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20210627レムナント教会1部 

 
預言者のメッセージ (マラキ書4:1-3) 

  

 なぜonlyの信仰になかなかなれないのか。今の言葉で申し上げると、なぜonlyとして編集されない
のかという質問をもって考えていきたいと思います。それはいろいろな理由が取り上げられるでしょう

けれども、未だに人になんらかの可能性があるだろうと意識的にまた無意識的にどこかで思ってるから、

聖書は only と語っているのに、それが自分のものとして編集されないでいます。そして、信者なのに
onlyにならないと、結局、福音以外のものに執着するようになります。また、頭の中が分散されて複雑

になり、脳の状態がまるでゴミ屋敷のようにいろいろなものが入り混ざった状態になります。それが霊

的な問題をもたらし、精神的な病、また肉体的ないろいろなトラブルをもたらしてしまうようになりま
す。なので神のみことばを通して、私たちの信仰、そして、脳の状態がonlyとしてしっかりとコーディ

ネートされるようにならなければなりません。 
 

 先週、私たちはイスラエルの王朝の歴史を考えました。そして、そのイスラエルの王朝の歴史と同時

代に活動をしていたのが預言者たちです。その預言者の言葉を記録したものが、預言者の書にあたるも
のです。そのときの預言者というのは、未来を予測する予言という意味ではなくて、神の言葉を預かっ

て、それを伝達する者という意味で、その預言の預の漢字が違うのです。預かるという意味なのです。

なので預言者の書に記録されているこの言葉は、神様が預言者に預けて、それを預言者が語ったものな
ので、神の言葉そのものになります。その預言者の書は、内容が結構な量になっているものを大預言書。

そして、内容が割と短いものを小預言書と分けています。大預言書は4つあります。イザヤ、エレミヤ、
エゼキエル、ダニエル。そして、その他の預言書は小預言書というように分けて言われています。そし

て、その預言書を最後にして、旧約の聖書が終わることになります。つまり、預言者の書というものは、

旧約の聖書を締めくくる旧約の神のみことばのまとめ、結論にあたるものと言って過言ではないという
ものです。その預言書にはどのような内容が書いてあるのでしょうか。その膨大な内容、また、時代も

いろいろな時代、いろいろな預言者によって、いろいろな背景を通して語られたものではありますけれ
ども、共通しているメッセージがあります。それが何かと言いますと北のイスラエルがどれほど堕落し

てしまったのかということを語り、それに対して神様のさばき、神様の審判を警告する内容です。そし

て、南のユダに対してもユダは違うかと言いますと、ユダも同じだったと、ユダの堕落の現状、それに
対してこのままだったら神様の審判が下るよという警告の内容です。イスラエルだけではなくて、周辺

の国々に対してもその堕落の状態、そして、結局は審判を受けるようになるしかないという警告の内容

なのです。そして、預言者はそのようなイスラエル、また、周辺の国々に向かって心から涙をもって叫
ぶのです。だから、このままではいけません。神様に立ち返りなさい。神のみことばを回復しなさいと

いうふうに訴えて叫ぶ内容が預言者の書の内容です。しかし、彼らは全く聞く耳を持たなかったという
ことも預言者の記録の共通点です。それをイエス様は、このようにおっしゃいました。マタイ 5：12。

『あなたがたより前にいた預言者たちを、人々はそのように迫害したのです』。預言者が神のみことば

を語ると、この預言者を迫害していたということです。それから使徒 7：52を見ますと、ステパノもそ
のように言っています。『あなたがたの父祖たちが迫害しなかった預言者がだれかあったでしょうか。

彼らは、正しい方が来られることを前もって宣べた人たちを殺したが、今はあなたがたが、この正しい
方を裏切る者、殺す者となりました』と言っています。全く聞く耳を持ちません。その結果、神様の警

告通りにその審判が下されて、周りの国から侵略されてすべてを奪われ、捕虜にされることもあったり、

そのような結果が書かれているものが預言書の内容です。それが旧約の聖書を締めくくるものだという
ことを覚えていてください。 

 

 それから、もう一つの特徴が、そのように警告通りにさばかれるしかない、本当にその通りにさばか
れましたが、その中で回復の希望のメッセージが語られます。その時代ではなくて、いつかという意味

で希望のメッセージが語られるのが共通点です。その希望のメッセージはいろいろな表現でありますが、
メシアが来られると今まで通りではなくて回復になりますよという内容が預言者の書の内容です。なの

で今日、その預言者の書を通して、私たちはどのような神様のメッセージを教えられるべきなのかとい

うことを考えていきましょう。今まで申し上げました内容を根拠にして、第 1、パウロはそれをこのよ
うにまとめました。これが預言者の書のメッセージであり、旧約の聖書の締めくくりなのです。結論な
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のです。 

 

1.すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができません。 
 

これがメッセージなのです。私たちは、人はそれぞれ、さまざまなので、可能性が少しでもどこかにあ
るだろうと思いますけれども、聖書は明確に歴史的な裏付けを通して、すべての人は北のイスラエルで

も南のユダでも周辺の国々でもすべてが罪を犯して全く希望などはありません、ということが聖書の結

論であり、締めくくりであり、預言者の書のメッセージなのです。このみことばが私たちの耳に聞こえ
てこないと、いまだに人間のどこかに可能性があるだろうと思っている限りは、このみことばがonlyと

して自分のものにコーディネートされないわけです。単語はいっぱい覚えて暗記してはいるかもしれま

せんけれども、それが問題ではありません。最近、柳先生が編集、編集という言葉を使っているのは、
聞いていたみことばがバラバラにあるものではなくて、正しく自分のものとしてコーディネートされて、

自分のものにならないといけない、そういう意味なのです。どのようにコーディネートされないといけ
ないのでしょうか。聖書が語っているのは、さまざまな歴史、いろいろな事柄、いろいろな出来事があ

りますけれども、1つなのです。それが正しくまとまってonlyなのです。今日は聖書の預言者の書の中

で、その膨大な内容でありますが、いくつかをピックアップして、この締めくくりに対して裏付けにし
て行きたいと思います。なので今日は聖書の個所を読み上げますので、耳を澄まして一緒に心を込めて

聞いていただきたいと思います。 

 
 イザヤ1：2-6にはこう書いてあります。『天よ、聞け。地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。「子ら

はわたしが大きくし、育てた。しかし彼らはわたしに逆らった。牛はその飼い主を、ろばは持ち主の飼
葉おけを知っている。それなのに、イスラエルは知らない。わたしの民は悟らない。」ああ。罪を犯す国、

咎重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背

を向けて離れ去った。あなたがたは、なおもどこを打たれようというのか。反逆に反逆を重ねて。頭は
残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで、健全なところはなく、

傷と、打ち傷と、打たれた生傷。絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえな
い』。これがイスラエルの状態です。だから、イスラエルは審判を受けるしかないし、希望などは全く見

られません。イザヤ64：6。『私たちはみな、汚れた者のようになり、私たちの義はみな、不潔な着物の

ようです。私たちはみな、木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます』。 こ
れは小説で大げさに表現しているわけではありません。これが人間なのです。特に、神様に選ばれて神

の奇跡と導きを味わっていたイスラエルがこういう状況です。これが人間なのです。皆さんの心の中で、

人間に対するこれっぽっちの可能性、だろうというものがすべて消えてなくならないと、言葉でonlyと
いってもonlyにはなりません。これがonlyなのです。onlyにならないと講壇のメッセージを聞いてい

ても、自分の問題が解決されないので、講壇のメッセージが恵みのないものだと勘違いして、どこかに
恵みにあるメッセージがないだろうかと一生さまようしかありません。それは誰かのメッセージの問題

ではなくて、only になっていないからです。ぜひぜひ聖霊の恵みによって、皆さんの心に「…だろう」

というものが、全部粉々になって、onlyという光が照らされることを祈りたいと思います。エレミヤ32：
30-32。『なぜなら、イスラエルの子らとユダの子らは、若いころから、わたしの目の前に悪のみを行い、

イスラエルの子らは、その手のわざをもってわたしの怒りを引き起こすのみであったからだ』。のみで
す。やっていることすべてが神を怒らせること以外にはなかったということです。信じますか。『この町

は、建てられた日から今日まで、わたしの怒りと憤りを引き起こしてきたので、わたしはこれをわたし

の顔の前から取り除く。それは、イスラエルの子らとユダの子らが、すなわち彼ら自身と、その王、首
長、祭司、預言者が、またユダの人もエルサレムの住民も、わたしの怒りを引き起こすために行った、

すべての悪のゆえである』と言われています。これが預言者の書です。預言者の証言、神のみことばな

のです。そして、周辺の国々に対してもナホム 3：1 を見ると、ニネべという国に対しての警告なので
す。『ああ。流血の町。虚偽に満ち、略奪を事とし、強奪をやめない』。これがニネべなのです。ナホム

3：4『これは、すぐれて麗しい遊女、呪術を行う女の多くの淫行によるものだ。彼女はその淫行によっ
て国々を、その魅力によって諸部族を売った』。これがニネベなのです。このニネべの審判が預言されて

いました。それから、エレミア50：11-12には、バビロニアのことと審判が預言されています。『わたし

の相続地を略奪する者たち。あなたがたは楽しみ、こおどりして喜び、穀物を打つ雌の子牛のようには
しゃぎ、荒馬のようにいなないても、あなたがたの母はいたく恥を見、あなたがたを産んだ者ははずか
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しめを受けた。見よ。彼女は国々のうちの最後の者、荒野となり、砂漠と荒れた地となる』とバビロニ

アに預言されてその通りになりました。それから、周辺の国の1つがアッシリアなのです。アッシリア

に対してイザヤ10：1に『ああ。不義のおきてを制定する者、わざわいを引き起こす判決を書いている
者たち』。イザヤ 10：12『主はシオンの山、エルサレムで、ご自分のすべてのわざを成し遂げられると

き、アッシリヤの王の高慢の実、その誇らしげな高ぶりを罰する』。そして、その通りになりました。も
う 1 つ申し上げると、エドムという国が周辺にありましたが、エレミア 49：13、『わたしは自分にかけ

て誓ったからだ。－－主の御告げ－－必ずボツラは恐怖、そしりとなり、廃墟、ののしりとなる。その

すべての町々は、永遠の廃墟となる』と、エドムについて預言されたその通りになりました。北のイス
ラエル、南のユダ、周辺の国々、つまりすべてなのです。しかし、神の栄光を受けることができない罪

を犯していて希望が全くありませんということが、預言者の書のメッセージであり、また旧約の聖書の

締めくくり、結論だということを改めて心に覚えましょう。パウロは、このような内容に精通していた
者で、彼がキリストと出会って福音を理解した後、それをこのようにまとめられました。少し長いけれ

ども、耳を澄まして聞きましょう。ローマ 1：21-31。『それゆえ、彼らは神を知っていながら、その神
を神としてあがめず、感謝もせず、かえってその思いはむなしくなり、その無知な心は暗くなりました。

彼らは、自分では知者であると言いながら、愚かな者となり、不滅の神の御栄えを、滅ぶべき人間や、

鳥、獣、はうもののかたちに似た物と代えてしまいました。それゆえ、神は、彼らをその心の欲望のま
まに汚れに引き渡され、そのために彼らは、互いにそのからだをはずかしめるようになりました。それ

は、彼らが神の真理を偽りと取り代え、造り主の代わりに造られた物を拝み、これに仕えたからです。

造り主こそ、とこしえにほめたたえられる方です。アーメン。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情
欲に引き渡されました。すなわち、女は自然の用を不自然なものに代え、同じように、男も、女の自然

な用を捨てて男どうしで情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対
する当然の報いを自分の身に受けているのです』。これが異邦人に対してのパウロの見解であり、聖書

のまとめというものです。続いて『彼らは、あらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちた者、ねたみ

と殺意と争いと欺きと悪だくみとでいっぱいになった者、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を
人と思わぬ者、高ぶる者、大言壮語する者、悪事をたくらむ者、親に逆らう者、わきまえのない者、約

束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です』と言われています。 
そして、ユダヤ人はどうなのか。ローマ 2：4-5。『それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くこと

も知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ところが、あなたは、かたく

なさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち、神の正しいさばきの現れる日の御怒りを自
分のために積み上げているのです』。ローマ2：9『患難と苦悩とは、ユダヤ人をはじめギリシヤ人にも、

悪を行うすべての者の上に下り』。ローマ 2：12『律法なしに罪を犯した者はすべて、律法なしに滅び、

律法の下にあって罪を犯した者はすべて、律法によってさばかれます』。結局は、律法のあるものもない
ものもみな一緒なのだと。罪ある者は人間自分で罪を解決することはできない。それはイスラエルでも

同じだし、周辺の強国と言われて、誇り高き国々でも結局同じだったということなのです。ローマ 2：
17-19『もし、あなたが自分をユダヤ人ととなえ、律法を持つことに安んじ、神を誇り、みこころを知り、

なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、また、知識と真理の具体的な形として律法を

持っているため、盲人の案内人、やみの中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自任して
いるのなら、』。イスラエルはこのように勘違いしていました。ローマ2：21-24『どうして、人を教えな

がら、自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら、自分は盗むのですか。姦淫するなと言いな
がら、自分は姦淫するのですか。偶像を忌みきらいながら、自分は神殿の物をかすめるのですか。 律法

を誇りとしているあなたが、どうして律法に違反して、神を侮るのですか。これは、「神の名は、あなた

がたのゆえに、異邦人の中でけがされている」と書いてあるとおりです』。それからこのように続いてい
ます。ローマ3：10-18『では、どうなのでしょう。私たちは他の者にまさっているのでしょうか。決し

てそうではありません。私たちは前に、ユダヤ人もギリシヤ人も、すべての人が罪の下にあると責めた

のです。それは、次のように書いてあるとおりです。「義人はいない。ひとりもいない。悟りのある人は
いない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、みな、ともに無益な者となった。善を行う人

はいない。ひとりもいない。」 「彼らののどは、開いた墓であり、彼らはその舌で欺く。」「彼らのくち
びるの下には、まむしの毒があり、」「彼らの口は、のろいと苦さで満ちている。」「彼らの足は血を流す

のに速く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また、彼らは平和の道を知らない。」「彼らの目の前には、

神に対する恐れがない。」』。これがイスラエル、そして諸国すべてに当てはまる内容です。今短くまとめ
ました。このような内容が膨大な預言書、長い年月に渡って記録されているその預言書の内容のすべて
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に当たります。これは聖書の締めくくりだということを改めて心に覚えましょう。なので預言書が終わ

る頃には、今日のマラキ書がその預言書の最後のものなのですが、そこでそのように締めくくっている

でしょう。今日読んでいただきましたところがそういう内容です。だから、旧約の聖書を正しく読んだ
者であれば、神様の恵みによりこの聖書がまとまったものであれば、なるほど、北のイスラエルも南の

ユダも諸国もどのような国もすべてがダメなので、希望は一つしかない。希望はonly、神様が最初から
約束されたメシア、キリストの他にはないのだねと。皆さんがただキリスト only と軽く言っているこ

とと、歴史と聖書の裏付けを通して、釘を刺して自分の頭の中にある人間に対して可能性があるだろう

という「だろう」はすべて消えてなくなるようにonlyにならないといけません。これが神の民に許され
ている特権であり、神のみことばがわかったということなのです。聖書を100回読んでもこのようにな

らないと、みことばが自分に編集されてない、コーディネートされていないものなのです。さまよいが

終わらないです。それを何かのせい、教会のせいにして合理化するだけであって、自分の飢え渇きがそ
のまま残っていて、霊的にさまよっているだけのことなのです。柳先生のメッセージもそのように使う

人も少なくありません。それは順番間違いなのです。だから、どこどこのメッセージがいいな、あるい
は、なかなか恵まれないなという方は、自分の中でonlyの方にフォーカスを合わせて、それで祈ってく

ださい。onlyにならないからなのです。知識の問題ではありません。これが預言者の書です。今日は聖

書を読み上げるので、結構時間がかかりそうです。希望はonly一つしかありません。預言者の書のもう
一つのメッセージなのです。締めくくりなのです。だから、パウロはこのようにまとめました。 

 

2.キリスト・イエスの中にある贖いによって、神の恵みによる値なしで義と認められることだけが希望
なのだと。 

 
キリスト・イエスのうちにある贖いによって、値なしで与えられる神の恵みによって義とされることだ

けが希望なのだと。それで預言者の書を見ますと、そういうことが預言者のところどころに、特に最後

の部分に散りばめられています。その中でいくつかピックアップして確認して行きましょう。イザヤ6：
13、さばきと警告と滅びの神のみことばの中でこれが言われていました。『そこにはなお、十分の一が残

るが、それもまた、焼き払われる。テレビンの木や樫の木が切り倒されるときのように。しかし、その
中に切り株がある。聖なるすえこそ、その切り株』。これはキリストが来られると、キリストは必ず来ら

れるから、そこに希望があるのだということです。イスラエルが、ユダが、すべて神を裏切り、さばか

れてダメになるしかないのだけれども、彼らを立ち帰らそうとしても聞く耳を持たない。だから、彼ら
には絶望するしかありませんが、希望はいつ来られるかわかりませんけれども、そのメシアに希望があ

るのだよと。これが旧約の聖書です。エレミヤ 31：33。『彼らの時代の後に、わたしがイスラエルの家

と結ぶ契約はこうだ。－－主の御告げ－－わたしはわたしの律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを
書きしるす。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる』。石板に書き記された十戒の神のみこ

とばでなくて、彼らの心に書き記すときが来る。いつでしょうか。メシア、キリストが来られたその時
にこういうことが起こると。エゼキエル 47：1『彼は私を神殿の入口に連れ戻した。見ると、水が神殿

の敷居の下から東のほうへと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮

の右側の下から流れていた』。その間の内容を略して47：12、『川のほとり、その両岸には、あらゆる果
樹が生長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月、新しい実をつける。その水が聖所から流

れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる』。これがいつこうなるのでしょうか。
神殿からいのちの水が流れ出て、イエス様がのどが渇いている者は私のところに来て飲みなさい。いの

ちの水が湧き出るからとおっしゃいました。イエス様ご自身が「わたしが神殿なのだよ」と。メシア、

キリストが来たときにこのようなことになるよと希望を預言していたわけです。それからご存知のよう
に、ヨエル 2：28『その後、わたしは、わたしの霊をすべての人に注ぐ。あなたがたの息子や娘は預言

し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る』。イエス・キリスト、メシアが来られた後、マルコのタラッパ

ンでこれが成就しました。メシア、キリストが来られて、そこにのみ希望がありますよと。ミカ 5：1『ベ
ツレヘム・エフラテよ。あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから、わたしの

ために、イスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは、昔から、永遠の昔からの定めである』。
このベツレヘムからイエス様が生まれました。この預言なのです。ここに希望があります。すべてが砕

けて、すべてが廃墟になっていく中で、この希望を握っていたわけです。ハバクク 3：17-18『そのとき、

いちじくの木は花を咲かせず、ぶどうの木は実をみのらせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を
出さない。羊は囲いから絶え、牛は牛舎にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの
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神にあって喜ぼう』。主にあって喜ぶというのは、神様がキリスト、メシアの約束を思い出させてくれた

のです。ここに希望があるので、すべてを失われることがあってもキリストに希望を託していた。これ

が預言者の書です。そして、これをパウロは、イエスキリストによってこの希望が成就したそのキリス
トと出会って、パウロはこのように旧約の聖書をまとめています。ローマ1：17。『なぜなら、福音のう

ちには神の義が啓示されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです。「義人は信仰によっ
て生きる」と書いてあるとおりです。 』。エペソ 2：8『あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救

われたのです。それは、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です』。キリスト・イエスのうち

にある贖い、救い、神の恵みによって義と認められること、それだけが希望なんだと。ピリピ 3：9『キ
リストの中にある者と認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、す

なわち、信仰に基づいて、神から与えられる義を持つことができる、という望みがあるからです』。これ

が預言者の書のメッセージであり、旧約の聖書の締めくくりなのです。もう逃げ場などはありません。
ここだけは避難の街などはありません。釘を刺して身動きが取れない、一言も何かを発することができ

ないように釘を刺すものなのです。世の中がどう変わろうが、周りの人にどれほど可能性がありそうで
も、それは人間の目にすぎないものであって、神様はおっしゃっています。すべての人は罪を犯したの

で。神に選ばれたイスラエルでさえ希望はありません。だから、来られるメシア、キリストだけが希望

なのです。onlyなのです。そこに何かを加える余地などは全く残っていません。ぜひ皆さん、ただメッ
セージを聞いて「うん、うんうん」ということもよろしいのですが、神のみことばが、特に福音のみこ

とばが Only として皆さんのものになり、整理され編集されてコーディネートされることを祈りたいと

思います。そこで本当に皆さんが心からヨハネ14：6節『わたしが道であり、真理であり、いのちなの
です。わたしを通してでなければ、だれひとり父のみもとに来ることはありません』。を告白することを

祈ります。わたしを通してでなければです。ペテロが言ったように、世界中でこの御名のほかに私たち
人間が救われる名としてどのような名も与えられていません。が皆さんの告白でるように。パウロは言

いました。旧約に精通していたパウロは1つ、勘違いしていたのです。律法を守れる人間だと思ってい

たのです。守ると祝福されて、守れない者はさばかれるという考え方を持っていたのです。人間に守れ
る可能性が少しでもあるかのように思っていたのです。キリストと出会って、私は罪人のかしらなのだ

ということに気づいて、ピリピ 3：8。今まで誇りに思って可能性だと思っていたすべてをちりあくたと
思う。キリスト・イエスしか私にはないのだよと。なんにも引っかかることはありません。Only です。

脳細胞が掃除されてシンプルにならないといけません。どういう勉強をしてどのように真面目な人生を、

あるいは汚い人生を送ってきたのか分かりませんが、そのすべてがすっきりと消えてなくなり Only キ
リストにならないといけません。そのみことばが Onlyになることによって、私たちの過去が Onlyとし

て解釈できるようになります。どのような人間とのふれあいだったのか、どういうことがあって、どう

いう事件があったのかわかりませんけども、これっぽっちもそれが否定的な意味、また、傷として残っ
ていてはまだまだ Only ではありません。Only ならそれが傷として残ることはできません。そして、そ

の Onlyになるからこそ、今日を生きて行くうちに Onlyの人として今日を生きるようになります。つま
り、どんなことがあろうが、どんな人間とぶつかろうが、原則つまずきなどはありません。試みに会う

ことなどはありません。本当に Only であれば、それを Only と言います。ひどい人間なのでしょうか。

私はキリスト、Onlyなのです、ひどい人間につまずく理由などはありません。でも、なかなかそうなら
ないでしょう。頭の中でひどい人間の悪いか良いかがいっぱいあるんじゃないでしょうか。それは Only

ではないからなのです。その人がひどいかひどくないかの問題の前に、私たちがオンリーではないから
なのです。聖書は、この膨大な歴史をその Onlyを裏付ける証拠として、身動きがとれない証拠として出

しているのです。神様のみことばが Only としてコーディネートされて過去のキズが消えて、今日のつ

まずきを乗り越えて、その時に皆さんの残りの人生が 100 年の答えを先に抱いて歩くものになります。
100年の答えというのは難しく思わないように。私たちは 100年生きるという意味ではありません。で

も、私たちが歩いていく人生そのものが 100年の答えに全部結びついているものなのです。5000種族、

47都道府県、1000大学、霊的な医者、サミットという未来に向かって歩いていくわけです。なぜでしょ
うか。Onlyだから。自分の未来が自分の人生がこれにちゃんと結びついているということに気付くよう

になり、何をしてもこの100年の答えとなり、歩くものになります。だから、人生そのものは素晴らし
いものになるし、カッコイイものになります。これがイエス・キリストの血潮によって、きよめられて

神の子どもに作り変えられ私たちに許されている祝福であり事実なのです。この 100 年の答えの中を

堂々と歩くための第一歩が何か、それが Onlyなのです。頭の中、ゴミ屋敷のようなもの、全部みことば
を通して掃除して、傷もつまずきも疑問の何も残らずに、誇りも自慢もがっかりも何も残らずに、キリ
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スト Onlyの人になることを祈りたいと思います。 

 

   
（祈り） 

恵み深い父なる神様。ありがとうございます。神様の一方的な恵みによって、神の子どもとして救われ
いのちが与えられています。しかし、古きものが私たちを邪魔しているので、神様のみことばが Onlyな

のに Onlyとして聞こえない、そういう問題があります。どうか今日のみことばを通して、私たちの魂が

砕かれて、そこに神の恵みが臨まれまして、御座の祝福が豊かにあふれることによって、Onlyとしてし
っかりと釘を刺すことができる、その祝福をひとりひとりに豊かに与えてください。イエス・キリスト

の御名によってお祈りいたします。アーメン 

 
 


