
聖書フォーラム運動とは・神の国の福音

■はじめに

2016年 8月 、北九州市門司における皆様の集会が、聖書フォーラム運動に参画されるこ

とになりました。本 国は、その聖書フォーラム運動についてご説明し、今後の集会運営に

ついて皆様とご相談する機会をいただきましたこと、主にあって心から感謝申し上げます。

私は、熊本聖書フォーラムの代表をしてお ります清水誠一 (し みず 。せいいち)と 申し

ます。よろしくお願いします。本 日お話しする内容は、

一番目、「私たちの信仰」です。私たちはどういう信仰を持っているかです。

二番目、「聖書解釈に関する 4つの主張」です。聖書をどのように読むかです。

二番目、「聖書フォーラム運動の基本理念」についてご説明します。

これらの説明に続いて、具体的な質問にお答えします。事前に 3つの質問を頂戴してい

ましたので、それにお答えしたあとで、皆様からの自由な質問をお受けします。

そして、最後に、短い時間ですが、本日の礼拝メッセージとして、「ネ申の国の福音」と題

したお話をいたします。途中で 1回休憩を入れて全体で約 70分の予定です。

■私たちの信仰

1.聖書について (Ⅱ テモテ 3:16～ 17、 Ⅱペテロ 1:20～ 21)

(1)旧新約聖書はすべて原典において、神の霊感を受けて書かれた、誤 りのない神の

みことばです。

● 写本によるわずかな相違が見られます。翻訳によって意味がわかりにく

くなることは、 しばしばあります。ですから、いろいろな翻訳を比較 し

ながら、学んでいきます。集会で用いる聖書は、新改訳聖書です。

(2)旧約聖書はイエス・キリス トを預言し、新約聖書はイエス 。キリス トを証言して

います.聖書全体で、キリス トによる救いと神の栄光を教えています。

(3)聖書は、私たちの信仰と生活の唯一完全な規範です。

2.神について (マ タイ 28:19～ 20、 ビリピ2:6～ 8、 Iペテロ2:24、 ヨハネ 15:26)

(1)聖 書によってご自身を現された神は、父と了‐と聖霊の三位一体であって、その本

質において同一であり、力と栄光とを等しくされます。

(2)父 なる神は、永遠のご計画をもつて万物を創造 し、主権をもってこれを支配 して

おられます。

(3)子 なる神は、神でありながら、罪人の救いのために処女マ リヤを通 して生まれて

人となられ、身代わりとなって十字架にかかり、ただ一度ご自身を完全な犠牲と

して父なる神にささげ、罪の贖いを成 し遂げてくださいました。このお方が、私

たちの主イエス 。キリス トです。

(4)復活されたキリス トは、天に昇 り、父なる神の右に座 し、私たちのためにとりな

しておられます。また、やがて栄光のうちに王として地上にお戻りになります。

(5)聖霊なる神は、罪 。義 。さばきといったことについて罪人の目を開かせてくださ

り、信仰に導いてくださいます。私たちが信 じると、聖霊は私たち一人ひとりの
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心の中に入つて住んでくださいます。聖霊は、キリス トを証 しし、私たちを教え、

慰め、とりなしてくださいます。イエス 。キリス トと並んでもうひとりの助け主

です。

(6)聖 霊は、信 じるすべての人の心の中に、信 じたその最初の瞬間に入つてください

ます。誰でもキリス トの証人となることができるように、すくなくとも一つの賜

物を与えてくださいます。私たちは自分に与えられた賜物を、聖霊の助けによっ

て見出し用いること、それによって互いに仕え、愛 し合 うことが信仰生活の目標

です。

救いについて (ロ ーマ 3:19～ 24、 エペソ2:1～ 9、 ヨハネ 1:12～ 13、 Ⅱコリン ト1:

21-22)

(1)私たち人間は、「ネ中のかたち」として神に似せて造 られま したが、罪に堕ち、神に

背 く者 とな りま した。私たちは、永遠の滅びに向かつていた者です c

(2)し か し、神はなおも人類を愛 し、キ リス トの十字架による救いを備 えてください

ま した。

(3)イ エス 。キ リス トは、私たちの罪のために十字架にかかって死んで くださり、墓

に葬 られ、三 日日によみがえられました。

(4)こ のことを信 じた人は、罪の中に霊的に死んでいた状態か ら、イエス・キ リス ト

によって命を与えられ、新生 させ られます。また、義 と認められ、罪が赦 され、

神の子 とされ、永遠の救いを受け取った者 として、聖霊 とい う証印が押 されます。

(5)他 方、キリス トを信 じない者は、そのまま永遠の滅びに定められます。

教会について (エペ ソ4:11～ 16、 使徒 2:42～ 47)

(1)教会 (エ クレシア=招集 された者たちの会合)は、神に選ばれ召 された聖徒の集

ま りです。「主イエス 。キ リス トがか しらで、教会はそのか らだ J、 あるいは 「キ

リス トは花婿、教会はその花嫁Jと いった表現がされます .

(2)教会は、公同の礼拝を守 り、福音を正 しく宣べ伝え、洗礼 と聖餐の礼典を行ない、

聖徒を整え、愛のわざに励みつつ、再び来 られる主を待ち望みます。

終末について

(1)イ エス・キ リス トの空中再臨 (教会の携挙)(Iテ サロニケ 4:16～ 17)

(2)大患難期 7年間 (黙示録 11:2～ 3、 12:6、 14、 13:5)

(3)イ スラエルの民族的救いとイエス・キリス トの地上再臨 (ロ ーマ 11:26、 黙示録

19:11～ 21)

(4)死者の復活 (黙示録 20:4～ 6、 20:12、 ヨハネ 5:28～ 29))

(5)地上における千年王国 (神 の国)(黙示録 20:4～ 9)

(6)大きな白い御座の裁き (最後の審判)(黙示録 20:]1～ 15)

(7)新 しい天 と新 しい地 (永遠の神の国)(黙示録 21:1～ 22:5)
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■聖書解釈に関する 4つの主張・・・フォーラムの集会バナーをご覧ください



1.羊皮紙の巻物

私たちは、聖書を次のように信じます。

① 聖書は、誤りなき神のことばです。

② 聖書の原典は、霊感を受けて書かれており、なんの誤 りも含みません

③ 聖書は、信仰と生活に関する唯一で最終的な権威です

私たちは、聖書について、次のようなことをしません。

① 人間の理性や自然現象で説明できるように読み替えたり、理解できるところだけ受

け取つて、そうでないところは捨てるようなこと

② 自分が読んで感 じるままに自由に解釈するようなこと

③ キリスト教界の伝統や思想を、聖書よりも重んじるようなこと

2.ヘブル語で書かれた倉1世記 1章 1節

これは、ヘブル的視点で聖書を読み解く必要性を示 しています。

① 聖書は紀元前 1500年頃のモーセから始まり、紀元 90年頃のヨハネに至るまで、長

い年月をかけて書かれた 66巻の書物の集合体です。書いた人の意図を正確にくみ取

り、当時それを読んだ人々が受け取つた内容にそって、聖書を読み解 く必要があり

ます。そのためには、その書が書かれた時代背景や文化的背景を知|る こと、古代ユ

ダヤ教の教師 (ラ ビ)た ちの見解も含めて当時のユダヤ人たちがどう理解 していた

かを、重要視 します。現代の異邦人が自分に引き付けて聖書を読んでも、正確な意

味は伝わってきません。

② 字義通 りの解釈も重要です。字義通りの解釈とは、文脈に沿つてそれぞれのことば

を当時一般的に通用 していた意味で、そのまま受け取るということです。また、著

者が比ゆ的表現を採用しているなら、その部分は比ゆとして解釈 しますが、本来比

ゆ的言葉でないものまで象徴的、比ゆ的に解釈 し、結果的に著者の意図とは異なつ

た結論を導き出すようなことはしません。

3.巻物の傍 らに立つライオン

これは、ユダの獅子、つまリイエス・キリストを指 します。イエス 。キリス トというお

方をどのように見るかは、キリス ト教信仰の土台です。間違ったキリス トを信 じても、救

いに至る信仰とはなりません。

① キリス トについての理解のかなめは、「イエス・キリス トは、完全に人であり、完全

に神である」ということです。

② イエスは他の人間と同じように女から誕生し、生き、苦しみ、死にました。この点

では、完全に人です。

③ 同時に、イエスは他の人間とは異なっていました。そのことは、次の 4点 を見れば

明らかです。

● イエスは、永遠の昔から存在 していました。

● その生涯において一度も罪を犯しませんでした。

● その死は人類の罪を贖 うものでした
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● 復活と昇天によつて、神の子であることが証明されました。

④ 聖書が教える福音の三要素とは、以下のものです。①キリス トは私たちの罪のため

に十字架上で死なれた。②死んで、墓に葬られた。③三日目によみがえられた。人

は、これを受け入れ、イエス 。キリス トをそのようなお方と信 じて救われます。こ

れ以外に、救いの道はありません。

4.巻物の傍 らに立つライオン

再度、ライオンです。ヘブル語では、「アリエル (神 の獅千 )」 とも呼ばれます。

① 20年 間セミナー講師としてお招きしてきたフルクテンバウム博士は、米国テキサ

ス州に本部を置くアリエル・ミニストリーズの代表です。

② 聖書フォーラム運動を指導 している中川健一牧師とその福音宣教団体ハーベス トタ

イム・ミニス トリーズは、アリエル・ミニス トリーズと協力関係にあります。フル

クテンバウム博士は、私たちのメンター (指導者、助言者)であり、私たちは博士

から、ヘブル的視点で聖書を読む方法を学んできました。

③ ハーベス トタイム・ミニス トリーズの活動が祝されてきた理由のひとつは、ユダヤ

人を祝福 し、ユダヤ人伝道を支援 してきたことであると中川牧師は確信 しておられ

ます。

■聖書フォーラム運動の基本理念

1.共生のためのABC

目的 (AIM)  人の功績や栄誉のためではありません。神をほめたたえます

● 神の栄光

士台 (BASIS) 同じ聖書理解を共有 します

● ヘブル的視点による聖書解釈

● ディスペンセーショナリズムによる聖書解釈

● 聖書的イスラエル理解

理念 (CONCEPT) 各フォーラムは自立し、かつ連携 します

● 自給伝道 。家の教会・ネットワーク

０
４

2.自 立への道―教会の病理現象 (FATIM)か らの脱去l

形 式 主 義 (FORMALISM)か ら 自由 (FREEDOM)ヘ

● キリス トにある自由・愛を働かせるための自由

権威 主義 (AUl｀ HORI′「ARIANISM)か ら白治 (AUTONOMY)ヘ

● 自給伝道 。自主運 営

伝 統主義 (TRADlT10NALISM)か ら変革 (TRANSFORMAT10N)ヘ

● ヘブル的聖書解釈 。神の国の視点

内向き志向 (INWARD L00KING)か ら外向き志向 (OUTWARD L00KING)ヘ

● キリス ト教信仰を陛界観 。歴史観としてとらえる

０
４

(4)

耕鶉     |
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(5)会員志向 (MEMBERSHIP ORIENTED)か ら流動志向 (MIGRAT10N ORIENTED)ヘ

● 歴 史の流れ と社会 の現状 を読む

● 自らの動機の再確認

■具体的な質問

1.聖書フォーラムは、教会ですか ?

(1)聖書フォーラムは、教会です。

(2)聖 書で言 う教会には、普遍的教会 (単数)と 地域教会 (複数)と があります。

(3)普遍的教会とは、使徒 2章の教会誕生以来、すべての真の信者が属する「日に見

えない、ひとつの教会Jです。そのかしらは、主イエス 。キリス トです。教会は

キリス トのからだ、私たちはそのからだを構成する器官のひとつひとつです。

(4)地域教会とは、「目に見える地 上の教会 (複数)Jですっ建物で 1)な ければ、教団

組織でもありません。その地域で、共に集まり、共に励まし合い、共に学ぶ信者

たちの集まりです。

(5)使徒の働きの時代では、教会というと「家の教会」です.信者の自宅に集まって

いました。ただし、家庭集会=家の教会ではありません。教会になるためには、

長老の資格があると認められて按手礼を受けた信者 (男性)が 2名 以上リーダー

として任命される必要がありました。複数指導が聖書の原則です。

(6)女性は、長老にはなりませんが、執事として、奉仕する立場が与えられます。

(7)長 老と執事は、聖書フォーラム委員会において認証され、按手礼を受けて、その

奉仕にあたります。自分勝手にその職名を自称することはできません。

(8)長老 1名 以上とサブリーダー2名 以 L、 計 3名 以 Lが、「サーバン ト・リーダー (会

衆を支配するのではなく、仕えるリーダー)」 として立つ集会が、聖書フォーラム

となり、聖餐式と洗礼式を行 うことができます。

(9)洗礼式については、聖書フォーラムの夏季キャンプが毎年 7月 下旬に静岡県御殿

場にて開催され、そのプログラムの中にも準備されています。キャンプに参加 し

て、全国の仲間が立ち会 う中での洗礼式をお受けになることをお勧めします。

(10)門 r13港 の集会は、まだ単独では長老を立てられませんので、熊本聖書フォーラム

の外部集会として位置づけられます。このような外部集会は、福岡市でも開催 し

ております。

2.献金はどうするのですか ?

(1)モ ーセの律法に収穫物の十分の一を神殿に捧げるという規定がありますが、モー

セの律法自体がイスラエル民族にのみ適用されるものです。まして主イエス 。キ

リス トが律法の要求を完全に成就 して、モーセの律法を終了させましたので、十

分の一規定は、全く私たちには適用されません。

(2)新約時代の献金は、「各自が′らに決めたとおりに、喜んで捧げるJこ とと、「匿名」

であること、この二つの原貝Jが 大切です。

(3)門 司港の集会では、集会室の賃料や水道光熱費などを賄 うZ、要があります。集会
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の献金によつて、必要額が満たされるようにお祈 りください。

(4)熊本や福岡の集会では、そのような賃料や水道光熱費はかからないので、集会と

しては、これまで献金箱を置きませんでしたが、今後、門司港集会を少 しでもサ

ポー トできるよう、そのための献金を呼びかけて、献金箱を置くことにします。

葬儀や結婚式はできますか ?

(1)聖 書フォーラムの長老は、

や結婚式の司式を執 り行 う

(2)葬儀や結婚式については、

してお くとよいで しょう。

(3)墓地は、ハーベス トタイム

墓地を運営 してお ります。

―ジをご覧 ください。

一般的な呼び方をすると「牧師Jに あたりますc葬儀

ことができます。

前もつて式場の手配や費用の見積もりなどを準備検討

。ミニス トリーズが富士山ろくと大阪の 2か所に共同

海上散骨にも対応 してお りますc詳 しくは、ホームペ

■神の国の福音

1.紀元 26年、先駆者 ヨハネの宣教 「悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。」 (マ タ

イ 3:2～ 3)

2.それから約半年後、イエスの宣教 「悔い改めなさい.天の御国が近づいたから。J(マ

タイ 4:17、 マルコ 1:15)、 神の国の福音 (ルカ 4:43)

3.神の国=神のみこころが地上において行われる国、平和と正義の国。聖書は、神の国

に関する神のご計画がどのようなものか、歴史の中でそれがどのように啓示され、進

展していくかを教える書物です。

4.紀元前 1406年 、モーセによる預言 「あなたの神、主に立ち返 り。・・」 (申 30:2)

命記 30:1～ 1

(1)1～ 4節  イスラエル民族の離散と帰還の預言

(2)5～ 6節  土地の約束 。子孫の約束・祝福の約束が成就する

● あなたの神、主は、・・・あなたが生きるようにされる。

(3)14節   まことに、みことばは、あなたの心にあって、これを行 うことができる

イスラエルの民が、民族的に悔い改めて主に立ち返ることが、神の国の到来の条件

どうやって、「みことばは、あなたの心にあって、これを行 うことができる」ようにな

るのでしょうか ? 神がこれをされるというのは、何のことでしょうか ?(ェ レミヤ

33:33、 エゼキエル 11:19)神 の霊を心の中に受けることです。

どうやって、神の霊を受けるのでしょうか。 (ヨ ハネ 7:38～ 39) イエスを信 じるこ

とです。

イエスの何を信 じるのでしょうか。(ロ ーマ 10:8～ 13)イ エスは主であると告白し、

はイエス の中からよみがえ ださった と信 じ

① イエスは、ご自身の血̂を もつて私を買い取つてくださった主人です。私は罪

の奴隷でしたが、今はイエスに買い取られてイエスの奴隷となりました。

② イエスは、聖書の神ヤハウェ (主)が人となられたお方です

５

　

６
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