあるちりを見ながら、自分の目にある大きな梁に気づいていない…という事
のないように、何が神の御旨であるかを知るために、みことばに立ちかえる必要があります。
　また、兄弟姉妹や他者が罪に陥っている姿を自分に見せられる時こそ、イエス様がそのクリ
スチャンの心を見ておられるということを忘れてはなりません。果たして、自分は他者を見て
裁くのか、それとも、自分も同じ罪に陥ってはいないかとへりくだって自分を吟味するのか、
その人のために祈るのか、愛にあって真理を語るのか …。神はあなどられるような方ではあ
りません。どのような場面も、どのような瞬間も、全てが自分にとっての聖さに至る訓練の
場なのです。神の御前で聖さを保つ者は、いつでも自分は神の御前に生かされている自覚を
持っています。その聖さが、聖霊のバプテスマを受けたクリスチャンに与えられた宝です。
　クリスチャンは皆、神の御前で高価で尊い存在であり、それぞれがイエス・キリストを証
するための召しと選びを持ち、そのためのオーダーメイドの主の訓練が与えられていきます。
その事をしっかりと理解し、互いに尊敬し合うクリスチャンの集まりが群れであり、真の神
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の家族なのです。自分が発した言葉や霊力によって、家族の内部から他の肢体に対して霊的
圧迫やつまずき、呪いが及ぶことが無いよう、また、それによって自分自身が汚されること
のないようにしなければなりません。

テサロニケ人への第１の手紙４章３節〜８節
【神のみこころは、あなたがたが清くなることである。すなわち、不品行を慎み、各自、気
をつけて自分のからだを清く尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲をほしいままにせ
ず、また、このようなことで兄弟を踏みつけたり、だましたりしてはならない。前にもあな
たがたにきびしく警告しておいたように、主はこれらすべてのことについて、報いをなさる
からである。神がわたしたちを召されたのは、汚れたことをするためではなく、清くなるた
めである。こういうわけであるから、これらの警告を拒む者は、人を拒むのではなく、聖霊
をあなたがたの心に賜わる神を拒むのである。】
  
テサロニケ人への第１の手紙４章９節〜１２節

【兄弟愛については、今さら書きおくる必要はない。あなたがたは、互に愛し合うように神
に直接教えられており、また、事実マケドニヤ全土にいるすべての兄弟に対して、それを実
行しているのだから。しかし、兄弟たちよ。あなたがたに勧める。ますます、そうしてほしい。
そして、あなたがたに命じておいたように、つとめて落ち着いた生活をし、自分の仕事に身
をいれ、手ずから働きなさい。そうすれば、外部の人々に対して品位を保ち、まただれの世
話にもならずに、生活できるであろう。】
 
　そして、絶対に忘れてはならないことは、群れに導かれてきた一匹の羊が解放と勝利を得
る時、そこに、牧師をはじめとしたキリストの肢体の祈り、導き、忍耐と寛容による見守り、
無条件のゆるし、キリストの愛がどれだけ注がれてきたのかという事です。キリストの肢体
は、【右の手のしていることを左の手に知らせるな】（マタイ6 : 3）と聖書に書かれてある
ように、「自分が祈ってあげた、自分がやってあげた！」といちいち主張しませんし、行いの
全てが主にあって初めてできることなので、誇ることもありません。それぞれが自分とイエ
ス様の関係ゆえに黙って祈り、みことばに基づいた信仰の行いをします。
　自己中心的な思考になっていたら、自分に注がれてきた目に見えない愛と恵みに気が付く
ことはできないでしょう。目に見える兄弟姉妹を愛さない者は、目に見えない神を愛すること
はできません。私たちの神は高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みを与えられる神です。
　また、救われる前に持っていた兄弟姉妹間の肉的な関係は、霊の関係に変えられて行か
なければなりません。友人であっても、夫婦であっても、親子であっても、神の御前に一人の
“ 兄弟姉妹 ” なのです。
　【『心をつくし、精神をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神を愛せよ』。 これが
いちばん大切な、第一のいましめである。第二もこれと同様である、『自分を愛するように
あなたの隣り人を愛せよ』。】（マタイ22 : 37~39）これがイエス様が私たちに求めておれらる
最も大切な戒めです。群れに集められた一人一人が、まず神と自分との関係を築き、イエス

様をかしらに神の家族として互いに愛し合い、ゆるし合い、祈り合い、励まし合いながら、
共に主を賛美する交わりを通して、さらにそれぞれの信仰を成長させていきましょう。

コロサイ人への手紙３章１２節〜１６節　
【だから、あなたがたは、神に選ばれた者、聖なる、愛されている者であるから、あわれみ
の心、慈愛、謙そん、柔和、寛容を身に着けなさい。互に忍びあい、もし互に責むべきこと
があれば、ゆるし合いなさい。主もあなたがたをゆるして下さったのだから、そのように、
あなたがたもゆるし合いなさい。これらいっさいのものの上に、愛を加えなさい。愛は、す
べてを完全に結ぶ帯である。キリストの平和が、あなたがたの心を支配するようにしなさい。
あなたがたが召されて一体となったのは、このためでもある。いつも感謝していなさい。 
キリストの言葉を、あなたがたのうちに豊かに宿らせなさい。そして、知恵をつくして互に
教えまた訓戒し、詩とさんびと霊の歌とによって、感謝して心から神をほめたたえなさい。】

コリント人への第１の手紙１２章２０節〜２７節
【ところが実際、肢体は多くあるが、からだは一つなのである。目は手にむかって、「おまえ
はいらない」とは言えず、また頭は足にむかって、「おまえはいらない」とも言えない。 そう
ではなく、むしろ、からだのうちで他よりも弱く見える肢体が、かえって必要なのであり、
からだのうちで、他よりも見劣りがすると思えるところに、ものを着せていっそう見よくする。
麗しくない部分はいっそう麗しくするが、麗しい部分はそうする必要がない。神は劣って
いる部分をいっそう見よくして、からだに調和をお与えになったのである。それは、からだ
の中に分裂がなく、それぞれの肢体が互にいたわり合うためなのである。もし一つの肢体が
悩めば、ほかの肢体もみな共に悩み、一つの肢体が尊ばれると、ほかの肢体もみな共に喜ぶ。
あなたがたはキリストのからだであり、ひとりびとりはその肢体である。】

ガラテヤ人への手紙５章１３節〜１５節
【兄弟たちよ。あなたがたが召されたのは、実に、自由を得るためである。ただ、その自由を、
肉の働く機会としないで、愛をもって互に仕えなさい。律法の全体は、「自分を愛するように、
あなたの隣り人を愛せよ」というこの一句に尽きるからである。気をつけるがよい。もし互
にかみ合い、食い合っているなら、あなたがたは互に滅ぼされてしまうだろう。】

ガラテヤ人への手紙５章２５節〜６章１０節
【もしわたしたちが御霊によって生きるのなら、また御霊によって進もうではないか。互に
いどみ合い、互にねたみ合って、虚栄に生きてはならない。兄弟たちよ。もしもある人が罪
過に陥っていることがわかったなら、霊の人であるあなたがたは、柔和な心をもって、その
人を正しなさい。それと同時に、もしか自分自身も誘惑に陥ることがありはしないかと、反
省しなさい。互に重荷を負い合いなさい。そうすれば、あなたがたはキリストの律法を全う
するであろう。もしある人が、事実そうでないのに、自分が何か偉い者であるように思って
いるとすれば、その人は自分を欺いているのである。ひとりびとり、自分の行いを検討して
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みるがよい。そうすれば、自分だけには誇ることができても、ほかの人には誇れなくなるで
あろう。人はそれぞれ、自分自身の重荷を負うべきである。 御言を教えてもらう人は、教
える人と、すべて良いものを分け合いなさい。まちがってはいけない、神は侮られるような
かたではない。人は自分のまいたものを、刈り取ることになる。すなわち、自分の肉にまく
者は、肉から滅びを刈り取り、霊にまく者は、霊から永遠のいのちを刈り取るであろう。わ
たしたちは、善を行うことに、うみ疲れてはならない。たゆまないでいると、時が来れば刈
り取るようになる。だから、機会のあるごとに、だれに対しても、とくに信仰の仲間に対して、
善を行おうではないか。】

◆「兄弟姉妹間に働く情欲の霊・姦淫の霊」

　聖書は、【何よりもまず、互いの愛を熱く保ちなさい。愛は多くの罪をおおうものである。】
（Ⅰペテロ4  : 8）と教えています。イエス様がかしらで兄弟姉妹が交わるところには、霊から
の喜びと励ましと平安が伴いますし、交わりによって信仰が強められていきます。互いの愛
を熱く保ち、互いの益のために足を洗い合う聖なる交わりからは、たくさんの良き証が生ま
れてきます。しかし、【悪い交わりは、良いならわしをそこなう。目ざめて身を正し、罪を
犯さないようにしなさい。あなたがたのうちには、神について無知な人々がいる。あなた
がたをはずかしめるために、わたしはこう言うのだ。】（Ⅰコリント15 : 33b~34）というみこ
とばがあります。霊の交わりではなく、肉の交わりならば、その交わりの場が、同じ霊力
を持った者同士の姦淫の場に成り下がってしまいます。情欲で交わるところには、姦淫、
ねたみ、裁き、偶像礼拝、支配、党派心、分派分裂の霊が動き、その交わりによって互いが
汚されていきます。「類は友を呼ぶ」という言葉がありますが、救われる前の仲の良い関係、
集まっているグループなどは、同じ霊力を持つ者同士の姦淫の霊での集まりです。互いの肉
の利害関係が一致しているのです。同じ趣味や目的、価値観を持つ者同士の関係は、霊的に
見たら偶像礼拝によって繋がっている関係です。また、誰かの悪口や傷のなめ合いをするた
めの集まりは、裁きやねたみ、憎しみの霊によって繋がる関係です。そこから党派心の霊力
が動き、分派分裂へと進んでいきます。どれも、人間の情欲的な関係です。きよさに目覚め
たクリスチャンが、過去の自分の人間関係を振り返る時、「救われる前、どのような霊力の
下に集い、互いの吐く言葉でそそのかし合い、汚し合っていたかがよく分かった。そこに何
の良きものも益になるものも無かった。今はそこに何の楽しみも見出せない」と言っている
のも、よく耳にします。

　一つの証を紹介します。
　救われて間もなくのことです。先に証を紹介した、既成の教会から導かれてきたＯ姉妹が、
霊と肉の聖別の訓練の中で、牧師から戒めを受けていました。Ｓ姉妹も何度か交わりを持ち、
その都度話をしてきました。そんなある日、突然Ｏ姉妹がＳ姉妹を訪ねてきました。Ｓ姉妹
は驚いたのですが、家にあがってもらう事にしました。「今日は、どうしたのですか？」と

問うと、「この前、牧師に言われたことが納得できない。あなたはどう思うか、あなたの考
えを教えて欲しい」と聞かれたのです。Ｏ姉妹は、牧師のいないところで、Ｓ姉妹に、「あ
なたの気持ち、分かるよ。牧師が言う事はきついですね。そんなこと言われても分からない
よね」と、同調して慰めて欲しかったのでしょう。この人なら、自分の気持ちを分かってく
れるかも知れないと、肉に心地よい言葉を求めてきたのです。Ｓ姉妹はすぐに、情欲〜私の
気持ち、分かって〜慰めて〜同調して〜の、姦淫の霊力が姉妹を使って働きかけてきたこと
が分かりました。ですから、「それは、私がどう思うかということよりも、分からないこと
は牧師に直接聞いてみればよい事ではないですか？イエス様が与えて下さった牧師なのです
から。そもそも牧師不在の中訪ねてこられて、このような質問をされているのは、姦淫の霊
によるものではないですか？」と返答しました。すると、Ｏ姉妹は、「姦淫の霊力って、男
女の間にだけ動くものかと思っていたけれど、こういうことも姦淫の霊なんですね！」と驚
いていました。そして、聖霊が教える悪霊力を見分けるということについて、一つ学んだよ
うでした。その日は互いにイエス様に聞いて御霊による交わりをしました。最初に醸し出し
ていた情欲の霊力は消えていて、Ｏ姉妹が、「牧師の言う事が納得できない」と言う事は、
交わりの中で一切ありませんでした。一通り話をすると、スッキリしたようでした。Ｏ姉妹
が帰宅する際、「今日、来られて話されたことは霊の監督者である牧師に報告しておきますね。
すべてのことを闇の中で行うのではなく、公明正大に光の中で行う、それが互いを守ること
ですね」とＳ姉妹は話しました。もちろん、Ｏ姉妹も納得していました。
　当時Ｓ姉妹はクリスチャンとして幼子でしたが、瞬時に、「これは、情で来られたなぁ」
と分かり、イエス様からの訓練だと思いました。どうしたらいいですか？と、イエス様に聞
いてＯ姉妹と交わっていきました。終始、聖さを守ることを目指しました。伝えるべきこと
ははっきりと伝え、霊力を動かすような不要な言葉、そそのかすような言葉は一切出さない
と決めていました。Ｓ姉妹がＯ姉妹をそそのかしたら、Ｏ姉妹は一気に情欲の霊に囚われ、
牧師への裁きと不信仰に持って行かれ、解放に至れないからです。
　交わりの中では、Ｏ姉妹を騙している情欲の霊力に汚されないように、引っ張られないよ
うにＳ姉妹は自分を守らなければなりませんでしたが、同時に相手も守らなければならない
と思っていました。血肉の戦いではありませんから、サタンを足の下にするために全ての
行いを光の中で行うように努めました。

　また、Ｏ姉妹はかつて自慢の手作りカレーをＳ姉妹の自宅に届けた事がありました。しか
し、それは霊力的に、「私のものを食べなさい」という支配と姦淫の霊が動いてのことでした。
このようなことが情欲の霊をかしらとする霊的関係のうちに行われた場合は、党派心から
分派分裂の霊が動き、羊が守りの中から迷い出てしまうことになるのです。

　ぶどうの木にはかつて、Ｏ姉妹のような既成の教会で学んでいた人が助けを求めてやって
来ました。皆が、宗教 = 自分の義を行っていました。彼らは宗教の被害者でした。サタンに
攻撃されるだけ攻撃されていて、その現状は悲惨なものだったのです。独り善がりの宗教を
やっているクリスチャンは、異邦人や兄弟姉妹、特に、救われたばかりの幼子を迷わせ、
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圧迫します。「イエス様と言えば何でもいいのか？」と思わせ、人々をイエス様から散らし
てしまいます。自分の義で生きる人は、自分のやり方を変えない頑固さ（自分偶像礼拝）を持っ
ています。そして、人の世話をすることによって、イエス様に仕えているという満足感を得
ています（自分の義がかしらの世話は、やってあげたという支配の霊）。
　彼らは、ぶどうの木を通して真理を伝えられ、力を得るための聖霊のバプテスマも与えら
れました。そして次々に証が生まれました。しかし、いざ彼らに「神の義を行う者＝主の兵卒」
として自分を聖別する訓練が臨んだ時、彼らはそれを嫌がりました。そして、「耳に痛いこ
とを言われたくない」という肉の思いで一致する者が集まり、党派心の霊によって生まれた
一人のリーダーに従うようになり、最後は、「悪霊の存在と、追い出し方を教えていただい
て感謝します。これからは、自分でできます！」と言って、後ろ足で砂をかけるようにして
一斉に出て行ったのです。その当時のことを書き残したＳ姉妹の手記を紹介します。

　ある時、私は友人の一人に、自分がクリスチャンになったことを伝え、福音をしました。
しかし、友人は「クリスチャンって、貧乏で、弱いイメージがあるよ。この世でふつうに
生きていけなくて、自分ではどうしようもないから、気休めで神様っていうものに頼って
生きることしかできない人たち。そういう弱い人たちがなるものってずっと思っていたよ。
私の義兄夫妻もクリスチャンだけど、仕事はガソリンスタンドのアルバイトだよ。教会に
仕えていて、時間的に制約があるから正職員になる仕事ができないんだって。なんだかいつ
も大変そう。いい人たちなんだけどね」と言ってきました。私は、世の中の人がそのように
クリスチャンを見ていることをこの時初めて知り、とても驚きました。そして、ショックでも
ありました。私は、友人にその驚きを伝え、私にイエス様を教えてくれた人は、誰から見ても
素晴らしい人たちだし、貧困でもないこと、聖書には、クリスチャンになったらすべてに
おいて祝福されるという約束が書いてあることを話しました。　
　イエス様を受け入れた当初から、牧師を通して、本当のクリスチャンは、経済的にも社会
的にも、健康面においても祝福されると、申命記２８章１節～１４節のみことばをもって
教えていただいていました。実際に、私たち家族が救われてからは、子供たちは苦しんでい
たアトピー性皮膚炎から解放され、主人も仕事でのトラブルもなく、むしろイエス様に祈り
ながら仕事を行うと治療成績が上がるという祝福の中で生活していました。一般的なクリス
チャンのイメージと、私が知った本当のイエス様の力があまりに違っていたため、「これは
一体どういう事だろう？」と、戸惑いを感じていました。

　『ぶどうの木』の集会がスタートして少し経つと、様々な人が集会に導かれてきました。

真理と宗教～木は実で判断しなさい～手 記

彼らはすでに何十年にも渡り他の教会でクリスチャンとして教えを受けていた人たちで
した。しかし、彼らの多くは、私の友人が抱いていたイメージ通りに、貧困によって日々の
生活に苦しみ、教会からの支援がないと生活できない人、健康面では精神病を患っていたり、
病気であったり、また、法律に反したことを行っていて、警察に捕ってもおかしくないよう
な人たち…傍目から見てイエス様に祝福されているとは決して言い難い人たちでした。彼らは
限られたコミュニティーの中で、独り善がりに「イエス様は…」と言っていました。
　そしてクリスチャンと名乗る彼らに共通していたのが、“ 家庭や家族の関係が不和 ” だと
いう事でした。そのようなクリスチャンを目の当たりにし、私も、友人同様に、「これなら
まだキリスト教を信じていない人たちの方が断然まとも」という思いになりました。
　しかし、彼らの言っている “イエス様 ”と、私が教えてもらい、体験したイエス様は、どうやら
似て非なるもののようでした。なぜなら【木はその実で判断しなさい】【真理に従えば力が
ある】と聖書に書いてあるみことばと照らし合わせた時、彼らのどこにも「イエス様って
すごい！」と思わせるものはなかったからです。それどころか「なぜ、イエス様を信じてい
てこんな状態になるのだろう。クリスチャンって何？もしこの人たちに福音されても、私は受け
入れない」と思ってしまうのです。
　常識も良識もなく、相手の事情や気持ちを汲むことのできない、まったく独り善がりなカ
ルト的な彼らの言動に、私は何度も困惑しました。ある時は「買い物の時にはイエス様に聞
いたら、手が勝手に動いて、必要な分の買い物ができる」と言われたので驚き、「ごめんな
さい、私、そんなことになったこと一度もないんだけど…」と戸惑いました。我が家で集
まる時なども、こちらの都合など考えず早い時間から来たりすることもあり…こういった
体験をする中で、「一体、何なの？イエス様っていえば、何でもありなわけ？」と、本当に
こんなことがイエス様なのかとも思い始めました。彼らと交わると喜びは失われ、いつも
困惑したり、次は何があるのかという恐れや不安を感じるようになりました。
　私は、“牧師の話だけを聞いていたい！ ”という思いに駆られていきました。牧師と話をし、
聖書の教えを聞く時だけは、救われた最初の時の喜びや、わくわくした気持ち、平安が戻っ
てくるのでした。（後に、この思いも審判者の高ぶりの霊によるものであり、自分に与えら
れた兄弟姉妹として、彼らから何を語られているのか自分も吟味し、裁くことなく、祈ら
なければならないと語られました。） 

　ぶどうの木はそんな彼らに対して、ヤコブの手紙２章１４節～１７節のみことば【わたし
の兄弟たちよ。ある人が自分には信仰があると称していても、もし行いがなかったら、なん
の役に立つか。その信仰は彼を救うことができるか。ある兄弟または姉妹が裸でいて、その
日の食物にもこと欠いている場合、あなたがたのうち、だれかが、「安らかに行きなさい。
暖まって、食べ飽きなさい」と言うだけで、そのからだに必要なものを何ひとつ与えなかっ
たとしたら、なんの役に立つか。信仰も、それと同様に、行いを伴わなければ、それだけで
は死んだものである。】をもって、数々の支援を行っていきました。お金、愛にあっての行い、
交わり、祈り…イエス様に聞きながら示されるままに与え続けました。もちろん彼らはクリ
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スチャンでしたので、これらの支援をしながら、共に聖書を学んでいきました。彼らは正し
く聖霊を受けていませんでしたので、“聖霊のバプテスマ（洗礼）”を受けてもらい、聖霊によっ
てみことばを行うことが出来るという事、そして、サタンの存在と策略を知らせ、クリスチャ
ンに与えられた戦う権威をもっての戦い方も共に学びました。それは、【彼らは立つように
なる、主は彼を立たせることができるからである】（ローマ14:4bc）という信仰に立った
ぶどうの木の行いでした。 
　その働きの中で様々な証が与えられていきました。ホームレスだった人は家と仕事を得て
自立することができるようになり、音信不通だった家族とも連絡がとれるようになりました。
偽装結婚を繰り返し、不法滞在していたフィリピンの女性は、牧師自らが彼女の後ろ盾になっ
て名古屋にある入国管理局を共に訪れ、正直に話をしたことによって罪をとがめられること
なく、自国に帰ることができました。そして、帰国と同時に仕事も得て、離れ離れに暮らし
ていた家族と一緒に暮らすことができるようになりました。分派分裂の霊によって疎遠に
なっていた元ご主人をゆるすことによって、和解も叶いました。本来ならば、不法滞在者は
再び日本を訪れることは禁止されていますが、彼女の場合は奇跡的にその後も日本に来ても
良いという許可が下りました。精神病を長年患って手の震えが止まらずに薬が手放せなかっ
た女性は、悪霊の追い出しによって速やかに癒されました。心臓を患って、手術のために嫁
ぎ先の福岡県から浜松市に帰ってきていた女性も一晩悪霊と戦い追い出し、癒され、手術は
なくなりました。不仲のために離婚していた夫婦が聖書に従ってゆるすことを覚え、再び夫
婦に戻り幸せに暮らせるようになりました。夫に内緒の借金がたくさんあった台湾人の女性
は、ぶどうの木からの支援金によって、借金を返すことができました。また、福音のために
母国である台湾に里帰りをすることも叶いました。そして彼女が一番望んでいたご主人の救
いも実現し、家族関係も回復し始めていきました。ある年配の女性は長年、既成の教会に通
い続けていましたが、彼女の息子（当時酒乱）は救われていませんでした。いわゆる “ 宗教
的なキリスト教会につまずき、嫌悪感を抱いていた ” からです。なんと、２５年もの間、そ
の教会では息子が救われることを祈り続けていたそうです。そんな中、女性はぶどうの木に
導かれ、教えを聞き、改めて息子の救いを祈り求めていくと、すぐに救われました。彼女は
元いた教会に、この証を伝えに行きました。そこで、「２５年間、誰も成し遂げられなかっ
た息子の救いが実現した！」と、驚かれたとの事でした。彼らは、ぶどうの木に導かれて次々
と証を与えられていく中で、本当に喜び、次から次へと元いた教会に彼らの身に起こったこ
とを伝えに行きました。彼らは、たくさんのものを与えられ喜んでいました。そして、再び
【木はその実で判断しなさい】【真理に従えば力がある】のみことばに照らし合わせた時、
そこには確かに良い木から十分な養分をもらって成った、証という実がありました。
 
　彼らの中の一人に台湾人の女性がいたのですが、彼女の父親は、台湾で牧師をしており、
彼女自身も長年クリスチャンとして教会に通っていました。そんな彼女が、「どうしても
意味が分からない、どうして聖書の中にこんなみことばがあるのか？」と牧師に聞いてきた
みことばがあります。 

マタイによる福音書７章２１節
【わたしにむかって『主よ、主よ』と言う者が、みな天国にはいるのではなく、ただ、天に
いますわが父の御旨を行う者だけが、はいるのである。】
 
　台湾人の姉妹を通して、私たちはこのみことばに初めて注目することになり、その意味の
深さを知る事になりました。そして、兄弟姉妹が教材となり、宗教と真理の違い、自分の義
と神の義の違いをさらに学ぶ事になりました。
　「天の父の御旨」それは “ 聖霊 ” によってのみ、知ることが出来ます。しかし、聖霊の声は、
肉と霊の間に一線が引かれていなければ聞くことはできません。クリスチャンは、何年クリ
スチャンをしているか、何回聖書を通読したか、どんな奉仕をしているか、どんな教会に
所属しているかが重要なのではありません。ただ【肉の思いは死、霊の思いは命と平安】と
聖書に書かれてあるように、サタンの支配下に生きていた自分が聖霊によって造りかえら
れて新たにされ、肉と霊とが聖別された者になることが重要なのです。

　このようなことがありました。牧師が、「今のあなたがこうして安心して暮らせるのも、
イエス様につなげてくれた兄弟姉妹の働きによってです。聖書には恩を知らぬ者になっては
いけないと書かれてあるから、つなげてくれた姉妹（この時点では信仰をなくし、群れを
出ていっていた）に証をして、お礼を言わなくてはいけないですよ」と語ると、その姉妹を
血肉で見て嫌い、裁いていた本人は、「お礼なんて、絶対に言いたくない！できない！」と
言うのです。肉と霊の思いは真反対であると書かれているように、肉と霊とを聖別するそ
れらの訓練は「えー！そんなことしたくない！無理！」というように、今まで慣れ親しん
できた肉の思いにはとてもつらいものです。彼らは、牧師を通して語られる【知恵の言葉】に
対して、「平安がない！」「心が傷つく！」と、言い逆らい始めました。苦しい状況が喉元
を過ぎてしまえば、自分たちがどこからイエス様によって救われ、今の生活があるのか
を忘れ、自分さえ良ければと、いつまでも「受ける」側に居続け、「与える」側に立てなかっ
たのです。
　本当の愛・優しさとは何でしょう。彼らは、魂に心地よいことを「平安」と「優しさ」だと
言いました。しかし、目の前に幼子がいてその幼子に向かって今まさに、大きなトラックが
すごい勢いで迫ってきていたらどうでしょう。「そんなところにいたら危ない！！」と言っ
て突き飛ばしてでも、声を荒げてでも注意してその子の命を守ろうとしないでしょうか。
油注がれた牧師の言動はそれと同じです。羊がサタンに攻撃される隙があることを察知し、
命懸けで守ろうとするのが本当の愛なのではないでしょうか。裸の王様に「王様は裸です」
と本当のことを言った子供と、王様が裸であるのを知っていながら、自分の身を案じて
（自分の利益を求めて）思いもしないお世辞を言い、王様をずっと裸のままで居続けさせた
大人たちとでは、どちらが王様に対する愛があって、優しいのでしょうか。 
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箴言２７章５節～６節
【あからさまに戒めるのは、ひそかに愛するのにまさる。愛する者が傷つけるのは、まこと
からであり、あだの口づけするのは偽りからである。】 

コリント人への第１の手紙１３章４節～８節 a
【愛は寛容であり、愛は情深い。また、ねたむことをしない。愛は高ぶらない、誇らない、
不作法をしない、自分の利益を求めない、いらだたない、恨みをいだかない。不義を喜ばな
いで真理を喜ぶ。そして、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。
愛はいつまでも絶えることがない。 】

　彼らは、自分たちの肉の思いを甘やかす “ 義理・人情・ヒューマニズムを頭とさせる悪霊
力、自己愛の悪霊力 ” に支配され、どこまでも、サタンの支配から解放して下さるイエス様
の愛（霊）よりも、感情・フィーリング（肉）に留まりつづける歩みを選びました。彼らは、
クリスチャンと言いながら、みことばが臨んでも、選り好みをして、そのみことばに従うか
どうかの判断は自分が決めました。ですから彼らにとっての聖書は、自分の肉の思いを
満足させるための書物にすぎませんでした。彼らが、どのようなクリスチャン生活を送って
いたか、なぜクリスチャンと言いながらたくさんの問題を抱えて苦しんでいたのか…それは、
「神の義」ではなく、「自分の義」を求める歩きのためだったという事が分かりました。

　ぶどうの木には、女性が多く導かれてきましたが、彼女たちの話を聞くと、家庭の主婦で
ありながら母親の役目をほとんど果たすことなく、ただむやみに教会の祈り会や、遠くの「勉
強会」なるものに出向いて家を空けていたり、自分より不幸な境遇の人に奉仕する活動（ボ
ランティア）に加わり、週末だけホームレスの人に食事を配るなどの世話をして「私って、
イエス様に仕えている、良いことをして満足」という気持ち（自己陶酔）に陥っていたそう
です。彼らは、完全に “ 偽善の悪霊 ” に支配されていました。人が自分の力でできる範囲の
事を行い、どこか自己満足の気分になり、だんだんと自分を誇るようになっていったのです。
これは、神の求める本当の善ではありません。偽物（にせもの）の善、偽善の行い、結局は
独り善がりの “ 高ぶり ” なのです。なぜなら、妻や母が家に居ない家庭はどうでしょうか。
御主人や子供たちは放っておかれ、家族のコミュニケーションは取れません。
　実際に、ある姉妹は母親でありながら家を空けることが多く、子供がいじめにあっていた
り、悩んでいたりしても気づいてあげることができなかったり、家族の食事もおろそかになっ
ていたということもあったそうです。気づいた時には子供たちは悲惨な状況に追い込まれて、
自分は母親として子供たちにどう接していったらよいのか分からなくなっていました。ある
時などは、苦しい思いを両親に訴えたくて目の前で睡眠薬を大量に飲み、自殺を図ろうとし
た娘をどう扱ってよいのか分からず、娘を放置して、祈るために一目散に教会に駆け込んだ
のだと…本当に愚かな母親だったと後悔していました。では、御主人と一緒に…と思っても、
そのご主人にも、すでに妻として見切りをつけられており、離婚を申し渡されてしまう状態

になってしまったと話してくれました。また、息子の立場から、母親が食事を作ることも
できず、お弁当箱に市販のハンバーガーを入れて持たせ、そのために友達からからかわれ
たり、いじめられたりという子供の頃の体験を話してくれた男性もいました。母親に強制的
に教会に行かされて、その支配の下で義務的に聖書を学ぶけれども、全く教えは入らず…
しかも、牧師を選り好みして教会を転々とする母親にいつも振り回され、「もう、いい加減
にしてくれ！」と爆発寸前の男性もいました。
　このようなことを続ければ続けるほど、教会に通う母親たちの良識は麻痺していきました。
問題が起こっても、母としてどう対処したらよいのか分からず、教会に丸投げをする。“ 教
会に子供を通わせておきさえすれば、子供が正常に育つから安心 ” という大きな勘違いをし
ていたのでした。彼らの家族の中に、親子・夫婦の信頼関係はありませんでした。正常な
家庭生活が営めなくなり、崩壊していく…家庭を顧みず、宗教活動に没頭している母親を、
冷ややかな目線で見ている子供たち側の苦しい胸の内を、何度も目の当たりにさせられま
した。イエス様に仕えているつもりでも、実はその自己を満足させるだけの偽善の行いに
よって、周囲の人たちを犠牲にし、「何がイエス様だ！」と完全にイエス様から散らす側
になってしまったのです。
　また、ホームレスの人達に週末だけ食事を配るということも、中途半端なこと、偽善の
行為です。週末だけ食事を与えられても、後の６日はどうやって過ごせば良いのでしょうか。
クリスチャンに対して、神が求めておられる善とは、自分の都合のつく時にだけ奉仕をし、
食事を配給することではなく、彼らが本当に自分の足で立ち上がり人間らしい生活を営める
ように手を差し伸べることではないでしょうか。そして、何よりも真の神、イエス様を伝え、
どの人も救われ祝福を受けることが出来るように導いていく事ではないでしょうか。何年も
ホームレスだった男性は言っていました。「信仰なんてなかった。教会に行くのは、食事が
出るから。一食分の食費を浮かすためだけに教会に通っていた」と。

　これが、イエス様と口で言いながら、実は自分勝手に偶像を作り上げ、そしてその偶像を
作った自分を神とする偽善の悪霊、自己愛の悪霊、神のことを思わず、人（自分）のことを
思う義理人情を頭とさせる悪霊（大言壮語＝みことばに反した事を言う）、反キリストの悪霊、
不信仰の悪霊の力に支配され続けてきた “ キリスト宗教 ” の正体でした。そこに、イエス様・
みことばを信頼して従っていく信仰は育ちません。改めて【わたしにむかって『主よ、主よ』
と言う者が、みな天国にはいるのではなく、ただ、天にいますわが父の御旨を行う者だけが、
はいるのである。】（マタイ7 :21）というみことばを振り返る時、本当のイエス様を主と
呼んでいるのではなく、自分の都合の良いように作り上げたイエス様像に向かって主と呼ん
でいた、偶像礼拝者だったからこそ、あの姉妹にこのみことばが臨んだ神の愛が良く分かり
ました。
 
　彼らがぶどうの木に導かれてきてから、約１０ヵ月間、群れの中には様々な混乱がもたら
されました。それはまるで【われわれのためにきつねを捕えよ、ぶどう園を荒す小ぎつねを
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捕えよ、われわれのぶどう園は花盛りだから】（雅歌 2 :15）のような状態でした。私たち
兄弟姉妹にとっては、イエス様とつながり、血肉の戦いではなく、霊の世界を知り戦う訓練
の場となりました。
　最終的に、彼らは牧師を裁いて群れから出て行ってしまいました。彼らは、与えられた
お金や環境には感謝していましたが、それを与えて、ご自身をあらわして下さったイエス様
のために、自分自身を聖別する訓練を受けることはしたくなかったのです。彼らの中心は
「心（魂）」でした。ですから、みことばを選り好みします。いつでも魂に心地よい、優しい
みことばを探してきては、「イエス様は優しい」と言って自分の心を慰めるのです。そして、
戒めのみことばが臨むと、「キツイ！傷つく！」になるのです。彼らは自分好みのイエス様
を作り上げ、それを偶像礼拝＝宗教をしていました。

　神の家族の兄弟姉妹間において、少しでもコソコソと隠れて行う闇があったり、情欲での
交わりに陥ることは危険です。互いに人間的な情欲の言葉をかけ合うならば、その時の羊の
状態により、受け方、感じ方により、「言われた！やられた！偉そうに！」と思い、裁きや
憎しみの霊を動かします。もしくは、「この人だけは私の思いを理解してくれた…この人が
いるから、もう少しやっていける…」と思うでしょう。そこには、姦淫の霊から支配の霊、
チャーミングの霊が動いています。また、自分の発言で、相手に、「この人も牧師をきつい
と感じているのだ」と思わせたら、群れを離れる道を選ばせてしまう可能性もあります。
そして、同じ霊力を持つ者同士が、姦淫の霊によって自分たち好みのグループを群れの中で
作り出します。党派心の霊です。そこでの会話は、ここだけの話〜とか、悪口やみだらな
冗談など、きよい良心からではない、よろずのものより偽る心からの言葉が飛び出す俗的
で汚れた場となるのです。これらの霊力が蔓延するならば、それは群れにとっての癌となり、
腐り始め、異臭が漂い、やがて群れは崩壊します。これは、サタンの巧妙な策略です。
イエス様の道、真理の道、命の道からわき道にそらされる兄弟姉妹がいるなら、余計な言葉
を使わず、みことばを相手の霊に落としてあげることが大切です。同時に、働き人は、霊を
見分ける賜物によってサタンの策略を見抜いて戦い、群れを守らなければなりません。

4．証とは

ヨハネの黙示録１２章１１節
【兄弟たちは、小羊の血と彼らのあかしの言葉とによって、彼にうち勝ち、死に至るまでも
そのいのちを惜しまなかった。】

◆「はじめの愛」

使徒行伝２章１７節〜２２節
【『神がこう仰せになる。終りの時には、わたしの霊をすべての人に注ごう。そして、あなた
がたのむすこ娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時に
は、わたしの男女の僕たちにもわたしの霊を注ごう。そして彼らも預言をするであろう。ま
た、上では、天に奇跡を見せ、下では、地にしるしを、すなわち、血と火と立ちこめる煙と
を、見せるであろう。主の大いなる輝かしい日が来る前に、日はやみに月は血に変るであろ
う。そのとき、主の名を呼び求める者は、みな救われるであろう』。イスラエルの人たちよ、
今わたしの語ることを聞きなさい。あなたがたがよく知っているとおり、ナザレ人イエスは、
神が彼をとおして、あなたがたの中で行われた数々の力あるわざと奇跡としるしとにより、
神からつかわされた者であることを、あなたがたに示されたかたであった。】

　イエス様は、数々の力あるわざと奇跡としるしとにより、ご自身が神からつかわされた者
であることを、私たちに示して下さいました。それは、イエス様を信じる私たちにとって、
親子がつながるように神・イエス様におへそ（霊）から引っぱられる体験であり、神の愛
にふれた瞬間でもあります。私たちはこれを、“ はじめの愛＝最初の確信 ” と呼んでいます。
そしてぶどうの木には、この “ はじめの愛 ” をいただいている人たちが集っています。あ
る人は、「イエス様が救い主で…私たち人間の罪のために十字架にかかって死んで下さって
…」という福音を聞いただけで、理性ではとめられないほど大泣きをし、ある人は、初め
て聖書のみことばを聞いたのに、その瞬間自分に言われている！と悟る体験をしました。あ
る人は、イエス様を受け入れ、牧師に悪霊の追い出しの祈りをしてもらったら、ステージ 4
の癌が消えてなくなる体験をし、ある人は聖書のみことばに従う意志を向けた瞬間、ずっと
連絡のとれなかった人から連絡が来て、イエス様だ！と分かる体験をしました。ある人は、
誰にも言えなかった悩みや、墓場まで持っていこうと思っていた自分の秘密、自分自身も気
づいていなかったことなど、他者はもちろん、自分さえもどうすることもできない手の届か
なかった部分に神・イエス様が触れられ、イエス様は自分のことを全部分かって下さってい
ることを知る体験をしました。

　私たちは、イエス様を受け入れて生き返ったばかりの霊に触れられる瞬間＝ “ はじめの愛 ”
があってはじめて、「イエス様をもっと知りたい！聖書に何が書かれてあるのか知りたい！」
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という思い＝【信仰】が生まれます。イエス様からのはじめの愛に基づいた確信もなく、
何も分からないまま律法的に努力して、先に【信仰】を持ったり、ある日突然「キリスト教徒
になろうかな」、「親がクリスチャンだから」というのではなく、“ はじめの愛 ” から入った
からこそ、どんなにサタンに攻撃されて信仰を奪われそうになっても（救われてからのほう
がサタンの攻撃は激しくなる）、必ず最後は “ はじめの愛 ” を受けた時の喜びと感謝に戻る
ことができるのです。そして【信仰】とは、このはじめの愛を土台として、自分自身がイエ
ス様とつながって育てていくものです。クリスチャンは、イエス様との信頼関係を一日一日
レンガのように積み上げていき、土台がしっかりとした家を建て上げていかなければなりま
せん。

マタイによる福音書７章２４節〜２７節
【それで、わたしのこれらの言葉を聞いて行うものを、岩の上に自分の家を建てた賢い人に
比べることができよう。雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても、倒
れることはない。岩を土台としているからである。また、わたしのこれらの言葉を聞いても
行わない者を、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。雨が降り、洪
水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまう。そしてその倒れ方はひど
いのである。】

コリント人への第１の手紙３章１０節〜１５節
【神から賜わった恵みによって、わたしは熟練した建築師のように、土台をすえた。そして
他の人がその上に家を建てるのである。しかし、どういうふうに建てるか、それぞれ気をつ
けるがよい。なぜなら、すでにすえられている土台以外のものをすえることは、だれにもで
きない。そして、この土台はイエス・キリストである。この土台の上に、だれかが金、銀、
宝石、木、草、または、わらを用いて建てるならば、それぞれの仕事は、はっきりとわかっ
てくる。すなわち、かの日は火の中に現れて、それを明らかにし、またその火は、それぞれ
の仕事がどんなものであるかを、ためすであろう。もしある人の建てた仕事がそのまま残れ
ば、その人は報酬を受けるが、その仕事が焼けてしまえば、損失を被るであろう。しかし彼
自身は、火の中をくぐってきた者のようにではあるが、救われるであろう。】

ヘブル人への手紙３章１２節〜１４節
【兄弟たちよ。気をつけなさい。あなたがたの中には、あるいは、不信仰な悪い心をいだいて、
生ける神から離れ去る者があるかも知れない。あなたがたの中に、罪の惑わしに陥って、心
をかたくなにする者がないように、「きょう」といううちに、日々、互に励まし合いなさい。
もし最初の確信を、最後までしっかりと持ち続けるならば、わたしたちはキリストにあずか
る者となるのである。】

◆「聖霊によって生み出される証」

　イエス様を救い主として自分の内にお迎えし、聖霊のバプテスマを受けると、聖霊の活発
な働きによって自分自身と自分を取り巻く環境に変化があらわれます。喜ばしいあらわれで
あることもありますが、これまであった悩みの状態が一時的に悪化したり、いきなり病気が
発覚するなど、「どうしてこんなことに？」と、肉では戸惑うようなことも起こってきます。
しかし肉にある戸惑いとは反対に、「不思議だけれど、どんな状況におかれても、どんな状
況を目にしても恐れがない！堅く立って戦うのだ！」という肉とは真反対の、霊の思いに満
たされて強く立っている自分を体験するようになります。
　状態が一時的に悪くなることや、病気が発覚することについては、これまで隠されてきた
ものが明るみに出されて解放されていく一つの過程です。イエス様がその人の内に入られた
ことによって、これまでその人を支配してきた悪霊がこれ以上居座ることができなくなって、
正体をあらわしてくるのです。霊の世界で、古い土台が一掃され、すべてが新しい土台・礎
へと造り変えられていくと言えば分かりやすいでしょうか。
　また、聖霊のバプテスマを受けると、クリスチャンはより光を放つ存在になるので、光を
憎み、消し去ってやりたいと企むサタンから激しい攻撃を受けることもあります。しかし、
そのような時でもその人の霊はしっかりと立ち上がり、霊的戦いに挑むことができます。肉
と霊は真反対ですから、一見悪い事のように思われることが、霊の世界においては勝利のた
めの鍵となるのです。
　聖書に【神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからである。】（Ⅰコリント1: 25）

【わが思いは、あなたがたの思いとは異なり、わが道は、あなたがたの道とは異なっている
と主は言われる。天が地よりも高いように、わが道は、あなたがたの道よりも高く、わが
思いは、あなたがたの思いよりも高い。】（イザヤ 55 : 8~9）とあるように、いずれにしても、
それらのことは全てイエス様の御手の中で起こってくる事柄です。その人を誰よりもご存じ
である神が働いて、解放に導いて下さるのですから、イエス様に信頼して、牧師の導きに
従いましょう。

ヨハネによる福音書１５章４節〜５節
【わたしにつながっていなさい。そうすれば、わたしはあなたがたとつながっていよう。枝
がぶどうの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あな
たがたもわたしにつながっていなければ実を結ぶことができない。わたしはぶどうの木、あ
なたがたはその枝である。もし人がわたしにつながっており、またわたしがその人とつながっ
ておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。わたしから離れては、あなたがたは何一つ
できないからである。】

　枝がぶどうの木（イエス様＝みことば）につながっていれば、実を豊かに結ぶと聖書に書
かれてあるとおり、人がイエス様につながると、その人生において豊かに実を結ぶようにな
ります。その実を “ 証 ” と言います。これはイエス様が真に生きた神であり、今も私たちと
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共に働いて下さっている証明です。牧者は、イエス様に聞きながら聖霊の賜物によって
一連のあらわれを見極めて導き、羊は牧者の知恵の言葉に導かれながら新生の歩みを進め
ます。それによって、様々な問題や病気といった悪霊力の縛りからの解放はもちろんのこと、
真理への覚醒を経て造り変えられ、力あるクリスチャンとしての成長を遂げることができます。
真理に従えば、イエス・キリストの力によって、良き実を成らせるに至るのです。

　一つの証が生まれる時、そこには必ず聖霊の導きがあります。聖霊は、問題を来たらした
原因を解き明かし、そこに動く悪霊力を見破ります。そしてその霊力を追い出し、羊自身も、
みことばに従って自分の罪を悔い改め、悔い改めにふさわしい生き方（肉の思いによって生
きることはやめ、霊の思いに従って生きる）をしていくことによって問題は解決していきま
す。これまで自分を支配してきた悪霊力を知り、自分自身をゆるすこと、そこに関わってき
たすべての人をゆるすことが大切です。みことば【だれでも、キリストにあるならば、その
人は新しく造られた者である。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったので
ある。】（Ⅱコリント5 :17）を宣言して、二度と自分を騙してきた悪霊に支配されることの
ない生き方を選び取っていくことによって、問題の解決と解放は保たれていきます。

　霊によって共有する証は、兄弟姉妹や、救われていない人に対しての非常に大きな励まし
と、神の愛と力を証明する武器です。悪霊対聖霊の戦いの場であるこの世の中において、真理
に従うことによって生まれた証は、聖霊の力そのものであり、人々に希望を与えます。その
証が世に出れば出るほど、人に届けば届くほど、霊の世界においてはサタンが敗北に追い
込まれていくという事を意味します。私たちは主の兵卒ですから、聖霊の力によって一人の
人が解放されたという事は、敵軍にとっては正体を暴かれ、手の内を明かされるようなもの、
そして、敵がイエス・キリストの力の前に圧倒的敗北者であることを突き付けられる時な
のです。

　解放の証、勝利の証とは、イエス様が何をして下さったのかを話すことです。おのずと、
「イエス様が〜して下さって」「みことばによって〜と語られて」という話し方になります。
さらに、表面上の事柄だけを伝えるのではなく、目に見えない霊の世界で何が行われたか、
聖霊の導きを解き明かして話すことでサタンの策略を完全に暴くことができます。そのよう
な証を通して、人は神のなさり方を知り、慈しみ深さを知り、力づけられるのです。
　すべての栄光はイエス様のものであるにも関わらず、「私が良かったから、私が頑張った
から。私はすごい！」というような、自分に栄光を帰すような話は、聞いている皆の霊が喜
ばず、しらけてしまいます。また、格好つけた話、中途半端なことしか言わないことも、聞
いている人の益にはなりません。もちろん自分の完全解放にも至りません。自分が騙されて
いた部分が語れないという事は、まだサタンにそこを握られている・弱みになっているという
事なのです。サタンはずるがしこいですから、人間の弱みを見つけることに長けており、そこ
を攻撃すればその人から喜びを奪い、不信仰にさせることができると知っています。例えば、
ある人は、自分が姦淫の霊に騙されて罪を犯していたことは言えないと言っていました。

自分がそんな目で見られるのは嫌だからと、神のことを思わず、人の目を気にして主の栄光
の証をしないならば、そこに真の悪霊からの解放はありません。
　真に解放されたクリスチャンは、自分が通ってきた道のりを赤裸々に話します。古い自分
はどのような悪霊の声を聞いてどのようなものをまき、どのようなものを刈り取ってしまっ
たのか、真の神から離れてどんなにみじめな人間であったかも、はっきりと語ります。それ
ができるのは、救われ変えられた自分は、すでにそこにはいないこと（解放されていること）
を知っていて、救い出して下さったイエス様への感謝があるからです。そのような証には、
サタンの策略を暴き、足の下に踏み砕いて再起不能にするほどの力があります。どのような
証が力ある証か、どのような証が神に喜ばれる証であるかをしっかりとわきまえ知り、自分
を顧みないで、イエス様に忠実に証の言葉を出していくクリスチャンは解放を保ち続け、自
分だけではなく、周りの人の魂もイエス・キリストに勝ち取る忠実な主の兵卒となるでしょ
う。証をする場もまた、サタンとの霊的戦いの場なのです。

　聖書に【ここにいるユダヤ人はテサロニケの者たちよりも素直であって、心から教を受
けいれ、果してそのとおりかどうかを知ろうとして、日々聖書を調べていた。】（使徒行伝
17 : 11）とありますが、ぶどうの木の立ち位置はここにあります。ぶどうの木は、聖書に書
かれてあるみことばを実践して、その結果どのような実＝証が成ったかをあらわす実験室
です。そして、その実験結果を素直に正直に誠実に報告していくことが私たちの務めと自任
して、真実の愛の力の証を待ち望むすべての人たちに伝えています。

ヨハネの黙示録１２章１１節
【兄弟たちは、小羊の血と彼らの証の言葉とによって、彼に打ち勝ち、死に至るまでもその
命を惜しまなかった。】

使徒行伝４章３２節〜３３節
【信じた者の群れは、心を一つにし思いを一つにして、だれひとりその持ち物を自分のもの
だと主張する者がなく、いっさいの物を共有にしていた。使徒たちは主イエスの復活につい
て、非常に力強くあかしをした。そして大きなめぐみが、彼ら一同に注がれた。】

コリント人への第１の手紙２章４節〜５節
【そして、わたしの言葉もわたしの宣教も、巧みな知恵の言葉によらないで、霊と力との証
明によったのである。それは、あなたがたの信仰が人の知恵によらないで、神の力によるも
のとなるためであった。】

テサロニケ人への第 1 の手紙２章３節〜４節
【いったい、わたしたちの宣教は、迷いや汚れた心から出たものでもなく、だましごとでも
ない。かえって、わたしたちは神の信任を受けて福音を託されたので、人間に喜ばれるため
ではなく、わたしたちの心を見分ける神に喜ばれるように、福音を語るのである。】
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◆「証は信仰の歩みの中で打つ杭である」

　一度いただいた解放の証ですが、その状態を継続させるのはクリスチャン自身です。勝利
を得た瞬間があってもそれが継続しないのは神に問題があるのではなく、自分側の問題です。
見ることや聞くこと、周りの状態に振り回されて心を騒がせ不信仰な言葉を吐くのであれば、
その人はクリスチャンを神から引き離す遊女の霊にいざなわれている状態にあると言えます。
更にその霊的状態をもって、「あの証は間違っていた」と言って取り消すならば、神よりも
自分の考えが正しいと主張する、神に対しての高ぶりという罪に陥っているのです。そもそも、
証は、主の御業であり自分のものではありません。

　証は、クリスチャンが造り変えられる過程において、各自が達し得たところで打つ杭です。
それは未来に何があっても変わることはありません。サタンは証を奪おうとして、あの証は
嘘だったと思わせるような状況ももってきますが、そんな時こそ証に戻り、すでに勝利して
いることを確認し、サタンと戦って次の訓練の段階に進み、新たな証＝実を成らせていくこと
ができます。自分自身の信仰が揺らいだ時も、自分の歩みの証を読むことによって、「この
時は確かに喜び、イエス様と共に歩んでいたのに、なぜこんな私になっているんだ？」と問
うことができます。そして、どんな悪霊の声を聞いて道を踏み外したのか、いつサタンに
付け入る隙を与え、サタンの策略に引っかかってしまったのかを思い出し、神のもとに立ち
帰ることができます。証は、みことばを行うことによって聖霊が働き、生まれ出るものです。
クリスチャンにとって、みことばの力を実体験するという事は自らの信仰を育てる大きな力
となり、イエス様との関係がより強固なものになっていきます。ですから、一つの訓練を
終えたら証として残し、自分の歩みと頂いてきたみことばを確認できるようにしていくことが
大切です。

　私たちは、運命を受け入れて生きて来た人生、地獄に向かって歩いていたこの世（第１、
２の天）から、イエス・キリストによってヒョイっと救い上げられ、第３の天から物事を
見ることができる者、運命を変える事ができる者へと変えられました。そして、私たちの心の
中には多くの計画がありましたが、神の御旨だけが堅く立ってここまで来ました。その神の
御旨を、ぶどうの木では牧師を通して「人生の中で神が打ち込んだ杭」なのだと教えられ
ます。そして、たとえ羊たちが杭と杭の間で、自身の心（感情）に左右されて、様々なもの
を刈り取ったとしても、必ず次の杭にたどり着けるように導かれてきました。究極の時には、
次の杭がどこに打たれているのかも、分かるように示して下さいました。この杭とは、「神
の召しと選び、計画」＝「天命」とも言えます。今、様々な苦闘葛藤があったり、現実問題
と向き合っていたとしても、それは杭と杭の間の訓練です。そしてその訓練は、「自分を
頼みとする自我が砕かれる訓練」なのです。この訓練を経て、全能の愛の神だけに信頼する
真に強い人間になることが求められているのです。
　救われていない人間は、神様に造られた物には祈りますが、それを造った全能の神は見え

ません。しかし、私たちは道であり、真理であり、命である全能の神を知っています。この
方の御手の中にいるのに、何を恐れ、思い煩う必要があるでしょう。運命ではなく、天命
に従って生きていける今を感謝します。

エレミヤ書２９章１１節
【主は言われる、わたしがあなたがたに対していだいている計画はわたしが知っている。
それは災を与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなたがたに将来
を与え、希望を与えようとするものである。】

◆「本物の証か偽物の証かを見分ける」

　聖書に【木はそれぞれ、その実でわかる。】（ルカ6 : 44a）というみことばがあります。今
置かれている群れには、また自分自身にはどんな実がなっていますか？勝利の証が次々と
与えられていますか？良い木からは良い実、悪い木からは悪い実しかならないと書かれて
います。肉の思いを握ったままで与えられた祝福？と神の国と神の義を求めた上で与えられた
祝福とは全く違うものです。それはちょうど『パロ側の杖（サタンが偽装した光の天使）と
アロン・モーセの杖（神）』（注）に例えられます。

　パロ側の杖からくるものは、サタンから来た祝福？（実はイエス様の御心から離すための
呪い）であり、単発的なものであり、たとえ一つのことがうまくいっているように見えても、
その他の事柄に対しての祝福は注がれていません。（金銭面でうまくいっていても、家庭の
中や健康面で問題を抱えているなど）そして、それは長く続くものではないのです。なぜな
ら、サタンの策略は、光の天使に擬装して祝福と見せかけ、その後一気に奪い取ること、盗み、
殺し、人間を滅ぼすことが目的だからです。そのような不安定なところに神の栄光は輝きま
せん。もし、肉の欲、目の欲、持ち物の誇り、この世を愛してそれらを握ったままの祈りで
与えられたものを証としているならば、今一度吟味が必要です。

ヨハネの第 1 の手紙２章１５節〜１７節
【世と世にあるものとを、愛してはいけない。もし、世を愛する者があれば、父の愛は彼の
うちにない。すべて世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、持ち物の誇は、父から出た
ものではなく、世から出たものである。世と世の欲とは過ぎ去る。しかし、神の御旨を行う
者は、永遠にながらえる。】

　お金を握っている人は、この世の富を祝福とします。例えば、お金を握った祈りで宝くじ
に当たることほど霊的に恐ろしいことはないのです。握ったもの（人・もの・社会的地位・
名誉など）をもって滅ぼされることがないように注意しなければなりません。
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伝道の書５章１０節〜１４節 a
【金銭を好む者は金銭をもって満足しない。富を好む者は富を得て満足しない。これもまた
空である …（中略）… すなわち、富はこれをたくわえるその持ち主に害を及ぼすことである。
またその富は不幸な出来事によってうせ行くことである。】

ルカによる福音書１６章１３節〜１５節
【どの僕でも、ふたりの主人に兼ね仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、ある
いは、一方に親しんで他方をうとんじるからである。あなたがたは、神と富とに兼ね仕える
ことはできない」。 欲の深いパリサイ人たちが、すべてこれらの言葉を聞いて、イエスをあざ
笑った。そこで彼らにむかって言われた、「あなたがたは、人々の前で自分を正しいとする
人たちである。しかし、神はあなたがたの心をご存じである。人々の間で尊ばれるものは、
神のみまえでは忌みきらわれる。】

　アロン・モーセの杖から来るものは、イエス様からの完璧な祝福です。万物をつくられた
神は、社会的・経済的・健康面のすべてにおいて祝福を与えると約束して下さっています。
また、その祝福をつかんでいく過程においても主が共にいて下さる確信と大きな喜びを得
ることができます。そして、自分自身が証人となり、神の栄光をあらわすことができるのです。

ヨハネの第３の手紙２節
【愛する者よ。あなたのたましいがいつも恵まれていると同じく、あなたがすべてのことに
恵まれ、またすこやかであるようにと、わたしは祈っている。】

箴言１０章２２節
【主の祝福は人を富ませる、主はこれに何の悲しみをも加えない。】

（注）：『パロ側の杖（サタンが擬装した光の天使）とアロン・モーセの杖（神）』

パロ側の杖… パロの元にいるエジプトの魔術師（サタン）の杖。サタンはこの世の神であ
るから、この世で何でもできる。パロ側の杖は、サタンが擬装した光の天使である。

コリント人への第２の手紙１１章１３節〜１５節
【こういう人々はにせ使徒、人をだます働き人であって、キリストの使徒に擬装しているに
すぎないからである。しかし、驚くには及ばない。サタンも光の天使に擬装するのだから。
だから、たといサタンの手下どもが、義の奉仕者のように擬装したとしても、不思議ではない。
彼らの最期は、そのしわざに合ったものとなろう。】

アロン・モーセの杖…神から与えられた杖。

　アロンが、神に言われたように杖を投げた時、その杖は蛇に変わった。パロ側もそれに対
抗して、杖を投げた。すると、パロ側の投げた杖も同じように蛇に変わった。しかし、やが
てパロ側の杖は、アロンの杖にのまれてしまった。（出エジプト7: 8~12）偽物は所詮、偽物・
カルト＝死であり、本物・真理だけが必ず勝利する。

コリント人への第１の手紙１５章５５節〜５７節
【「死は勝利にのまれてしまった。死よ、おまえの勝利は、どこにあるのか。死よ、おまえの
とげは、どこにあるのか」。死のとげは罪である。罪の力は律法である。しかし感謝すべき
ことには、神はわたしたちの主イエス・キリストによって、わたしたちに勝利を賜わったの
である。】

◆「祈りによって得る証～クリスチャンの特権～」

　聖書には【いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。全てのことについて、感謝しなさい。】
（Ⅰテサロニケ 5:16~18a）と書かれています。ぶどうの木では、祈りは特定の場所で、かし
こまったやり方で行う儀式的なことではなく、日常生活においてのイエス様との会話である
と教えます。求めている事、嬉しかったこと、行く道を教えていただきたいこと…なんでも
祈っていくと、イエス様は必ずその答えを下さいます。その一つ一つが証になっていきます。
神は、忠実な方ですから、みことばからでも、一つの方法二つの方法によってでも、どのよ
うなことからでも示して下さるでしょう。

一つの証を紹介します。

祈りは祝福であり特権であると学んだ愛ちゃんの体験実 録

　愛ちゃん（10 歳）は母親のＳ姉妹、そして牧師、副牧師と一緒に兄弟姉妹に会うために
韓国に行きました。韓国に到着すると、PM2.5 の影響で、空全体が白っぽく、曇っている
ように見えました。日本の子供たちにとっての空の色は青色ですが、韓国の子供たちにとっ
て、空の色はねずみ色なのだと聞いて驚きました。１ヶ月前に来日した韓国の神の家族が
「青空を久しぶりに見た」と言っていた意味がよく分かりました。
 
　Ｓ姉妹と愛ちゃんは、約８年ぶりの訪韓だったので、愛ちゃんは今回の韓国行きをとても
楽しみにしていました。愛ちゃんにとっての旅の目的は、特に４歳（Ｈちゃん）と３歳（Ｊちゃ
ん）のかわいい姉妹たちとの交わりでした。そのために、自分が話したい韓国語をノートに
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書いて準備してきていました。幼い姉妹たちも「あと何回寝たら来る？」とお母さんに聞き
ながら、愛ちゃんが来てくれるのを楽しみにしていました。４歳のＨちゃんは、お母さんが
書いたハングル文字を真似して、初めて愛ちゃんに手紙をくれました。思いがけないプレゼ
ントに愛ちゃんは驚き、とても喜んでいました。愛ちゃんの内には、“ もっと話せたらいいな ”
という気持ちが芽生え、旅の終わりには、韓国語を勉強したい思いも入れられました。
　そして、今回の旅を通して、イエス様が愛ちゃんに教えたかったことがありました。それは、
祈ることの大切さと、祈りの力です。訪韓前に集会で与えられたみことば、【わたしたちが
神に対していだいている確信は、こうである。すなわち、わたしたちが何事でも神の御旨に
従って願い求めるなら、神はそれを聞きいれて下さるということである。そして、わたしたち
が願い求めることは、なんでも聞きいれて下さるとわかれば、神に願い求めたことはすでに
かなえられたことを、知るのである。】（Ⅰヨハネ 5 :14~15）の体験・体得でもありました。
 
　３泊４日の滞在の３日目の朝、牧師は愛ちゃんに朝食前の祈りをお願いしました。しかし
愛ちゃんは、思いもよらない指名に驚き「なんて祈ったらいいか分からなくなっちゃった」
と言って泣き出してしまいました。普段は、家で食事の祈りをしているそうですが、この時
は、“ 間違ってはいけない ” という思いに囚われてしまい、完全に何をどう祈ったら良いか
さえ分からなくなってしまったのです。結局、朝食の祈りは、母親である S 姉妹の後に続い
てようやくする事ができました。
　朝食後、一度ホテルの部屋に戻った際、Ｓ姉妹が「どうして祈れなかったの？」と尋ねる
と「間違ったらどうしようと思って…」と答えた愛ちゃん。Ｓ姉妹が「合っているか、間違っ
ているか考えて祈ってるんじゃない？もっと自由でいいんだよ！」と伝えると、“ 自分では
そんなことを思っているつもりはなかったけど、そうだったのか ” と愛ちゃんは気づいたそ
うです。そして、悪霊の追い出しをした際、愛ちゃんの口から出たのは「プライドの霊」で
した。人にどう思われるかを幼いながらに考えてしまっており、人ばかりを見ていて、神を
見ていない霊的状態が明るみとなったのです。解放された愛ちゃんは、牧師に「お昼ごはん
の祈りをさせて下さい！」とお願いしました。愛ちゃんは、自分が囚われてきた霊力に打ち
勝つために、行いに移す決心をしたのです。
 
　その日、昼すぎにＰ姉妹と会う約束をしていたのですが、突然予定が変わり、ゆっくりと
買い物をする時間が与えられました。愛ちゃんも友達のお土産を真剣に選び、気に入ったも
のを買うことができました。軽食を食べるために入った伝統茶のお店で、愛ちゃんに祈りを
お願いしました。まだ涙が出てきてしまいましたが、必死にぬぐっていました。牧師が「愛
ちゃん、お土産が買えて良かったよね。それをイエス様に感謝しようか」と声を掛けると「イ
エス様、お土産を買えたことを感謝します」と言葉にできました。すぐに言葉に詰まって
しまったので、牧師が「ここからの事も祈っておこうか」と言うと、愛ちゃんが首をかしげた
ため「今から、地下鉄に乗って、ＳさんとＰさんと交わるね」と伝えると「ＳさんとＰさん
と楽しく交われたことを感謝します。スムーズに行けたことを感謝します」と、ゆっくり

でしたが一言ずつ言葉にすることができました。
 
　愛ちゃんの好きなお餅を食べ、お茶を飲んで休憩した後、Ｐ姉妹との待ち合わせの場所で
ある駅に向かうため地下鉄の駅を目指しました。当初の予定では、地下鉄３号線に乗ってか
ら１号線に乗り換えるつもりでいたので、３号線の駅に向かいたかったのですが、なぜか思っ
ていた方向と逆方向の道に出てしまいました。「イエス様、知らない道に出てしまいましたが、
すぐに地下鉄の駅が見つかったことを感謝します」と祈りながら歩いていると、すぐに地下
道の入口が見つかりました。降りていってみると、何とそこは１号線の地下鉄に乗れる地下
道だったのです！！嬉しくなり、「愛ちゃんすごいよ！ここは、１号線の駅だよ！愛ちゃん
がさっき祈ってくれたから、イエス様が乗り換えしなくていいように、１号線の駅に導いて
くれたんだよ！ワープしちゃったみたいだね！」と副牧師が伝えると、愛ちゃんは、「え！！
そうなの！？」と驚いていました。
　帰国後の集会で、愛ちゃんがこの時のことを振り返り「初めての事ではなかったけど、自
分が祈ったからこうなったという事をあまり感じたことがなかったからすごいと思った」と
証してくれました。副牧師にはこの時、愛ちゃんにイエス様がどのように働いてくれたかを
伝える事によって、愛ちゃんと喜びを共有したいという思いがありました。祈りをイエス様
が叶えて下さった時、それを本人が感じることができていないのであれば、周りが教え、
共に喜ぶことが必要です。祈りに確実に答えて下さるイエス様であるという事を、愛ちゃん
が体験できたことは本当に感謝な事でした。この事が神の御計画として用意されていたため、
当初の予定はキャンセルになったのだと分かりました。そして愛ちゃんの祈り通り、夜遅く
までＳさんとＰさんと互いの愛を熱く保つ楽しい交わりをすることができました。
 
　４日目の朝、副牧師とＳ姉妹が席を外している間に、食事が出てきたため、牧師が愛ちゃん
に祈りをお願いしました。愛ちゃんが何を祈ろうかと考え始めたので、牧師が、「今回の旅行
で何が一番楽しかった？」と尋ねると、「ＨちゃんとＪちゃんに会えたこと！」と即答しま
した。「じゃあまずその事に感謝しよう」と牧師が伝え、愛ちゃんは、「Hちゃんと J ちゃん
に会えたことを感謝します！」と祈りました。続けて牧師が、「次は、ここからの未来の事
についても祈ろうか。これから空港に向かい帰るよね」と声をかけると、「帰りの飛行機
のこと？」と愛ちゃんが尋ねたので、「それもあるね！でも、ＨちゃんとＪちゃんに会えて
嬉しかったのなら、またすぐに会えるように祈ったらいいんだよ！」と話すと、愛ちゃんは、　　
「またすぐにＨちゃんとＪちゃんに会えたことを感謝します」と祈りました。
　朝食を食べ、ホテルに戻る道で、愛ちゃんが空を見上げ「青空だよ！」と教えてくれ
ました。韓国に到着した時には、どんよりとしていた空が、きれいに澄み渡っていました。
それは愛ちゃんの心の状態を表していたのでしょう。神がして下さった空の大きな奇跡
に、愛ちゃんはとても喜んでいました。
　空港でお昼を食べる時も、愛ちゃんが祈ってくれました。旅の最後は、誰の助けも得ずに、
自分の言葉で、空港でイエス様がお母さんを通して “ かわいいバッグ ” を与えて下さった
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ことへの感謝と、日本で待っているお兄ちゃんたちへのお土産を買えた事にも感謝を捧げる
祈りをすることができました。
 
　愛ちゃんは、祈りによって体験したことを集会で証してくれました。「証してください」
と言われ、愛ちゃんはまた戸惑い泣けてきてしまいましたが、自分の言葉を自分の耳で聞き
ながら、徐々に霊の喜びが魂、体へと連動し、韓国滞在中には聞かなかった思いも最後には
話してくれました。愛ちゃんは「祈る事は特権であり、祝福だと教えてもらった。自分が祈っ
た事によっていろんな事が起きた。祈ることが楽しくなった。祈ることの大切さと力を学
んだ」と証してくれました。
 
　ぶどうの木の兄弟姉妹たちも、愛ちゃんの証を通して改めて祈ることの大切さと、その力
を教えられました。愛ちゃんが、合っているか間違っているかを考えてしまった事は、間違
えたら恥ずかしいというプライドもありましたが、牧師を通しては、「自己防衛の霊」であ
ると語られました。自分が傷つきたくない、本当の自分を見せて拒絶されたくない、嫌われ
たくない、ならば、人と関わりたくない・・・そんな思いから、自分の言葉を素直に、正直に、
誠実に出せる人が少なくなっています。特に日本人はそうです。まず自己防衛するので、ど
んどん無関心になっています。若者たちは無表情で、メールには、はしゃいだ絵文字や、
悲しい・辛い思いを言葉にして送っています。今や、人との関わりが面倒臭くて電話にも
出ないそうです。その結果、自分の気持ちを自分の言葉で伝えることのできない人がたくさん
生まれています。家庭環境の中で、両親が互いのできていない点を指摘し合ってばかりい
たら、子供は自分の発言に自信が持てなくなり、委縮します。両親が忙し過ぎて会話する
時間がなかったり、自分の話にゆっくり耳を傾けてくれる人がそばにいなければ、当然、
言葉を出す機会も減ります。ゲームや携帯もその機会を奪うサタンの策略です。学校では、
勉強する事ばかりを言われ、友達とゆっくり話をしたり、勉強以外の事に興味を持つ時間
さえ奪われているのが現状です。大人、子供関係なく、自分の思いを心にため込みすぎて、
皆の心が圧迫されているのです。愛ちゃんに「もっと自由に祈ってごらん！」と言っても、
心が圧迫されると、その “ 自由 ” が分かりませんでした。クリスチャンホームでありながら、
愛ちゃんとどんな会話をしてきたか、祈りというものをどのように教えてきたか、改めて
両親も吟味、反省する事となりました。
 
　祈りとは、目に見える自分の事だけを祈るのではありません。愛ちゃんは、友達とトラブル
があると、すぐにお母さんと無条件のゆるしに立って悪霊を縛り上げ、仲良くなれた事を
感謝して祈ってきました。そのように、日常的に自分に降りかかる問題に対しては、一つ
一つ祈りによって乗り越えてくることができました。しかし、今回の旅行を通して教えられ
たのは、食事の祈り一つとっても、ただ「十字架の血を注いで感謝していただきます」で
終わるのではなく、その席に着くまでに起きたことを振り返って自分に起きたことに感謝

すること、そして、これから起きる未来の事柄について、自分の信仰を言葉にすること、
言い切ることが大切であるという事でした。
　食事の祈りはそのタイミングとしては最適で、一日３回あります。朝祈ったことが、昼の
時点で叶っていれば、感謝に変わり、さらに昼に祈ったことが、夕食の時点で叶っていれば
感謝に変わる。そのようにして、喜びが継続し、感謝が一日満ち溢れ、神の栄光となってい
きますし、祈った祈りは必ずきかれるという強い信仰も生まれていくのです。喜びがない
クリスチャンは祈っていない、信仰の言葉を出していない、証が生まれるのは祈っている
からであると語られました。
 
　神は忠実なお方です。たとえ自分が祈ったことを忘れてしまったとしても、絶対に忘れず
に、神のタイミングで叶えて下さいます。それは、明日かもしれませんし、１年後、１０年後
かもしれません。その祈りが叶った瞬間、内にいるイエス様が「ほら、あの時祈ったでしょ！」
と教えて下さいます。聖霊がその場面をパッと思い出させて下さいます。クリスチャンは、
そうやって神がどのようなお方であるかを祈りを通して知ることができます。祈りによって
神に近づいたら、神も近づいて下さるのです。だからこそ、クリスチャンは喜んで何でも祈
ることが求められています。祈る事で、神の御心が何であるかも知ることができます。自分
が祈った事以上のこと、頭では想像できなかった嬉しい結果になれば、「神の御心のままに
導いて下さい！」と祈ることが、何より最善の祈りであることも分かるようになります。
祈りが叶えられなかった時には、自分を吟味し、肉欲による祈りをしなかったか、自分の利
益を求める祈りをしなかったか、それとも、まだ神の時が満ちていないのか…と、さらに
イエス様に戻って聞き、みことばをもらう事で、正しい道に導いて頂くこともできます。祈っ
ていなければ、その全てがありません。神が働いて下さった事に対して「たまたまだ！」と
言って、何も感じることができないのであれば、魂が死んでおり、クリスチャンとしての
特権を放棄しているのと同じなのです。
　また、こうなった事ありがとう！と言い切る信仰は、知性を超えた祈りです。神に不可能
なことはありません。目に見えるところ止まりの祈りでは、とても現実的な祈りになってし
まいます。頭に戻って、“ どうせ無理だから…こんな祈りをするのは恥ずかしい ” と思って
自分の中に押し込めてしまいかねません。そうではなく、未来に向けて、広い心、広い視野で、
霊からあふれる言葉を大胆に祈りにし、神の御心にかなった祈りだと思うことは、どんどん
宣言していかなければならないと語られました。
　聖書の言葉は生きています。そして、クリスチャンが信じているのは生きた神です。人間
が作った神ではなく、私たちを造り、愛して誕生させて下さった神です。人間が作った神に
祈っても、祈りがきかれなくて当然です。人間が自分自身でどうすることもできない問題な
のに、同じ人間が作った神が叶え、解決することなどできるはずがありません。自分を造っ
た神だからこそ、頭では思いもつかないやり方で、叶えて下さるのです。その違いを、まず
は私たち自身がしっかりと認識することが大切であると語られました。
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　また、クリスチャンであれば、自分の事だけではなく、人のため、社会のため、国のため、
世界のためにと、広いビジョンをもって、神の御心が成し遂げられることを祈らなければな
りません。世界の人々が無条件のゆるしと無条件の愛によって１つになることは、イエス様
が十字架に架かられる前の最後の教え（ヨハネ17章）であり、神の御心です。そのような
心の願いを持ったクリスチャンが集まり、共に祈る場が教会であり、その祈りに力があるの
だと改めて語られました。
 
マタイによる福音書１８章１８節～２０節
【よく言っておく。あなたがたが地上でつなぐことは、天でも皆つながれ、あなたがたが
地上で解くことは、天でもみな解かれるであろう。また、よく言っておく。もしあなたがた
のうちのふたりが、どんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいますわたしの
父はそれをかなえて下さるであろう。ふたりまたは三人が、わたしの名によって集まっている
所には、わたしもその中にいるのである」。】

ピリピ人への手紙４章１９節～２０節
【わたしの神は、ご自身の栄光の富の中から、あなたがたのいっさいの必要を、キリスト・
イエスにあって満たして下さるであろう。わたしたちの父なる神に、栄光が世々限りなくあ
るように、アァメン。】

5．安息日を聖別すること

　クリスチャンにとって安息日を聖別すること（仕事や趣味、お稽古事や娯楽を入れないで、
一日の予定全てを神にささげること）は、一番基本的な信仰の行いです。そして、安息日は
ただ休むということだけではなく、次の一週間をクリスチャンとして堅く立って過ごすため
に、一日を神にささげ、集会でイエス様を賛美し、神に献金をし、牧師を通してイエス様
からの一週間の霊の糧である武具を頂く日です。安息日を聖別することは、クリスチャンに
とって、霊魂体においての全ての祝福の源なのです。

創世記２章１節〜４節
【こうして天と地と、その万象とが完成した。神は第七日にその作業を終えられた。すなわち、
そのすべての作業を終って第七日に休まれた。神はその第七日を祝福して、これを聖別され
た。神がこの日に、そのすべての創造のわざを終って休まれたからである。これが天地創造
の由来である。】

エゼキエル書２０章１９節〜２１節a
【主なるわたしはあなたがたの神である。わが定めに歩み、わがおきてを守ってこれを行い、 
わが安息日を聖別せよ。これはわたしとあなたがたとの間のしるしとなって、主なるわたしが
あなたがたの神であることを、あなたがたに知らせるためである。 しかしその子どもたちは
わたしにそむき、わが定めに歩まず、人がこれを行うことによって、生きることのできるわた
しのおきてを守り行わず、わが安息日を汚した。】

　週の七日目が安息日であることは、創世記２章の聖書の教えに基づいているのですが、
日本では単なる休日になってしまい、個々の思いのままに過ごす日になっています。日本人
の中にある、この世・金銭を愛する悪根っこの霊は、この世＝お金を神とさせ、真の神を見
えなくさせる情欲の霊力です。安息日を聖別させないのもこの霊力であり、そこに囚われて
いる人は、神のことよりもお金を稼ぐ仕事、子供の塾、習い事（この世の富や名声を追う）、
この世での気分転換や快楽を求めて生きています。「救われたら、毎週安息日を聖別して、
自分のやりたいことができなくなる！自由な時間が奪われる！」と頑なになるのもこの世を
愛する霊力です。マタイによる福音書４章８節〜９節から分かるように、この世の栄華・
富はすべてサタンの支配下にあります。富を得ることにのめり込む人間は、実はただサタン
の支配の下であくせく動き回っているだけ…というのが世界の構図、人間界の構図です。
しかし、その方法で富を追い求めて一度はこの世の栄華を見たとしても…サタンの仕事は、
人間から盗み、人間を殺し、滅ぼす事。人間を持ち上げるだけ持ち上げて一気に突き落とす
ようなやり方で人生を翻弄するのです。サタンの敷いたレールに乗せられた人生は、様々な
問題や不幸を招き、結局虚しい人生に終わってしまいます。
　しかし、神は、この世の神であるサタンが持っている富の分配人ではありません。この世
を支配しているのはサタンですが、神はそれより大いなる方であり、宇宙を創造し地球上
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すべての生命活動を秩序正しく維持しておられる全知全能の “ 創造主 ” です。すべては
その神の御手の中にあるのです。私たちが必要としているものも、全て神の持ち物である
事を忘れてはなりません。そして何より、神は、奪う神ではなく、【ご自身の栄光の富の中
から、あなた方のいっさいの必要を、キリスト・イエスにあって満たしてくださるであろう。】

（ピリピ 4:19）と書いてあるように、私たちを良きもので満たして下さる神、限りなく与え
る神です。その偉大な神が私たちに用意して下さっている祝福のルールは、サタンの作
り上げたそれ（地上の富のことで思い煩い、忙しく動き回る）とは全く異なっています。
　【まず神の国と神の義を求めること】これが、万物の支配者である神の定めたルールです。
神に造られた人間は、このルールに従う事によって初めて真の祝福を得る事ができるのです。

マタイによる福音書６章３１節〜３３節
【だから、何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って思いわずらうな。
これらのものはみな、異邦人が切に求めているものである。あなたがたの天の父は、これら
のものが、ことごとくあなたがたに必要であることをご存じである。まず神の国と神の義と
を求めなさい。そうすれば、これらのものは、すべて添えて与えられるであろう。】

ここからは、安息日に私たちが行うべき信仰の行いについて、それぞれ述べていきます。

◆「集会とは～集まり、交わることの大切さ～」

　神によって集められ、霊の一致を持ったキリストの肢体である神の家族が交わる場、そ
して 1 週間の武具を身に付ける場を集会と言います。集会では、霊的な戦いの中で牧師を
通して、武具、正しい霊の食事（みことば・知恵の言葉）を与えられます。聖霊は未来のこ
とまでご存知なので、その後の一週間に起こる事に対抗する備えをさせて下さいます。しっ
かり備えを身につけていたクリスチャンは、事が起こった時、これはすでに安息日に語られ
ていた事だ！と気づき、対抗する事ができるのです。一方、武具を身に付けずに 1 週間を過
ごすならば、それは極めて無防備な姿・裸で歩くようなものです。そのようなクリスチャンは、
サタンの放つ火の矢が当たり放題となってしまうため、傷つき力をなくしていくのです。
　また兄弟姉妹と交わることによって、キリストの肢体が霊的な戦いを通し学んできたこと
や、サタンの策略などをイエス様の御前で光に出し（＝証する）、それによって互いに励ま
し合い、祈り合い、勝利を確信し、信仰を強くしていきます。聖霊による証には、兄弟姉妹
たちを解放させ、力づけて立たせ、神の僕としてこの世に出て行くための強い力があります。
これから自分に起こってくる訓練を、どうやって乗り越えるのかの答えも示して下さいます。
自分の肉（頭）が知らないことを、聖霊だけは御存知なので、聖霊によって支配された集会
での一切のことは、全てが羊たちの益になります。霊的戦いの武具を身に付けるための「霊
によって集まる集会」は、非常に大きな意味があるのです。

　神の家族・群れが集う場がないということは、天国への道を示して下さる牧師も、同じ霊
を持ち、励まし、支え合い、愛にあって真理を語ってくれる、喜びを分かち合える兄弟姉妹
もいないということです。また、タイムリーに聖霊によって与えられる生きたメッセージや
武具がないため、力がなく、めくら・つんぼにされます。サタンの策略にかかっているため、
サタンから放たれる火の矢は当たり放題で、いつしか、何がイエス様で何がサタンからなの
か全く分からないところに追いやられてしまいます。たとえ、聖書を開いてみことばをもらっ
ていても、霊でもらったみことばなのか、それとも肉に対して心地良いものを、自分の好み
に合わせて選んできただけなのか分かりません。もちろん、肉で歩いているのか、霊で歩い
ているのかも分からなくなり、行き着く先は、独り善がりの宗教になってしまいます。独り
善がりの宗教は、自分がかしらであり、みことば＝イエス様に従うかどうかの最後の判断は
自分が決めます。自分の肉の思いを捨てきれず（握りしめる）、肉を打ちたたいて聖別され
ることはなく、結局はイエス様を愛していると言いながら、自分の肉の欲を満たすだけの

「自分のためのイエス・キリスト」であり、これではただの自己満足の「御利益宗教」で
しかありません。

箴言１４章１２節
【人が見て自ら正しいとする道でも、その終りはついに死に至る道となるものがある。】

マルコによる福音書７章６節〜７節
【『この民は、口さきではわたしを敬うが、その心はわたしから遠く離れている。人間のいま
しめを教として教え、無意味にわたしを拝んでいる』。】

ピリピ人への手紙３章１８節〜１９節
【わたしがそう言うのは、キリストの十字架に敵対して歩いている者が多いからである。わ
たしは、彼らのことをしばしばあなたがたに話したが、今また涙を流して語る。彼らの最後
は滅びである。彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことである。】

マタイによる福音書７章２１節
【わたしにむかって『主よ、主よ』と言う者が、みな天国にはいるのではなく、ただ、天に
いますわが父の御旨を行う者だけが、はいるのである。】

　しかし、真理を行う者は、「イエス・キリストのための自分」であり、全てのみことばを
喜んでアァメンと受け、みことばの中に自分を見い出し、みことばの中を生き、自分自身を
イエス様の栄光をあらわす器として使っていただきます。まず霊の思いに忠実になり、かし
らをイエス様にすること、神の国と神の義を求めること、そうすればすべてが添えて与えら
れると聖書に書かれています。これが、神が定めた祝福のルールです。安息日を聖別して、
集会で神の家族と霊的な交わりを持つことが、神が最も喜ばれることなのです。
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◆「賛美とは」

　安息日に神にささげる賛美歌は、群れの霊的状態を知っている賛美の働き人が聖霊に
聞いて選びます。神に感謝して賛美歌を歌うことによって、自分とイエス様の関係も強固に
なります。一週間、この世に出て行って膨らんでしまった肉の思いをしぼませて、霊の思い
に立ち帰り、聖霊による歓喜と感謝に満たされてクリスチャンとして強められるのも、神を
賛美できる者の特権です。
　また、ぶどうの木の賛美歌は、全てみことばが歌詞になっていますから、賛美歌を歌うこと
によって自分の内にみことばを蓄えることにもなります。安息日だけでなく、日々の生活の
中で賛美歌を口ずさむならば、みことばによって霊が満たされ、武具を身に付けることもできる
のです。賛美歌もまた、牧師から与えられる霊の糧同様に羊たちにとって不可欠なものです。

詩篇１４６篇１節〜２節
【主をほめたたえよ。わが魂よ、主をほめたたえよ。わたしは生けるかぎりは主をほめたたえ、
ながらえる間は、わが神をほめうたおう。】

詩篇１４７篇１節
【主をほめたたえよ。われらの神をほめうたうことはよいことである。主は恵みふかい。
さんびはふさわしいことである。】

詩篇１４９篇１節
【主をほめたたえよ。主にむかって新しい歌をうたえ。聖徒のつどいで、主の誉を歌え。】

　聖霊のバプテスマを受けたクリスチャンが、聖霊に自分を明け渡したら爆発的な力が働き
ます。聖霊に自分を明け渡すためには、人を気にするのではなく、神に喜ばれる自分である
かを常に考えなければなりません。賛美歌を歌う時一つとってもそうです。周りを気にして
小さい声で歌ったり、喜びなく下を向いているのであれば、それだけでも聖霊に明け渡す日
常を送れていないことや、感謝がないことは明らかです。聖霊に満たされる体験をしたいの
であれば、まずは人目を気にせず賛美歌を歌ってみることです。
　人に見せるために練習して賛美の時間に発表する教会もありますが、賛美はどこまでもイ
エス様と自分の関係において捧げるものです。他者がどう思うかを考えるのであれば、それ
は自意識過剰な肉の思いです。幼子のようになって手を思いっきりあげ、天上の御座におら
れる神・イエス様を仰ぎ見て賛美を捧げる時、霊の自分に満たされます。聖霊によって心地
良く体が揺れ、全ての悪霊力から解放されていることを体感できます。そのように聖霊に満
たされて一週間を歩む時、悪霊は近づけません。自分をかえりみて、「人前でこんな自分を
見せるのは恥ずかしい」という思いは古い自分の価値観であり、サタンの支配下の宗教にが
んじがらめに囚われてきた肉の自分です。その一線を飛び越えた時、人は聖霊の爆発的な力
によって変われるのです。そして、その空間は聖霊が支配され、活発に働いて下さるのです。

◆「献金とは」

　安息日の集会は、羊の祝福の源となる献金をお返しする場でもあります。

マラキ書３章６節〜１２節
【主なるわたしは変ることがない。それゆえ、ヤコブの子らよ、あなたがたは滅ぼされない。
あなたがたは、その先祖の日から、わが定めを離れて、これを守らなかった。わたしに帰れ、
わたしはあなたがたに帰ろうと、万軍の主は言われる。ところが、あなたがたは『われわれ
はどうして帰ろうか』と尋ねる。人は神の物を盗むことをするだろうか。しかしあなたがた
は、わたしの物を盗んでいる。あなたがたはまた『どうしてわれわれは、あなたの物を盗ん
でいるのか』と言う。十分の一と、ささげ物をもってである。あなたがたは、のろいをもっ
て、のろわれる。あなたがたすべての国民は、わたしの物を盗んでいるからである。わたし
の宮に食物のあるように、十分の一全部をわたしの倉に携えてきなさい。これをもってわた
しを試み、わたしが天の窓を開いて、あふるる恵みを、あなたがたに注ぐか否かを見なさいと、
万軍の主は言われる。わたしは食い滅ぼす者を、あなたがたのためにおさえて、あなたがた
の地の産物を、滅ぼさないようにしよう。また、あなたがたのぶどうの木が、その熟する
前に、その実を畑に落すことのないようにしようと、万軍の主は言われる。こうして万国の
人は、あなたがたを祝福された者ととなえるであろう。あなたがたは楽しい地となるから
であると、万軍の主は言われる。】
 
　もともと私たちが得る収入の十分の一は神のものであり、それを持っているという事は、
神のものを盗んでいる事であると聖書は教えています。だからこそ、私たちには十分の一を
神にお返しする「献金」の機会が与えられています。そして、聖書の中で唯一神が、これによっ
て自身が恵みを注ぐか否かを見なさい、試してもよいとおっしゃっているのも献金なのです。
　この世の神であるサタンはお金を使います。お金がなければ生きていけない、お金さえ
あれば平安で幸せに生きていけると、ほとんどの人間は思っているでしょう。良い学校、
安定した職業、地位名誉もまたお金を得ることにつながっています。お金がかしらの社会
ですから、母親も働き、子供たちが塾に通い、食生活が乱れ、家族の在り方が崩壊していき
ます。そして、この世の富を追い求め、習い事や仕事を安息日に当たり前に入れてきている
日本人は、安息日を聖別することができません。その様子はこの世の富の奴隷です。まずは
そのこと一つ取ったとしても富によってどれだけ神から離された存在であるか…絶対に神の
もとに来させない霊力が動いています。ですから、神は聖書の中で、【だれも、ふたりの主人
に兼ね仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは、一方に親しんで他方を
うとんじるからである。あなたがたは、神と富とに兼ね仕えることはできない。】（マタイ6: 24）
と警告しています。富（お金）とはサタンそのものであり、富を握っていては、真の神か
ら与えられる祝福が見えなくなるからです。お金を握っていたら、祝福と聞けば、お金が
入ってくる、給料が上がるとしか思えません。神が天の窓をひらいて注ぐあふるる恵みと
は何でしょう…病気（持病）が癒され、病気の心配のない健康な身体が与えられている事や、
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子供がいじめられなくなった事や偏食がなくなった事、毎日平安に過ごせる事、夫婦、親子、
嫁姑などの家族関係が回復し、愛の内に仲良く過ごせる事など、恵みとは、お金だけではあ
りません。また、食い滅ぼすものをおさえる＝余計な出費がなくなるのも、恵みです。物が
長持ちし、健康を得れば通院代や薬代を払う必要がなくなり、家族の在り方が土台から変わ
れば、夫が職場で祝福を受け、妻は働かなくてもよくなり、子供たちに気を配る余裕が生
まれます。母親が家庭にいることで子供たちは平安を得、勉強も自力ではかどり、塾に奪わ
れてきた時間が、家庭で互いの一日を報告し合いコミュニケーションをとる団らんの時間、
母親の手料理を共に食べる時間になれば、どれだけの出費がおさえられるでしょう。【主の
祝福は人を富ませる、主はこれになんの悲しみをも加えない。】（箴言 10 : 22）と書かれてある
通りです。
　お金は生きて行く上で必要なものですが、お金で狂わされる人間を生み出すからこそ、神
は、私たちが毎週献金するというきよさ、忠実さによって、サタンと決別する機会を与えて
下さったのです。そして、神・イエス様に仕える者となった時、神ご自身から直接祝福を受
けることができるのです。マラキ書のみことばは、神の子に対する祝福の約束なのです。ク
リスチャンと言いながら献金を嫌がったり、出す事を惜しんでいるのならば、その人は結局、
富＝サタンに仕えたままなのです。

　クリスチャンでありながら、「自分の力で稼いだお金」であると思っているのならば、ど
んなに傲慢で高ぶりでしょうか。自分が今、元気に仕事ができているのは、平安で暮らせる
のは、いったい誰のおかげなのかを考えてみるとよいと思います。イザヤ書５５章１０節に
書かれている【天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を
出させて、種まく者に種を与え、食べる者にかてを与える。】のは、神です。神が天地を創
造し、この世のシステムをつくり、自分という人間を造ったことを認める時、人間は神に
対してへりくだることができます。自分が当たり前だと思っていることの一つでも崩された
なら、たちまち歯車が狂うように自分の命さえ危うくなるのが人間なのです。人間の命は
神の御手の中、生かすも殺すも神次第です。私たちが今こうやって在るのは、キリストの内
に生かされているからだという事を忘れてはなりません。
　また献金は、「やればいいんでしょ！」という心で行うことでもありません。自分はこれ
だけやっている！と誇るパリサイ人よりも、罪人の自分をお許し下さいと胸を打った取税人
の方を神は喜んで受け入れました（ルカ18 : 9 ~14）。たくさん献金した人よりも、貧しい中
から精一杯のお金を全額献金した女の人を神は受け入れました（ルカ21:1~4）。神は、お金
が欲しいのではなく、心が欲しいのです。献金するという一つの行為を通して神が見られる
のは、私たちの「心」であり、「きよさ」なのです。

　献金することは、私たちのきよさについての「信仰の行い」です。霊的に言えば、これは、
「私はサタン側から何かを得たいと思っている者ではなく、真の神の側に属し、神からだ
け祝福を得たいと願っている者です」と神に対して表明する行いでもあるのです。【信仰の
弱い者を受けいれなさい。】（ローマ 14 :1）と書かれてある通り、献金する、しないも自分の

意思、信仰ですが、「やってみよう！」と意志を向けた時、そこに必ず証が伴います。真理
に従えば力がある事を体験するためには、まず行なってみることが大切です。
　ぶどうの木では、皆が喜んで持ち寄る十分の一献金＝「神の側に属する者としての信仰の
行い」を神が受け入れて下さるという喜びと、きよさに至る機会が与えられていることに
感謝し、「今日も献金ができる恵みに感謝します。皆が喜んで持ち寄った十分の一を豊かに
用いて下さい」という言葉で献金の祈りをしています。牧師がイエス様に従い、その御旨に
従って献金を用いる時、その祝福は羊たちに注がれます。現在、信仰の行いによって忠実に
献金してきた一人一人が、健康を得、経済的、社会的な祝福と平安を得ています。献金を
預かり管理する者の責任は重く、金銭に対する徹底的な聖さが求められるのは言うまでも
ありません。ぶどうの木では牧師が献金を管理していますが、群れができてから現在に至る
まで、献金を自身の手元にとどめておくのではなく、イエス様（= 以下のみことば）に従っ
て豊かにまく事により、献金した一人一人が主に喜ばれる良いものを刈り取ることができる
ようにしてきて下さいました。

使徒行伝４章３２節〜３５節
【信じた者の群れは、心を一つにし思いを一つにして、だれひとりその持ち物を自分のもの
だと主張する者がなく、いっさいの物を共有にしていた。使徒たちは主イエスの復活につい
て、非常に力強くあかしをした。そして大きなめぐみが、彼ら一同に注がれた。彼らの中に
乏しい者は、ひとりもいなかった。地所や家屋を持っている人たちは、それを売り、売った
物の代金をもってきて、使徒たちの足もとに置いた。そしてそれぞれの必要に応じて、だれ
にでも分け与えられた。】
 
コリント人への第２の手紙８章１４節〜１５節

【すなわち、今の場合は、あなたがたの余裕があの人たちの欠乏を補い、後には、彼らの余
裕があなたがたの欠乏を補い、こうして等しくなるようにするのである。それは「多く得た
者も余ることがなく、少ししか得なかった者も足りないことはなかった」と書いてあるとお
りである。】

（※これは福祉の精神でもあります。お金だけでなく、老若男女が自分にできることを行い、
できないことは助けてもらう関係であれば、もっと生きやすい、住みやすい社会になるでしょ
う。教会は、その一つのモデルであるべきだと思います。）
 
コリント人への第２の手紙９章６節〜１５節

【わたしの考えはこうである。少ししかまかない者は、少ししか刈り取らず、豊かにまく者は、
豊かに刈り取ることになる。各自は惜しむ心からでなく、また、しいられてでもなく、自ら
心で決めたとおりにすべきである。神は喜んで施す人（※お金だけでなく、自身の時間
も労力も愛も施す人）を愛して下さるのである。神はあなたがたにあらゆる恵みを豊かに
与え、あなたがたを常にすべてのことに満ち足らせ、すべての良いわざに富ませる力のある
かたなのである。「彼は貧しい人たちに散らして与えた。その義は永遠に続くであろう」と
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書いてあるとおりである。種まく人に種と食べるためのパンとを備えて下さるかたは、あな
たがたにも種を備え、それをふやし、そしてあなたがたの義の実を増して下さるのである。

（※これがこの世において神から受ける祝福のルートです。）こうして、あなたがたはすべて
のことに豊かになって、惜しみなく施し、その施しはわたしたちの手によって行われ、神に
感謝するに至るのである。なぜなら、この援助の働きは、聖徒たちの欠乏を補うだけではなく、
神に対する多くの感謝によってますます豊かになるからである。すなわち、この援助を行った
結果として、あなたがたがキリストの福音の告白に対して従順であることや、彼らにも、すべ
ての人にも、惜しみなく施しをしていることがわかってきて、彼らは神に栄光を帰し、そして、
あなたがたに賜わったきわめて豊かな神の恵みのゆえに、あなたがたを慕い、あなたがたの
ために祈るのである。言いつくせない賜物のゆえに、神に感謝する。】

　これまでぶどうの木の献金は、福音のための冊子や書籍作成の資金、兄弟姉妹への生活支
援や交通費、宿泊費、集会場の施設使用料、食事会、ユニセフと難民支援への協力、そして、
その都度ぶどうの木のために働いた働き人への報酬のために使われてきました。支援金や
集会に参加するための交通費を受けて来た兄弟姉妹たちは、それによって肉的にも平安になり、
召しと選びに従った職に就くこともできるようになりました。みことばによって１８０度生
まれ変わったクリスチャンとして働く時、与えられた職場で経済的、社会的祝福も受け、
受ける側だった人が与える側へと変えられていきました。さらに、集会で霊の食物を頂く事
で一人前のクリスチャン、働き人へと成長していきました。神・イエス様にお返しした「献金」
はイエス様のものなので、主にあっての働きのために蒔いたらまいた分だけ、聖霊の力によっ
て主に喜ばれる兵卒（人材）が育ち、様々な祝福となって返ってきました。近年はさらに、
福音の冊子を通して遠方からたくさんの人々が導かれ、真理を共有し、みことばに伴うしるし
を体験しています。

　キリスト教界では、この献金について必要か、不必要か？という論争が起こったり、献金
の使い道まで知らせるべきだ、明細書を出してほしいと、信徒が牧師に要求する教会もある
のだと聞きました。収入の十分の一を神に「お返し」したのではなく、「捧げた」という感
覚だからでしょう。献金は最初から神のものです。持ち主に返したものに対して、その使い
方に口出しをする人がいるでしょうか？持ち主が自分のものをどのように使おうと自由では
ないでしょうか？
　ぶどうの木の牧師と羊の関係は、【わが子よ、あなたは父の教訓を聞き、母の教を捨てて
はならない。】（箴言 1: 8）というみことばから、母と子の関係に例えられてきました。自分
の子に、いちいち家計の収支報告をする母親がいるでしょうか？イエス様をかしらとする牧
師と羊の関係において、細かい会計報告など必要はありません。それをする事によって、「あ
の人は支援をしてもらっているけど、私はしてもらった事がない」「この教会を支えている
のは自分だ」というように、羊の間にねたみや裁きの心が生まれたり、高ぶる人があらわれ
たり、分派分裂が起こったり、魂に余計な戦いを挑ませ、つまずきを与えることになるから
です。そして、高ぶった疑いの目をもって牧師に会計報告を迫ることは、献金を管理する

牧師を攻撃することになり、【油そそがれた者】（詩篇 105 :15）にさわる恐ろしい行為に
なります。
　聖書には、【あなたがたは、宮仕えをしている人たちは宮から下がる物を食べ、祭壇に奉
仕している人たちは祭壇の供え物の分け前にあずかることを、知らないのか。それと同様に、
主は、福音を宣べ伝えている者たちが福音によって生活すべきことを、定められたのである。】

（Ⅰコリント 9 :13 ~14）【働き人がその報酬を受けるのは当然である】（Ⅰテモテ 5 :18）と
書かれているにも関わらず、ある教会では、信徒が牧師の生活（出費）にまで口を挟むそう
です。ある教会では、献金をたくさんした人が長老になるそうです。また、信徒＝献金 =
生活や、教会運営資金とみている牧師もいます。そのような牧師は、信徒の顔色を伺いな
がら接するので、真理によって羊を導くことができません。献金は祝福の道であることをス
トレートに伝えず、妥協している牧師は、自らの金銭欲（肉）によって判断し、その汚れ
によって信徒の祝福を奪っている不信仰で不忠実な僕に過ぎません。これらは全て、「善悪
を知る木の実」を食べて自分の頭で考え出したやり方を主張しているだけです。教会が
この世の組織や企業と同じ感覚になっているのならば、そこはもはやイエス様がかしら
の神の教会ではありません。
　さらには、信徒が、「牧師が献金を強要してくるからいやだ！」という声を上げている教
会もあると聞きましたが、そもそも牧師が献金の事を言うのは当たり前のことです。献金に
対するみことばを伝えなくては信徒の祝福を奪うことになり、牧師自身も不忠実な僕として
裁かれるのです。まず、それを強要ととる自分の心を吟味しなければなりません。仮に牧師
が自身の利益や欲のために使っていたとしても、自分が審判者になって裁くのではなく、神
が与えて下さった上に立つ権威であるという信仰に立ってイエス様への信頼のゆえに牧師
に従い、牧師がイエス様に忠実に献金を用いて下さるよう祈るのが真のクリスチャンの信仰
です。神はそのような事柄を使って自分の心を、行いを、みことばに留まれるかどうかを試
しておられるという事も十分にあり得るのです。牧師の上におられるのはイエス様ですから、
悪用すれば牧師がイエス様に裁かれます。十分の一以上の献金を要求したり、それによっ
て私腹を肥やしているのならば、一気に油の注ぎを失うでしょう。だからこそ、牧師は徹
底的にきよい者となる訓練を受けるのです。神学校では到底受けることができない訓練
です。
 
　みことばは、イエス・キリストそのものであり、私たちクリスチャンはそれに対して、「し
かりしかり」です。それ以上もそれ以下もありません。神の義であるみことばをストレート
に受けず、自分の義で様々なやり方をしてみても、そこには何の実もなりません。イエス様
のみことばを素直に聞き、受け入れる人、教会には必ず証が生まれてきます。クリスチャン
として、万物を支配しておられる神から、全ての祝福を受け継ぐ者となりましょう。
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◆「クリスチャンホームにおける安息日の聖別とは」

　安息日を聖別し、霊の糧を得たクリスチャンは、１週間の全てのことを聖霊によって行っ
ていきます。大切なことは、聖別されたクリスチャンとして、１週間の日々をどう過ごすか
です。特に家庭・家族においては、子供に対して両親が、みことばによって声掛けをしてい
くことが大切です。基本的に、子供たちが聖書を学ぶ場は家庭であるべきです。親は、子供
たちにみことばに基づいた声掛けができるようになるためにも、まずは、自身が１８０度変
わらなければなりません。自分の意見ややり方を押し付けるのではなく、イエス様＝みこと
ばをかしらに言動する訓練を受けるのです。子供は父親・母親の言動をよく見ていますから、
この教えが真実かどうかを親の姿で判断しています。両親が変われば、子供はおのずと変
わっていきます。家庭の中に平安を感じるようになります。聖書に従うという事は、無条件
の愛と無条件のゆるしを行うわけですから、当然、平安が伴う環境となっていきます。
　また、家庭の中で情報を共有する食卓をつくる事が大切です。家族皆が各自の出来事、
交友関係などを知っている、隠し事がない関係であれば、家庭の中での風通しが良くなり、
聖霊が自由に働いてくれます。未信者の家族がいても、会話の中に入れ、どのような学びを
しているのか、どのような人たちと交わっているのかを知らせていくことで、孤立を防ぐこと
ができるのです。そして、家族の中で、一人一人が自分の問題を次の日に持ち越さないよう
にしっかりとコミュニケーションをとること、人に指摘する前に自分を吟味して変わる事、
家族に対してはもちろん、外の人に対しても、善なることは自分から始め、模範となる事な
ど、聖書の教えは家庭を円満にするものであり、日常生活に根差した教えなのです。その上
で、子供たちも大人と同様に、一週間分の成果＝証をたずさえて安息日に集会の席に着き、
互いに証をし合って励まし合う場所にしていくこと、子供の働き人を通して、新たな一週間に
対する武具（みことば）を得、主を賛美して次の週を迎えることが神の御心です。「親に
連れて来られているだけ」という思いで安息日を教会で過ごし、確固たるイエス様との出
会いがないまま成長したクリスチャンホームの子供たちや、お菓子と遊ぶことが目的だった
子どもは、信仰が生まれないまま、成長の過程の中で離れていきます。安息日での学びを
次の安息日まで忘れずに持続させてあげることも、家庭の役割、クリスチャンである親の
役目です。子育てを教会任せにしている親がいますが、神から預かった子供を守り、正しい
道に導く責任は親にあります。その認識、自覚をしっかりと持たなければなりません。

　クリスチャンホームにおける安息日の聖別について、ぶどうの木が発足した時から聖書を
学び始め、みことばに従って１３年間子ども達を育ててきた長老夫妻の証を紹介します。

　長老夫妻の長男と次男は、救われる前にアトピー性皮膚炎に苦しんでおり、母親は子育て
につまずき、自分の思い通りにならない長男を虐待してしまう事に悩んでいました。苦しん
でいた母親に真理を伝えたい思いで、ぶどうの木副牧師は当時、幼稚園教諭という立場を捨
て仕事を辞めて、一人のクリスチャンとして福音をしました。そして、神に選ばれていたこ
の家族は、すぐに全員が救われました。一家の長であった長老は、２００７年９月２日のぶ
どうの木初集会後に救われたのですが、その一週間後には、主治医を通して子供達のアトピー
性皮膚炎が癒されている事を証明されました。
 
　一家の長である長老に対しては、まず「安息日を聖別すること」が求められました。牧師
は「集会とは、霊の糧を得て、一週間、サタンの攻撃から身を守るための武具をつける場所
です。安息日を聖別する事については、神の戒めとして聖書に書かれています」と話しまし
た。長老は、その言葉を素直に受け「一週間、丸裸で過ごしたくはない」と思い、すぐに、
意志を向けて日曜日休みを求めました。長老は産婦人科医という仕事柄、当然、当直や、
日曜勤務もありましたが（24 時間 365 日出産は行なわれるため）、休日希望は全て日曜日
とし、その分、平日は誰よりも熱心に働き、「何でもやります！」という姿勢で仕事に向かう
ことにしました。感謝な事に、助け主聖霊が働いて、同僚からの非難の声は一切ありません
でした。
 
　長老は、安息日の聖別と同時に「十分の一献金」についても、マラキ書３章６節～１２節
を通して語られました。当時は家を新築したばかりで、ローンの返済も決して余裕をもった
返済プランではなかったため、とても収入の十分の一を出す余裕はないと思ったそうですが、
唯一神を試してもよいとおっしゃって下さっているという事を信じ、行ないました。一家の
長としての、最初の決断でした。献金を始めて１か月も経たない内に、新たな命（長女）を
授かっていることが分かりました。生命に関わる仕事をしている者として、献金による祝福
とは、こういう事なのか！と驚き、【見よ、子供たちは神から賜わった嗣業であり、胎の実
は報いの賜物である。】（詩篇127 :3）を示され、感謝したそうです。
　当初は、献金をしながら生活していけるか不安でしたが、実際にふたを開けてみると、不
思議と大きく家計が赤字になることもなく、常に守られていることが分かったそうです。そ
して、献金を始めて４年後には、他の病院からスカウトを受けて職場が変わり、さらに祝福
されて、年収が２倍になりました。長老は、新たな職場に導かれる際にも、自身がクリスチャ
ンであることを表明して、安息日を聖別することを求めていきました。信仰を忠実に表明し
た時に聖霊は働き、日曜日を休日とすることを認めてもらい、転職することになったのです。

安息日を聖別することの大切さと、十分の一献金をしていくことに伴う祝福
～聖書に基づいた子育て～

実 録
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　牧師は、決して自分の意見は言わずに、いつも「聖書にこう書かれているから」と伝え、
私たち羊を導いてきて下さいました。感謝なことに長老夫妻は、みことばで言われる事に対
して、無視はできない、うやむやにはできないという聖霊からの強い思いを入れられていた
ため、全て、「アァメン！」と言って従ってきました。
　長老家族は、詩篇１２７篇・１２８篇をあらわす「クリスチャン家族の雛型」としてぶどう
の木に与えられた家族であり、聖書のみことばに従って行なう子育てとはどういうもの
なのか、一つ一つ体験体得していきました。３人の子供たちが成長していく中で、両親として、
子供と一緒にまず神の国と神の義を求める選択をしなければならない機会がたくさん
ありました。
 
　救われた当時、長男と次男は、習い事をいくつかやっていましたが、長老夫妻は牧師を
通して、「これができる！これが得意！というバッジをつけるような子育てではなく、内面を
育てることが大切です。内面が良い土壌であれば、どんな種をまいても立派に育ちます。
何でも喜んでできる子に育つのです」と語られました。
　小学生だった長男が、スーパードッジのクラブに所属したいと言った時、年に一回、日曜
日に大会があることが分かりました。そこから、長男と母親であるＳ姉妹は、話し合いました。
年に一回なら大丈夫か…その日ぐらいは集会を休んでもいいか…と、安易に考えてしまうの
ではなく、その大会当日＝安息日に、大事なメッセージが語られるとしたらどうか？という
視点で考えた時、安息日を守る１回を大事にしたいと決断し、スーパードッジのクラブへの
所属はやめました。
　また、中学に入って部活を決める際も、長男はバスケ部に、次男はテニス部に入りたいと
いう思いがありましたが、日曜日に練習や試合がある事は目に見えていたため、二人は、イ
エス様に戻って聞きました。その時、長男は、【日を重んじる者は、主のために重んじる。
また食べる者も主のために食べる。神に感謝して食べるからである。食べない者も主のた
めに食べない。そして、神に感謝する。】（ローマ 14 :6）を頂き、【主のために食べない】
ことを決め、日曜日を聖別できる部活に入りました。
　次男も、まず神の国と神の義を求めて、兄と同じ部活に入りました。それが正しかったの
かどうか、イエス様は必ず分かりやすく教えて下さいます。二人が所属した部活には、小学
５年生で救われた牧師の次女であるＮ姉妹が福音をして救われた友達、当時イエス様の事を
共に伝えていた友達が、顧問をしていたのです。まさに奇跡の再会でした。彼女は、救われ
た後に親からの迫害によって、イエス様から離れてしまっていましたが、イエス様はどこま
でも彼女を愛していたため、生徒となった二人を通して、改めてご自身の事を思い出させた
のです。一人の魂の救いのために、神がどれだけ恵み深いお方か、神の緻密な計画によって
再会できた事、神の声を聞いて肉の思いではなく霊の思いに従った二人を通して出会えた
奇跡に、Ｎ姉妹も群れの皆も驚き、喜びました。二人がイエス様のためにした決心＝主の
ために食べなかった事で、長老家族はキリストの思いで、主のための福音の働きをする事が
できたのです。

　長女は、月曜日に生まれ、その週の日曜日（生後 7 日目）から集会に参加してきました。
幼稚園のころに、賛美の働き人の姿を見て、自分もピアノが弾けるようになりたい！と思い、
ピアノ教室に通うようになりました。その中で、先生に推薦された子だけが参加できる
ピアノコンクールの話がきて、長女は喜びました。しかし、コンクールの日は日曜日でした。
肉の親心としては、長女を参加させてあげたいという気持ちもありましたが、イエス様は、
何のためにピアノを始めたのかという原点に戻して下さいました。ピアノコンクールに出て
賞をとるためにピアノを始めたのではない事、すでに賛美の働き人として集会でピアノを弾
いている自分が、集会を休んでいいのか…賛美の働きをするために、ピアノを始めたのでは
なかったか…母親であるＳ姉妹が長女に語っていくと、長女の霊の思いが肉の思いに勝り、
ピアノコンクールではなく、集会へ参加する事に決めました。その時、二人が頂いたみこと
ばは、【あなたがたは知らないのか。競技場で走る者は、みな走りはするが、賞を得る者は
ひとりだけである。あなたがたも、賞を得るように走りなさい。しかし、すべて競技をする
者は、何ごとにも節制をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするが、わたしたちは朽ち
ない冠を得るためにそうするのである。そこで、わたしは目標のはっきりしないような走り
方をせず、空を打つような拳闘はしない。すなわち、自分のからだを打ちたたいて服従させ
るのである。そうしないと、ほかの人に宣べ伝えておきながら、自分は失格者になるかも
知れない。】（Ⅰコリント9:24~27）でした。この「朽ちる冠を求めるのか、朽ちない冠を
求めるのか」は、クリスチャンホームにおける子育てにおいて、一つの大きな指針となって
います。

　神道、仏教が土台の日本、聖書真理を知らないで行われる地域行事や学校教育において、
クリスチャンが信仰を守り生きていくことは非常に大変です。子供会での祭り参加、修学旅
行では神社仏閣を巡り、学校行事はほとんど日曜日に行なわれます。長老夫妻は、そんな日
本人が当たり前に受け入れて来たことに、一つ一つ異議を唱え、それが本当に必要な事か、
子供が参加すべき事かを、見極め判断してきました。その中で、子供の霊性を守るために、
参加しないという選択をしてきた事もありました。子供たち自身も、意味がないと思い同意
してきました。
 
　長老夫妻は、救われる前までは、学校行事は両親揃って観に行くのが当たり前であり、救
われた後も、それがクリスチャン家族としての栄光であると思っていました。特に学習発表
会や運動会はそうあるべきだと思っていましたが、イエス様は、【もしわたしたちが、この
世の生活でキリストにあって単なる望みをいだいているだけだとすれば、わたしたちは、す
べての人の中で最もあわれむべき存在となる。】（Ⅰコリント 15:19）とおっしゃいました。
中途半端な歩きをするなら、私たちは、最もあわれむべき存在です。安息日を聖別して神の
言を聞くことなしに、何も得ることはできません。長老夫妻は、このみことばに従い、両親
揃ってではなく、どちらかが送迎の役割も兼ねて観に行き、もう一人は、他の子供たちを連
れて集会に参加するようになりました。神は、その心を見て下さり、母親であるＳ姉妹には
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学校において役職を与え、２部構成で行われる発表会では、一般の保護者が入ることのでき
ない午前の部（集会は午後から）に特別席・来賓席で見ることのできる特権を与えて下さい
ました。神に意志を向けたら、聖霊が働き、全てをかえりみて下さったのです。
 
　この世で生きている以上、クリスチャンは世の中の “ 当たり前 ” に逆らって生きていかな
ければなりません。それが肉的に辛くて、妥協してしまうクリスチャンもいるでしょう。迫
害を恐れて黙って従っている人もいます。それによって、今や、毎週安息日を聖別している
クリスチャンは、減る一方です。献金に関しても同様でしょう。
　Ｓ姉妹は、「自分の行いに倣って、周りが罪を犯すとしたらどうか。福音を伝えていても、
『あなたもやっているじゃん！』と言われるような事がないようにしたい！」という思いで
いるのだと話してくれた事があります。聖書を土台とした人生、みことばを行う人生を送る
ことが、人として “ 当たり前 ” であると、人間を造った神が定められました。ですから、
クリスチャンが世の中の常識や、やり方に流されてはいけないのです。聖さという品位を
保ち、神＝聖書に従う人生がどれだけ幸せで平安であるかを、私たちは、自身を通してあらわ
していかなければならないと語られました。
　そして、すでに親になっている人、これから親になる人は、神から授かった子供、預かった
子供をどのように育てていくべきか、神の言である聖書から学んでいかなければなりません。
岩の上に教会を建てていれば、どんな事が起きても倒れることはありません。神の教えに
逆らって、自分の考え・やり方で生きるからこそ、問題が生じると倒れるのだと、私たちは
みことばで再確認しました。
 
マタイによる福音書７章２４節～２７節
【それで、わたしのこれらの言葉を聞いて行うものを、岩の上に自分の家を建てた賢い人に
比べることができよう。雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても、
倒れることはない。岩を土台としているからである。また、わたしのこれらの言葉を聞いて
も行わない者を、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。雨が降り、
洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまう。そしてその倒れ方は
ひどいのである」。】

　小学 1 年生で救われた長老夫妻の長男は現在大学生ですが、人生における大きな選択を
前に、彼はイエス様に聞きみことばをもらい、自分の進むべき道を決定しました。大学進学
の際、彼は、神の家族に以下のようにメールで報告してくれました。
 
　「大学の事に関してみことばをもらいました。
ローマ 8:26~39、第１テモテ 4:11~16、ルカ 5 :1~11
テストは計３回受け、２回は生物学部だけを志望していましたが、一つの学部を握りすぎて
はいけない、もっと視野を広げるべきだと、イエス様が父を通して語って下さり、最後の１回

は学部を３つ志願しました。扉が開いた道は生物ではなく、地球環境を勉強する道でした。
それは、昨年１月に与えられたレポート（このまま行けば 2040 年には海抜が 70 ｍ上がる）
や、終わりの日に近づいている中で示されている環境の変化に繋がるものであり、自分では
予想もできない神の計画を知ることができました。自分が４年間勉強するにふさわしい内容
だと思います。第１テモテ 4:15 に【すべての事にあなたの進歩があらわれるため、これら
の事を実行し、それを励みなさい。】と書かれてある通り、高校を卒業して大学生に進歩
できること、これから進む道の中で勝利が約束されていること、また、イエス様に従えば
すべてのことが益となることに感謝し、喜んで進学しようと思います。」
 
　クリスチャンホームで育った子供たちに信仰はあるのか？嫌々安息日に集会に参加してい
なかったか？その答えは、成長した時に、はっきりと見えてきます。彼は高校卒業を迎える
前に、牧師から「群れの働きだけではなく、神から預かった一人一人の羊が良い実を結んで
いなければ、牧師として神の御心を行なっているとは言えません。イエス様を知っていて良
かったですか？信じてきて良かったですか？」と尋ねられた時、「はい！大学も毎週集会に
参加できる事を求めて選びました」と答えました。彼の内に、確固たるイエス様との一対一
の関係がある事が分かり、感謝しました。

詩篇１２７篇
【主が家を建てられるのでなければ、建てる者の勤労はむなしい。主が町を守られるので
なければ、守る者のさめているのはむなしい。あなたがたが早く起き、おそく休み、辛苦の
かてを食べることは、むなしいことである。主はその愛する者に、眠っている時にも、なくて
ならぬものを与えられるからである。見よ、子供たちは神から賜わった嗣業であり、胎の実
は報いの賜物である。壮年の時の子供は勇士の手にある矢のようだ。矢の満ちた矢筒を持つ
人はさいわいである。彼は門で敵と物言うとき恥じることはない。】

詩篇１２８篇
【すべて主をおそれ、主の道に歩む者はさいわいである。あなたは自分の手の勤労の実を食べ、
幸福で、かつ安らかであろう。あなたの妻は家の奥にいて多くの実を結ぶぶどうの木のよう
であり、あなたの子供たちは食卓を囲んでオリブの若木のようである。見よ、主をおそれる
人は、このように祝福を得る。主はシオンからあなたを祝福されるように。あなたは世に
あるかぎりエルサレムの繁栄を見、またあなたの子らの子を見るであろう。どうぞ、イスラ
エルの上に平安があるように。】

箴言３章１節～２６節
【わが子よ、わたしの教を忘れず、わたしの戒めを心にとめよ。そうすれば、これはあなた
の日を長くし、命の年を延べ、あなたに平安を増し加える。いつくしみと、まこととを捨て
てはならない、それをあなたの首に結び、心の碑にしるせ。そうすれば、あなたは神と人と
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の前に恵みと、誉とを得る。心をつくして主に信頼せよ、自分の知識にたよってはならない。
すべての道で主を認めよ、そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を見て賢
いと思ってはならない、主を恐れて、悪を離れよ。そうすれば、あなたの身を健やかにし、
あなたの骨に元気を与える。あなたの財産と、すべての産物の初なりをもって主をあがめよ。
そうすれば、あなたの倉は満ちて余り、あなたの酒ぶねは新しい酒であふれる。わが子よ、
主の懲しめを軽んじてはならない、その戒めをきらってはならない。主は、愛する者を、
戒められるからである、あたかも父がその愛する子を戒めるように。知恵を求めて得る人、
悟りを得る人はさいわいである。知恵によって得るものは、銀によって得るものにまさり、
その利益は精金よりも良いからである。知恵は宝石よりも尊く、あなたの望む何物も、これ
と比べるに足りない。その右の手には長寿があり、左の手には富と、誉がある。その道は
楽しい道であり、その道筋はみな平安である。知恵は、これを捕える者には命の木である、
これをしっかり捕える人はさいわいである。主は知恵をもって地の基をすえ、悟りをもって
天を定められた。その知識によって海はわきいで、雲は露をそそぐ。わが子よ、確かな知
恵と、慎みとを守って、それをあなたの目から離してはならない。それはあなたの魂の命と
なりあなたの首の飾りとなる。こうして、あなたは安らかに自分の道を行き、あなたの足は
つまずくことがない。あなたは座しているとき、恐れることはなく、伏すとき、あなたの
眠りはここちよい。あなたはにわかに起る恐慌を恐れることなく、悪しき者の滅びが来ても、
それを恐れることはない。これは、主があなたの信頼する者であり、あなたの足を守って、
わなに捕われさせられないからである。】

　第二次世界大戦後、敗戦国民となった日本人は、アメリカＧＨＱからの「３Ｓ政策」なる
ものによって自分で物事を考える力を失いました。そして人の目や言葉ばかりを気にして、
大多数の人と同じならば安心するという、「赤信号みんなで渡れば怖くない」という言葉
そのままの習性を持つ国民にされてしまいました。３Ｓ政策とは、①スクリーン（映画、テ
レビ、ゲーム、芸能人）②スポーツ③セックス（性産業）を日本人の生活の中に入れ込み、
これによって人々を洗脳していく政策です。戦後生まれの私たちは、生まれた時からすで
にこの政策の中で育てられてきたわけですから、全く違和感がありません。テレビを付け
れば、低次元の話題ばかりを繰り返され、本当に日本人として注視すべき事、知らなければ
ならない真実は隠されてきましたし、低次元のそれらを見聞きしているうちにまともに物事
を考える思考が奪われていきました。その日暮らしで今が楽しければ良いと言い、アイドル
（偶像）に熱をあげたり、テレビで言われる報道や見解が全て正しいのだと思い込まされ、
今や情報に振り回されて右往左往するばかりです。不倫や離婚も、芸能人がしていれば、そ
こまで大変な問題ではないと思い込まされてきました。また、現実から逃避できるようなゲー
ムに楽しみや癒しを求めて逃げ込んだ結果、深入りしてしまい日常生活がままならなくなっ
たり、残忍な内容に感化されて様々な問題行動に出る人達もたくさんいます。特に男性たち
は、野球やサッカーといったスポーツに没頭させられてきました。教育現場では、子供たち

に部活動が強いられ、強豪校ともなれば学校をあげて盛んにもてはやされ、子供たちは部活
に入ることによって週末も部活一色の生活となります。これでは安息日を聖別することな
ど不可能です。両親が一人の子供の部活につきっきりでいて、他の兄弟姉妹を放任して
いるならば、非行に走ったりさみしい思いを膨らませたりする子供も増えていきます。そして、
欧米諸国から「売春天国」と言われていた時代があったほど、日本には風俗やキャバクラが
たくさん生まれました。映画やテレビ、本など、様々な媒体を通して性の多様化や、倫理に
もとる情報が垂れ流され、今や子供たちでさえもそのようなものにさらされ汚されているの
です。このように３Ｓ政策が意図的に生活の中心になる事によって、国民は物事を深く考え
たり、正しく判断できないようになり、アメリカ側からすれば、日本人をアメリカに従順
な奴隷にしていったということです。

　今まで福音によって大勢の人が救われてきましたが、いざ日曜日の集会への参加・安息日
の聖別となると、趣味ができなくなるという理由で集会への参加を拒んだり、部活や模試が
邪魔をしてきました。日本は、世界の教育戦争に勝つために、大量の宿題と、複数の模試で
子供たちを縛り、点数至上主義の教育をさせ、物事を考えられない、コミュニケーションが
取れない人間を育ててきたとも言えます。日本人を聖書に向けさせない策略が、戦後からしっ
かりと張り巡らされ、それは神が教える家庭・家族の在り方への崩壊にもつながっていたの
です。これは、安息日を聖別させまいとするサタンの策略そのものでした。長老家族が
子育ての中で戦ってきたものは、まさにこのサタンの策略だったのです。長老家族は、こ
の “ 日本人白痴化計画 ” と言われる３Ｓ政策を知った時、自分たちは神の律法を守り従うこと
によって、気付かぬうちにサタンの仕掛けた罠から逃れてきた年月を送ってきたのだと
悟りました。日本においては、狭き門、細い道でありましたが、そこを通ることによって
足元をすくわれることなく、流されることなく、悪しき者から守られ続けてきた恵みに感謝
しました。

ローマ人への手紙１３章１１節～１４節
【なお、あなたがたは時を知っているのだから、特に、この事を励まねばならない。すなわち、
あなたがたの眠りからさめるべき時が、すでにきている。なぜなら今は、わたしたちの救が、
初め信じた時よりも、もっと近づいているからである。夜はふけ、日が近づいている。それ
だから、わたしたちは、やみのわざを捨てて、光の武具を着けようではないか。そして、宴楽
と泥酔、淫乱と好色、争いとねたみを捨てて、昼歩くように、つつましく歩こうではないか。
あなたがたは、主イエス・キリストを着なさい。肉の欲を満たすことに心を向けてはならない。】

マタイによる福音書７章１３節～１４節
【狭い門からはいれ。滅びにいたる門は大きく、その道は広い。そして、そこからはいって
行く者が多い。命にいたる門は狭く、その道は細い。そして、それを見いだす者が少ない。】
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ローマ人への手紙１２章１節〜２節
【兄弟たちよ。そういうわけで、神のあわれみによってあなたがたに勧める。あなたがたの
からだを、神に喜ばれる、生きた、聖なる供え物としてささげなさい。それが、あなたがた
のなすべき霊的な礼拝である。あなたがたは、この世と妥協してはならない。むしろ、心を
新たにすることによって、造りかえられ、何が神の御旨であるか、何が善であって、神に喜
ばれ、かつ全きことであるかを、わきまえ知るべきである。】

ヨハネによる福音書１７章１７節〜１９節
【真理によって彼らを聖別して下さい。あなたの御言は真理であります。あなたがわたしを
世につかわされたように、わたしも彼らを世につかわしました。また彼らが真理によって聖
別されるように、彼らのためわたし自身を聖別いたします。】

コリント人への第２の手紙１３章８節
【わたしたちは、真理に逆らっては何をする力もなく、真理にしたがえば力がある。】

　「神に喜ばれ、かつ全きこと」とは、真理に従うことです。真理とは、“ 神が定めたいつど
んな時にも変わることのない正しい物事の在り方 ” を言います。神は唯一の真理を、聖書を
通して私たちに教えて下さっています。私たちは、今まで述べてきた、牧師、兄弟姉妹の
あり方、証について、そして安息日（集会、賛美、献金）のあり方が、神の教会・クリスチャン
における真理であると学んできました。

　今の時代を生きている私たちは、先人たちからリレーのバトンを受け継いで走っている
走者、アンカーです。多くの証人、信仰の勇者たちが見守っている中、彼らと同じように、
信仰の導き手であり、その完成者であるイエス様を仰ぎ見つつ、ゴールまで走り抜かなけれ
ばなりません。主の再臨・携挙が近いと聞くと、ますますゴールは近く、この時代を走って
いる私たちクリスチャンの任務は大きいと痛感します。
　ぶどうの木の羊たちは、牧師を通して何度も、「いっさいの重荷と、からみつく罪とをかな
ぐり捨てて武具を付け、賛美の衣を着て走っていますか？」と問われてきました。ガラテヤ
人への手紙６章５節に【人はそれぞれ、自分自身の重荷を負うべきである。】と書かれてある
ように、この世で生きている以上、肉に重荷を負う事はあります。しかし、それは自分がまい
てきた重荷です。人は自分のまいたものを刈り取りますから、自分の肉にまく者は、肉から
滅びを刈り取ります。ですからクリスチャンとされた私たちは、自分自身を吟味し自分の肉
を制して、みことばに従い続けなければなりません。

　実際、クリスチャンであっても、世の中の人と同じ事で悩んでいる状態の人はたくさん
います。人は握ったものをもって滅ぼされていきます。クリスチャンがひとたび何かを
握れば、サタンはそれを巧みに使ってイエス様から引き離し、自分と姦淫させるように働く
のです。握ったものに関心がいけば、やがてそれが自分の重荷となります。そして不信仰の
パン種が膨らみ喜びが失われていきます。私たちは日常生活の中で、どれだけ肉に重荷
を負っているでしょう。自分の思いや欲望を持ったまま、聖霊が充満することは決してない
のです。
　そして、からみつく罪をかなぐり捨てる以前に、自分自身にからみつく罪を自覚している
でしょうか？罪に対する自覚は、救われて霊がよみがえってはじめて生まれます。自分の間
違っているところはどこか、何に恵まれずに罪を犯しているのかが分かるようになります。
さらに、聖霊のバプテスマによって一度聖霊に満たされる体験をし異言を頂くと、霊的な
覚醒が起こり、自分の犯している罪の大きさや、救われる前の自分がどれだけサタンに翻弄
されていたかが、より明確に分かるようになります。長年歩き続けたトンネルから出て、
まぶしい太陽の光に照らされたように、自分の内側の隅々が照らされ、罪を告白せずには
おれなくなるのです。罪というのは、自分の頭でわかる範囲のものばかりではありません。
自分では罪だと思っていない事も、神の目から見た時に罪だと言われる事は多々あります。
その罪も悔い改め、そこから離れた時に初めて、神に善しとされる清い・聖い器になることが
でき、何が神の御旨であるか、何が善であって、神に喜ばれ、かつ全きことであるかが分かる
のです。
 
　【愛する者よ。あなたのたましいがいつも恵まれていると同じく、あなたがすべてのこと
に恵まれ、またすこやかであるようにと、わたしは祈っている。】（Ⅲヨハネ２）と書かれて
あるように、クリスチャンは、いっさいの重荷と、からみつく罪とをかなぐり捨てて、いつ
も魂が恵まれ、社会的にも経済的にもすべてのことに恵まれ、健康面においても健やかでな
ければなりません。このようなクリスチャンになるためのきよさが常に求められます。きよ
くならなければ、主を見ることも、神の力と祝福を受けることもできないからです。

ヘブル人への手紙１２章１節〜６節
【こういうわけで、わたしたちは、このような多くの証人に雲のように囲まれているのであ
るから、いっさいの重荷と、からみつく罪とをかなぐり捨てて、わたしたちの参加すべき競
走を、耐え忍んで走りぬこうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエ
スを仰ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、自分の前におかれている喜びのゆえに、恥をも
いとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。あなたがたは、弱り
果てて意気そそうしないために、罪人らのこのような反抗を耐え忍んだかたのことを、思い
みるべきである。あなたがたは、罪と取り組んで戦う時、まだ血を流すほどの抵抗をしたこ
とがない。また子たちに対するように、あなたがたに語られたこの勧めの言葉を忘れている、

「わたしの子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはなら
ない。主は愛する者を訓練し、受けいれるすべての子を、むち打たれるのである」。】

ま と め



126 127

ペテロの第 1 の手紙 1 章１３節〜１６節
【それだから、心の腰に帯を締め、身を慎み、イエス・キリストの現れる時に与えられる恵みを、
いささかも疑わずに待ち望んでいなさい。従順な子供として、無知であった時代の欲情に従
わず、むしろ、あなたがたを召して下さった聖なるかたにならって、あなたがた自身も、あ
らゆる行いにおいて聖なる者となりなさい。聖書に、「わたしが聖なる者であるから、あな
たがたも聖なる者になるべきである」と書いてあるからである。】
 　
　何も握らず、肉欲に満たされず、悪霊に支配されていないクリスチャン、聖なる者の土台
には、ガラテヤ人への手紙６章１４節があります。このように言えてこそ、神に喜ばれる
真のクリスチャンです。
 
ガラテヤ人への手紙６章１４節

【しかし、わたし自身には、わたしたちの主イエス・キリストの十字架以外に、誇とするものは、
断じてあってはならない。この十字架につけられて、この世はわたしに対して死に、わたし
もこの世に対して死んでしまったのである。】
 
　唯一の神であるイエス・キリストに出会い、救われた人は、皆が神に選ばれ神の御心を
行なうために立てられたキリストの兵卒です。今は終末の時です。様々なサタンの策略が
動き出し、それがすでに聖霊によって暴かれているこの時代に、私たちが重荷と罪を背負っ
ていては、神の御心を遂行することはできません。イエス様は、ご自身の前におかれている
喜びのゆえに、恥をもいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するにいたりました。

「イエス様すごい！優しい！」と感じる幼子の信仰にとどまるのではなく、“ イエス様がどう
歩かれたのか ” そこに目を留め、その歩きに倣わなければなりません。
　今、「私は罪と取り組んで戦う時に、血を流すほどの抵抗をし、完全に勝利しました！」
と神の御前で言えるでしょうか？ずるずると罪を引きずっているのであれば、一杯の食の
ために長子の権利を売ったエサウのように、神に捨てられ、悔い改めの機会を得られなく
なると警告されています。それがどれだけ恐ろしい事であるか、私たちは歩みの中で十分
に見聞きしてきました。罪を犯す意思も、罪から離れる意思も、自分自身に与えられている
からこそ、神の恵みからもれることがないように、「意思」を「意志」に変えて従っていき、
互いに訓戒し合わなければなりません。イエス様を知ったという恵み、イエス様に救われた
という恵み、イエス様のために仕える事ができる恵み、キリストの権威を頂いた恵み、永遠
の命を得た恵みに感謝して、しみも、しわも、そのたぐいのものがいっさいなく、清くて
傷のない栄光の姿の教会・キリストの花嫁となって、この終わりの時に真の神の光を放つ者
となりましょう。
 
　最後に、全てのクリスチャンが、聖霊によって、神の子を信じる信仰の一致、イエス様＝
みことばを知る知識の一致に到達することが神のみこころです。【わたしの民は知識が
ないために滅ぼされる。】（ホセア4 : 6 a）ことのないようにとおっしゃっています。真理は

一つですから、日本はもちろん世界中のクリスチャンも一つ思い一つ心でなければなりま
せん。同じイエス・キリストを信じているのなら、その霊によって必ず一つとなることが
できるのです。
　しかし、カトリックと一つになるという考えには要注意です。カトリックは、初代教会の
後に人間の考え、人間的な情欲によって生まれた異端・反キリストとしてサタンが生み出し
たものです。免罪符を発行し、マリヤを神格化しました。そして、人間を教皇として立て、様々
な神々（女神）を偶像崇拝していたローマ文明を取り入れ、同化させ、人々に受け入れられ
るようにして、その勢力を拡大してきました。１６世紀、活版印刷発明によって信徒が自分
で聖書を読めるようになった時、教皇の教えが聖書に反している事、免罪符を購入すれば罪
が許されるというのはおかしい事に気づいたマルティン・ルターを中心に、カトリックに抵
抗（プロテスト）する者たち＝プロテスタント信徒による宗教改革が起こりました。しかし、
ローマカトリックは、彼らを拷問し、弾圧しました。そのやり方が目に余り、社会批判に及
んだことで、次なる手としてプロテスタントを自分たちの支配下に入れるために神学校をつ
くり（つくらせ）、彼らを養うという名目で、教理を都合よく変えて教えたのです。
　患難前携挙説もその一つであり、それを信じる人々は、その後の７年の患難期３年半目に
新たな反キリストがあらわれると教えていますが、そうでしょうか？ダニエル書９章の７０
週の預言はＢＣ４５７年を起点とし、最後の７年間は、イエス様が公生涯に入られ、十字架
にかかるまでで３年半、そこから３年半後にステパノが初の殉教者になった時点で完結して
おり、その後、パウロはユダヤ人ではなく、異邦人に向かって福音を宣べ伝え今に至るのだ
と解釈している神学者もいます。ユダヤ人のための恩恵期間はすでに終わっており、主の再
臨（携挙される日）は１回だけ。すでにこの世には終わりの時の兆候が見られ、いつイエス
様が帰って来られてもおかしくないという説です。私たちは、その解説の方が霊ですんなり
と受け入れることができました。つまり、反キリストは、最初からカトリック・ローマ教皇
だという事、その事実から目をそらすためにつくったのが神学校であり、患難前携挙説なの
です。（※今イスラエルにいるユダヤ人ではなく、古代イエスラエル人・ユダヤ人の血統は、
日本人の中にこそいる、全員ではないが末裔がいると説いている学者もいます。最も神に反
逆してきた民は日本人なのだと思ってローマ人への手紙１１章２５節〜３６節を読むと、日
本人の覚醒が終末期のカギになる事が分かります。）
　カトリックは、神のみことばである聖書よりもローマ教皇の教えが上にあり、ついにその
ローマ教皇は、神が与えた（モーセの）十戒があるにも関わらず、新しい十戒をつくりました。
さらには、「神は愛です。信じますか？」と呼びかけ、宗教や人種の壁をなくして「神は愛」
という土台のもとに人類をまとめあげ、“ 宗教 ” を一つにしようとしています。平和と一致
を求めると言われるこの動きは、人間的には賞賛されていますが、神の目から見たら高ぶり
です。これは、ＮＷＯ（新世界秩序）の人口削減計画に歩調を合わせます。いつまでもカト
リックにプロテスト（抵抗）するために生まれたプロテスタントであってはなりません。
私たちは、カトリック教理は否定しますが、信徒を否定するのではありません。カトリック
信徒は、まずカトリックから出て、ローマ教皇やマリヤではなく、主イエス様だけを仰ぎ
見るクリスチャン・新生クリスチャンに生まれ変わり、イエス様のみことばだけに聞き従う



128 129

信仰に至れるようにと祈ります。カトリックが出てくる前の初代教会こそ、神が認めた真の
教会、クリスチャンの信仰の姿であり、全てのクリスチャン、教会が、そこに戻ることが神
の御心だからです。私たちは、人間の知恵ではなく、神の力・霊によって一つになることを
目指しています。真にイエス・キリストだけを信じるクリスチャンは、カトリック信徒が目
を覚ませるように、裁きではなく神の愛によって真理を語りましょう。その大胆さが必
要であり、それは他の “ 宗教 ” を信じている人々に対しても同じです。

テモテへの第１の手紙２章４節〜５節
【神は、すべての人が救われて、真理を悟るに至ることを望んでおられる。神は唯一であり、
神と人との間の仲保者もただひとりであって、それは人なるキリスト・イエスである。】

　また、クリスチャンが教団・教派に分かれて個々の宗教を作り上げることも、神のからだ
を分裂させることであり、神の御心に反します。同じイエス様に愛され、選ばれたことに
感謝し、心をつくし、精神をつくし、思いをつくし、力をつくして、神に喜ばれるキリスト
の肢体・神の家族となりましょう。そして、一致団結して福音を宣べ伝え、多くの魂をイエス・
キリストに勝ち取り、私たちの愛する主の来臨を待ち望みましょう。

エペソ人への手紙２章１４節〜１９節
【キリストはわたしたちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を
取り除き、ご自分の肉によって、数々の規定から成っている戒めの律法を廃棄したのである。
それは、彼にあって、二つのものをひとりの新しい人に造りかえて平和をきたらせ、十字架
によって、二つのものを一つのからだとして神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼして
しまったのである。それから彼は、こられた上で、遠く離れているあなたがたに平和を宣べ
伝え、また近くにいる者たちにも平和を宣べ伝えられたのである。というのは、彼によって、
わたしたち両方の者が一つの御霊の中にあって、父のみもとに近づくことができるからで
ある。そこであなたがたは、もはや異国人でも宿り人でもなく、聖徒たちと同じ国籍の者で
あり、神の家族なのである。 】

ヨハネによる福音書１７章９節〜１１節
【わたしは彼らのためにお願いします。わたしがお願いするのは、この世のためにではなく、
あなたがわたしに賜わった者たちのためです。彼らはあなたのものなのです。わたしのもの
は皆あなたのもの、あなたのものはわたしのものです。そして、わたしは彼らによって栄光
を受けました。わたしはもうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残っており、わ
たしはみもとに参ります。聖なる父よ、わたしに賜わった御名によって彼らを守って下さい。
それはわたしたちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。】

アァメン。

　１９８５年５月６日に、アメリカ・カリフォルニア州・ロサンゼルスにあったメロディー
ランド教会で、ビリー・ブリム女史を通して日本人に与えられた預言があります。

　大いなる光があの日本という国に臨みます。大いなる、大いなる、大いなる光です。聖書
にこう書かれてある……イエス様は朝の光のように、地に若草を芽生えさせる雨のように人に
臨むと。（サムエル下 23 : 4）イエス様の朝日の輝きはまず東洋にのぼり、その福音の光は
西洋におよび、今また東に帰ってこようとしています。（イエス様の弟子トマスが伝えた初代
教会の教え・原始キリスト教が東へと大陸を渡り、１９９年に日本に入ってきた歴史を知った
今、まず東洋にのぼったというこの預言の意味をはじめて理解できました。）あなたの生ま
れたあの国に神が大きく働かれるのをあなたは見るでしょう。神の光をあの国に見ます。神の
光がその民の上にあるのを見ます。

　そうだとも！あなたがたは光を見る。神の光がこの地球を行きめぐる。大いなる尊い光を
見る。あなたがたはまだ、真に輝く光を見たことがなかった。人間の思いの垣根というかげ
りの一切ない真の光を。しかし今この時に、栄光から栄光へと増し加えられていく、力に
溢れたその光が来るのを見る。あなたがたはさらに良く見えるようになる。このわたし、「有っ
て有る者」とよばれるこのわたしこそが、あなたにとって光となる。その光をあなたがたは
見るようになる。こうしてその福音の光、このみことばの光は、未だかつてそれを聞いた
ことのなかった人々の耳にとどまるようになる。それは超自然の大いなる光だ。このわたし
自身なのだ。

　わたしはあなたを暗きところから、あなたを取り囲む状態からあなたを引っぱりだす。もう
答えがないとあなたは思った。見ないか、あなたの神という光に目を向けよ。このわたしが
それだ。この暗い時代に神の光は輝きわたる。あなたはその神の光（力）を与える器となる。
しかしそのともし火は、わたしだけによってともされなければならない。この世によって曇っ
たり、汚れたりしてはならないのだ。わかるか。わたしの血によってきよめられた、純粋な
混じりけのない器。盛んに燃え続ける灯火（あかり複数）。あなたがたが洪水なのだ！

　わたしはあなたをわたしの心に引き寄せる。あなたの一部ではなく、すべてを明け渡すよ
うにとあなたを召す。この灯火となるために、自分の全身全霊を捧げるようにと召す。完全
にわが手によって治められるように。今、あなたの立っているこの場所で、それを本当に現
実のものとしてあげよう。それによって光を輝かすための、わたしに従順に応じる、聖なる器。

　わたしはあなたをふるう。わたしの力によって……あなたは生きのびる……この時代を。

あ と が き
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あなたは生きて死ぬことはない。……「なぜ！？」と叫ぶな。ただ聖別され、ひたむきに
専念しなさい。あなたに、そしてあなたをとおして、わたしが輝けるようにしてほしい。明け
渡せ！放せ！脱ぎ捨てよ！栄光に輝く花嫁にふさわしくないものは、すべて捨て去れ！
　あなたにそれができるようにした、と言ったではないか。いっさいの重荷を捨てよと。
わたしがしなさいと言うことはできるのだから……。捨てておきなさい、ふたたび拾い上げ
てはいけない。（中略）

　今もし幕を取り去りさえすれば、おおいなしに神の栄光を見る。神の教会が現れる。栄光
と恵みにあふれ、はっきりとした力の現れに満ちた教会。天にあって、永遠に離れることな
くわたしの前におらせるために計画した教会だ。だから定められた位置につくがよい。わた
しはあなたがたに言う、（あなたがたは）争いも分裂もまったくない、栄光のための容れ物
として用意されている。銀行には黄金が貯えられている。しかし、そんなものよりもはるか
にはるかにまさる富……人間の金庫にはおさめきれない大いなる富をおさめる器……。この
終りの時に、神の臨在……神の目的……神の言葉と力を注ぎ出す器たちよ。

　１９０６年にアメリカ・カリフォルニア州のロサンゼルスのアズサストリート（現リトル
東京）で、聖霊運動のリバイバルが起こりました。これがペンテコステ運動の発祥と言われて
います。
　１９０６年４月、黒人のクリスチャンたちは、ロサンゼルスのボニー・ブレー街の家に
集まりました。神の霊を待ち望むためでした。ウィリアム・シームアーという牧師もいました。
父親は元奴隷で、アメリカ南北戦争で戦いました。天然痘で片目の視力を失ってから、シー
ムアーはクリスチャンになりました。４月９日の夜、小さい集まりで使徒行伝２章４節から
メッセージをしました。【すると、一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろ
の他国の言葉で語り出した。】エドワード・リーという男性は、聖霊のバプテスマを受け、
異言を語り出しました。その後、ジェニー・ムアーという女性も聖霊に満たされました。「まる
で私の中から水が沸き上がり、あらゆる言葉となって口から流れ出ました」と彼女は証
言しています。
　４月末までに、人々が家から溢れ出てアズサストリートに移りました。１年後、１３００人が
集まるようになったのです。２階に癒された人々が捨てた松葉杖などがいっぱい積まれました。
　アズサストリートを通して、世界中で６億人が影響を受け、大勢の人が変えられました。
そして、「アズサストリート・リバイバル」と呼ばれるようになりました。この出来事がロ
サンゼルスの新聞に掲載され、全米に広がり、世間を驚かせる働きを巻き起こしたのです。
そして、彼らを通して何千人もの人が聖霊のバプテスマを体験しました。さらに、彼らを通
して何万人、何百万人もの人が変えられたのです。

　アズサストリートでのリバイバルの後、ロサンゼルスには沢山の聖霊派の教会ができまし
た。なかでも、アナハイム市のディズニーランドに隣接していたメロディーランド教会はそ

の中心となり、聞いた話では、当時２万５千人の信徒がおり、牧師は２４名在籍し、５千人
ずつ５回に分けて日曜礼拝をしていたそうです。ぶどうの木牧師の母教会の牧師も、兄弟姉
妹も、最初はメロディーランド教会の信徒でした。
　ぶどうの木牧師は、１９８５年５月に、アメリカ合衆国駐在員（１９８５〜１９９０年）
となった夫と、生後１１か月の娘（現ぶどうの木副牧師）と共にロサンゼルスに赴任した際に、
ディズニーランドの駐車場脇にあった大きな不思議な教会堂を見せられていました。
　しかし今、メロディーランド教会はありません。聖霊の力を放つ教会をサタンが放って
おきませんでした。牧師達は分派分裂し、みな癌で亡くなったそうです。メロディーランド
教会がサタンに食い荒らされて崩壊が迫る前に、ビリー・ブリムという女預言者が教会に
遣わされ、当時そこにいたぶどうの木牧師の母教会の牧師と、主に日系人の信徒約１００人が
前述した預言を受けて導き出され、新しい教会をつくりました。
　ぶどうの木牧師は、１９９５年に自身の仕事で日本（成田）からロサンゼルに向かう飛行
機（５６１人乗り）の中で、隣りに座った母教会の牧師の御主人を通して救われ、２年後に
再び来日し、浜松まで訪ねて来た彼を通して聖霊のバプテスマを受けました。そして、
１９９８年にロサンゼルスにある母教会に初めて導かれた時、「この群れが２０年待ち望ん
だ伝道者だ」と言われて按手を受け、日本に帰国したのです。

　その後、母教会もサタンの攻撃を受ける事になるのですが、ぶどうの木牧師はその前に
聖霊によって群れを去ることになりました。しかし、日本において伝道者としての召しは忠実
に果たし、たくさんの人が救われていきました。そして、せっかく救われ、真理に飢え乾い
ている人たちが、飼う者のない羊とならないよう牧師になるよう召され、２００７年９月
２日に、「ぶどうの木」ができたのです。
　アズサストリートから始まった聖霊の流れを受けている事を、羊たちは何度も牧師を通し
て聞いてきました。聖霊による爆発的な力のあった教会がサタンによって倒されていく中、
神は聖霊の火が消えないように、聖霊の力が守られるように、御心にかなう教会を建てて
いかれたのだと私たちは認識しています。
 
　かつて既成の教会から導かれてきた兄弟姉妹たちが、肉と霊の聖別の訓練につまずいて
群れを出て行った際、各教会の牧師に感情のままに悪口を言いふらした事もあり、浜松の牧
師会が私たちを警戒し、“ 異端・カルト ” と位置付けました。しかし、敵意という隔ての中垣
のない人達、牧師方からは、「ぶどうの木は初代教会のようだ」と言われてきました。
　私たちは、牧師の名前を公表していませんし、教会という建物がないため所在地がありま
せん。この１３年間、市内の施設や、家庭で聖書勉強会をしてきました。トラクトや本を出版
しても、「ぶどうの木」としか書いていません。これに対し、「ぶどうの木は実態が見えない。
得体がしれない」という声もありますが、私たちは、この世の富や名声を追い求め、高ぶり
の霊や、他者からの妬みの霊によって聖霊の働きを失ってしまったメロディーランド教会や、
母教会の二の舞を踏むことのないようにしなければならないと常に思ってきました。また、
全ての栄光はイエス様だけに帰すという思いで、個人名は出さない事も徹底してきました。
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ヨハネによる福音書１５章に書かれてある通り、ぶどうの木は、イエス様御自身です。また、
聖霊を教師として学んできた私たちは、神学を教えている既成の教会とは違うという位置づ
けで、「教会」とは付けずに活動してきました。
　教会という建物がないため、教会で人が導かれてくるのを待つという事はできません。皆
が置かれた職場や学校で福音を伝え、集会に導いてきました。安息日集会では、プログラム
もなく、毎週その場で牧師が油の注ぎを受けて３時間半メッセージをしています。集会に参
加できない遠方の兄弟姉妹も同じ様にメッセージを受けることができるように教えのブログ

（日本語・韓国語）を配信しています。さらに、月曜日から土曜日まで羊たちがタイムリー
に霊の糧を得たり、互いの状況を把握して祈り合ったり、証を喜び合えるよう、グループメー
ルで共有し２４時間３６５日途切れることのない牧会をしています。
 
 ２００７年４月に、ぶどうの木副牧師（筆者）が幼稚園教諭を辞め、後に牧師となる母と
共に浜松市に一件しかないクリスチャン書店「大空」で働き始めた時、教え子の母親（筆者）
が訪ねてきて救われました。当時は家庭集会をしていましたが、人数が増えて部屋に収まら
なくなり、同年９月に「ぶどうの木」として、浜松市の施設を借りて集会を行うようになり
ました。その頃、書店に置かれている『神学校問題への提言―諸集会の間に「聖書に反する
方法」が広まることへの警告―』（マイケル・ブラウン著／伝道出版社）という冊子に目が
留まりました。冊子には次のような事が書かれていました。
 
　『彼らはすぐれた知的能力と学識を持っていたが、集会の中で認められたものは、学問的
な能力ではなく、霊的な賜物のみであった。「集会の草創期」の指導者や教者たちは（他人
と比較した場合）「霊的な巨人」であったが、神学博士といったような学位や称号を用いた
者はその中に一人もいなかった。それどころか、そのような「名誉」を押しつけられたとき、
彼らはその受け入れを断固として拒否したのである。彼らは有名になりたいとも思わなかっ
た。教者としての信用をさらに高めるために、自分の名前に学問上の肩書きを付け加える者
が多かったが、彼らはそのようなことには見向きもせず、それどころか、自分の著作に自分
の姓名の頭文字だけしか書き込まないのが普通だった。彼らが与えようとしていた教訓は次
のようなものであった。すなわち、自分たちが提供しているのは聖霊の教えであり、自分た
ちはそのための単なる「管」にすぎず、したがって自分たちの教えは聖霊の霊的な力と魅力
に基づくということだった。
　以上、書き記したことは、現在、私たちの間で行われていることと何と大きな違いがある
ことだろう。一般の「教会」では、どのような肩書きや学位を書き添えることができるかによっ
て、一人の人間の地位や評判があらかじめ決定されているのである。そのような肩書きを与
えてくれる教育機関への参加を奨励することは、そのような態度を助長することになる。こ
のようなことはあるべき姿ではない。』

　この冊子の内容を受け、世の中の教会の在り方と違うから、牧師が神学校を出ていないか
らと言って、異端・カルトではない事、聖霊によらなければ牧会はできない事、牧師は神学

を教えるのではなく、常に自分の感情・意見をゼロにしてイエス様に自分自身を明け渡し、
羊とイエス様の間の「管・透明なストロー」となって、羊に１００％聖霊からの聖い水を流し
出すことが必要である事を知りました。悪霊の存在を伝え、悪霊を追い出しているだけ異言
を語るだけで「カルトだ」と言う人もいますが、その判断も大きな誤りです。神学校の弊害
を痛感します。悪霊の追い出しと異言は、使徒行伝の時代で終わったのではなく、今の時代
まで続いています。現に私たちはそれを行い、証明しています。
　世の中においては実態が見えないと言われる私たちですが、神には知られ、希望は失望に
終わることなく数々の証を頂いてきたことを感謝します。神の御心を行なわなければ、サタンの
餌食となって滅ぼされることを心に留めてきた歩みの中で、頂いてきたみことばが２つあります。

使徒行伝５章３８節〜４２節
【そこで、この際、諸君に申し上げる。あの人たちから手を引いて、そのなすままにしておき
なさい。その企てや、しわざが、人間から出たものなら、自滅するだろう。しかし、もし神か
ら出たものなら、あの人たちを滅ぼすことはできまい。まかり違えば、諸君は神を敵にまわす
ことになるかも知れない」。そこで彼らはその勧告にしたがい、使徒たちを呼び入れて、むち打っ
たのち、今後イエスの名によって語ることは相成らぬと言いわたして、ゆるしてやった。使徒
たちは、御名のために恥を加えられるに足る者とされたことを喜びながら、議会から出てきた。
そして、毎日、宮や家で、イエスがキリストであることを、引きつづき教えたり宣べ伝えたり
した。】

詩篇４１篇１１節
【わたしの敵がわたしに打ち勝てないことによって、あなたがわたしを喜ばれることをわたし
は知ります。】
 
　アァメン。今日も命が与えられ、主のために働ける事、今、聖霊によって生まれたトラクト
を全国で用いて下さっている方々がいる事を、心から主に感謝しております。皆様の上に、
イエス様からの３０倍、６０倍、１００倍の祝福と油が注がれます事をお祈り致します。

２０２０年９月２日






