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主は私の受ける分、ウォッチマン・ニー
The Lord My Portion, Watchman Nee

5月 1日

わたしは心優しく、へりくだっているから、あなたがた

もわたしのくびきを負って、わたしから学びなさい。そ

うすればたましいに安らぎが来ます【マタイ 11:29】

私たちの主が、地上にいる間、ずっと取り続けていたの

は、心優しく、へりくだった者の態度でした。クリスチャン

である私たちが、主が語った安らぎを見つけるためには、

2つのことを行う必要があります。最初に、『わたしのくび
きを負う』こと、そして、『わたしから学ぶ』ことです。くびき

とは、木でできた棒で、牛の背中に取り付けて、勝手な

方向に行かずに、しっかりと働くようにしたものです。ユ

ダヤの地では、一頭ではなく、常にひとつのくびきを二頭

の牛を並べて取り付けました。くびきは牛の飼い主が取

り付けました。ゆえに、私たちの飼い主である主は、こう

言われるのです、『彼のくびきを私たちが負いなさい』と。

このくびきは、神から与えられたものであって、人間や悪

魔から来たものでありません。それは神が下さったもの

で、私たちが選んだのです。

神の命令は、何であれ、それを受け入れれば、必ず幸

せにしてくれます。満足すれば、私には平安があります。

私には不幸になる理由は何もありません。それは、神が

私に付けたくびきから逃れていないからです。

Take my yoke upon you, and learn of me; for I am
meek and lowly in heart: and ye shall find rest 
unto your souls. - Matthew 11.29.

The attitude our Lord continually maintained while on
earth was one of meekness and lowliness. For us 
who are Christians to find that rest of which He 
spoke, we need to do two things: first, to “take my 
yoke upon you”; and second, to “learn of me.” A yoke
is a wooden rod placed upon the back of an ox to 
keep it from moving freely so that it may work 
diligently. In the land of Judea, the yoke was always 
shared by two oxen instead of being placed on only 
one ox. The yoke was put on the ox by its master; 
and hence the Lord our Master says to us to “take 
His yoke upon us.” This yoke is apportioned to us by 
God and not by man nor by the devil. It is given by 
God, and it is chosen by us. 

Whatever is appointed by God, and if taken by us, 
shall make us happy. If I am satisfied, I will have 
peace. I have nothing to be unhappy about because 
I have not escaped from the yoke of God appointed 
to me. 

5月 2日

あなたのしもべを、傲慢の罪から守ってください。そ

れらが私を支配しませんように【詩篇 19:13】

ダビデの詩編に納められたこの詩から、神の前に 2種
類の罪があることが示されています。ひとつは、そむき

の罪、もうひとつは、傲慢の罪です。命じられたとおりに

しないことは、そむきの罪とみなされます。さて、私たち

は誰も、この種の罪の深さを知っていますし、この罪から、

解放されるよう望んでいます。しかし、注意してください。

そむきの罪の他に、傲慢の罪もあるのです。それは、命

じられていないことをすることです。

主の意志にないことで、活発に動くのは傲慢に当たりま

す。神の命令がないのに行動するのも、同じく罪深いと

知っていますか？私たちが、主の命令を受けていないの

に、自身の考えで働けば、自分でどんなにすばらしいこ

とをしているつもりでも、それは、主の前に罪とみなされ

てしまいます。ダビデの祈りはエホバに対し、傲慢の罪

から守ってくださるように、と言うものです。

Keep back thy servant also from presumptuous 
sins; let them not have dominion over me. - 
Psalm 19.13. 

From this verse of David’s psalm we are shown that 
there are two kinds of sin before God: one is the sin 
of rebellion, the other is that of presumption. Not 
doing what one is told to do constitutes the sin of 
rebellion. Now we all know the sinfulness of this kind 
of sin; and from this sin we wish to be delivered. But 
please take note that besides the sin of rebellion 
there is also that of presumption, which is, that we do
what we are not ordered to do. 

To be active outside of the Lord’s will is to be 
presumptuous. Do we know that it is equally sinful 
for us to act without God’s order? It is reckoned as 
sin before the Lord if we work for Him without His 
command and instead work according to our own 
idea, even though we may view what we do to be 
most excellent. The prayer of David is for Jehovah to
keep him away from presumptuous sin. 

5月 3日

それらの燭台の真中には、…人の子のような方が見

えた。その頭と髪の毛は、白い羊毛のように、また雪

のように白く…【黙示録 1:13, 14】

聖書では、人間の堕落と変容について語るとき、よく、頭

髪が灰色になると言う表現をします（ホセア 7:9を参照）。
この点、私たちの主は、ただ一本も灰色の毛を持ってい
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ません。一方で、箴言では次のように述べています、『し

らがは光栄の冠』（箴言 16:31）。故に、白髪は経験、栄
光、そして年月の長さのすべてを意味します。それはま

た、聖なるものであることを表します。イザヤ書では、神

が、人間の罪を洗い流し、雪のように、羊の毛のように

白くなると約束した（イザヤ 1:18）と記録されています。
主の頭と髪の毛が白いように、私たちの罪も真っ白に洗

いながされていることを思い出すたびに、主の恵みの大

きさに驚嘆せずにはいられないはずです。

And in the midst of the candlesticks one like unto 
a son of man... And his head and his hair were 
white as white wool, white as snow. - Revelation 
1.13, 14.

When the Bible speaks of the failing and change of 
man it says his hairs become grey (see Hosea 7.9). 
In this respect, our Lord does not have a single grey 
hair. But on the other hand, Proverbs states that “the
hoary head is a crown of glory” (Prov. 16.31). Hence 
white hair means both experience, glory, and length 
of years. It also denotes holiness, for in Isaiah, God 
is recorded as promising to wash away men’s sins 
that they may become as white as snow and as wool
(Is. 1.18). Whenever we recall that our sins are 
washed as white as the head and hair of our Lord 
are white, we must marvel at the greatness of the 
Lord’s grace.

5月 4日

すべての祈りと願いを用いて、どんなときにも御霊に

よって祈りなさい。そのためには絶えず目をさまして

いて、すべての聖徒のために、忍耐の限りを尽くし、

また祈りなさい【エペソ 6:18】

私たちが周りに注意深くなるのは、目の前に危険がある

ときです。何の危険もなく、敵が近くに潜んでいる心配も

なければ、警戒する必要はないでしょう。したがって、祈

りと願いの時間の間はずっと、注意深くなければなりま

せん。私たちは、祈る時間を自分から見つける必要があ

ります。暇な時間を待って、祈るような考えでいる限り、

真に祈る機会を得ることは決してありません。とりなしの

はたらきをしたい、また、祈りの生活の中で進歩したいと

望む人は誰でも、祈りの時間を特別に決めておくことが

必要です。この時間をしっかりと守りましょう。そして、こ

の祈りの時間が守られるように、祈らなければいけませ

ん。祈りの時間が決して失われないように祈りましょう。

With all prayer and supplication praying at all 
seasons in the Spirit, and watching thereunto in 
all perseverance and supplication for all the 
saints. - Ephesians 6.18.

We know that each time we are watchful it is 
because there is some danger ahead. Without any 
danger or enemy lurking about we would have no 
need to be vigilant. We must therefore be watchful 
over the time of prayer and supplication. We must 
find time to pray. If we wait until we are at leisure to 
pray, we will never have the opportunity to do so. All 
who desire to do intercessory work or to make 
progress in prayer life must make the time by setting 
aside a period for prayer. Let us guard this period 
and hold fast to it. We must pray the prayer of 
protection for our prayer time. Pray that the period of 
prayer may not be lost.

5月 5日

イエスは彼らに言われた。どうしてそんなにこわがる

のです。信仰がないのは、どうしたことです【マルコ

4:40】

ある時、主イエスは、弟子たちに言われました、ガリラヤ

湖の『向こう岸へ渡ろう』。しかし突然、激しい突風が起こ

り、舟は波をかぶって、水であふれそうになりました。弟

子たちは寝ているイエスを起こして泣き叫びました、『先

生。私たちがおぼれて死にそうでも、何とも思われない

のですか』。主が立って、風や嵐を叱かりつけると、風が

やんで、大なぎになりました。しかし、その後、主は、弟

子を叱責していいました、『信仰がないのは、どうしたこと

です』。考えて見ましょう。みんなで対岸に行くことは、主

が命じられたのですから、弟子たちとイエスは湖の反対

側に到達するのです。強い風が吹き、波は高く上がるか

もしれません。それでも、主が言われた以上、彼らが妨

げられて、対岸に到着できないことはあり得ないのです。

ですから、最も重要なことは、神の言葉を信じることです。

神が言ってくだされば、それで十分です。他のことは、何

も問題ではありません。

And he said unto them, Why are ye fearful? have 
ye not yet faith? - Mark 4.40.

The Lord Jesus on one occasion said to His 
disciples, "Let us go over unto the other side" of the 
Lake of Galilee; but suddenly there arose a great 
storm, with the waves beating into the boat so much 
that it was beginning to fill up. The disciples therefore
awakened the sleeping Jesus and cried, "Teacher, 
carest thou not that we perish?" Whereupon He 
arose and rebuked the wind and the storm. And the 
wind ceased, and there was a great calm. But then 
the Lord rebuked the disciples by saying, "Have you 
not yet faith?" Do let us see that since the Lord had 
commanded that they all go to the other side, the 
disciples and Jesus would get to the other side. The 
wind might blow harder and the waves might rise 
higher; yet nothing could hinder them from reaching 
the other shore because the Lord had said 
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otherwise. Accordingly, what is of utmost importance
is to believe God’s word. If God says so, then that is 
enough; and nothing else matters.

5月 6日

こういうわけで、このように多くの証人たちが、雲のよ

うに私たちを取り巻いているのですから、私たちも、

いっさいの重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たち

の前に置かれている競走を忍耐をもって走り続けよ

うではありませんか【ヘブル 12:1】

走るときに、絶対に忘れてはならないことが二つありま

す。ひとつは、すべての重荷を捨る去ること、そして、罪

を脱ぎ捨てることです。罪は前進を妨げる最大のもので

す。それは、人を走るのに不適格な者としてしまいます。

罪とは、ルールを犯すことであって、ルールを犯す者は、

競争を走ることは許されません。傍観するように命じられ

るのです。信者は、自分が知っている罪を脱ぎ捨てるべ

きです。嫉妬、誇り、心の汚れ、嘘の言葉、怒りっぽい気

性、また、湧き出る欲望、こういったものは、人を競走に

出るには不適格なものしてしまいます。キリスト者は、ロ

ーマ人への手紙 6章 6節と 6章 11節に立ち、自分が罪
に死んだものであると考えることが必要です。自分の罪

を捨てることが必要であり、罪が自分を支配することを

許してはなりません。人はまた、体の各部分を神の義の

ために用いられる道具として差し出さなければなりませ

ん。主の教えに背いた場合は、それが何であれ、正直に

告白し、悔い改め、そして、それを打ち捨てて、神の許し

を得なければなりません。

Therefore let us also, seeing we are compassed 
about with so great a cloud of witnesses, lay 
aside every weight, and the sin which doth so 
easily beset us, and let us run with patience the 
race that is set before us. - Hebrews 12.1. 

In running, two matters are absolutely important: the 
one is to lay aside every weight, and the other is to 
put away sin. Sin hinders progress the most. It 
disqualifies people from running. Sin is the 
trespassing of the rules; and he who would trespass 
the rules is not allowed to run a race. He is ordered 
to the sidelines. A believer ought to put off and 
forsake the sin which he knows. Be it jealousy, pride,
uncleanness of heart, lies in the mouth, hasty 
temper, or unrestrained lust—it will make him unfit 
for the race. A Christian must stand on Romans 6.6 
and 6.11 and reckon himself as dead to sin. He must
forsake sins and must not allow sin to reign over him.
He must also yield his members as instruments of 
righteousness to God. Whatever offends the Lord 
must be honestly confessed, repented of, and 
forsaken so as to obtain God's forgiveness.

5月 7日

あなたがたといっしょにいたときの私は、弱く、恐れお

ののいていました【1コリント 2:3】

パウロが教えるメッセージは、主イエス・キリストの十字

架です。彼が伝えることは無意味ではありません。彼は、

神の命が通る管であるからです。十字架の福音によって、

彼は多くのいのちを生みます。十字架の言葉を伝えてい

ますが、彼自身はどうだったでしょうか？彼はこう言って

います、『あなたがたといっしょにいたときの私は、弱く、

恐れおののいていました』。彼自身が十字架にかけられ

た人です！十字架の言葉を語るのは、十字架にかけら

れた人であることが必要です。ここで、パウロは自分にま

ったく自信を持っていません。自分の弱さ、恐れ、ずっと

震えていること、－自分をまったく信頼できず自分自身を

何の役にも立たない者と見ている－、これが十字架にか

けられた者であることを示す確実な兆候です。パウロは

かつて、このように宣言しました、『私はキリストとともに

十字架につけられました』（ガラテヤ 2:20）。彼はさらにこ
うも言いました、『私にとって、毎日が死の連続です』（1
コリント 15:31）。パウロにとって、十字架に付けられたと
宣言するためには、死ぬことが必要でした。真に自分が

死ぬことなくては、キリストのいのちが、流れ出ることは

ありません。

And I was with you in weakness, and in fear, and 
in much trembling. - 1 Corinthians 2.3. 

The message Paul preaches is the cross of the Lord 
Jesus Christ. What he proclaims is not in vain since 
he is a living channel of divine life. With the gospel of
the cross, he gives birth to many. Yet in preaching 
the word of the cross, what about himself? He says 
this: “I was with you in weakness, and in fear, and in 
much trembling.” He himself is a crucified person! 
Let us see that it requires a crucified person to 
preach the word of the cross. Here Paul has 
absolutely no confidence in himself. His weakness, 
fear and much trembling—his looking upon himself 
as totally useless without any self-reliance—are the 
sure signs of his being a crucified one. “I have been 
crucified with Christ,” Paul once declared (Gal. 2.20).
He further said this: “I die daily” (1 Cor. 15.31). It 
takes a dying Paul to proclaim the crucifixion. 
Without the true dying of self, the life of Christ is not 
able to flow out.

5月 8日

そして肥えた子牛を引いて来てほふりなさい。食べて

祝おうではないか。この息子は、死んでいたのが生き
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返り、いなくなっていたのが見つかったのだから【ルカ

15:23,24】

今日、あなたに新しい考えを語りたいと思います。それ

は神の喜びです。私が救われた夜は、そのことを思えば

思うほどに、気持ちはますます明るくなり、たくさんの歌

を歌ったものです。音階もリズムも外れていても、気にも

しませんでした。これが、救われた喜びです。それでも、

この聖書の節が教えてくれることは、一番、喜んだのは

父だったということです。すなわち、ここで表現されている

のは、魂が救われたことに対する神の喜びです。我々が

いつも考えるのは、罪人が救われたときに、その人がど

れだけ嬉しいか、私たちがどれだけ嬉しいだろうかという

ことです。罪人を救った時、父である神もまた、どれほど

喜んでいるかというかことには、気付きません。このこと

が分かった時こそ、私たちは、父の心を理解し始めるこ

とになります。

Bring the fatted calf, and kill it, and let us eat, and 
make merry: for this my son was dead, and is 
alive again; he was lost, and is found. - Luke 
15.23, 24.

Let me give you a new thought today, which is the 
joy of God. On the night I was saved, the more I 
thought about it the merrier I became and the more I 
sang. I did not mind if there were neither rhyme nor 
tune. And such is the joy of being saved. 
Nevertheless, this Scripture verse tells us that it was 
the father who was joyful. It is therefore the joy of 
God in His saving a soul that is being expressed 
here. We usually think when a sinner is saved, how 
glad he is, and how glad we are. We fail to realize 
how joyful God the Father also is when He saves a 
sinner. If we see this, we can begin to understand 
the Father’s heart.

5月 9日

そしてあなたがたは、キリストにあって、満ち満ちてい

るのです。キリストはすべての支配と権威のかしらで

す【コロサイ 2:10】

今日、多くのクリスチャンがジレンマを抱えています。彼

らは死ぬことができないようです。今日、彼らは悪かった

のですが、明日も悪いままでしょう。どれだけ、よくなろう

と試みても、無理なのです。こう言わせてください。自分

の力で、それを行うように呼びかけるような福音は、間違

っています。

全てはキリストによって行われるのです。それは主の仕

事です。私たちは主がなされたみ業を覚えるべきです。

主イエス様が成し遂げられたことのおかげで、私たちは

主において完全となれるのです。そして、精霊がキリスト

にある全てのものを私たちの中に現してくれるのです。

主は死んだだけでなく、よみがったのです。キリストが死

んだとき、私たちも死んだのです。主が復活されたとき、

私たちもまた、復活したのです。そして、主が天に昇った

とき、私たちも昇りました。私たちが主から受け継いだも

のは、実に想像をはるかに超えたものです。

And in him ye are made full, who is the head of all
principality and power. - Colossians 2.10.

Today many Christians are in a dilemma. They 
appear to be unable to die. Today they are bad, and 
tomorrow they will still be bad. No matter how much 
they try to be good, they try in vain. Oh, let me say 
that it is an erroneous gospel if it calls upon you to 
do it yourself. 

All is done for us by Christ. This is His work. We 
ought to reckon what has been done in Him. What 
the Lord Jesus has accomplished is to cause us to 
be perfect in Him; and the Holy Spirit incorporates 
within us everything which is in Christ. He has not 
only died but has also been resurrected. When 
Christ died, we also died; when He was resurrected, 
we also were resurrected; and when He ascended, 
we also ascended. Our inheritance in Him is in fact 
far beyond our expectation.

5月 10日

イエスは、弟子たちが、向かい風のために漕ぎあぐ

ねているのをご覧になり、夜中の三時ごろ、湖の上を

歩いて、彼らに近づいて行かれた【マルコ 6:48】

漂うよりは、苦しむほうがましです。風に吹かれるままに

進むより、漕ぎあぐねているほうがはるかにましです。簡

単な道を選んで漂うより、困難な道に進むほうがはるか

によいのです。漂うだけなら、エネルギーは消費しませ

ん。漕ぐのをやめたら、風は私たちを出発地点まで連れ

戻してしまいます。小さな妥協を重ねて、適当に物事を

進めていたら、風は私たちを押し戻します。世を愛するこ

とは、努力を要しません。世に従うだけなら、力は求めら

れません。しかし、立ち上がって主に真を尽くせば、間違

いなく向かい風に出会うことになるでしょう。そして、すぐ

に漕ぎあぐねることとなります。

始まる前の場所に戻るのは、きわめて簡単なことです。

しかし、前に進むことは厳しい生き方です。しかし、今こ

そを真を尽くすときです。私たちが、神が指し示す道を歩

けますように。

And seeing them distressed in rowing, for the 
wind was contrary unto them, about the fourth 
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watch of the night cometh unto them, walking on 
the sea. - Mark 6.48.

It is better to suffer than to drift. Far better is it to be 
distressed in rowing than to sail with the wind, far 
better is it to go the difficult way than to go the easy 
way and drift. Drifting consumes no energy. Stop 
rowing and the wind will send us back to where we 
first began. Just compromise a little, let go 
somewhat, and the wind will send us back. To love 
the world requires no effort: to follow the world 
demands no strength. But to stand and be faithful to 
the Lord is a sure invitation to an encounter with a 
contrary wind, and soon we shall feel distress in 
rowing.

It is quite easy to return to the old place, but quite 
demanding of us to go forward. Yet now is the time 
to be faithful. May we walk in God's appointed way.

5月 11日

神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも

鋭く、たましいと霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺

し通し…【ヘブル 4:12】

魂に属する（soulish）とはどういうことでしょう？魂に基づ
いて行うことは、すなわち、自分で行うことです。では、霊

的（spiritual）とはなんでしょう？それは神によって成され
るもののことです。そして、これらふたつは根本的に異な

るものです。人は神に仕えることなく、また、神に信頼し

なくても、何かを行うことはできます。このような行動は肉

に属するものであり、また、魂に属するものです。しかし、

人が、神が話す前には話すことができず、神が先に動か

なければ自分も動けないとしたらどうでしょう。すなわち、

もしその人が、神に目を向け、神に仕え、神に信頼する

しかないなら、その人とその行動は霊に属するものです。

ですから、私たちは、自分たちのすることのすべてが精

霊にあるかどうか、自分に尋ねてみましょう。

For the word of God is living, and active, and 
sharper than any two-edged sword, and piercing 
even to the dividing of soul and spirit. - Hebrews 
4.12.

What is soulish? Soulish is that which is done by 
oneself. And what is spiritual? It is that which is done
by God. And these two are radically different. A 
person can do something without any need for 
waiting upon God and trusting in Him. Such action is 
fleshly and it is soulish. But if a person cannot speak 
before God speaks, cannot move except God moves
first; if he must look to God, wait and depend on Him,
then that person and that action are spiritual. Let us 
thus ask ourselves if all we do is in the Holy Spirit.

5月 12日

愛する者たち。私たちは、互いに愛し合いましょう。愛

は神から出ているのです。愛のある者はみな神から

生まれ、神を知っています【1ヨハネ 4:7】

あるとき、キリストにある兄弟に子供が生まれました。彼

はこんな質問を受けました、『これであなたも父親になっ

たわけですが、自分の息子を愛していますか』。彼の答

えは、『1週間前はまだ父親になっていなくて、どんな風
に息子を愛したらいいのか、考え続けていました。しかし、

生まれてすぐに、息子を見た瞬間、私の心はまったく自

然に彼のほうに向かい、愛するようになりました』。このこ

とから、人間の愛は、内側の意識から湧き出るものであ

って、外から教えられて生まれるものではないことが分

かります。同様に、小羊の血で買い取られ、神のいのち

を受け、キリストの体へと洗礼を受けた、すべての神の

子供たちは、内から動かされ、同じみからだの一部とし

てお互いを愛さずにいられなくなります。

Beloved, let us love one another: for love is of 
God; and every one that loveth is begotten of 
God, and knoweth God. - 1 John 4.7. 

Once a son was born to a brother in Christ. He was 
asked, “Now that you have become a father, do you 
love your son?” His answer was: “A week before I 
was to be a father, I kept thinking how I should love 
my son. But as soon as my son was born—the 
moment I saw him—my heart quite naturally went 
out to him and I simply loved him.” We see here how 
human love springs from a consciousness inside, it 
is not taught from outside. Likewise, all the children 
of God who are bought with the blood of the Lamb 
and receive God’s life and are baptized into the body
of Christ cannot help but be moved from within to 
love one another as members of the same body.

5月 13日

主ご自身がこう言われるのです。「わたしは決してあ

なたを離れず、また、あなたを捨てない。」【ヘブル

13:5】

ある神の子供が、自分の暮らしを守ってくれるという約束

を主に求めました。ある日、この女性は次のみ言葉を読

みました、『金銭を愛する生活をしてはいけません。いま

持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われる

のです。「わたしは決してあなたを離れず、また、あなた

を捨てない。」』（ヘブル 13:5）。彼女はこの言葉に、驚き、
かつ、喜びました。このような約束には、条件があります。

人は先ず、何かを手に入れたいと言う欲から離れ、今、
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持っているもので満足しなければなりません。これがで

きて初めて、主の変わらぬ助けと援助を体験することが

できます。彼女はこの約束に、何度もアーメンを繰り返し

ました。過去 20年間、この女性は一方では、次の言葉
を自分への鉄則として守ってきました、『働きたくない者

は食べるな』（2テサロニケ 3:10）。そしてまた一方で、彼
女は主が決して、瓶の中の一握りの食べ物も粗末にせ

ず、壷に入ったわずかの油も無駄にしないことを経験し

ました（1列王記 17:8～16を参照）。主は彼女をあきら
めることも、見捨てることもなかったのです。

For himself hath said, I will in no wise fail thee, 
neither will I in any wise forsake thee. - Hebrews 
13.5. 

A child of God asked Him for a promise concerning 
her livelihood. One day she read these words: “Be ye
free from the love of money; content with such things
as ye have: for himself hath said, I will in no wise fail 
thee, neither will I in any wise forsake thee” (Heb. 
13.5). She was both surprised and gladdened by this
word. Such promise is conditional: one must first be 
free from the greed of gain and be content with what 
he already has, before he can experience the Lord’s 
abiding support and supply. She said amen and 
amen to this promise. In her past twenty years she 
on the one hand maintained the principle that “if any 
will not work, neither let him eat” (2 Thess. 3.10) and 
on the other hand experienced the Lord’s causing 
neither a handful of meal in the jar to waste nor a 
little oil in the cruse to fail (see 1 Kings 17.8-16). The
Lord had not failed her nor forsaken her.

5月 14日

もし敵であった私たちが、御子の死によって神と和解

させられたのなら、和解させられた私たちが、彼のい

のちによって救いにあずかるのは、なおさらのことで

す【ローマ 5:10】

キリストの死と復活は、私たちに新しい命を与えてくれま

す。主は、私たちのために死んだのと同じように、私たち

のために甦られました（ローマ 4:25）。私たちは、彼の死
を必要としたと同じくらい、彼の復活をも、必要としていま

す。ふたつのどちらが欠けても、福音は空虚なものとな

ってしまいます。主イエスの死を通して、私たちは、アダ

ムに属するすべてのものから解放されます。すなわち自

然の状態に移ります。主の復活によって、私たちは、キ

リストに属するすべてに入ることができるのです。すなわ

ち超自然です。主の死は、罪人としての存在と過去の経

験から私たちを解放してくれます。それは、私たちが、罪

人でなくなるためです。主の復活は、私たちを義なるもの

とし、義人としての存在と経験を与えてくれます。『だれで

もキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者

です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなり

ました（2コリント 5:17）』

For if, while we were enemies, we were 
reconciled to God through the death of his Son, 
much more, being reconciled, shall we be saved 
by his life. - Romans 5.10.

The death and the resurrection of Christ give us new 
life. Just as He died for us, so He was also raised for
us (Rom. 4.25). Even as we need His death, so we 
also need His resurrection. The absence of either 
one of these will reduce the gospel to vanity. 
Through the death of the Lord Jesus we are 
delivered from all which belongs to Adam—that is to 
say, to the natural. By His resurrection we can enter 
into all which belongs to Christ—that is to say, to the 
supernatural. His death delivers us from the position 
and experience of a sinner in order that we may no 
longer be sinners. His resurrection makes us 
righteous, obtaining the position and experience of 
the righteous. “Wherefore if any man is in Christ, he 
is a new creature: the old things are passed away; 
behold, they are become new” (2 Cor. 5.17).

5月 15日

私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、

からだから、私を救い出してくれるのでしょうか【ロー

マ 7:24】

よく知られていますが、水難救助の専門家は、水に落ち

たばかりの人をすぐ助けに行きません。利口な救助者は

溺れている人が、水の中で疲れ切って、もがくことをやめ

るまで待つものです。

同じように、神は今日、神の子供たちがもがき続けて、

苦しむままにしておき、自分で努力しても無益なことであ

って、より危険なところに向かっていることに気付くまで

放っておきます。主は彼らが力尽きるまで待っています。

その時、彼らは自分が死にかけていることに気付きます。

そんな時、彼らはこんなふうに考えるようになります。神

が救ってくれなければ、私は自分に与えられたものを一

分と守っていられない。神の助けがなければ、私は間違

いなく死んでしまうのだ！まさにこの瞬間まで、神は救い

の御手を差し伸べてはくれません。信者が自分自身によ

り頼むことをやめたたら、いつでも、神は直ちに完全な救

いを与えてくれます。

Wretched man that I am! who shall deliver me out
of the body of this death? - Romans 7.24.

We all know that no rescuer dares to rescue a 
person who has just fallen into the water. A wise 
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rescuer will wait until the drowning person has 
struggled enough in the water on his own and begun 
to give up struggling.

In like manner God today allows His children to 
struggle and struggle till they realize how futile is 
their effort since they are merely getting themselves 
into a more perilous position. The Lord will wait until 
their strength is exhausted and they themselves 
judge that they are dying. At that moment, their 
thought runs something like this: If God does not 
deliver me, I cannot maintain my lot even for a 
minute; if God does not save me, I will certainly die! 
Not until that very moment will God stretch out his 
saving hand. Whenever a believer ceases to trust in 
himself, God will wholly save him at that moment.

5月 16日

兄弟たち。では、どうすればよいのでしょう。あなたが

たが集まるときには、それぞれの人が賛美したり、教

えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かし

たりします【1コリント 14:26】

パウロは、コリントの信者にこのように指導しました。信

者の中には、教会の集まりに、観光か見物のような気分

にやって来る人もいます。このような気持ちで集えば、間

違いなく、集会に死をもたらします。決して、そうならない

ようにしましょう。集う時は、いつも、互い助け合いが見ら

れるようにしましょう。肉の体と同じように、キリストの霊

的な体のすべての部分も、絶え間なくお互いと語り合っ

ているべきであって、どの部分も今ある場所にとどまって

いることはできません。どの部分であろうと、他との交わ

りを止めてしまえば、それは神のいのちの流れを停止す

ることとなり、体に死をもたらします。どの部分も、交わり

や分かち合いを止めれば必ず、教会に損傷を与えること

になります。

What is it then, brethren? When ye come 
together, each one hath a psalm, hath a teaching,
hath a revelation, hath a tongue, hath an 
interpretation. - 1 Corinthians 14.26.

So Paul instructed the Corinthian believers. Some 
people come to a church meeting as if they were 
tourists or spectators. Coming in such a manner will 
doubtless bring death to the meeting. Let this not be 
so. Let there be a mutual supplying of one another in
all the meetings. Like the physical body, all the 
member parts of the spiritual body of Christ are 
incessantly communicating with each other: no part 
can stop where it is. If any part should cease 
communicating, it stops the flow of the life of God 
and brings in death to the body. No member can 
stop communicating or fellowshiping without doing 
damage to the church.

5月 17日

イエスは彼らの信仰を見て、中風の人に、「子よ。あ

なたの罪は赦されました。」と言われた【マルコ 2:5】

悲しいことに、罪はいつも人間の肉体を傷つけ、また、心

にも痛みを引き起こします。誰でも認めるところですが、

多くの病気は、感染や過労など、自然な理由に起因して

います。しかし、聖書はまた、いくつかの病気が、罪の結

果であることも明らかにしています（マルコ 2:5、ヨハネ 5:
14）。病気が罪から来るものであれば、隠れていても、外
に現れていても、罪人はそれを知っているはずです。後

悔の気持ちを言い表し、嘆く以外に、その人はどんな言

動を取ることができるでしょう。中風の人の場合、主はこ

の病気の原因を知っていました。だからこそ、最初に、中

風の人にこう言いました、『子よ。あなたの罪は赦されま

した』。それから、もう一度、言葉をかけ、『起きなさい。寝

床をたたんで、家に帰りなさい』（11節）、と言われたの
です。これは途方もない福音ではないでしょうか！このよ

うな許しは、永遠であり、後に、罪のために病気になった

すべての人に大きな福音となっています。

And Jesus seeing their faith saith unto the sick of 
the palsy, Son, thy sins are forgiven. - Mark 2.5.

Alas, how often sin damages man's body as well as 
causes pain to the heart. We readily acknowledge 
that many sicknesses are attributable to natural 
reasons, such as infection or over-exhaustion. But 
the Bible also reveals that some sicknesses are the 
consequences of sin (Mark 2.5, John 5.14). If a 
sickness is due to sin, whether hidden or manifested,
the sinner certainly knows about it. What can he say 
and do except express regret and to mourn. In the 
case of the palsied man, the Lord knew the cause of 
this particular sickness. So that first He said to the 
man sick of the palsy, “Son, thy sins are forgiven,” 
and then spoke once more to him and said: “Arise, 
take up thy bed, and go unto thy house” (v.11). What
a tremendous gospel this is! Such forgiveness as 
this has forever afterwards become a great gospel to
all who are sick through sin.

5月 18日

神は、その全能の力をキリストのうちに働かせて、キ

リストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご

自分の右の座に着かせて…【エペソ 1:20】

主イエスが昇天された意味は、神が主にサタンのすべて

の力よりも高い地位を与えたことにあります。天で主が
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おられるのはサタンを凌ぐ位置です。サタンは、今は主

の足の下にいて、もはや主を攻撃する機会はなくなりま

した。なぜなら、主は今や、すべてのものの上に立つ主

であり、かしらだからです。主ご自身は現在、自分に属

する人々を、天の同じ場所に立てるように導いています。

ひとつには主のために輝き、また一方では、彼らを攻撃

する闇の力に打ち勝つためです。太陽の光が闇を克服

するように、キリストがおられる天の場所は、闇の力に打

ち勝ちます。月や星が、太陽と同じ天にあるように、キリ

スト者は天の場所でキリストに従います。

Which he wrought in Christ, when he raised him 
from the dead, and made him to sit at his right 
hand in the heavenly places. - Ephesians 1.20.

The meaning of the ascension of the Lord Jesus is 
that God has given Him a place higher than all the 
powers of Satan. His heavenly place is an 
overcoming position above Satan. The latter is now 
under His feet, with no further opportunity to attack 
Him; for He now is the Lord and Head over all things.
The Lord himself is now leading His own people to 
take this heavenly position with Him so that they may
shine for Him on the one hand and overcome the 
powers of darkness which attack them on the other 
hand. Just as the light of the sun overcomes 
darkness, so the heavenly position of Christ 
overcomes the powers of darkness. And just as the 
moon and stars dwell with the sun in heaven, so 
Christians abide with Christ in the heavenly places.

5月 19日

人間的な知恵によらず、神の恵みによって行動して

いる【2コリント 1:12】

クリスチャン生活の根本は、自分の賢さではなく、神の意

志に寄り頼むことであり、私たち自身の知恵でなく、神の

恵みに依存することです。これが、我々が学ばなければ

ならない教訓です。

あなたが何かの行動を求められていると想像してみてく

ださい。あなたは、どうやって、それをすればよいのかわ

からず、皆目見当がつかないとします。どちらが正しい

のか、まったく分かりません。そこで、あなたは、考えら

れる行動をとった場合の影響をじっくり考え始めます。こ

の方法でやったら、人はどう言うだろうか？自分でうまく

やろうとします。どうやって？どう言えば、どうすれば、一

番問題が少ないか、また、どうすれば反対意見を最小に

抑えられるか。このような規範に従って行動するとき、あ

なたは、神の子どもは人間的な賢さのおかげで生きてい

られるのではないことを忘れています。キリスト者になる

ことは、実際にはかなり簡単なことです。ひとつだけ尋ね

ればよいのです、『神よ、あなたは私は何をして欲しいの

ですか？』と。

Not in fleshly wisdom but in the grace of God, we 
behaved ourselves. - 2 Corinthians 1.12.

The principle of Christian living is to rely on the will of
God and not on one's cleverness, to depend on the 
grace of God and not on our own wisdom. This is a 
lesson we need to learn.

Suppose some action is put before you, but you do 
not know whether to do it this way or that, or not at 
all. You have no idea which is right. So you begin to 
deliberate on the effect of whichever action you may 
take. If you do it this way or that, what will people 
say? You therefore try to be clever. How? To say or 
to do that which will meet the least problem and 
avoid the most opposition. By following this policy it 
means you have forgotten that God's children do not 
live on earth by human cleverness. To be a Christian
is really quite simple. You merely ask one thing: 
“God, what do You want me to do?”

5月 20日

人の子が来たのが、仕えられるためではなく、かえっ

て仕えるためであり、また、多くの人のための、贖い

の代価として、自分のいのちを与えるためであるのと

同じです【マタイ 20:28】

生きているキリストには、私たちを救うことはできません。

救うことができるのは死んだキリストだけです。主は、地

上の生活で私たちを救うことはできません。ご自分が十

字架につけられたことで私たちをあがなえるのです。ベ

ツレヘム、ナザレ、ガリラヤは、私たちを咎めます。十字

架の立つ丘だけが私たちに永遠の命を与えてくれます。

これを聞いて驚いてはいけません。多くの人が、イエス

は自分たちの見本であると言います。主は偉大な教師、

偉大なラビなのでしょうか？多くの人は、主のすばらしい

人格、高い道徳、大きな力、そして、高貴な性格を讃えま

す。しかし、言わせてもらうなら、主イエスがよく見えるほ

ど、あなたや私は悪い者と見えるようです。

神を賛美し、感謝しましょう。神の御子がこの世に来られ

たのは、私たちが次第に救われてゆく間に、模範とすべ

き見本となるためではないのです。そうではありませ

ん！神がその御子を地上に送った目的は、私たち、罪人

のために死ぬこと、私たちのために救いを達成すること

です。神は、私たちから何ものをも必要としません。主が

すべてを行ったからです。
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Even as the Son of man came not to be 
ministered unto, but to minister, and to give his 
life a ransom for many. - Matthew 20.28.

A living Christ cannot save us, only the Christ who 
has died can do so. The Lord cannot save us by His 
living on earth; He is able to redeem us only by His 
being crucified. Bethlehem, Nazareth, and Galilee 
will condemn us; only Calvary will give us eternal life.
Do not be surprised at hearing this. How many would
say Jesus is our example? That He is a great 
Teacher, a great Rabbi? Many will praise the Lord 
Jesus for His beautiful character, His high morals, 
His great power, and His noble personality. Yet may 
I observe that the better the Lord Jesus looks, the 
worse you and I appear to be.

Let us praise and thank God that His Son does not 
come into the world to be our example for us to 
imitate until we are gradually and finally saved. No, 
no! He sent His Son to this earth to die for us 
sinners, to accomplish salvation for us. God does not
require anything from us, since He has done all.

5月 21日

あなたがたのばあいは、キリストから受けた注ぎの油

があなたがたのうちにとどまっています。それで、だ

れからも教えを受ける必要がありません。彼の油が

すべてのことについてあなたがたを教えるように、―

―その教えは真理であって偽りではありません。―

―また、その油があなたがたに教えたとおりに、あな

たがたはキリストのうちにとどまるのです【1ヨハネ
2:27】

神に仕える方が、かつて、こんな話をしてくれました。一

人の兄弟が、あることをしてもよいか、尋ねに来ました。

『あなたは自分では分かっていますか？』と、彼は訊きま

した。その兄弟は、すぐにこう答えたそうです、『知ってい

ます』。数日の後、この兄弟は再び訪れ、主のしもべに、

別の問題について質問しました。しもべは、前回と同じよ

うに、『あなたは自分の中では分かっていますか？』、と

答えました、その人は、再び、『知っていますとも』と、答

えたそうです。そしてこの兄弟は、三度目に戻ってきたの

で、神のしもべは、三度目には、彼にこう尋ねました、

『あなたの内側にあるものは、どう言っていますか？』と。

すると彼はすぐに、自分で分かっていると答えました。そ

の時、神のしもべは心の中でこう言いました（口には決し

て出しませんでしたが)、『友よ、なぜ、あなたは近くにあ
るものに目をそらし、遠くにあるものを求めるのか？あな

たの内側には、すべてのものに応えてくれる何かがあり、

それは真実で、決して嘘をつかないのに』。私は今、ここ

で言いいたいのです。この何かとは人生の法則です。そ

れが私たちに、何をすべきで、何をすべきでないかを教

えてくれるものです。

And as for you, the anointing which ye received of
him abideth in you, and ye need not that any one 
teach you; but as his anointing teacheth you 
concerning all things, and is true, and is no lie, 
and even as it taught you, ye abide in him. - 1 
John 2.27.

A servant of God once told this story. A brother came
to him and asked whether he could do a certain 
thing. “Do you know in yourself?” he inquired. To 
which the brother immediately replied, “I know.” 
Some days later this brother came back again to ask
the servant of the Lord about another matter. The 
latter answered him in the same way as before: “Do 
you know inside yourself?” “Oh, I know, I know,” he 
again replied. The brother came back a third time, 
and for the third time the servant of God asked him, 
“What does your inside tell you?” And immediately 
he once more replied that he knew. At that moment 
God’s servant said in his heart (though he did not 
utter anything with his lips): “Why, my friend, do you 
forsake the near and seek the far? You have 
something in you that will teach you concerning all 
things, and is true, and is no lie.” Let me say here 
and now that this something is the law of life. It 
teaches us what we should or should not do.

5月 22日

神の子が現われたのは、悪魔のしわざを打ちこわす

ためです【1ヨハネ 3:8】

悪魔が働いていることに気づいたら、すぐに、次のように

祈るとよいでしょう、『神よ、あなたの息子は悪魔の働き

を打ち壊すようにと示されました。主が、十字架の上で

悪魔の働きを打ち破ったことに、どれだけ、感謝したらい

いでしょう。しかし、悪魔は再び働いています。どうか、私

たちの中の悪魔の働きを破壊してください。私たちの働

きに入り込めないように打ち破ってください。私たちの周

りにある悪魔の仕掛けを粉砕してください。すべての働

きを破壊してください』。祈るときは、その時々の自分の

状況に応じて祈ってよいのです。サタンが私たち自身、

家族、仕事、学校、国家に働きかけていることに気づい

たら、その特定の領域で、悪魔の働きを破壊してくれる

ように、神に求めることができます。

To this end was the Son of God manifested, that 
he might destroy the works of the devil. - 1 John 
3.8.

As soon as we discern a work of the devil, we can 
pray as follows: “O God, Your Son was manifested to
destroy the works of the devil. How we thank You, 
for He has destroyed the devil’s works on the cross. 

- 9 -



The Lord My Portion, Watchman Nee

But the devil is now again working. Please destroy 
his work in us, destroy his manipulation over our 
work, destroy his devices in our environment, and 
destroy all his works.” When we pray, we may pray 
according to the current situation in which we find 
ourselves. If we notice that Satan is working in us or 
family or work or school or nation, we can ask God to
destroy his work in that particular area.

5月 23日

わたしよりも父や母を愛する者は、わたしにふさわし

い者ではありません。また、わたしよりも息子や娘を

愛する者は、わたしにふさわしい者ではありません

【マタイ 10:37】

主は、私たちがすべてを与えることを求めています。や

や少なめにを与えるのでは、意味がありません。主が求

めるのは、相対的ではなく、絶対的な愛です。主は私た

ちを必要としています。自分自身が傷つくほどに主を愛

することができれば、私たちは主を愛することの喜びへ

と導かれます。主を愛しているけれど、その愛に喜びが

ないのなら、まだ、自分が傷つくところまで愛していない

からです。しかし、それだけ主を愛する人なら、十字架を

担いで、歌い始めると言う経験を持つことでしょう。

『ふさわしい』とはまず、主の側から考えなければなりま

せん。主は、あなたの愛を受けるにふさわしいでしょう

か？この問いは、主はふさわしいかどうか、と言う点を中

心に展開します。どこまで主を捨てるかではなく、主はど

れほどの奉仕をするにふさわしいお方であるかと言うこ

とです。もし、福音を述べ伝えている君主の異常な行為

とみなすなら、私たちは主の栄光と威厳を知らないまま

でいることでしょう。われらの主はふさわしいお方です！

この世界のすべての優れた人たちの奉仕を受けるにふ

さわしいお方です。

He that loveth father or mother more than me is 
not worthy of me; and he that loveth son or 
daughter more than me is not worthy of me. - 
Matthew 10.37.

The Lord demands us to give Him all. It will not do if 
we give Him a little less. It is not relative but absolute
love He requires of us. Loving the Lord to the extent 
of wounding ourselves will bring us to the place of 
rejoicing in our loving Him. If we love but do not 
rejoice in love, we have not loved to the extent of 
being wounded. But for those who do, their 
experience will be, that as they are bearing the 
cross, they shall commence to sing.

“Worthy” must first be considered from the Lord’s 
side. Is the Lord worthy of your love? The whole 
problem revolves around whether the Lord is worthy;

not how much we forsake the Lord, but how much 
He is worthy of our service. If we regard as an 
extraordinary act a prince proclaiming the gospel, we
remain ignorant of the glory and majesty of our Lord. 
Our Lord is worthy!—worthy to be served by all the 
elites of this world.

5月 24日

主よ。立ち上がってください。あなたの安息の場所に、

おはいりください。あなたと、あなたの御力の箱も【詩

篇 132:8】

イスラエルの子供たちが幕屋や神殿との関係を適切に

守っている間は、彼らは勝利し続け、どの国も、彼らを倒

すことはできませんでした。敵勢は、戦争のやり方を心

得ており、一方、イスラエルの人々は戦闘に慣れていま

せんでしたが、すべての敵を打ち破りました。しかし、幕

屋や神殿に問題が生じると、彼らは直ちに、捕らえられ

てしまいました。強力な王や偉大な知恵があったかどう

かと言ったことはなにも、意味を持ちませんでした。ただ

ひとつ、重要だったのは、彼らが幕屋や神殿の箱の威厳

を損ねたことでした。主が大きな場所を占めているとき、

勝利は彼らのものとなりました。これは、今日は私たちも

同じことです。キリストの勝利を大切にすれば、我々もま

た、勝利します。私たちがキリストを最高の位置に置か

なければ、私たちは打ち勝つことができません。キリスト

が私たちの心の中で、大きな場所を占めていなければ、

私たちは克服することはできません。

Arise, O Jehovah, into thy resting-place; thou, 
and the ark of thy strength. - Psalm 132.8.

As long as the children of Israel maintained their 
proper relationship with the tabernacle or the temple 
they were victorious, and no nation could overcome 
them. Even though their enemies learned how to 
fight while they themselves were not familiar with 
fighting, the children of Israel overcame all their 
enemies nonetheless. But the moment they had 
problems with the tabernacle or the temple, they 
were taken into captivity. Nothing else—whether they
had powerful kings or great wisdom in themselves—
mattered at all; the only concern which mattered was
whether or not they had offended the ark of the 
tabernacle or temple. If the Lord had the 
preeminence, then theirs was the victory. So, too, 
with us today. In minding the victory of Christ, we 
also have the victory. Except we give Christ the 
highest place we are not able to overcome. Unless 
Christ has the preeminence in our heart we cannot 
overcome.
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5月 25日

わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる【ヘ

ブル 8:10】

神の宇宙における目的とは何でしょう？創世記 2章で学
ぶことですが、神が人を創造された後で示唆したのは、

人間は自分の自由意志によって神の人生を選択しなくて

はいけないということです。では、神が宇宙で得たいもの

は何なのか、この一節は明らかにしてくれません。創世

記 3章の別の節では、次のことを学びます。すなわち、
人は罪に落ちましたが、ここでも、悪魔が盗み去ろうとし

たものが何だったのか、文章の中ではっきり示されませ

ん。それらの事柄は、覆い隠されたままでした。神が、十

戒を宣言した中で、ご自身の心が望まれることを書き綴

る日まで。

十戒のひとつめは、『あなたには、わたしのほかに、ほか

の神々があってはならない』。二つ目には、『あなたは、

自分のために、偶像を造ってはならない…それらを拝ん

ではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、

主であるわたしは、ねたむ神（だからである）』。三つ目は、

『あなたは、あなたの神、主の御名を、みだりに唱えては

ならない』。そして 4つ目は、『安息日を覚えて、これを聖
なる日とせよ』（出エジプト記 20:3～8）。これら 4つの戒
めは、神の心からの願いを示しています。これは、神が

神であることを望む以外の何物でもありません。神は神

であり、神は人間のあいだの神でありたいのです。

And I will be to them a God, and they shall be to 
me a people. - Hebrews 8.10.

What is God after in the universe? In Genesis 2 we 
learn that after God had created man, He merely 
hinted that man should exercise his free will to 
choose God’s life. This passage did not openly state 
what God desired to get in the universe. In another 
passage, Genesis 3, we learn that man fell into sin, 
but again, this passage does not uncover what the 
devil wished to steal away. Things remained veiled, 
until the day when God in proclaiming the Ten 
Commandments began to spell out His heart desire.

The first of the Ten Commandments is: “Thou shalt 
have no other gods before me.” The second is: 
“Thou shalt not make unto thee a graven image,... 
thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve
them; for I Jehovah thy God am a jealous God...” 
The third commandment is: “Thou shalt not take the 
name of Jehovah thy God in vain...” And the fourth 
is: “Remember the sabbath day, to keep it holy” (Ex. 
20.3-8). These four commandments reveal the heart 
desire of God. It is none else than that God desires 
to be God. God is God, and He wants to be God 
among men.

5月 26日

自分の十字架を負ってわたしについて来ない者は、

わたしにふさわしい者ではありません【マタイ 10:38】

重荷と十字架は同じものではありません。重荷は避ける

ことができません。一方、十字架は個々の意思で選択す

べきもので、回避することができます。歴史上、初めての

十字架に習い、その後に立てられた無数の小さい十字

架も従うべきです。初めの十字架が、主の意思で選ばれ

たのと同様に、今日の十字架もまた、私たちの意思で選

択しなければなりません。何かの困難に陥いったり、苦

痛に遭遇するたびに、自分は十字架を背負っているの

だと、考える人がいますが、これは間違いです。このよう

なことは、信者ではなくても、ごく当たり前に起こるからで

す。

では十字架とはなんでしょう？その答えは、主イエスご

自身の言葉にあります、『わが父よ、どうぞみこころのと

おりをなさってください』（マタイ 26:42）。主は父に、御子
の思いではなく、父の思いが成されるようにと頼みました。

これが、十字架です。十字架を取ることは、父が決めた

意志を選択することです。

And he that doth not take his cross and follow 
after me, is not worthy of me. - Matthew 10.38.

A burden is not a cross. Burden is something 
inescapable; the cross, however, is subject to 
personal choice and can therefore be avoided. What 
the first cross in history was, so the countless 
smaller crosses will be which shall follow afterwards: 
just as the original cross was chosen by the Lord, so 
the crosses for today must also be chosen by us. 
Some people assume that they are bearing the cross
whenever they fall into some hardship or encounter 
some distress. This is not true, however, for these 
kinds of things may quite naturally happen to any 
person even if that person is not a believer.

What then is a cross? It must be akin to what the 
Lord Jesus himself has said: “My Father,... thy will be
done” (Matt. 26.42). The Lord asks His Father not to 
answer as He the Son wills, but as the Father wills. 
This is the cross. To take the cross is to choose the 
will which the Father has decided.

5月 27日

しかし、イエスは答えて、「わたしは、イスラエルの家

の滅びた羊以外のところには遣わされていません。」

と言われた【マタイ 15:24】
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なぜ主は彼女にこんなことを言われるのでしょうか？そ

れは、この女にしがみつく手がかりを与えるためです。主

はイスラエルの家に送られたと言われていますが、それ

は、失われた羊に対して送られたということにすぎませ

ん。『失われた羊』とは、はるかに広い相手を含んでいま

す。この女は失われた羊ではないのでしょうか？彼女は

恵みを受ける資格がないのでしょうか？彼女が自分は

失われた羊であることを認めさえすればよいのです。主

は彼女に投げやりな答えをしています。主は初めは、彼

女に答えません（23節）が、これは拒絶ではありません。
むしろ、無言の容認です。主は、初めは口を開きません

が、彼女への恵みを示すことのできない、主の心は愛で

苦しんでいます。この女が、罪人として立場を認めない

限り、主はその要求に答えることができないのです。神

が答えを遅らせているのは、まったき拒絶ではないこと

を理解しましょう。すぐに応えないことは、決して無関心

を示すものではありません。むしろ主は、私たちがそば

に来るのを待っています。

But he answered and said, I was not sent but 
unto the lost sheep of the house of Israel. - 
Matthew 15.24.

Why does the Lord say this to her? To give this 
woman a handle to hold on to. Though He is sent to 
the house of Israel, it is nevertheless only to the lost 
sheep that He is sent. “The lost sheep” has a much 
wider scope. Is not this woman a lost sheep? May 
she not receive grace? If only she will acknowledge 
that she is a lost sheep. The Lord throws out to her a
distant thought. His not answering her at first (v.23) 
is not a rejection; rather, a silent permission. 
Although He does not open His mouth at the 
beginning, His heart is aching with love to show her 
grace. Unless the woman stands on the ground of a 
sinner, He is unable to answer her request. Let us 
see that the silent delay of God is not outright 
rejection. His delay is not an indication of any 
indifference, He is instead waiting for us to come 
around.

5月 28日

この望みは、私たちのたましいのために、安全で確

かな錨の役を果たし、またこの望みは幕の内側には

いるのです【ヘブル 6:19】

巨大な錨のついた気船に乗っていると考えてみましょう。

錨が船の上に置かれたままだったら、なんの役に立つで

しょうか？錨は、水の中に投げ入れて、船を安定させる

ためのものです。船の上に、ずっと置いておくものではあ

りません。これは、信仰についても同じことです。信仰と

は、私たちの内側にあるものを信じることではありません。

信仰は、主イエスに投げかけるためのものです。私たち

からキリストに投げかけられます。こう言わせてください。

汽船は、どれだけ大きな錨が積まれていても、水の中に

投げ込まない限り、船が安定することはありません。私

たちは、自分自身を見れば見るほど、失望してしまいま

す。しかし、信仰の錨を主イエスの十字架の上に投げか

けたとき、平安を得られるはずです。

Which we have as an anchor of the soul, a hope 
both sure and stedfast and entering into that 
which is within the veil. - Hebrews 6.19.

Suppose we are on a steamer which has a huge 
anchor. What is the use of the anchor if it stays on 
the steamer? It is to be cast into the water so as to 
stabilize the vessel. It is not to stay put on the 
steamer. Likewise is it with faith. Faith never believes
in what is in us; faith casts itself upon the Lord 
Jesus. It is cast from us to Christ. Let me tell you, 
should the steamer be loaded with even larger 
anchors, it will not be steadied unless those anchors 
are thrown into the water. The more we look at 
ourselves, the more disappointed we become. But if 
we cast the anchor of faith onto the cross of the Lord
Jesus we shall have peace.

5月 29日

むしろ、死者の中から生かされた者として、あなたが

た自身とその手足を義の器として神にささげなさい

【ローマ 6:13】

たとえば、ある姉妹の人生において、神が何かを起こし

たとしましょう。その人は長い間、神との間でもがき苦し

みますが、決して服従しません。その女性は、他の人と

一緒に祈ることは好きですが、その祈りは無意味なもの

です。まだ彼女は、神が求めるものを受け入れていない

からです。彼女は他の人を助けようと、どれだけ大きな

努力をしても、助けることができないことに気付きます。

しかし、ある日、キリストの愛がこの姉妹を捉え、彼女は

涙を流して、神の前にひれ伏します。このように、神の求

めに答えた後で、あらためて人を助けるために、外に出

てゆくと、今度は真に人々の心を動かすのです。このこ

とが示すのは、霊的な力が主への献身から生まれること

です。あなたの献身の大きさがそのまま、神があなたに

下さる力の大きさなのです。

But present yourself unto God, as alive from the 
dead, and your members as instruments of 
righteousness unto God. - Romans 6.13.

Suppose, for example, that God has touched a 
certain matter in a sister’s life. She struggles with 
Him for a long time and will not submit to Him. 
Although she likes to pray with people, her prayer is 
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of no avail because she has not yet consented to 
God’s demand on her. When she tries to help others,
she finds she cannot do so in spite of her great 
effort. But one day the love of Christ so constrains 
this sister that she yields with tears to God. And after
having thus answered God’s demand, she now goes 
out to help people and they are truly moved. This 
shows that spiritual power comes from consecration. 
In the measure of your consecration will be the 
measure of the power which God gives you.

5月 30日

教会はキリストのからだであり、いっさいのものをいっ

さいのものによって満たす方の満ちておられるところ

です【エペソ 1:22】

キリストの体とは何かを知るために、私たちは神の恵み

を求めるべきです。私たちのいのちは、体全体に守って

もらう必要があり、個々の部分だけでは、役に立たない

のです。生命を維持するためには、自分の身体が守られ

る必要があり、他人の身体も、同じように、滅ぼされては

いけません。否定的な言い方をすれば、血管の一箇所

に穴が開いて、出血し続ければ、体全体がいずれは死

んでしまいます。しかし、肯定的な面を見れば、耳が聞く

ものは、全身が聞くのであり、目が見たものは、全身が

見ているのです。ある部分が受け取ったものは、他のす

べての部分も共有できるということです。ですから、私た

ちは、み体全体の中で生きることを学ばなければなりま

せん。自分のことを、実際以上により高く考えないように

しましょう。教会を大切にすることを学び、また、すべての

神の子供たちとともに歩むことを学びましょう。

The church, which is his body, the fulness of him 
that filleth all in all. - Ephesians 1.22,23.

We should look to God for grace that we may see 
what the body of Christ is. Our lives need the 
protection of the entire body; individual members are
useless. The preservation of life is in my life not 
being destroyed as well as others’ lives not being 
destroyed. If, negatively speaking, one blood vessel 
is broken and bleeds unceasingly, the whole body 
will eventually die. On the positive side, though, if the
ear hears, the whole body hears; if the eye sees, the 
whole body sees. What one member receives, all the
other members share in. Thus we must learn to live 
in the body; let us learn not to think of ourselves 
more highly than we ought to think, let us learn to 
treasure the church, and let us learn to walk with all 
the children of God. 

5月 31日

ところが、主人は彼に答えて言った。『悪いなまけ者

のしもべだ。…だったら、おまえはその私の金を、銀

行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰って来

たときに、利息がついて返してもらえたのだ【マタイ

25:26,27】

このたとえに登場するしもべが叱られたのは、すべて彼

の怠惰のためです。D・L・ムーディーズはかつて、怠惰
な人が救われることは困難であると言いました。私たち

は、少なくともこう言うことはできます。怠惰な人は報酬を

受け取ることはできません。私たちは受けた物が、小さ

いからと言って、そのままにしておくことはやめましょう。

奉仕しやすく、間違いなくできる時が来るまで待とうと思

ってはいけません。

『おまえはその私の金を、銀行に預けておくべきだった』

贈り物を他の人に配れば、何かを得ることはできます。

私たちも、一人だけでなく、多くの人と交流すべきです。

どんなに小さな贈り物でも、使わずに放置するべきでは

ありません。少なくとも、それを使って、ひとつの魂を救

い、ひとりの命を助け、または、一人の心を慰めることが

できるかもしれません。

But his lord answered and said unto him, Thou 
wicked and slothful servant,... thou oughtest 
therefore to have put my money to the bankers, 
and at my coming I should have received back 
mine own with interest. - Matthew 25.26, 27.

This servant’s poor showing is attributed in the 
parable entirely to his laziness. D. L. Moody once 
said that it is hard for a lazy person to be saved. We 
can at least say that no lazy person will receive a 
reward. Let us not allow our gift to remain idle 
because it is small. Let us not wait for a more 
convenient or more promising time to serve.

“Thou oughtest therefore to have put my money to 
the bankers”—Gift may be distributed to others for 
trading. We should contact one or more people. 
However little our gift may be, it must not go unused.
Why not at least put it to use to save one soul, help 
one life, or comfort one person?

■
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