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20220102レムナント教会1部 

 
生ける水の川が (ヨハネ7:37-39）   

 

 新年あけましておめでとうございます。 
2022年、新しい年がスタートしました。この頃になりますと、ある人は今年こそはと思って新しい目標

を立てて、また夢を見ながら膨らませる人がいます。自分なりにこういう風になるだろうと描きながら

わくわくする人もいます。しかし、ある人は年が変わったからといって何か特別に変わることなどある
か。日常の繰り返しではないのか。別にそんなに…というドライな反応をする人もいます。また、ある

人は夢や目標を語る場合ではない。今、足元に火がついて、それが処理できない状態なのに夢だとか目

標だとか、それは贅沢なんだと言う人もいます。根っこから暗い人は、私のような人間に2022年だから
良いことがあるとは思えないよ。どうせそんなもんでしょ。私のような人間だから。そのようにスター

トから否定的な構えで新年を迎える、そういう人もいます。人間模様はさまざまでありますが、そうい
う中で信者、クリスチャンの私たちは、どのように2022年をスタートすればよいのでしょうか。それを

自分勝手に何かを考えるのではなくて、2022年だけではなくて、いつでもどこでもクリスチャンはこの

ようにスタートしなさいという模範の答えを神様は与えてくださいました。それが初代教会です。なぜ
初代教会なのかと言いますと、そこがスタートだからです。どんな状況であろうが、いつの時代でも信

者の場合にどのようにスタートを切るべきなのかという答えがそこにありますので、いつも初代教会を

モデルにして、模範の正解にして、そこを自分のスタートにして行きたいなと思います。 
 

 皆さんもご存知のように、その初代教会がどのように始めたのかと言いますと、 
まず第1に、絶対不可能な状況でスタートしました。 

 

 だいたい不可能な状況の場合は、そこでいろいろな否定的な反応があります。しかし、初代教会は人
間的には絶対不可能な状況でしたが、そこがスタートだったということがクリスチャンのスタートであ

り、また世の中の人が見たときには理解できない不思議な祝福なのです。なので、自分の限界にだまさ
れないで、惑わされないで、世のさまざまな模様を見て参考にしたりしないで、私たちはクリスチャン

なので世の人から見た時にはまったく理解できないけれども、私たちは絶対不可能な状況、そこがスタ

ートなのです。絶望でももがきでもなく、そこがスタートなのだという不思議な種族がクリスチャンな
のです。そこをスタートにしないといけません。その初代教会は当時イスラエルから始まりました。イ

スラエルはユダヤ教という宗教が国教であった状況です。そのユダヤ教は初代教会が信じているイエス

様を十字架で殺した団体、その宗教がユダヤ教なのです。そのユダヤ教が国教の状況の中で約120人ぐ
らいの人が集まってスタートしました。つまり、その人数というのは、ユダヤ教から見たときには砂の

一滴にもならない、そういう数字なのです。でも、そこからスタートしました。しかもそこに集まって
いる120名の人々がどのような人だったのかと言いますと、見捨てられた人と思われる人々、また疎外

されている人、失敗者、無能な人間、そういう人ばっかりそこに集まっていました。特に、その120人

の中の 70%以上は女性でした。当時、女性は人を数えるときに人数に入らない、そういう文化だったわ
けです。人間扱いされないような時代だったのですが、その女性が 70%以上でした。砂の一滴にも満た

ない人数で、そのわずかな人数の構成メンバーの実力がこのようなものだったのです。絶対何もできな
い不可能な状況です。しかもキリスト教というのは、ユダヤ教からまったく厄介もの扱いをされていた

ものなのです。だから、迫害されていたのです。「キリスト教というのはとんでもない。私たちの国、ユ

ダヤ教にものすごい害虫のようなものだ」という風に思い、それを消そうとして、激しい迫害があった、
そういう状況なのです。それにプラス、これはイスラエルの中でのお話であって、そのイスラエル自体

が当時大国だったローマ帝国の植民地だったのです。国の主権などは全くありません。その中のイスラ

エル、そのイスラエルの中の120人のメンバーだったわけですね。何ができるのでしょうか。まったく
何もできない、もうそのまま溺れて潰れるしかない、そういう状況だったわけです。そのような絶対不

可能な状況からスタートしました。しかし、なぜ神様は、このような状況からスタートさせたのでしょ
うか。神様に彼らを立派にスタートさせる力、能力がないからではありません。立派な組織を許されて、

そして立派な指導者を立てて、それから立派な施設を許されて、そういう状況の中からスタートさせる

こともいくらでも可能なのですが、このように不可能な状況からスタートさせたのは、神様のご計画で
あり、神様がそのように許したのでそういう風になりました。なぜ神様は初代教会が人間的に見たとき
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には絶対不可能だと思うしかない、そういう状況からスタートさせたのか、ここがいちばん肝心なポイ

ントです。 

 
 その理由が第2です。初代教会には人間的には絶対不可能になる状況をはるかに上回る、その絶望的

な状況がまったく問題にならない契約があったからです。 
 

 だから初代教会のスタートは、絶対不可能な状況をはるかに上回る契約だけを頼りにしなさいという

サインなのです。その契約だけを頼りにしてスタートすることがクリスチャンのスタートです。神様が
初代教会に与えられた契約というのはそのようなものです。先ほど申し上げました、短くまとめて申し

上げて、あまり実感がなかったでしょうけれども、人間的には本当に身動きが取れない、がっかりして

あきらめるしかない、言い訳ばかりに走るしかない、そういう不可能な状況に間違いありません。それ
を否定してはいけません。ごまかしてもいけません。しかし、世の中の人は知らない、気づいていない

でしょうけれども、だからすぐにつぶれるだろうという風に思っていたのですが、そのわずかな乞食の
ような120人の集まりの初代教会は、その不可能をはるかに上回る神からの契約を握っていたわけです。

ここが秘密なのです。ここがクリスチャンです。ここがキリスト教会です。ここが宗教ではないいのち

と言えるゆえんなのです。その契約だけを頼りにしなさい。これが初代教会のスタートであり、クリス
チャンの私たちのスタートです。その契約は何だったでしょうか。イエス・キリストがオリーブ山に弟

子たちを集めて、その契約をしっかりと説明して、それが彼らに刻印されるように集中されていたわけ

ですね。その契約、不可能をはるかに上回る、人間のすべての心配がいらなくなる、すべての言い訳が
通用しなくなるその契約は何なのでしょうか。その契約こそイエスはキリストという契約です。イエス

を誰もそのように認めないし、信じようとしていませんけれども、120 人の人は信じていました。イエ
スはキリストです。これが絶対不可能な状況をはるかに上回る、それに全く縛られることのない神の力

であり、契約なのです。クリスチャンはこの契約が与えられて、この契約だけを頼りにしてスタートす

るものなのです。 
 

 イエスがキリスだという契約はどういう意味、どのような内容なのでしょうか。イエス様が十字架の
上で宣言されました。すべてを完了したと。これがイエスはキリストという意味です。今このような状

況なのにすべてを完了した。このような問題があり、私は弱いのですよ。迫害の真っ最中ですよ。イエ

スはキリスト、すべては完了した。だから、すべての問題は終わったのだよ。これが契約です。こんな
に問題が多いのに、こんなに家庭内に問題だらけなのに、イエスはキリスト、すべての問題は終わった

のだよ。問題だらけなのに、実はキリストですべての問題は終わったのだよ。その問題の中ですべての

問題が終わったというのは、キリストの契約だけを頼りにして、前後左右を見ないでスタートしなさい。
義人は信仰によって生きる。世の中の人は A+B＝C。その法則の中を生きるものなので、今のこういう話

はまったく理解できません。残念なのはクリスチャンなのにその法則のままでこういう話が理解できず、
「私は今、病気なんですよ。何が終わりなんでしょうか」というその葛藤のまま、ずっと 10 年、20 年

信仰生活が続くことです。それはまだスタートしていないわけです。私には精神的な悩みがありますよ。

イエスはキリスト、もうすべてが終わった。この契約だけを頼りにして、これだけに絞って、ここから
スタートしなさいとおっしゃっているのに、まだまだ私は悩んでますよと。だからスタートを切ってい

ないわけです。皆さん、自分の人生を振り返って考えてみてください。良い信者になろうと、恵まれよ
うと、いろいろなもがきをしていたかもしれませんけれども、実はスタートを正しく切っていなかった

ということが判明されたのではないでしょうか。ここがスタートなのです。 

すべての問題が終わり、だけではありません。イエスはキリストというのは、すべての祝福を全部いた
だいたということです。死の影の谷を歩いているのになにが祝福なのでしょうか。それにもかかわらず

私は幸いな者、すべての祝福をいただいたのです。死の影の谷を無視して、ここをスタートにしないと

いけません。この契約、イエスはキリストという契約があるからこそ、絶対不可能な状況からスタート
したわけです。神様はとても面白い、とても不思議で、とても素敵な方ではないでしょうか。立派に可

能な状況からスタートすると福音の説明がつきません。福音が何かが理解できません。絶対不可能な状
況から、それをはるかに上回るものがあなたがたには許されているのだよ。そこに集中しなさい。1+1＝

2、こういう頭では理解できない、ここがスタートなのだよ。だから、むしろ頭の悪い人間の方が良い信

仰になる可能性が多い場合が結構あります。その頭のキャパシティにハメられない、それが神様の恵み
ですから。皆さんの肉、皆さんの頭の IQが全部壊れることを祈ります。これが契約です。イエスはキリ
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ストという契約が間違いなければ、どんな状況であろうが、どんなに不可能な状況であろうが全く関係

なく、そこに神の国、神の国のわざが臨まれるようになる。これが契約です。全く不可能な状況ですよ。

植民地なんですよ。その言い訳が通用しないのは、普通だったらその通りなのです。普通だったら私た
ちがぶつぶつ呟いているその通りかもしれません。しかし、クリスチャンには神の契約があります。神

の国が臨まれる契約。神の国のわざが現れる契約。神の国が臨まれると暗やみの勢力が砕かれて、福音
が宣べ伝えられて、しかも地の果てにまでたましいが救われる神の奇跡が、神のわざが現れるようにな

ります。どんなに絶望的な不可能な状況であっても。イスラムの国でも中国でも日本でも、どんなに絶

望的な状況でも。そのサンプルが初代教会です。その初代教会は、今のイスラムの国家より厳しい状況
でした。そこから始められました。神様は素敵な方なのです。神様は人間ではありませんということが

よく分かります。これが契約なのです。イエスがキリストだと信じている者が祈りますと神の国が臨ま

れる。それで福音宣教がなされてたましいが救われる神の願いが成就して行く。これは誰も止められま
せん。不可能な状況であろうが、どうであろうが、全く止められないし、全く問題になりません。なぜ

なのでしょうか。神の国が臨まれるように、神様はこの地のものに制限されない御座の祝福を持って働
いて、時間、空間に制限されないその力を持って働く、そして、自分、私という動機に制限されない237

を照らす光の力を持って働く方なのです。だから、不可能な状況が問題になりません。特に、この神の

国、神の国のわざをなさるために、神様は目に見えない天使を使いにして事を成して行かれる方なので
す。これが契約です。目に見えるものがすべてであるかのように思って、それはそれだ、問題は問題だ

と思っている限りはスタートになりません。だからスタートラインに立たないまま、いつもその前で荒

野のようにぐるぐるぐるぐるずっと教会生活をしていても、20 年、30 年、40 年経っていても、自分の
殻に閉じ込められて一歩も出られない。なんと悲しい残念なことでしょうか。契約を見ててください。

皆さんの弱さや状況ではなくて、神の契約を見ましょう。これがスタートです。 
 

 そして神の契約は、この神の国のわざを教会を通して、信者を通してなされるということが契約なの

です。だから、教会は尊いものであり、信者は大切な存在です。こんなにちっぽけなまるでゴミみたい
な人間の集まりなのに何ができるのでしょうか。だから、それが一切問題にならないように契約されま

した。教会信者を通して暗やみの世に神の国が臨まれるようにします。福音宣教がなされるようにしま
す。どのようにしてでしょうか。聖霊が臨まれると力を得て、そこにゴミみたいな害虫扱いされている、

無視されている信者、教会の内側に、聖霊の力を与えて、聖霊様が働くことによって神の国のわざを全

うできる力、霊力、知力、体力、経済力、人材力、そういう力が生まれるようになります。乞食だと思
っていたのに、そういう力が生まれます。障害者だと思っていたのに、そういう力が生まれます。全く

末端にいる、無視される、全く力のない人間だと思っていたのに、奴隷だと思っていたのに、そういう

力がそこから生まれてくるようになります。だから、不可能な状況が全く問題にならない、自分の限界
をはるかに上回る聖霊の力が与えられることが契約です。教会を通してなさいますので。イエスがキリ

ストだと信じる信者の自分がどれほど不思議な祝福の存在なのかを知らなければなりません。元旦のメ
ッセージでもありましたように、自分が知っている自分を早く脱ぎ捨てなければいけません。神によっ

て新しく造られた自分と向き合うこと、その自分と向き合った時に、この契約が自分のものになります。

そして、この契約に集中します。聖霊の力が与えられると、みんなに指差されていた者、全く気にして
いない、気にもかけていなかった奴隷のような人間が、証人として立たされることになります。ここが

スタートです。だから、神様は不可能な状況からわざわざ始められました。その不可能な状況をはるか
に上回る契約をお示しになるために。キリスト教会はその契約によって動かされるものだと言うことを

正しく示されるためなのです。契約だけを頼りにして集中すること、これがクリスチャンのスタートで

す。 
初代教会の場合は、これを 40日間、イエス様が直接講師になって彼らに集中させたので、彼らにこの契

約が刻印されました。この刻印されたままマルコのタラッパンに降りてきたわけです。皆さんも神様が

オリーブ山の集中が、皆さんにこの契約が、絶望的な不可能なさまざまな問題だらけの状況の中でそれ
を気にしないで、これだけに集中できる契約が刻印されるように神様が働かれることを信じています。

集中してください。難しい話ではないでしょう。イエスがキリストであれば、当たり前に神の国、当た
り前に聖霊の力。これが契約です。契約なしで物事を考えると、どんなに懸命に賢く考えても、結局は

最初から全部間違いなのです。それでこれですよ、あれですよと、いろいろ意見を言ったり呟いたりす

るでしょう。それが20年、30年、50年、70年ぐらいずっと続いているのではないでしょうか。そこを
2022年、取り変えましょう。スタートを変えましょう。何かここから文句が出ようとしたときにも、そ
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れをすぐ押さえるように。「あっ、違うよ」。 

そして、この契約が刻印されたときに、私たちはイエス様の言葉を理解して、それを自分で宣言するよ

うになります。それが何なのでしょうか。 
 

 不可能なその問題に対して、あなたがたは知らなくてもいいよとおっしゃった意味がわかります。だ
から、自分でも不可能な状況、様々なトラブルがあって、嫌な事、悩み事がいっぱいあっても知らなく

てもいいよ。気にしない気にしない。そちらにアンテナなどを切っちゃうよと宣言するようになります。

これがスタートです。 
 

 このスタートができないように悪魔、サタン、偽りの父は「違う。問題あるじゃん。おまえ倒れたん

じゃん。おまえ病気抱えているのでしょ。家庭の問題が今ややこしいのではないの。通帳の残高を見な
さいよ。教会に変な人間がいるでしょう」。全部嘘なのです。知らなくてもいいよ。知らなくていいよ。

これは何かに対して無知、あるいは無関心という意味ではありません。今まで申し上げましたように、
契約を握ったがゆえに、それに対して不満に走ったり、言い訳をしたり、つまずくことなどはしないよ。

それはいらないよ。一言で不信仰にならないよ。その問題に状況に縛られることなどごめんなんだ。こ

れが知らなくてもいいという意味なのです。これがクリスチャンのスタートです。むしろ今まで申し上
げましたように、私にある問題、不可能なその状況こそ、契約だけに集中しなさいという神様からのサ

インなので、ありがたく受け入れてください。死の影の谷を歩いた理由、なぜヨセフは濡れ衣を着せら

れたのでしょうか。契約だけに集中しなさいよ。お前はそこら中の人間ではなくて、神の民、イエスが
キリストだと告白する神の神殿となっている尊い神の子どもだから一緒になってはいけませんという

意味なのです。その状況の中で、そこら中の人を見なさいよ。みんなどのように反応するのか、お前は
違うんだよ。一緒にならないように、知らなくてもいいよ。契約だけに集中しなさいというサインなの

です。今までの自分の頭の計算でこれはこれだ、あれはあれだ、悪いね、良いね。それを全部消しなさ

い。契約だけに文句言わずに何も計算せずに何も考えずに契約だけに集中しなさいと神様が許されたプ
レゼントなのです。プレゼントです。ヨセフは奴隷になったときに、本当に奴隷は獣と一緒なので、自

分でできることは何もないのです。それでよかったのではないでしょうか。だから契約だけに集中しま
す。それで明日死ねば...死ねば結構です。これがクリスチャンです。これがクリスチャンのスタートで

す。皆さんがどれほど文句、合理的に言えるいろいろな言い訳、不満の内容などがあるでしょうけれど

も、言えば言うほど悪魔を喜ばせるだけであって、そして、あの人は契約を知らないんだねという裏返
しになるだけなのです。もちろんそれで責めるつもりはありません。いろいろなプロセス、段階という

のがありますので。しかし、正解は分かっていないといけません。自分をコントロールするための方向

性はしっかり持っていないといけません。それは知らなくてもいいよとなったときに、契約を握って、
不可能な状況どうのこうのを全部振り切って、一つだけに集中します。 

 
聖霊の働きを信じて聖霊の働きがなされることを期待して、それだけを求めて祈るようになります。 

 

 これを祈りに専念すると言います。これがクリスチャンのスタートです。クリスチャンのスタートは
今までいろいろな説明がありましたけれども、具体的な実際的なスタートは祈りに専念することがスタ

ートです。どこの国に住んでいても、個人的にどのような状況、どういう問題を抱えていようが、それ
は千差万別でしょう。しかし、クリスチャンであれば聖霊のわざと働きを信じて期待して、それだけを

気にするということを 24と言います。24時間ずっと目をつぶっているという意味ではなくて。他のこ

とは知らなくてもいいよ。他のことが気になるたびに知らなくてもいいよ。他のことが気になるたびに
知らなくてもいいよと切っていくこと、それで一つだけを気にすること、それを24と言います。祈りに

専念しました。これがマルコのタラッパンです。私たちの伝道団体のタイトルがタラッパンでしょう。

これがスタートです。タラッパンがスタートです。 
 

 2022年、皆さんひとりひとりがレベルがどうであれ、状況が皆異なっているでしょうけれども、ここ
をスタートにしましょう。そのときに今日読んでいただきましたイエス様が預言されていた、そのみこ

とばが皆さんひとりひとりに成就されるようになります。そうすると、皆さんが今まで固い頭の中で絶

対ダメと思っていたそこから生けるいのちの水の川が溢れ出ることを経験するようになります。そのみ
ことばが皆さんの心の奥底から成就するようになります。体験しない限りは固い頭のままになってしま
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うでしょう。しかし、要塞も破る聖霊の力なので、それを経験した時に、お互いに通じ合うようになる

でしょうけれども、今話をしてもどういう意味か分からないかもしれません。しかし、それぞれ形もい

ろいろ違うでしょうけれども、このみことば、イエス様が預言されたその人の心の底からいのちの生け
る水の川が流れる、これはエゼキエルの旧約の預言書にも預言されていたものです。しかし、聖書では

なんと言われているでしょうか。まだ聖霊がいらっしゃらなかったので、これはこれからのことだと預
言なのです。いつこれが成就したのでしょうか。初代教会がマルコのタラッパンで絶対不可能な状況な

のに、そこをスタートにしてめげずに契約だけに集中して聖霊の働きだけに絞って祈っていたときにこ

れが成就しました。そうすると、約束します。この世が与えることはできない平和、人によっては力、
人によってはさまざまな反応、いろんな現象が起こるようになるでしょうけれども、皆さんの想像はる

かに超える皆さんの心を変えて人生をがらりと変える出来事が必ず起こります。それが聖霊の力です。

「へえ？30 年 50 年生きてきても教会に通ってちょこちょこ恵まれることはあっても、そんなのあたし
にはなかったよ。もうありえないよ」。それが悪魔の偽りなのです。いつ皆さんの心の底から生ける水の

川が溢れ出ることを経験したのでしょうか。してなければ、この通りに契約だけに集中して聖霊の働き
1 本に絞って祈ろうではないでしょうか。だまされるつもりでやってみてください。特にいちばん厄介

な問題を抱えてほぼ諦めている方々、チャンスです。皆さん、今現在、いちばん悩んでいる、いちばん

厄介だと思っていること、それがあまりにも重たいし、涙なしでは進むことができない、そういう問題
があると思います。そこがスタートです。世の中に人々は、そこで「仕方がないじゃん。しょうがない

じゃん」と諦めるか、あるいはそれをどうにかしようとしてもがいてもがくか。場合によってはだれか、

何かのせいだと合理化する、そういう反応があります。絶対騙されないでください。今までそうしたと
しても、それを全部悔い改めてください。それはなぜ皆さんにいちばん厄介で、20年、30年経っていて

もなぜ私の中でこれは変わらないのか。自分の中で無理と思っているもの、絶対変わらない、絶対に直
らない、絶対解決できないと思っている、そういう問題、そこがスタートなのです。そこを避けようと

もせず、しょうがないじゃんと諦めず、あるいは解決しようともしないで、合理化もしないでください。

すべてがそれに縛られることで悪魔のしわざなのです。理由は1つしかありません。誰かのせいなのか
わかりませんけれども理由は、それをはるかに上回る契約に集中するための神様から許されたプレゼン

ト、サインなのです。これが神様のメッセージです。これがみことばです。これを聞くのをみことばを
聞くと言うのです。聖書をいくら読むからといってみことばを聞くわけではありません。このお話を聞

くことなのです。今のお話を一言でイエスはキリストというわけです。そこなのです。戦ってください。

サタンは今までずっと牛耳っていたので放したくないのです。「ほらほら、今まで通りにやろうよ。お
前、絶対できないと思ってるんじゃん。これはしょうがないと思ってるじゃん。その通りにしましょう」

という風にささやくと思うんですね。歯を食いしばって2022年は、今まで 40年、50年そうだったとし

ても断ち切って、知らなくてもいいよ。知らん。イエスはキリスト、神の国、聖霊の力。知らなくても
いい。だから聖霊の働き。自分で今計算できないかもしれません。「本当に聖霊が臨まれると自分の絶対

無理だと思っているところは変わるのだろうか」。変わります。信じて、それだけに集中してください。
本当に。私たちにある不可能な状況、問題は、契約に集中するための神様のプレゼントだと思って、ま

ず感謝して、そこからスタートしましょう。そこから。必ず皆さんの心の奥底から生ける川の水が流れ

ることを望み、期待して祈ってください。できれば妄想が上手な人はイメージしながら、マルコのタラ
ッパンにおのおの聖霊が炎のように、舌のように、風のように臨まれたところをイメージしながら祈っ

てください。特別な何かではなくて、イエスがキリストだと信じているものを通して、神様が世界福音
化、福音宣教を成そうと契約なさったので、その方法はそれしかありません。でなければ言い訳しか残

らないのです。それが全部1+1=2で、その法則で見たときには全部あっている話、まともな話かもしれ

ません。でも信仰ではありません。誰かが悪いよ。これは正しいよ。正しくないよ。こうしちゃいけな
いんじゃないのか。知らなくてもいいにならないと。知らなくてもいいとなったときに聖霊充満一つに

絞られるのです。子どもが親が家庭が病気が...そうしている限りは聖霊一本に絞られていないことな

のです。これがクリスチャンです。これがクリスチャンのスタートなのです。だから普通に今までの世
の中の法則に乗って生きてきた人から見るとバカじゃないのか。何が祈ればすべてができるというのか。

こういう風になるものなのです。そういうのを気にしないでください。彼らは知らないから。彼らは聖
書が言っている通りに、その人の内側に聖霊がないからそう思うしかないし、そう見るしかありません。

しかし、皆さんはどんなにちっぽけな人間、どんなに貧しい人間、無能な人間、問題を抱えている人間

でも内側に聖霊がいらっしゃる神の子どもなのです。だからスタートが違うのです。死の影の谷を歩い
ているのでしょうか。そこがスタートです。地上のどんな状況にも制限されない御座の祝福が臨まれる
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契約の民なのです。本当です。あのような人間が変わるのだろうかと思っていた人がころころころころ

変わったのがキリスト教の歴史です。あそこで伝道なんかできるかよと思っていたところに 10 年、20

年経って見ると教会が建っているのです。努力したからではありません。不可能な状況をはるかに上回
る契約の持ち主なんだということを確認して、だから、この契約を握って一つに絞るためにいちばん良

い方法は時間を決めることです。なぜ時間を決めないかと言いますと、何をどう祈ればいいのかがまと
まっていないからです。これが本当であれば祈るしかないでしょう。なぜ祈らないの？になります。た

だ肉の習慣によって邪魔されることがあっても、志しは心構えは祈りの方に行くようになります。だか

ら、まず時間を決めてこの契約を繰り返し確認しながら、どこまで確認すれば良いのでしょうか。毎回、
「あ、知らなくてもいいんだ」。悩み事を抱えて憎しみを抱えてこの契約を確認していたら「あ、知らな

くてもいいね、聖霊」。そうなるまで毎回毎回それを確認する時間を持って、それで聖霊充満を祈ればい

いのです。 
 

 それから、常時祈るというのは、柳先生のように 24 時間呼吸をしながらそこまでできればいいけれ
ど、とりあえずは時間を決めて祈った場合に、その後、生活の中で思いつくたびに祈ってください。「あ、

そうだった」と。自分の24というのは、キーワードが私の中に御座がとおっしゃいました。それをいつ

も意識することです。自分の中にダイヤモンドがあれば、自分の中に御座の祝福あれば、御座の祝福が
現れるようにと祈るでしょう。それ以外に気にしないことを24と言います。来週、元旦のメッセージを

2 部礼拝で少しまとめるつもりですが、とにかく今、私たちは、この契約を握って、聖霊充満一つに絞

られたそれを持って思いつくたびに「あ、聖霊で満たしてください」。思いつくたびに。そうすればよい
です。それから、神様が恵みを与えた場合には、集中して祈るようにしましょう。その集中というのは、

特別にそれだけにこだわる時間を設けることです。ある人は断食をしながら、ある人は 1 日、2 日ぐら
い携帯も下ろして、全部断ち切ってこれだけに集中しようということで、山に登ったりどこかに行った

り、とにかく隔離される（コロナによる隔離ではなくて）ということが集中です。それは神様が恵みを

与えられたときに、その人の心に感動を与えたときに、学校を 1 日、2 日ぐらい行かなくても、もしこ
のためであればこれは必要なことだと思います。これがないまま勉強しても無理でしょう。仕事、無理

でしょう。「いや、順調に頑張って昇進しましたけれども」、それが昇進でしょうか。それが成功でしょ
うか。獣のやることと一緒にやって。聖霊がいらっしゃるから神の願いのために仕事も勉強もあるわけ

です。神の力によって勉強も仕事も当たっていくものがクリスチャンです。なので勉強の心配、仕事の

心配も後にして、なぜ心配するのでしょうか。それをはるかに上回る知らなくてもいいよとそこの契約
を忘れているから、知らないからでしょう。神様はものすごくわかりやすく歴史の中で初代教会のその

状況を許されて、そのパフォーマンスを通して、私たちに正解を明確に提示していらっしゃいます。あ

なたがクリスチャンなのか。契約からその状況から今許されているそこからスタートしなさい。なぜな
ら、あなたには契約があるから。その後、神様が答えによってひとつひとつ導いて行かれるということ

を体験して行くようになります。 
 

 

（祈り）  
恵み深い父なる神様。2022年、神様が許された年であります。これもすべて神様のものであり、だから

こそクリスチャンの私たちは世の中の人と違って、神の民として聖霊が宿るいのちあるものとして、初
代教会のようにスタートを切ることができるようにひとりひとりを祝福してください。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 


