
 

 

２０１１／０１／０２  礼拝メッセージ  近藤修司 牧師 

 

主  題：日々新しくされていますか 

聖書箇所：コリント人への手紙第二 ４章１６節 
 

 今朝は、Ⅱコリント４：１６のみことばを見て行きます。「ですから、私たちは勇気を失いません。たと

い私たちの外なる人は衰えても､内なる人は日々新にされています。」 

 一生懸命福音を語り続けてもなかなか願っているような成果が上がらない。一生懸命福音を語り続け

ているのに、私たちの愛する人たちはこの福音になかなか心を開いてくれない。皆さんも恐らくそのよ

うなことを何度も経験なさっていると思います。先月、私たちはありとあらゆる機会を用いてこの福音

を伝えようとして来ました。でも、結果だけを見て、だれかは思っているような成果が出ないので、も

しかすると少しがっかりしているかもしれません。だれかはその結果に落ち込んで、福音宣教の意欲を

失いかけているかもしれません。もし、あなたがそうなら、そのあなたに対してパウロはすばらしいメ

ッセージを与えてくれます。Ⅱコリント４：１６には「勇気を失いません。」とあります。これは「失望

してはならない、がっかりしていてはならない」という意味をもったことばを使っています。この１６

節にも、４章１節にも「勇気を失うことなく」とあり、同じことばを使っています。 

 パウロという人物を振り返るときに、パウロは確かに勇敢なキリスト者でした。彼自身、福音宣教に 

おいて様々な困難を経験していました。４章の８節から１１節までに彼はそのことを少し教えてくれて

います。福音に反対する者たちの中には、パウロのいのちを狙う者たちや、また、パウロのことを公然

と非難し中傷する者たちがいました。パウロには味方がだれもなく孤独を経験しました。ともに仕えた

同労者たちの中に、この世を愛して彼から離れて行った者たちもいました。そのことだけを見ても、

「こんな状態ならもう止めようか？こんなに苦しいのならもう福音宣教の働きを止めようか？」と、私

たちはそのように考えてしまうかもしれません。 

しかし、パウロは違いました。そのようなことが彼の信仰の歩みの妨げになったのでしょうか？彼は

そうではないと言います。パウロは却ってそのような迫害や困難を喜んでいたというのです。｢そればか

りでなく、患難さえも喜んでいます。｣とローマ書５章３節に記されています。パウロはキリストの敵から

の迫害がどれ程あろうと、どんなに心が萎えてしまう出来事があっても、彼は怯むことなく、失望する

ことなく主に仕え続けたのです。確かに、勇敢でした。その彼が私たちに言うのです。｢失望していて

はならない。がっかりしていてはならない。｣と。確かに、思うようなことが起こらないかもしれない

し、期待するようなことが起こらないかもしれません。しかし、私たちはそのような中にあって失望し

続けるのではなくて、落ち込み続けるのではなくて、前に向かって進み続けなければいけないと言うの

です。            

パウロは自分の人生を振り返ってこのようなことを言います。使徒の働き２０：１９－２４「私は謙

遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀によりわが身にふりかかる数々の試練の中で、主に仕えま

した。:20 益になることは、少しもためらわず、あなたがたに知らせました。人々の前でも、家々でも、あなた

がたを教え、:21 ユダヤ人にもギリシヤ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とをは

っきりと主張したのです。:22 いま私は、心を縛られて、エルサレムに上る途中です。そこで私にどんなことが

起こるのかわかりません。:23 ただわかっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりとあかしされて、なわめ

と苦しみが私を待っていると言われることです。:24 けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエ

スから受けた、神の恵みの福音をあかしする任務を果たし終えることができるなら、私のいのちは少しも惜しい

とは思いません。」とパウロは告白しています。福音宣教のわざを為して行くときに多くの涙があったこ

とを。私たちが想像出来ないようなたくさんの苦しみを彼自身が経験したことを。しかし、その中にあ 

って彼は「私は主に仕えた。どんなことが起ころうとどんな時であろうと私は主に仕え続ける」と言う

のです。パウロという信仰者は信仰のレースを熱心に、また、忠実に走り続けた人物です。我が身に起 

こる様々な出来事に対して不平不満を言うのではなく、忠実に主に従い続けたのがパウロです。 

しかし、私たちは必ずしもそうではありません。残念なことに、私たちはいろいろな事に絶望を覚え

てしまいます。先程も話したように、一生懸命伝道しても成果が出ない、結果が出ないために希望を失

ってしまう人たち、長い間福音を伝え続けても、愛する人がその罪を悔い改めて主イエス・キリストを

信じようとしないと、もう絶望の中にいる人。また、ある人々はキリストを宣べ伝えようとするのです

が、その家族や親族の中にあって、もしかすると、それを否定されてしまうのではないか、また、大き

な問題をもたらしてしまうのではないかという恐れがあって萎縮している人がいます。愛する家族にこ

のすばらしい救いを知ってもらいたい、この救いに与ってもらいたいと願いながらも、もし福音を語る



 

 

ことによって今まであった家族の和が乱れてしまうのではないかと、そのような恐れがあってなかなか

福音を語れないと、そのような不安を抱えた人たちがいます。また、ある人はこのように言うかもしれ

ません。何度語っても罪を悔い改めない人々に対して「あの人はもう絶対に救われない。さばかれても

当然だ。」と彼らを非難します。私たちが福音の働きを熱心にして行くときに、いろいろな反応があり､

私たちもいろいろな思いを抱いてしまいます。 

 なぜなら、私たちの思い通りにならないからです。私たちの思う通りに人々がこの救いに与らないか

らです。パウロは言います。「失望していてはならない。がっかりしてはならない。思うようなことが

必ずしも起こる訳ではない。期待しているようなことが起こる訳ではない。しかし、私たちはその中に

あって、しっかりと為すべきことを為し続けて行くことが必要だ。」と。どうすれば、どんなときにも

失望、落胆しないで、パウロのように、主に対して忠実に歩み続けて行くことができるのでしょう？私

たちがこの福音宣教を続けて行くために、失望しないで宣べ伝え続けるためにはどうすればいいのでし

ょう？そのことをパウロは私たちに教えてくれます。今日、私たちはこのみことばを通して、どうすれ

ばこのような私たちの内から出て来る失望に打ち勝つことができるのか、どうすれば私たちがパウロと

同じように、どのような結果が起ころうとも、熱心に忠実に、この救いのメッセージを語り続けて行く

ことができるのか、そのことをごいっしょに見て行きます。 

パウロたちが熱心に、また、忠実に働き続けたという現状を見たときに、ある人々は、そのように信

仰心の熱いこと、神に対して忠実な者になって行くためには、実は、私たちにはこれらが必要だと考え

ます。 

誤った人間的な考え： 

・試練が必要＝ある人たちはこのように言います。｢我々もパウロのように熱心になるためには、彼ら

が経験していたような様々な困難、試練を経験する必要がある。それらがないから私たちの信仰も非常

に生ぬるいのだ。」と。確かに、それも一理あると思います。なぜなら、信仰は、様々な試練を通して

磨かれて行くからです。確かにそうです。でも、経験する試練をその人が正しく受け止め、主の備えて

くださったレッスンを正しく学ぶときに益になりますが、ある人々は、様々な試練や困難、苦難が続く

と、主に対して怒りを抱いてしまいます。折角、主が私たちのために与えてくださっているものも、私

たちが正しく受け取らなければそれは私たちにとってプラスにはならないのです。 

 シカゴのムーディー教会の元牧師であったウォーレン・ワーズビーはこのように言います。｢苦難そ

のものが私たちをより聖められた人にするのではありません。私たちが主に明け渡し、主のみことばに

心を向け、働いてくださるように主に信頼しない限り、私たちの苦難は私たちを最も悪質なキリスト者

にするばかりです。私自身の教会の務めの中でも、神の民である人々がどんどん批判的になり敵意を現

わすようになり、栄光から栄光へどころから、悪からもっと大きい悪へと進んで行くのを見ました。｣

と。いろいろな試練を経験することによって、それを正しく受け止めたらいいのですが、受け止めない

人々はキリストに似る者ではなくて、益々それと全く逆の状態になってしまうと言うのです。神に対し

て怒っている人、神に対して不平不満を抱えている人にそのようなことはありませんか？ですから、試

練は確かに必要かも知れませんが、その試練に対して正しく応答しない限り私たちは成長しないのです。

却って、間違って応答するなら、私たちは神に対して非常な怒りをもつ者になってしまいます。 

・理想的な環境が必要＝ある人々はこのように言います。「理想的な環境さえあれば私の信仰は成長す

る。私もパウロのようになれる。」と。人々はいろいろな条件を上げます。例えば「もう少し信仰に理

解のある家庭だったら私はもっと従って行けるのに…。」と。そのようなことを聞いたことはありませ

んか？「私の両親がもう少しこの信仰に理解を示してくれる人だったら…。私の伴侶がもう少し信仰に

理解を示してくれる人であったら…。」と。また、このように言う人もいます。「そのように生きたい

と願っている友人が一人でもいてくれたら、私は忠実に生きて行くことができるのに。そのような友達

がいないから私は忠実に生きて行くことができない。」と、いろいろなことを聞いてしまいます。この

ような環境さえあれば私の信仰はもっと成長すると言うのです。 

しかし、現実は皆さん、自分を取り巻く環境が、また、その状況が私たちを成長させるのではありま

せん。問題は自分自身です。前に話したことがあるかも知れませんが、私が初めて、タシケントという

中央アジア最大の都市を訪問したときに、そこでその当時「地下教会」と呼んでいた教会のリーダーと

会いました。私たちはもう１０日以上の旅を続けていたので疲れていました。いつも監視されているこ

と、いつも部屋での会話が盗聴されていること、いつも尾行されること、そのような状況に疲れていた

のです。ですから、私はそのクリスチャンのリーダーに｢（当時のソ連ですが）この国を出て自由な国

に行きたいと思いませんか？ 自由に礼拝ができて、自由にキリストを宣べ伝えることができて、そん

な自由な国に出て行きたいと思いませんか？」と聞きました。彼はすぐに私にこのように返事をしまし



 

 

た。｢私は一度もそのようなことを考えたことはありません。私は神さまが置いてくださっているこの

国にあって、主の恵みをいただきながら忠実に仕えて行くのです。｣と。環境さえ整えば、良い環境だ

ったら信仰が成長する？彼は「環境ではない。私がどのように生きて行くかだ。｣と答えたのです。 

マケドニヤの教会の例を見ましょう。Ⅱコリント８：１－５「さて、兄弟たち。私たちは、マケドニヤの

諸教会に与えられた神の恵みを、あなたがたに知らせようと思います。:2 苦しみゆえの激しい試練の中にあって

も、彼らの満ちあふれる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出て、その惜しみなく施す富となっ

たのです。:3 私はあかしします。彼らは自ら進んで、力に応じ、いや力以上にささげ、:4 聖徒たちをささえる

交わりの恵みにあずかりたいと、熱心に私たちに願ったのです。:5 そして、私たちの期待以上に、神のみこころ

に従って、まず自分自身を主にささげ、また、私たちにもゆだねてくれました。」、ですから、本当に大切な

ことは、自分を取巻く環境でも状況でもありません。自分自身なのです。 

では、どうすればパウロのように失望しないで、主に忠実に歩み続けることができるのでしょう？福

音を宣べ伝えるために、失望しないで宣べ伝え続けるためにはどうすればいいのでしょう？パウロは私

たちに、私たちがどんなときにもしっかりと失望することなく、落ち込むことなく､主に忠実に歩み続

けて行くために、大切な四つのことを教えてくれます。４章の１節から見て行きます。 

☆「失望に打ち勝つ秘訣」を学ぶ 
１．我々の務めから目を逸らさない  １節 

私たちは主に仕える者として生まれ変わっています。１節「こういうわけで、私たちは、あわれみを受け

てこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、」と言います。信仰者である皆さん、あな 

たが覚えなければいけないことは、あなたは神から、主なる神から大切な務めをいただいているという

ことです。パウロは先程お読みした使徒の働き２０章２４節でこのように言っています。「けれども、

私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた、神の恵みの福音をあかしする任務を果たし終える

ことができるなら、私のいのちは少しも惜しいとは思いません。」と。パウロは明らかに、自分は神から大

切な務めをいただいている、神から特別な務めが与えられているということを知っていました。この 

｢務め｣というのは、牧師や宣教師に召されているということではなく、すべてのキリスト者に与えられ

ている務めです。 

 Ⅱコリント２：１４－１５に「しかし、神に感謝します。神はいつでも、私たちを導いてキリストによる勝

利の行列に加え、至る所で私たちを通して、キリストを知る知識のかおりを放ってくださいます。:15 私たちは、

救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストのかおりなのです。」とあります。 

「かぐわしいキリストのかおり」と言います。この｢かおり｣ということばは「芳しい香り、良い香り」のこ

とです。そのようなことばをパウロは使っているのです。パウロはこのことばを使うことによって、あ

る一つのことを私たちに教えようとするのです。それは、その当時、人々がよく知っていたローマの凱 

旋パレードを比喩的に用いて説明するのです。ローマ軍が出て行って戦いをし、そして、勝利を収めて

帰国します。もちろん、これは小さな戦いではなくて、少なくとも、五千人以上を殺して、ローマのた

めに新しい領土を獲得した場合です。このような条件があるのですが、その条件に適った勝利を得た場

合、その勝利した軍はローマの沿道を行進する訳です。凱旋のパレードです。そこにはその戦いで捕え

た捕虜や、また、戦勝品を携えています。ですから、沿道にいる人々はその様子を見る訳です。だれが

捕らえられたのか、彼らはどのようなものを獲得したのかと。 

その行進の際に、祭司たちは自分の神々にささげる香を焚いたのです。その勝利を祝っている沿道の

人々にはその香は非常にかぐわしいかおりだったのです。でも、そこで行進している捕らえられた者た

ちにとって、そのかおりは良いものではありませんでした。何を意味するかというと、彼らはこの後、

死刑にされてしまうか、それとも奴隷として売られてしまうか、どちらにしてもありがたくないことだ

ったのです。パウロはそのことをよく知っていたので、ここでその比喩を使いながら説明しようとする

訳です。パウロが言ったように、「私たちは、救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわ

しいキリストのかおりなのです。」。 

この「かおり」とは「福音」のことです。救いのメッセージです。私たちはこのメッセージ、キリス

トのかおりを人々の前に放つという、その務めをいただいたのです。ですから、福音宣教ということは

やってもやらなくてもいいというものではありません。神が私たちに託された大切な務めなのです。続

いて、Ⅱコリント２：１６には「ある人たちにとっては、死から出て死に至らせるかおりであり、ある人たち

にとっては、いのちから出ていのちに至らせるかおりです。」とあります。「ある人たちにとっては、いのちか

ら出ていのちに至らせるかおりです。」と、これは福音を聞いて信じる人たちのことです。彼らにとって、

この福音は永遠のいのちをもたらす非常にかぐわしい喜びのかおりです。ところが、「死から出て死に至

らせるかおり」とは福音を拒む人たちのことです。彼らにとっては、この福音はありがたくないかおり



 

 

なのです。そして、その結果、彼らには永遠の死が与えられます。その不信仰がさばかれるのです。 

 ですから、パウロは「福音というすばらしい救いのメッセージを人々に伝えて行くというこの務めは

あなたに与えられています。それは特別な人だけでなく、あなたが神の恵みによって救われたのであれ

ば、あなたにもこの務めが与えられているのです。」と言うのです。だから、１６節の後半に「このよ

うな務めにふさわしい者は、いったいだれでしょう。」と問いかけています。パウロはこの答えを知らない

訳ではありません。当然知っています。同じ、Ⅱコリント３：５を見ると、その答えが記されています。
「何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からの

ものです。」、つまり、パウロが言わんとしていることは、このような大切な救いのメッセージを人々

に伝えて行くこの務めは、神ご自身が私たち恵みによって救われた者たちに与えてくださったものだと

いうことです。この大切な務めは神ご自身から、イエス・キリストを信じるあなたに与えられたものな 

のです。 

 まず、私たちが覚えなければいけないことは、信仰者の皆さん、この大切な務めを神はあなたにくだ

さったということです。一つしかない救いのメッセージ、人間が救われるために神ご自身が与えてくだ

さった唯一のメッセージを伝えるという、その務めを神はあなたに与えてくださっているのです。私た 

ちががっかりし続けないために、私たちが失望し続けないために、どんなことがあっても私たちが前進

し続けるために必要なことは、神は私たちに大切な務めをくださったということを覚えることです。神 

ご自身が私にこの務めをくださった、そのことを忘れてはならないと言うのです。 

２．我々の希望から目を逸らさない  １４節 

 私たち信仰者にはすばらしい希望が約束されています。Ⅱコリント４：１４「それは、主イエスをよみ

がえらせた方が、私たちをもイエスとともによみがえらせ、あなたがたといっしょに御前に立たせてくださるこ

とを知っているからです。」、パウロは神の前に立つ日のことを考えています。「私はこの全能なる唯一 

真の神の前に立つのだ。」と、そのことを思いながら日々を過ごしたのです。その日を待ち望みながら

彼自身が神からいただいたこの希望をもって歩み続けたのです。パウロは「これが本当のキリスト者で

ある。」と言います。「神の前に立つことを待望しながら、神の前に立つことを待ち望みながら生きて

行く人たち、それがクリスチャンだ。」と。 

（１）パウロは彼自身の遺言の中でそのことを語っている 

 Ⅱテモテ４：８「今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者であ

る主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現われを慕っている者には、だれにでも授けて

くださるのです。」、ここには「義をいただく」ということが言われています。「義の栄冠」とはそうい

うことです。つまり、パウロはここで「私たちがイエスにお会いするときに、私たちは栄光のからだを

いただくことによって、完全に義なる者とされる」と言うのです。私たちはイエスを信じることによっ

て「義なる者」であるという宣言をいただきました。神ご自身がそのように「この人は聖い」と宣言し

てくださったのです。しかし、私たちは信仰者としての日々の歩みを通して、罪との戦いを経験してい 

ます。ゆえに、私たちはこの罪のからだから解放される日、この罪のからだが贖われるその日を待って

いるのです。 

それは、私たちがイエスにお会いしたときに実現します。その時に、私たちは完全に義なる者とされ

るのです。罪のない者とされるのです。すべての点で「完全に聖い、正しい者」とされるのです。パウ

ロはそのことを待ち望んでいる者たちに神はその義を与えてくださると言いました。ということは、皆

さん、私たち信仰者はこのからだが贖われて、もう罪を犯すことのない栄光のからだをいただくときを

待ち望みながら生きるのです。それがクリスチャンなのです。 

（２）パウロは「成人」、すなわち、「霊的におとな」であるキリスト者はある目標をもって走り続け

ていると教えている 

 そのことをパウロはピリピ人への手紙３章で教えています。３：１３－１４「兄弟たちよ。私は、自分

はすでに捕えたなどと考えてはいません。ただ、この一事に励んでいます。すなわち、うしろのものを忘れ、ひ

たむきに前のものに向かって進み、:14 キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、

目標を目ざして一心に走っているのです。」、パウロは「キリストに似た者に変えられる」ということを言

っているのです。それはいつのことでしょう？私たちが栄光のからだをいただくときにそれが実現する

のです。ですから、パウロは言います。「その日を待ち望みながら私は一生懸命走っている。」と。ち

ょうど、マラソンのレースに出ている者たちがゴールを目指して走るように、その日を待ち望みながら、 

「私はこの罪のからだから解放されてキリストに似た者へと変えられる、それを目標にしながら、私は

走り続けている。」とパウロはそのように言うのです。１５節「ですから、成人である者はみな、このよう



 

 

な考え方をしましょう。もし、あなたがたがどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあな

たがたに明らかにしてくださいます。」と、このように考えていない人たちに対してパウロは言います。 

「その人たちのことは神さまに委ねよう。神さまが神の方法をもって彼らに教えてくださるから、その

ことを信頼する。」と。 

 いずれにしても、この二つのみことばを見ても、クリスチャン、神によって救われた者たちは「私た

ちは将来、キリストに似た者に変えられる、この罪のからだから解放されて栄光のからだをいただくと

いう、そのときを待ち望みながら生きる者たちである。」と、これが私たちの目標であり、私たちに与

えられた希望です。信仰者の皆さん、もう間もなく、私たちは主を悲しませることから解放されるので

す。主の前に罪を犯す、この日々の葛藤から自由にされるのです。もう、私たちの愛する主を悲しませ

ることがないのです。栄光のからだをいただいたなら、もうそこには不信仰はないのです。そこには罪 

はないのです。私たちはその日を待ち望みながら今日を生きているのです。 

（３）Ⅰテサロニケ４：１３－１８において主の空中携挙について語ったパウロは、この真理によって、

互いに慰め合うようにと勧めている   

 まもなく、イエスが私たちを迎えに来てくださる、最近、特にそのことを感じませんか？先日は、月

食で月が真っ赤になったと報じられましたが、旧約聖書の預言を思い出しました。「月が血の色に変わ

る。もう終わりが近いな。」と家でもそんなことを話していました。そのようなことがなくても、私た

ちはもう世の終わりが近いことは分かっています。私たちは今、どうしようもない大変な世の中に生き

ているからです。パウロは言います。「もう間もなく、イエスさまが帰って来る」と。そのときに私た

ちは何を経験するのでしょう？私たちは天にあって、先に召された愛する者と再会するのです。罪赦さ

れて先に天に行った者たちと再会する訳です。また同時に、私たちは希望をもって生きることが出来ま

す。イエスとともに永遠を過ごすというその日が近づいているからです。愛する者たちと再会すること、

そして同時に、イエスとともに永遠を過ごすこと。 

 あなたは希望をもって今日を歩んでおられますか？イエスにお会いすることを待望しながら歩んでお

られますか？パウロが、このように大変な中でもいつも主に対して忠実に歩み続けて行けたのは、この

希望があったからです。彼はイエスとの再会の時を待望しながら一日一日を生きたのです。 

３．我々の人生の目的から目を逸らさない  １５節 

 私たちは何のために、また、だれのために生きているのかを忘れてはいけないのです。私たちは神の 

栄光を現わすために生きているのです。 

（１）主の模範                                     

イエスご自身が示してくださった模範がそうでした。イエスは父なる神の栄光を現わすことだけを目

的に生きておられました。ですから、このように言われています。ヨハネ１７：４「あなたがわたしに行

なわせるためにお与えになったわざを、わたしは成し遂げて、地上であなたの栄光を現わしました。」。イエス 

の地上での生涯は１００％完璧に父なる神のみこころに従い、神の栄光を現わしました。そのように完

璧に栄光を現わされた唯一のお方はイエスだけです。そして、彼は私たちに模範とするべき大切な歩み 

を明らかにしてくださいました。主イエス・キリストは父なる神の栄光のためだけに生きられたのです。

それが私たちへの模範です。 

（２）人生の目的 

 また同時に、私たちはみことばによって、何のために生きているのか、人生の目的というものが教え

られています。私たちは自分のために生きる人生を過ごしている訳ではありません。私たちがこの世に

生きているのは、私たちの主のすばらしさをこの世の中に明らかにするためです。そのために私たちは

生きています。神のすばらしさを世に明らかにするためです。パウロはⅠコリント６：２０で「あなた

がたは、代価を払って買い取られたのです。ですから自分のからだをもって、神の栄光を現わしなさい。」と言

っています。同じように、Ⅰコリント１０：３１では「こういうわけで、あなたがたは、食べるにも、飲む

にも、何をするにも、ただ神の栄光を現わすためにしなさい。」と教えています。みことばが私たちにはっ 

きりと教えていることは、もう自分のために生きる人生は終わったということです。 

生まれ変わった私たち、救いに与った私たちはこの神の栄光のために生きる者です。それが私たちが

生かされている理由であり、救われた理由です。ですから、私たちは自分の希望が叶えられることを求

め続ける生き方から、神が喜ばれること、そのことだけを求め続ける生き方へと変わることが必要なの

です。救われていながらもなお、私たちは何のために生かされているのかを忘れてしまって、これまで

と同じように、自分のためだけに生きている人たちがいる可能性があります。自分の希望が叶えられる 

ことだけを求め続けている皆さん、私たちは生まれ変わったのです。そのような生き方から救い出され

た私たちは、神の栄光のためだけに生きる者です。 



 

 

私たちにとって大切なことは、自分の追い求めて来たこと、また、願って来たことと異なることが示

されたときに、その示された主のみこころにどのように応答するかということです。神が示してくださ 

ったそのみこころを喜んで受け入れて感謝するのか、それとも不平不満を言うのかです。私たちがいつ

も覚えなければいけないことは、確かに、この生活の中で自分の思うように進まないのが私たちの人生

ですが、神のみこころを求め、神の栄光を求めて生きる者たちは、何が起こっても神のみこころを求め

て生きている訳ですから、神が与えてくださるすべてのことを感謝するということです。なぜなら、私

たちは神が喜んでくださることを目指して生きているからです。 

 ですから、私たちが最初から見て来たように、自分の思うような結果が、例えば、福音宣教において

起こって来なくても私たちは感謝できるのです。なぜなら、神が私たちに望んでおられることは、結果 

がどうであれ、私たちが神の前に正しく歩み続けて行くことです。私たちが今生きている目的は、この

神のすばらしさが現われることです。私たちが誉められる必要はないし、また、誉められるべきでもあ

りません。なぜなら、私たちは神の助けによって、神のわざを為しているにすぎないからです。ですか

ら、私たちは自分の願い、自分の希望、それらが叶えられるならそのことを感謝しますが、それが叶え

られなくても「主よ、あなたのみこころのままに為してください。」と感謝するのです。私たちがしっ

かり覚えなくてはいけないことは、私たちが何のために生きているのか、その目的を覚えることです。 

４．我々の主から目を逸らさない  １６節 

パウロは１６節で「たとい私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。」と言いま

した。私たちの勝利のカギは私たちの「内なる人である」と言います。私たちがイエス・キリストを信

じ救われたとき、新しく生まれ変わったのは「私たちの内側」です。私たちの外側、この肉体は日々衰

えて行きますが、新しく生まれ変わったなら、私たちの内には新しい願いが起こります。それは神に喜

ばれることをしたい、神が憎まれることから離れて行きたい、救いを与えてくださった主イエスを愛し

て喜んで従って行くことです。 

イエスを信じた私たちは神によって日々変えられて行きます。その働きはもうすでに始まっているの

です。Ⅱコリント３：１８「私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させな

がら、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによる

のです。」、このように成長するのです。この成長がカギであることは確かです。パウロが言ったこと

は「そのために私は主をしっかりと見て生きて行く」ということです。 
ちょうど、ペテロが湖を歩いているときに、イエスを見ないで波や風を見たときに沈みかけたように、 

私たちもイエスから目を離してしまうなら、私たちの人生も同じように沈んでしまうことがあるでしょ 

う。だから、私たちの目をしっかりとイエスに向けていなければいけないのです。そのように私たちは

生きて行くことが必要だと言うのです。 

 私たちにとって必要なことは、まず、私たち自身、神から大切な務めをいただいているということを

忘れてはいけないということです。神はあなたを選んでそのすばらしい務めを与えてくださったからで

す。また同時に、私たちは私たちに与えられている希望から目を逸らしてはいけないのです。しっかり

と天国を見て、それを覚えて生きることです。そして、同時に、私たちは何のために生きているのか、

その目的を覚えて生きて行くことです。私たちの主から目を逸らさないようにと。 

《結論》 

 ダビデに仕えた多くの者たちの中で、次の三人が秀でた存在であったと言われています。 

Ⅱサムエル２３：１５－１７「:15 ダビデはしきりに望んで言った。「だれか、ベツレヘムの門にある井戸の

水を飲ませてくれたらなあ。」:16 すると三人の勇士は、ペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にあ

る井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持って来た。ダビデは、それを飲もうとはせず、それを注

いで主にささげて、:17 言った。「主よ。私がこれを飲むなど、絶対にできません。いのちをかけて行った人た

ちの血ではありませんか。」彼は、それを飲もうとはしなかった。三勇士は、このようなことをしたのであ

る。」、三人の勇士とはヤショブアム、エルアザル、シャマでした。彼らは主が言われたことをいのち

がけで行なったのです。主が喜んでくださることのために、彼らはいのちがけだったのです。 

私たちが考えなければいけないことは、このような信仰者であるかどうかということです。あなた自

身が神のためにいのちがけで従おうとしているかどうかです。ソロモンがおもしろいことを言っていま

す。箴言２０：６「多くの人は自分の親切を吹聴する。しかし、だれが忠実な人を見つけえよう。」と。この 

「親切」ということばは、人に対する親切とか、人の益になることをすることです。多くの人はそのこ

とを吹聴する、自慢するのです。私はこんなことをしていると…。「しかし、だれが忠実な人を見つけえ

よう。」と言います。「忠実」ということばは「信頼できるメッセンジャー、忠実な証し人」という意味

です。つまり、主が言われていることは「自分がやったことを自慢する人はたくさんいるけれど、わた 



 

 

しが語れと言ったメッセージを忠実に語っている人、わたしのことを伝えている人はいったいどこにい

るのか？」ということです。そこです！私たちが考えなければいけないことはそのことなのです。私は 

そのような人として成長しているかどうかです。 

・あなたはどんなときにも忠実に歩んでおられますか？ 

・私たちは今一度、「主への献身を新たにすることが必要」です。 

 新しい年を迎えるに当たって、皆さん、私たち一人ひとりが主への献身を新にすることが必要だと思

いませんか？過ぎ去ったものは過去のことです。問題は今からです。主が私たちを迎えてくださるその

ときまで、私たちはこのようなすばらしい救いに与り、このようなすばらしい特権に与っている者とし

て、今一度、この神に対して献身を新にしてこの主に従い続けて行くこと、そのことを心から決めて、

そのような歩みを始めて行くこと、今、その必要があるのではないでしょうか？ 

 今日、新しい年をこうして始めるに当たって、お一人ひとりが自らの信仰をもう一度見て、主が望ん

でおられるような、そして、主が喜んでくださるように歩み続けてください。神の栄光を現わす、その

ために私たちは生きているのです。 

 

《考えましょう》 

１．あなたは主に忠実に歩んでおられますか？ 

２．あなたは「主への忠実さを脅かすもの」は何だと思われますか？思いつくことをいくつでも挙げて

ください。 

３．あなたと礼拝をともにする兄弟姉妹が、主に忠実に歩む者へと益々変えられて行くために、あなた

は何をすべきだと思われますか？ 

４．あなたは今日からどのように歩んで行かれますか？主から示されたことがあれば記してください。 

 


