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主主主主        題題題題：：：：パウロパウロパウロパウロのののの兄弟愛兄弟愛兄弟愛兄弟愛２２２２    

聖書箇所聖書箇所聖書箇所聖書箇所：：：：ローマローマローマローマ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙    １６１６１６１６章章章章２１２１２１２１－－－－２３２３２３２３節節節節    

 
 パウロはローマの兄弟姉妹たちを心から愛しました。それゆえに、パウロは彼らに警告を与えました。

次のようなことに注意しなさいと。 

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．パウロパウロパウロパウロののののローマローマローマローマ教会教会教会教会へのへのへのへの二二二二つのつのつのつの強強強強いいいい忠告忠告忠告忠告        １７１７１７１７節節節節    

というのは、みことばの真理に反する教えをもって信仰者たちを惑わし、教会に分裂をもたらす偽り

の教師たちの存在をパウロは知っていたからです。 

「「「「惑惑惑惑わすわすわすわす」」」」：彼らは必ず教会の中に入り込んで多くの人々を惑わすから、パウロはそのような人たちをし

っかりと見定めて彼らから離れていなさいと忠告しました。混乱と分裂を教会にもたらすこと、これこ

そ偽教師たちの目的です。また同時に、クリスチャンだけでなく、救いをいただいていない人々に対し

ても惑わしを為し、彼らがこのすばらしい救いに至らないようにと彼らは全力を尽くし続けるのです。

それが彼らが仕えるサタンの思惑です。サタン、確かに、聖書はその存在を明らかに私たちに教えてく

れます。今、皆さんといっしょに見ているこのローマ書１６章２０節にも「「「「サタンサタンサタンサタンをををを」」」」と記されています。 

彼はどのような存在であってどのような目的をもって活動しているのか、聖書は私たちにそのことを教

えています。黙示録の１２章にサタンについて次のように記されている箇所があります。９節「「「「こうしてこうしてこうしてこうして、、、、

このこのこのこの巨大巨大巨大巨大なななな竜竜竜竜、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、悪魔悪魔悪魔悪魔とかとかとかとか、、、、サタンサタンサタンサタンとかとかとかとか呼呼呼呼ばれてばれてばれてばれて、、、、全世界全世界全世界全世界をををを惑惑惑惑わすわすわすわす、、、、あのあのあのあの古古古古いいいい蛇蛇蛇蛇はははは投投投投げげげげ落落落落とされたとされたとされたとされた。。。。彼彼彼彼はははは

地上地上地上地上にににに投投投投げげげげ落落落落とされとされとされとされ、、、、彼彼彼彼のののの使使使使いどももいどももいどももいどもも彼彼彼彼とともにとともにとともにとともに投投投投げげげげ落落落落とされたとされたとされたとされた。。。。」」」」、サタンは全世界を惑わす存在であるこ

と、その働きを彼の使いども、すなわち、彼の仲間たちとともに為していること、この二つのことを教

えています。世界中を惑わすと言います。彼がすることは人々をだますことです。人々を欺き続けるの

です。それに関して、主イエス・キリストは次のことを教えておられます。ヨハネの福音書８：４４「「「「ああああ

なたがたはなたがたはなたがたはなたがたは、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの父父父父であるであるであるである悪魔悪魔悪魔悪魔からからからから出出出出たたたた者者者者であってであってであってであって、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの父父父父のののの欲望欲望欲望欲望をををを成成成成しししし遂遂遂遂げたいとげたいとげたいとげたいと願願願願っているっているっているっている

のですのですのですのです。。。。悪魔悪魔悪魔悪魔はははは初初初初めからめからめからめから人殺人殺人殺人殺しでありしでありしでありしであり、、、、真理真理真理真理にににに立立立立ってはいませんってはいませんってはいませんってはいません。。。。彼彼彼彼のうちにはのうちにはのうちにはのうちには真理真理真理真理がないからですがないからですがないからですがないからです。。。。彼彼彼彼がががが偽偽偽偽りをりをりをりを

言言言言うときはうときはうときはうときは、、、、自分自分自分自分にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい話話話話しししし方方方方をしているのですをしているのですをしているのですをしているのです。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら彼彼彼彼はははは偽偽偽偽りりりり者者者者でありでありでありであり、、、、またまたまたまた偽偽偽偽りのりのりのりの父父父父であるからでであるからでであるからでであるからで

すすすす。」。」。」。」と。確かに、サタンは偽りものでありうそつきです。真理を持っていないのに、彼の偽りの教えを

あたかも真理であるかのように教えて人々を惑わし続ける、人々をだまし続けると教えるのです。 

「「「「彼彼彼彼のののの使使使使いどもいどもいどもいども」」」」＝先ほど見た黙示録１２：９に「「「「彼彼彼彼のののの使使使使いどもいどもいどもいども」」」」と記されているところですが、「「「「使使使使いどもいどもいどもいども」」」」

とは面白いことばです。この「使い」とは「天使」のことです。つまり、サタンが神に背き堕落した時

に、同様に、彼に従って堕落した天使たちが存在するのです。その彼らのことを私たちは「悪霊」と呼

んでいます。ですから、この黙示録１２：９の中で「「「「彼彼彼彼のののの使使使使いどもいどもいどもいども」」」」と記されているのは、彼に仕える悪

霊たちのことです。偽りものの父であるサタン、人々を惑わし続けようとしているサタンは、彼ととも

に堕落した悪霊たちを用いてその働きを継続していると言うのです。 

聖書を見ると、サタンや悪霊たちの働きは世の終わりが近づけば近づくほど盛んになると教えられて

います。Ⅰテモテ４：１に非常に面白いことが記されているのでぜひ見てください。「「「「しかししかししかししかし、、、、御霊御霊御霊御霊がががが明明明明らららら

かにかにかにかに言言言言われるようにわれるようにわれるようにわれるように、、、、後後後後のののの時代時代時代時代になるとになるとになるとになると、、、、あるあるあるある人人人人たちはたちはたちはたちは惑惑惑惑わすわすわすわす霊霊霊霊とととと悪霊悪霊悪霊悪霊のののの教教教教えとにえとにえとにえとに心心心心をををを奪奪奪奪われわれわれわれ、、、、信仰信仰信仰信仰からからからから離離離離れるよれるよれるよれるよ

うになりますうになりますうになりますうになります。」。」。」。」とあります。「「「「霊霊霊霊」」」」と「「「「悪悪悪悪霊霊霊霊」」」」という二つの名詞を見てください。これらはどちらも複数

形が使われています。ということは、惑わす霊が無数にいるということであり、悪霊も同じように無数

に存在しているということをパウロは教えようとするのです。ここで「「「「惑惑惑惑わすわすわすわす霊霊霊霊とととと悪霊悪霊悪霊悪霊のののの教教教教ええええ」」」」と記され

ているのはそこに意図があるからです。 

「「「「惑惑惑惑わすわすわすわす霊霊霊霊」＝」＝」＝」＝これが彼らの働きであるということです。彼らは直接的にまた間接的に偽りの教師たちを

用いて惑わしの働きを継続するのです。彼らは巧妙に皆さんのところにそのような教えを持ってきます。

テレビやラジオなどメディアを通して、また、皆さんの自宅に送られてい来る印刷物を通して、皆さん

の家に直接訪問してくるかもしれません。いろいろな方法を用いて、彼らは偽りのメッセージを皆さん

に伝えようとします。 

「「「「悪霊悪霊悪霊悪霊のののの教教教教ええええ」」」」＝また、この「悪霊の教え」とは彼らの教えの本質を明らかにしたのです。彼らが伝えて

いる教え、彼らが宣べ伝えている教えは悪霊が教えたいと願っていることだと言います。サタンや悪霊

たちが人々に何を教えたいと願っているのか、ひとことで言うなら、それは創造主である神に逆らうこ

とです。彼らの願いはすべての人が創造主に逆らい続けることです。ですから、神の教えに背く教えを

彼らはあたかもそれが真実であるかのように教え続けるとパウロは言うのです。４：１にある「「「「悪悪悪悪霊霊霊霊のののの教教教教

ええええ」」」」の「「「「教教教教ええええ」」」」という名詞も複数形です。様々な教えがあるということです。ある一つの教えだけではな

いのです。いろいろなことをもって人々を惑わすのです。そのことをパウロは明確に教えるのです。 



◎◎◎◎「「「「信仰信仰信仰信仰からからからから離離離離れるれるれるれる」」」」とはとはとはとは？？？？    

さて、Ⅰテモテ４：１の後半に驚くべきことが書かれています。「「「「信仰信仰信仰信仰からからからから離離離離れるようになりますれるようになりますれるようになりますれるようになります。」。」。」。」と。

非常にショッキングなことが書かれています。というのは、この「「「「離離離離れるれるれるれる」」」」と訳されているギリシャ語は

英語の「背教者」ということばの語源になっているからです。説明するまでもありませんが、「背教者」

とは自分の信じている信仰を捨てて別の教えに移ることです。ですから、ここで言われていることは、

イエス・キリストを信じていると言っている者たちが、その信仰を捨てて別のものを偶像崇拝するとい

うことです。本当に救われている人がその信仰を捨てて他の信仰を信じることなど有り得るのかどうか

です。皆さんはもしかすると「そのような人を知っています」と言われるかもしれません。教会に長く

いていろいろな奉仕をしていて、もしかすると、教師をしていた、そのような人がある時を境に教会か

ら離れてしまって、全く違う宗教を信じてその中で生活をしていると…。 

本当に救われている人たちがその信仰を捨てて何か別のものを信じるようなことが有り得るのかどう

か？問題はそのような人を知っているかどうかではなく、聖書がどのように教えているかです。そのこ

とをパウロは私たちに教え続けているのです。大切なことは神が何と言われているかです。Ⅰヨハネ２：

１９に「「「「彼彼彼彼らはらはらはらは私私私私たちのたちのたちのたちの中中中中からからからから出出出出てててて行行行行きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、もともともともともともともともと私私私私たちのたちのたちのたちの仲間仲間仲間仲間ではなかったのですではなかったのですではなかったのですではなかったのです。。。。もしもしもしもし私私私私たちのたちのたちのたちの仲間仲間仲間仲間

であったのならであったのならであったのならであったのなら、、、、私私私私たちといっしょにとどまっていたことでしたちといっしょにとどまっていたことでしたちといっしょにとどまっていたことでしたちといっしょにとどまっていたことでしょうょうょうょう。。。。しかししかししかししかし、、、、そうなったのはそうなったのはそうなったのはそうなったのは、、、、彼彼彼彼らがみならがみならがみならがみな私私私私たちたちたちたち

のののの仲間仲間仲間仲間でなかったことがでなかったことがでなかったことがでなかったことが明明明明らかにされるためなのですらかにされるためなのですらかにされるためなのですらかにされるためなのです。」。」。」。」とあります。ヨハネは私たちに言います。確かに、

私たちといっしょにいた、奉仕をしていたかもしれない、礼拝をともにしていたかもしれない、いろい

ろな活動をしていたかもしれない、でも、ある人たちは結果的にそこから離れてしまってまったく違っ

たところにいると、今、私たちが見てきた通りです。それは何を意味しているのか？聖書が教えるのは

それは彼らが救いに与っていなかったことを明らかにしているということです。彼らが他のものに移っ

ていくというのは、彼らが救われていなかったからだと聖書は言うのです。 

神によって救われた者はその救いから絶対に離れることはないのです。それが神が私たちに与えてく

ださる「救い」なのです。余り見ない箇所かもしれませんが、ユダ２４節に「「「「あなたがたをあなたがたをあなたがたをあなたがたを、、、、つまずかないつまずかないつまずかないつまずかない

ようにようにようにように守守守守ることができることができることができることができ、、、、傷傷傷傷のないのないのないのない者者者者としてとしてとしてとして、、、、大大大大きなきなきなきな喜喜喜喜びをもってびをもってびをもってびをもって栄光栄光栄光栄光のののの御前御前御前御前にににに立立立立たせることのできるたせることのできるたせることのできるたせることのできる方方方方にににに、」、」、」、」と記

されています。神について、神がどのような方かを教えているのです。神は「あなたがたがつまずかな

いように守ってくれる」方であり、「喜びをもって神の御前に立つことができるように」あなたがたを支

えてくれる方だと言うのです。 

「「「「つまずきからあなたがたをつまずきからあなたがたをつまずきからあなたがたをつまずきからあなたがたを守守守守るるるる」」」」＝「つまずき」とは今見た背教への誘惑のことです。信仰を捨てる

という誘惑のことです。そのような「つまずき」から神はあなたを守ると言うのです。ユダはこの「守

る」ということばも面白いことばを使っています。「可能である、できる」という意味です。つまり、ユ

ダは神ご自身の力を教えようとしたのです。神にはそれができる、神にはそれが可能であるということ

をユダは教えようとしたのです。信仰を捨てて別のものを信じるようなことが起こらないように神はあ

なたがたを守ると言うのです。信仰者が背教に至らないように神はその人たちを守ることが出来る、そ

の神の御力のことを教えているのです。多くの信仰者たちはこれまでに神の力を頭では知っていました

が、様々な機会を通して、神が確かに全能の方であることを学んで来ました。ヨブという一人の人物を

思い出してください。ヨブ記の最後４２章にはヨブが神に対してこのような告白をしていることが記さ

れています。４２：２「「「「あなたにはあなたにはあなたにはあなたには、、、、すべてができることすべてができることすべてができることすべてができること、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、どんなどんなどんなどんな計画計画計画計画もももも成成成成しししし遂遂遂遂げられることをげられることをげられることをげられることを、、、、私私私私

はははは知知知知りましたりましたりましたりました。」。」。」。」と。これがヨブの確信となったのです。神はどんなことでもできる、どのような計画も

成し遂げられる全能のお方、それが神であるという確信を持ちました。 

 また、詩篇１２１：３には「「「「主主主主はあなたのはあなたのはあなたのはあなたの足足足足をよろけさせずをよろけさせずをよろけさせずをよろけさせず、、、、あなたをあなたをあなたをあなたを守守守守るるるる方方方方はははは、、、、まどろむこともないまどろむこともないまどろむこともないまどろむこともない。」。」。」。」

とあります。神は眠ることなくずっとあなたを守り続けてくださると言うのです。それが私たちの神な

のです。あなたを救ってくださったならあなたをしっかりと守り続けてくださるお方、それが神だとみ

ことばは教えます。イエスご自身のおことばを見てください。ヨハネの福音書６：３９に「「「「わたしをわたしをわたしをわたしを遣遣遣遣わわわわ

したしたしたした方方方方ののののみこころはみこころはみこころはみこころは、、、、わたしにわたしにわたしにわたしに与与与与えてくださったすべてのえてくださったすべてのえてくださったすべてのえてくださったすべての者者者者をををを、、、、わたしがひとりもわたしがひとりもわたしがひとりもわたしがひとりも失失失失うことなくうことなくうことなくうことなく、、、、ひとりひとりをひとりひとりをひとりひとりをひとりひとりを

終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日によみがえらせることですによみがえらせることですによみがえらせることですによみがえらせることです。」。」。」。」とあります。イエス・キリストを遣わした父なる神のみこころは

何か？それはイエス・キリストに与えられた救われたすべての人を「「「「わわわわたしがひとりもたしがひとりもたしがひとりもたしがひとりも失失失失うことなくうことなくうことなくうことなく、、、、」」」」、

彼らが救いからもれることなく、救いを失ってしまうことなく、「「「「ひひひひとりひとりをとりひとりをとりひとりをとりひとりを終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日によみがえらによみがえらによみがえらによみがえら

せることせることせることせること」」」」ができることだと言うのです。イエスが言われたことは、神によって救われた人は絶対にその

救いからもれることはない、そのように神が守ってくれるということです。 

同じように、ヨハネ１０：２８，２９、皆さんよくご存じのみことばです。「「「「わたしはわたしはわたしはわたしは彼彼彼彼らにらにらにらに永遠永遠永遠永遠のいのいのいのい

のちをのちをのちをのちを与与与与えますえますえますえます。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは決決決決してしてしてして滅滅滅滅びることがなくびることがなくびることがなくびることがなく、、、、またまたまたまた、、、、だれもわたしのだれもわたしのだれもわたしのだれもわたしの手手手手からからからから彼彼彼彼らをらをらをらを奪奪奪奪いいいい去去去去るようなことはありるようなことはありるようなことはありるようなことはあり

ませんませんませんません。。。。:29 :29 :29 :29 わたしにわたしにわたしにわたしに彼彼彼彼らをおらをおらをおらをお与与与与えになったえになったえになったえになった父父父父はははは、、、、すべてにまさってすべてにまさってすべてにまさってすべてにまさって偉大偉大偉大偉大ですですですです。。。。だれもわたしのだれもわたしのだれもわたしのだれもわたしの父父父父のののの御手御手御手御手からからからから彼彼彼彼らららら

をををを奪奪奪奪いいいい去去去去ることはできませんることはできませんることはできませんることはできません。」。」。」。」とあります。これは約束です。救われた者は神の全能の御手によって守ら



れているという約束です。そうすると、Ⅰテモテ４章で教えること、「「「「信仰信仰信仰信仰からからからから離離離離れるようれるようれるようれるようになりますになりますになりますになります。」。」。」。」

というのは、ここでパウロが言っていることは何でしょう？イエス・キリストを信じる信仰を捨てて別

のものを信じるようになっていくということは、神によって救われた人にそれは起こらないのです。な

ぜなら、神がその人をしっかりと守っているからです。その人がつまずかないように、誘惑に負けて、

そして、背教者になることがないように、神が支えてくれているというのです。それは先ほど見たヨハ

ネが言ったことと同じです。惑わしによってイエス・キリストの信仰を捨てて別の信仰に走る人たちは、

その行為によって彼らが本当は救われていなかったということが明らかになったということを言ってい

るのです。 

つまり、自称クリスチャンがたくさんいるということです。救われていると思い込んでいる未信者が

いっぱいいるということです。そのような人たちはいろいろな惑わしの教えによって惑わされてしまっ

て、キリストの信仰はもともとなかったのですから、交わりである教会から離れていって別のものを信

じるようになってしまうのです。それは彼らは救いに与っていなかったからです。 

Ｂ．Ｂ．Ｂ．Ｂ．忠告忠告忠告忠告のののの理由理由理由理由        １８１８１８１８節節節節    

Ｃ．Ｃ．Ｃ．Ｃ．パウロパウロパウロパウロのののの願願願願いいいい        １９１９１９１９－－－－２０２０２０２０ａａａａ節節節節    

 パウロの願いは「主に従順であり続けていきなさい」ということです。それでパウロは１９節から彼

の願いを与えています。 

１１１１．．．．従順従順従順従順はははは救救救救われたわれたわれたわれた証拠証拠証拠証拠    

 すでに見た箇所ですが、１９節には「「「「あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの従順従順従順従順はすべてのはすべてのはすべてのはすべての人人人人にににに知知知知られているのでられているのでられているのでられているので、、、、私私私私はあなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがた

のことをのことをのことをのことを喜喜喜喜んでいますんでいますんでいますんでいます。」。」。」。」と書かれています。実は、ローマ１：８にも「「「「…………それはそれはそれはそれは、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの信仰信仰信仰信仰がががが全世全世全世全世

界界界界にににに言言言言いいいい伝伝伝伝えられているからですえられているからですえられているからですえられているからです。」。」。」。」とあります。信仰の真実さは他の人の前に明らかになるのです。とい

うことは、その信仰が本物であるかどうかは他の人によって明らかにされるということです。その人が

本当に救われているかどうかは、その人を見ている人たちによってある程度の判断が付くということで

す。だから、イエスはこのように言われました。マタイ７：１６「「「「あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは、、、、実実実実によってによってによってによって彼彼彼彼らをらをらをらを見分見分見分見分けけけけ

ることができますることができますることができますることができます。。。。ぶどうはぶどうはぶどうはぶどうは、、、、いばらからはいばらからはいばらからはいばらからは取取取取れないしれないしれないしれないし、、、、いちじくはいちじくはいちじくはいちじくは、、、、あざみからあざみからあざみからあざみから取取取取れるわけがないでしょうれるわけがないでしょうれるわけがないでしょうれるわけがないでしょう。」。」。」。」、 

同じ２０節には「「「「こういうわけでこういうわけでこういうわけでこういうわけで、、、、あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは、、、、実実実実によってによってによってによって彼彼彼彼らをらをらをらを見分見分見分見分けることができるのですけることができるのですけることができるのですけることができるのです。」。」。」。」とありま

す。１２：３３には「「「「木木木木がががが良良良良ければければければければ、、、、そのそのそのその実実実実もももも良良良良いとしいとしいとしいとし、、、、木木木木がががが悪悪悪悪ければそのければそのければそのければその実実実実もももも悪悪悪悪いとしなさいいとしなさいいとしなさいいとしなさい。。。。木木木木のよしあしのよしあしのよしあしのよしあし

はそのはそのはそのはその実実実実によってによってによってによって知知知知られるからですられるからですられるからですられるからです。」。」。」。」と書かれています。だから、その木の良し悪しは実によって明らか

だと言うのです。つまり、その人が救われているかどうかはその人の生き方が明らかにするということ

です。なぜなら、救いは神が与えてくれるものです。神がその人を救われたならその人を生まれ変わら

せてくださるからです。新しい心、新しい目標、新しい生き甲斐を与えてくださるのです。 

だから、その人は新しい願いをもって生き始めるのです。イエスを本当に信じている人、いや、神に

よって救われた本当の信仰者は、その生き方に変化が生まれて来るのです。そのことをイエスは言われ

たのです。実によって見分けることができると。皆さんも憶えておられるでしょう？初めて、イエス・

キリストを信じる人に会われたときのこと、どこか違うなぁと思いませんでしたか？私は最初にクリス

チャンに出会ったときに、その人がクリスチャンだと知らないで「なぜ、この人は違うのだろう？なぜ、

この人は私たちと違うのだろう？」と疑問をもちました。神が生まれ変わらせてくださったから、神が

救ってくださったからです。それが神が与えてくださる救いです。私たちが生き方を変えることによっ

て救われるのではありません。救われることによって私たちの生き方が変わるのです。ですから、パウ

ロはこのローマのクリスチャンたちの生き方が変わったことを喜んだのです。神に不従順であった者た

ちが神に従順な者として生まれ変わったことを見て喜んだのです。その証は彼ら自身がしたのではなく、

人々が「彼らは変わった！」と証したのです。主によって救われた者たちの生き方は変わって来ます。

そのことをパウロはここで主に感謝しました。 

２２２２．．．．従順従順従順従順はははは主主主主をををを喜喜喜喜ばせるばせるばせるばせる        １９１９１９１９節節節節    

私たちは神からあることを命じられました。主が私たちを救いへと招いてくださる時に、主が言われ

たことを要約するなら「すべてを捨ててわたしについて来なさい」ということです。私たちは「分かり

ました。あなたに従います。」とそのような選択をしたのです。ですから、私たちは主に従う者として

生まれ変わりました。ゆえに、このローマ教会のクリスチャンたちがそうであったように、主に従順に

従うのです。よく注意して何が神の前に正しいのかを測りなさい。善にはさとく、悪から離れて聖くあ

りなさいと言います。「悪にはうとく」とありました。「うとく」ということばは広辞苑では「愚か」

という意味以外に「そのことに関係の薄い状態、疎遠、親しくない」という意味も表わされています。

何かと関係が薄い時に「うとく」ということばが使われるのです。ですから、パウロはこのことばをピ

リピ人への手紙２：１５で次のように使っています。「「「「それはそれはそれはそれは、、、、あなたがたがあなたがたがあなたがたがあなたがたが、、、、非難非難非難非難されるところのないされるところのないされるところのないされるところのない純真純真純真純真

なななな者者者者となりとなりとなりとなり、、、、またまたまたまた、、、、曲曲曲曲がったがったがったがった邪悪邪悪邪悪邪悪なななな世代世代世代世代のののの中中中中にあってにあってにあってにあって傷傷傷傷のないのないのないのない神神神神のののの子子子子どもとなりどもとなりどもとなりどもとなり、」、」、」、」、「「「「純真純真純真純真」」」」と訳されていま



す。その意味をもったことばだからです。「汚れがない、混じり気がない」、罪から離れて聖い状態で

す。そのようにありなさいとパウロは言っているのです。 

私たちが主に従っていこうとするときに、私たちはいつも神が喜んでくださることは何かを考え、そ

して、神が喜ばれない悪から離れるのです。そのようにして歩んでいきなさいとパウロは勧めました。

３３３３．．．．従順従順従順従順はははは報報報報われるわれるわれるわれる        ２０２０２０２０ａａａａ節節節節    

なぜ、そのようにするのか？２０節の前半を見てください。 

１１１１））））神神神神のさばきがのさばきがのさばきがのさばきが為為為為されるされるされるされる    

 ２０節に「「「「平和平和平和平和のののの神神神神はははは、、、、すみやかにすみやかにすみやかにすみやかに、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの足足足足ででででサタンサタンサタンサタンをををを踏踏踏踏みみみみ砕砕砕砕いてくださいますいてくださいますいてくださいますいてくださいます。」。」。」。」と記されていま

す。つまり、パウロはサタンの惑わしはいつまでも続くものではない、終わりが来ると言うのです。「「「「踏踏踏踏

みみみみ砕砕砕砕いていていていて」」」」とは「粉砕する、破滅に導く、打ち砕く」という意味です。サタンの持っている力、策略を完

全に打ち砕いてくださると。分裂をもたらすことを目論んだサタンは、平和の神によってさばかれると

パウロは言います。サタンは絶対に勝利者にはなりません。彼は敗北者なのです。神がサタンに対して

完全な勝利をもたらすのです。最後に勝利を収めるのは神です。そして、２０節のみことばを見て旧約

聖書のみことばを思い出しませんか？エデンの園にあって神はあることを約束されました。「「「「わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、

おまえとおまえとおまえとおまえと女女女女とのとのとのとの間間間間にににに、、、、またまたまたまた、、、、おまえのおまえのおまえのおまえの子孫子孫子孫子孫とととと女女女女のののの子孫子孫子孫子孫とのとのとのとの間間間間にににに、、、、敵意敵意敵意敵意をををを置置置置くくくく。。。。彼彼彼彼はははは、、、、おまえのおまえのおまえのおまえの頭頭頭頭をををを踏踏踏踏みみみみ砕砕砕砕きききき、、、、おまおまおまおま

えはえはえはえは、、、、彼彼彼彼のかかとにかみつくのかかとにかみつくのかかとにかみつくのかかとにかみつく。」。」。」。」（創世記３：１５）と。パウロはもちろんこのみことばを思って、必ず、

神は惑わすサタンに完全に勝利される日がやって来ることを明らかにしているのです。 

◎◎◎◎創世記創世記創世記創世記３３３３：：：：１５１５１５１５からからからから、、、、    

・・・・「「「「おまえとおまえとおまえとおまえと女女女女とのとのとのとの間間間間にににに」」」」＝これは実際の蛇と女性との関係のことです。 

・・・・「「「「おまえのおまえのおまえのおまえの子孫子孫子孫子孫とととと女女女女のののの子孫子孫子孫子孫とのとのとのとの間間間間にににに」＝」＝」＝」＝霊的なことに話しが移ります。「「「「おまえのおまえのおまえのおまえの子孫子孫子孫子孫」」」」、つまり、蛇

の子孫とはサタンとサタンに従うものたちのことです。神の救いを拒み続けている者たちです。救い

のメッセージを聞いても心を頑なにしてすばらしい救い主を拒み続けている者たち、却って、救い主、

創造主である神に従うよりもサタンに従い続けている者たちのことです。だから、サタンの子孫と言

うのです。では、「「「「女女女女のののの子孫子孫子孫子孫」」」」とはだれでしょう？女から生まれて来る者、そして、その生まれて来る

者を信じる者たちのことです。すなわち、女から生まれる救世主と救世主によって救われた者たちの

ことです。これらの間に「「「「敵敵敵敵意意意意をををを置置置置くくくく」」」」と言います。 

・・・・「「「「彼彼彼彼」＝」＝」＝」＝これは主イエス・キリストのことです。救い主なる神がサタンの頭を踏み砕く、つまり、サ

タンを滅ぼすということです。「「「「彼彼彼彼のかかとにかみつくのかかとにかみつくのかかとにかみつくのかかとにかみつく」」」」、すなわち、救世主に大変な苦しみをもたら

すと、あの十字架でまさにそのことがなされました。しかし、みことばが約束したように、神はサタ

ンに敢然と勝利なさるのです。 

創世記では「「「「彼彼彼彼はははは、、、、おまえのおまえのおまえのおまえの頭頭頭頭をををを踏踏踏踏みみみみ砕砕砕砕きききき」」」」とありますが、ローマ１６：２０には「「「「あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの足足足足ででででサタサタサタサタ

ンンンンをををを踏踏踏踏みみみみ砕砕砕砕いてくださいますいてくださいますいてくださいますいてくださいます。」。」。」。」と書かれています。どういう意味でしょう？主イエス・キリストがサタン

に対して勝利を収められたときに、主イエス・キリストを信じたあなたも同じようにこの勝利に与ると

いうことです。私たちは勝利者なる神の側に立たせていただいているのです。私たちはサタンに勝利さ

れた、そして、勝利される神の側にいるのです。だから、パウロが言うように「「「「あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの足足足足ででででサタンサタンサタンサタン

をををを踏踏踏踏みみみみ砕砕砕砕」」」」くのです。こんなすごい約束が私たちに与えられているのです。私たちは最終的に勝利を得る

と。それだけでも私たちには十分です。だから、私たちは主に対して忠実に歩み続けていきたいのです。 

いろいろな惑わしに惑わされることなく主のみことばに忠実に従っていきたいと、そのような願いを私

たちは当然抱くでしょう。 

２２２２））））神神神神のさばきはすみやかにのさばきはすみやかにのさばきはすみやかにのさばきはすみやかに為為為為されるされるされるされる    

２０節に「「「「平和平和平和平和のののの神神神神はははは、、、、すみやかにすみやかにすみやかにすみやかに、、、、…………」」」」と記されています。「「「「すみやかにすみやかにすみやかにすみやかに」」」」とは「早く、すぐに、予想

外に、思いも寄らないとき」という意味です。ですから、確かに、みことばは私たちに主イエスが再臨

されるそのときが近いこと、思いがけない時にやって来ると言っています。そのときに何が起こるので

しょう？サタンと彼に従う者たちへのさばきだけでなく、クリスチャンの従順に対する主からの報いが

約束されています。信仰者の皆さん、主イエス・キリストは帰って来ると言われました。しかも、パウ

ロはそれがいつ起こるか分からない、私たちが予期していない時に帰って来られると言います。という

ことは、今日主が帰って来られてもおかしくない、そのようなときに私たちは生きているということで

す。そうするなら、このすばらしい救いを拒み続けていた人々に対して神が約束されたことは永遠のさ

ばきです。救いのメッセージを聞いた時に多くの人は「また次の機会があるときにその救いを信じまし

ょう…」と思ったでしょう。「その機会が後日訪れたときに…、でも、今日はいいです。」と。神の警

告は「どうしてあなたに明日があることが分かりますか？」です。この救いを神があなたに与えようと

しておられるときに、あなたがそれを拒むなら、今、あなたは大変危険なところにいることに気付かな

ければいけません。なぜなら、もし、今日がその最後の日だとするなら、あなたは救いから引き離され



て永遠の滅びに至るということです。主が備えてくださった救いを、救い主を拒むなら、あなた自身の

罪に対してあなた自身がその報いを受けなければならないということです。 

私たちが望むことは、この中で救いを受けておられない方、救われていると思っていてもその確証が

ない人たち、救われていると思い込んでいる未信者の一人ひとりが、今、自分の心を吟味して、私は神

によってこの救いをいただいたという確信をもつ信仰者へと変えられていくことです。神があなたを救

ったなら神はあなたの生き方を変えてくださいます。確かに、失敗だらけだし、悲しいことが続くし、

私はだめな信仰者だと思うことが毎日続くし、情けないなと思うことがあっても、救われた者たちは心

の中に神が喜んでくださることを行なっていきたいという願いをもって生きています。もし、あなたの

心の中にそれがあるなら、みことばから、神があなたのうちに働いてくださっていると言うことができ

ます。そして、そのことはあなたがよく分かっておられます。でも、救いに不安を抱いておられるなら、

あなたの生活も願いも変わっていないなら、もしかすると、あなたは救いのメッセージを知っているだ

けで救い主を知らないのかもしれません。それなら救いを求めて出て来ることです。罪を悔い改めてこ

の救い主をあなたの救い主と信じることです。そのときに主があなたのうちに働いてくださる、そのと

きに、いつ訪れるか分からない主の再臨に対する備えを為すことができるのです。 

救われている皆さん、イエスにお会いするのです。だから、今日、しっかりと忠実に歩んでください。

そのことをパウロは私たちに勧めてくれます。 

４４４４．．．．従順従順従順従順のののの力力力力        ２０２０２０２０ｂｂｂｂ節節節節    

 最後の祈りです。「「「「どうかどうかどうかどうか、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの主主主主イエスイエスイエスイエスのののの恵恵恵恵みがみがみがみが、、、、あなたがたとともにありますようにあなたがたとともにありますようにあなたがたとともにありますようにあなたがたとともにありますように。」。」。」。」と。確かに、

パウロはこのような祝福の祈りを至るところで為しています。ローマ１：７にも「「「「ローマローマローマローマにいるすべてのにいるすべてのにいるすべてのにいるすべての、、、、

神神神神にににに愛愛愛愛されているされているされているされている人人人人々、々、々、々、召召召召されたされたされたされた聖徒聖徒聖徒聖徒たちへたちへたちへたちへ。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの父父父父なるなるなるなる神神神神とととと主主主主イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストからからからから恵恵恵恵みとみとみとみと平安平安平安平安があなたががあなたががあなたががあなたが

たのたのたのたの上上上上にありますようににありますようににありますようににありますように。」。」。」。」とあります。なぜ、パウロは最後にこのようなことを祈ったのでしょう？「「「「主主主主

イエスイエスイエスイエスのののの恵恵恵恵みがみがみがみが、、、、あなたがたとともにありますようにあなたがたとともにありますようにあなたがたとともにありますようにあなたがたとともにありますように。」。」。」。」と…。それは主イエス・キリストの恵みが私たちの

信仰生活には不可欠だからです。神の恵みは私たち信仰者の力であり、主が備えてくださった助けなの

です。失敗だらけの私たちには神に従っていこうとするときに助けが必要です。主の恵みが私たちの助

けなのです。パウロはこのように言います。Ⅰコリント１５：１０「「「「ところがところがところがところが、、、、神神神神のののの恵恵恵恵みによってみによってみによってみによって、、、、私私私私はははは今今今今

のののの私私私私になりましたになりましたになりましたになりました。。。。」」」」、神の恵みによって私は救われたと告白します。その後、「「「「そそそそしてしてしてして、、、、私私私私にににに対対対対するこのするこのするこのするこの

神神神神のののの恵恵恵恵みはみはみはみは、、、、むだにはならずむだにはならずむだにはならずむだにはならず、、、、私私私私はほかのすべてのはほかのすべてのはほかのすべてのはほかのすべての使徒使徒使徒使徒たちよりもたちよりもたちよりもたちよりも多多多多くくくく働働働働きましたきましたきましたきました。。。。」」」」と、多くの奉仕をした、

神のためにたくさん仕えて来たと言います。自分自身の自慢でしょうか？いいえ、パウロはこう言いま

す。「「「「ししししかしかしかしかし、、、、それはそれはそれはそれは私私私私ではなくではなくではなくではなく、、、、私私私私にあるにあるにあるにある神神神神のののの恵恵恵恵みですみですみですみです。」。」。」。」と。神の恵みがそのように私を助け私を用いて

くれたと言うのです。私が変えられたのも神の恵みだ、私が主の働きをしたのも神の恵みだ、神の力と

神の助けによってその働きを為すことができたと言うのです。 

 だから、私たちも同じなのです。主に従っていこうとするときには助けがいるのです。そして、その

助けは備えられています。だから、パウロは祈ったのです。「「「「どうかどうかどうかどうか、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの主主主主イエスイエスイエスイエスのののの恵恵恵恵みがみがみがみが、、、、あなたあなたあなたあなた

がたととがたととがたととがたとともにありますようにもにありますようにもにありますようにもにありますように。」。」。」。」と、その恵みをいただきながらあなたが歩んでいけるように、その恵みに

よって力をいただき助けをいただきながら主に従い続けていけるように、そのようにして私たちは生き

るのです。「主よ、どうぞ私を助けてください」と、そうしてパウロは生きたのです。 

Ｄ．Ｄ．Ｄ．Ｄ．パウロパウロパウロパウロのののの同労者同労者同労者同労者        ２１２１２１２１－－－－２３２３２３２３節節節節    

 この後、２１－２３節にパウロの同労者の名前が８人記されています。詳しいことはよく分かりませ

ん。だから、さっと見ながらどういう人物であったのか分かる限りのことを皆さんに話します。パウロ

が名前を挙げて誉めた人物です。すばらしいパウロの同労者たちです。 

１１１１））））同労者同労者同労者同労者テモテテモテテモテテモテ＝２１節に「「「「私私私私のののの同労者同労者同労者同労者テモテテモテテモテテモテがががが、、、、あなたがたによろしくとあなたがたによろしくとあなたがたによろしくとあなたがたによろしくと言言言言っていますっていますっていますっています。」。」。」。」と書かれてい

ます。テモテはパウロの第２次宣教旅行のときに同行しました。使徒の働き１６：１－３に記されてい

ます。「「「「それからそれからそれからそれからパウロパウロパウロパウロははははデルベデルベデルベデルベにににに、、、、次次次次いでいでいでいでルステラルステラルステラルステラにににに行行行行ったったったった。。。。そこにそこにそこにそこにテモテテモテテモテテモテというというというという弟子弟子弟子弟子がいたがいたがいたがいた。。。。信者信者信者信者であるであるであるであるユダユダユダユダ

ヤヤヤヤ婦人婦人婦人婦人のののの子子子子でででで、、、、ギリシヤギリシヤギリシヤギリシヤ人人人人をををを父父父父としていたがとしていたがとしていたがとしていたが、、、、:2 :2 :2 :2 ルステラルステラルステラルステラととととイコニオムイコニオムイコニオムイコニオムとのとのとのとの兄弟兄弟兄弟兄弟たちのたちのたちのたちの間間間間でででで評判評判評判評判のののの良良良良いいいい人人人人であっであっであっであっ

たたたた。。。。:3 :3 :3 :3 パウロパウロパウロパウロはははは、、、、このこのこのこのテモテテモテテモテテモテをををを連連連連れてれてれてれて行行行行きたかったのできたかったのできたかったのできたかったので、、、、そのそのそのその地方地方地方地方にいるにいるにいるにいるユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの手手手手前前前前、、、、彼彼彼彼にににに割礼割礼割礼割礼をををを受受受受けさせけさせけさせけさせ

たたたた。。。。彼彼彼彼のののの父父父父ががががギリシヤギリシヤギリシヤギリシヤ人人人人であることをであることをであることをであることを、、、、みながみながみながみなが知知知知っていたからであるっていたからであるっていたからであるっていたからである。」。」。」。」。また、パウロが最も信頼を置いた

同労者の一人でした。そのことはⅠコリント４：１７に「「「「そのためにそのためにそのためにそのために、、、、私私私私はあなたがたのところへはあなたがたのところへはあなたがたのところへはあなたがたのところへテモテテモテテモテテモテをををを

送送送送りましたりましたりましたりました。。。。テモテテモテテモテテモテはははは主主主主にあってにあってにあってにあって私私私私のののの愛愛愛愛するするするする、、、、忠実忠実忠実忠実なななな子子子子ですですですです。。。。彼彼彼彼はははは、、、、私私私私がががが至至至至るるるる所所所所のすべてののすべてののすべてののすべての教会教会教会教会でででで教教教教えているとおえているとおえているとおえているとお

りにりにりにりに、、、、キリストキリストキリストキリスト・・・・イエスイエスイエスイエスにあるにあるにあるにある私私私私のののの生生生生きききき方方方方をををを、、、、あなたがたにあなたがたにあなたがたにあなたがたに思思思思いいいい起起起起こさせてくれるでしょうこさせてくれるでしょうこさせてくれるでしょうこさせてくれるでしょう。」。」。」。」と、また、ピリ

ピ１：１と２：１９－２４にも記されています。「「「「1:1 1:1 1:1 1:1 キリストキリストキリストキリスト・・・・イエスイエスイエスイエスのしもべであるのしもべであるのしもべであるのしもべであるパウロパウロパウロパウロととととテテテテモテモテモテモテからからからから、、、、

ピリピピリピピリピピリピにいるにいるにいるにいるキリストキリストキリストキリスト・・・・イエスイエスイエスイエスにあるすべてのにあるすべてのにあるすべてのにあるすべての聖徒聖徒聖徒聖徒たちたちたちたち、、、、またまたまたまた監督監督監督監督とととと執事執事執事執事たちへたちへたちへたちへ。」。」。」。」、「「「「2222:19 :19 :19 :19 しかししかししかししかし、、、、私私私私もあなもあなもあなもあな

たがたのことをたがたのことをたがたのことをたがたのことを知知知知ってってってって励励励励ましをましをましをましを受受受受けたいのでけたいのでけたいのでけたいので、、、、早早早早くくくくテモテテモテテモテテモテをあなたがたのところにをあなたがたのところにをあなたがたのところにをあなたがたのところに送送送送りたいとりたいとりたいとりたいと、、、、主主主主イエスイエスイエスイエスにあってにあってにあってにあって

望望望望んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。:20 :20 :20 :20 テモテテモテテモテテモテのようにのようにのようにのように私私私私とととと同同同同じじじじ心心心心になってになってになってになって、、、、真実真実真実真実にあなたがたのことをにあなたがたのことをにあなたがたのことをにあなたがたのことを心配心配心配心配しているしているしているしている者者者者はははは、、、、ほかにだほかにだほかにだほかにだ



れもいないからですれもいないからですれもいないからですれもいないからです。。。。:21 :21 :21 :21 だれもみなだれもみなだれもみなだれもみな自分自身自分自身自分自身自分自身のことをのことをのことをのことを求求求求めるだけでめるだけでめるだけでめるだけで、、、、キリストキリストキリストキリスト・・・・イエスイエスイエスイエスのことをのことをのことをのことを求求求求めてはいませめてはいませめてはいませめてはいませ

んんんん。。。。:22 :22 :22 :22 しかししかししかししかし、、、、テモテテモテテモテテモテのりっぱなのりっぱなのりっぱなのりっぱな働働働働きぶりはきぶりはきぶりはきぶりは、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの知知知知っているところですっているところですっているところですっているところです。。。。子子子子がががが父父父父にににに仕仕仕仕えるようにしてえるようにしてえるようにしてえるようにして、、、、

彼彼彼彼はははは私私私私といっしょにといっしょにといっしょにといっしょに福音福音福音福音にににに奉仕奉仕奉仕奉仕してしてしてして来来来来ましたましたましたました。。。。:23 :23 :23 :23 ですからですからですからですから、、、、私私私私のことがどうなるかがわかりしだいのことがどうなるかがわかりしだいのことがどうなるかがわかりしだいのことがどうなるかがわかりしだい、、、、彼彼彼彼をををを遣遣遣遣わしわしわしわし

たいとたいとたいとたいと望望望望んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。:24 :24 :24 :24 しかししかししかししかし私自身私自身私自身私自身もももも近近近近いうちにいうちにいうちにいうちに行行行行けることとけることとけることとけることと、、、、主主主主にあってにあってにあってにあって確信確信確信確信していますしていますしていますしています。。。。」」」」 

 すばらしい働き人だった、すばらしいパウロの助け手であったのです。 

２２２２））））ルキオルキオルキオルキオ、、、、ヤソンヤソンヤソンヤソン、、、、ソシソシソシソシパテロパテロパテロパテロ＝２１節に「「「「またまたまたまた私私私私のののの同国人同国人同国人同国人ルキオルキオルキオルキオととととヤソンヤソンヤソンヤソンととととソシパテロソシパテロソシパテロソシパテロがよろしくとがよろしくとがよろしくとがよろしくと言言言言っっっっ

ていますていますていますています。。。。」」」」とあります。パウロは「「「「私私私私のののの同国人同国人同国人同国人」」」」と呼んだので恐らくこの三人はユダヤ人だったのでしょ

う。ルキオについてはよく分かりません。彼について記されているところを見るなら、もしかすると、

使徒の働き１３：１に「「「「さてさてさてさて、、、、アンテオケアンテオケアンテオケアンテオケにはにはにはには、、、、そこにあるそこにあるそこにあるそこにある教会教会教会教会にににに、、、、バルナババルナババルナババルナバ、、、、ニゲルニゲルニゲルニゲルとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれるシメオンシメオンシメオンシメオン、、、、クククク

レネレネレネレネ人人人人ルキオルキオルキオルキオ、、、、国主国主国主国主ヘロデヘロデヘロデヘロデのののの乳兄弟乳兄弟乳兄弟乳兄弟マナエンマナエンマナエンマナエン、、、、サウロサウロサウロサウロなどというなどというなどというなどという預言者預言者預言者預言者やややや教師教師教師教師がいたがいたがいたがいた。」。」。」。」と、「「「「クレネクレネクレネクレネ人人人人ルキオルキオルキオルキオ」」」」

という名前があります。その人物であった可能性があります。でも、定かではありません。 

 三人目は「ヤソン」です。この人のことは使徒の働き１７：５－９に出て来ます。「「「「ところがところがところがところが、、、、ねたみねたみねたみねたみ

にかられたにかられたにかられたにかられたユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人はははは、、、、町町町町のならずのならずのならずのならず者者者者をかりをかりをかりをかり集集集集めめめめ、、、、暴動暴動暴動暴動をををを起起起起こしてこしてこしてこして町町町町をををを騒騒騒騒がせがせがせがせ、、、、またまたまたまたヤソンヤソンヤソンヤソンのののの家家家家をををを襲襲襲襲いいいい、、、、ふたりをふたりをふたりをふたりを

人人人人々々々々のののの前前前前にににに引引引引きききき出出出出そうとしてそうとしてそうとしてそうとして捜捜捜捜したしたしたした。。。。:6 :6 :6 :6 しかししかししかししかし、、、、見見見見つからないのでつからないのでつからないのでつからないので、、、、ヤソンヤソンヤソンヤソンとととと兄弟兄弟兄弟兄弟たちのたちのたちのたちの幾人幾人幾人幾人かをかをかをかを、、、、町町町町のののの役人役人役人役人たたたた

ちのところへひっぱってちのところへひっぱってちのところへひっぱってちのところへひっぱって行行行行きききき、、、、大声大声大声大声でこうでこうでこうでこう言言言言ったったったった。「。「。「。「世界中世界中世界中世界中をををを騒騒騒騒がせてがせてがせてがせて来来来来たたたた者者者者たちがたちがたちがたちが、、、、ここにもはいりここにもはいりここにもはいりここにもはいり込込込込んでいまんでいまんでいまんでいま

すすすす。。。。:7 :7 :7 :7 それをそれをそれをそれをヤソンヤソンヤソンヤソンがががが家家家家にににに迎迎迎迎ええええ入入入入れたのですれたのですれたのですれたのです。。。。彼彼彼彼らはみならはみならはみならはみな、、、、イエスイエスイエスイエスというというというという別別別別のののの王王王王がいるとがいるとがいるとがいると言言言言ってってってって、、、、カイザルカイザルカイザルカイザルのののの詔詔詔詔

勅勅勅勅にそむくにそむくにそむくにそむく行行行行ないをしているのですないをしているのですないをしているのですないをしているのです。」。」。」。」:8 :8 :8 :8 こうしてこうしてこうしてこうして、、、、それをそれをそれをそれを聞聞聞聞いたいたいたいた群衆群衆群衆群衆とととと町町町町のののの役人役人役人役人たちとをたちとをたちとをたちとを不安不安不安不安にににに陥陥陥陥れたれたれたれた。。。。:9 :9 :9 :9 彼彼彼彼

らはらはらはらは、、、、ヤソンヤソンヤソンヤソンとそのほかのとそのほかのとそのほかのとそのほかの者者者者たちからたちからたちからたちから保証金保証金保証金保証金をををを取取取取ったうえでったうえでったうえでったうえで釈放釈放釈放釈放したしたしたした。」。」。」。」。パウロをテサロニケの町で歓迎し

た人物がこのヤソンです。 

 そして、四番目がソシパテロという人物です。使徒の働き１７章にベレヤのことが記されていますが、

ソシパテロはベレヤというテサロニケの西側の町に居たユダヤ人だったと言われます。使徒２０：４に

「「「「プロプロプロプロのののの子子子子であるであるであるであるベレヤベレヤベレヤベレヤ人人人人ソパテロソパテロソパテロソパテロ、、、、…………」」」」とあり、この「「「「ソパテロソパテロソパテロソパテロ」」」」がソシパテロと呼ばれた人物ではないか

と言われます。それ以上のことは分かりません。 

３３３３））））テルテオテルテオテルテオテルテオ＝五番目の人物です。２２節には「「「「このこのこのこの手紙手紙手紙手紙をををを筆記筆記筆記筆記したしたしたした私私私私、、、、テルテオテルテオテルテオテルテオもももも、、、、主主主主にあってあなたがたにあってあなたがたにあってあなたがたにあってあなたがた

にごあいさつにごあいさつにごあいさつにごあいさつ申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。」。」。」。」とあります。気付かれましたか？パウロは自分の手でこの手紙を書いたので

はないのです。この手紙を筆記した人がいたのです。パウロが直接語りその人が筆記したのです。その

人がテルテオです。そして、筆記したテルテオ自身がローマ教会のクリスチャンたちに挨拶を送ってい

るのです。ということは、もしかすると、テルテオはローマのクリスチャンたちを個人的に知っていた

のかもしれません。それくらいしか私たちには分かりません。 

４４４４））））ガイオガイオガイオガイオ＝６番目はガイオです。２３節に「「「「私私私私とととと全教会全教会全教会全教会とのとのとのとの家主家主家主家主であるであるであるであるガイオガイオガイオガイオもももも、、、、あなたがたによろしくあなたがたによろしくあなたがたによろしくあなたがたによろしくとととと

言言言言っていますっていますっていますっています。。。。」」」」と書かれています。Ⅰコリント１：１４を見るとパウロがコリントの町でガイオにバプ

テスマを授けたことが記されています。「「「「私私私私はははは、、、、クリスポクリスポクリスポクリスポととととガイオガイオガイオガイオのほかのほかのほかのほか、、、、あなたがたのだれにもあなたがたのだれにもあなたがたのだれにもあなたがたのだれにもバプテスマバプテスマバプテスマバプテスマ

をををを授授授授けたことがないことをけたことがないことをけたことがないことをけたことがないことを感謝感謝感謝感謝していますしていますしていますしています。」。」。」。」と。ですから、このガイオはコリントに住んでいたのです。

そして、２３節には「「「「私私私私とととと全教会全教会全教会全教会とのとのとのとの家主家主家主家主」」」」と書かれています。ですから、恐らくガイオはコリントの町

にあって自分の家を教会として使っていたのでしょう。そこにパウロを招き、他の人たちを歓迎してい

たのでしょう。思い出してください。このローマ人への手紙はコリントで書かれています。恐らく、こ

のガイオの家にいてパウロは記していたのかもしれません。 

５５５５））））エラストエラストエラストエラスト＝７番目の人物は「「「「市市市市のののの収入役収入役収入役収入役であるであるであるであるエラストエラストエラストエラスト」」」」と書かれています。市とはコリントです。コ

リントの町の出納官のような存在です。ですから、政治的に力をもっていた人物だったのでしょう。使

徒１９：２２とⅡテモテ４：２０に「エラスト」という名前が出ています。「「「「そこでそこでそこでそこで、、、、自分自分自分自分にににに仕仕仕仕えているえているえているえている者者者者

のののの中中中中からからからからテモテテモテテモテテモテととととエラストエラストエラストエラストのふたりをのふたりをのふたりをのふたりをマケドニヤマケドニヤマケドニヤマケドニヤにににに送送送送りりりり出出出出したがしたがしたがしたが、、、、…………」」」」、、、、「「「「エラストエラストエラストエラストははははコリントコリントコリントコリントにとどまりにとどまりにとどまりにとどまり、、、、トロトロトロトロ

ピモピモピモピモはははは病気病気病気病気のたのたのたのためにめにめにめにミレトミレトミレトミレトにににに残残残残してしてしてして来来来来ましたましたましたました。」。」。」。」と、もしかすると、ここに記されている人物だったのかも

しれませんが、それ以上のことは分かりません。 

６６６６））））クワルトクワルトクワルトクワルト＝最後に「「「「兄弟兄弟兄弟兄弟クワルトクワルトクワルトクワルトもよろしくともよろしくともよろしくともよろしくと言言言言っていますっていますっていますっています。」。」。」。」とあります。「「「「兄弟兄弟兄弟兄弟クワルトクワルトクワルトクワルト」」」」と言って

いるのは、もしかするとエラストの肉親だったのかもしれないし、信仰者のことを私たちは兄弟姉妹と

呼ぶので、そのように「「「「兄弟兄弟兄弟兄弟クワルトクワルトクワルトクワルト」」」」と言ったのかもしれません。それも私たちにはよく分かりません。  

パウロはこのように名前を挙げて、これが私の同労者たちだ、彼らは本当に私の力になっている、私

の励ましになっていると言います。神はこのような働き人をパウロのところに送ってくださった。そし

て、ともにこのすばらしい働きを行なったのです。 

信仰者の皆さん、今日、私たちはいろいろなことを学んで来ました。私たちが学んで来た今日のレッ

スンを見るときに、神が私たちに望んでおられることは、どの時代であっても、だれであったとしても、

私たちの責任はこの主に対して忠実に従順に従っていくという責任です。神の前に正しく歩み続けてい

くという責任です。そうして、神の前に立つ日の備えをしなさい、主にお会いする備えをしていなさい



と言うのです。皆さん、そのような歩みをしていますか？何となく、私たちはその日が来ることは知っ

ているけれど、まだまだ先のことだと思っていませんか？ですから、みことばは「すみやかに」と言っ

てくれたのです。今、主にお会いする備えをしなければいけないのです。どうぞ、信仰者の皆さん、こ

れまで歩んで来られたように、しっかりと主のみことばに従い続けてください。惑わすものはたくさん

います。しかし、主のみことばに立って歩むなら主があなたを守ってくださる。みことばに立って、み

ことばに従って、そして、主に喜ばれる歩みを継続しながら主にお会いするその日を待ってください。 

まだ、この救い主を信じていない方がおられるなら、主はあなたを招いてくださっています。この救

い主の前に救いを求めて出て来ることです。この救いをいただく機会を与えてくださった主の前に、今、

救いを求めて出て来ることです。その救いの日が今日であることを心から願います。 

 

《考えましょう》 

１．偽教師たちの背後にいるのはだれでしょう？ 

２．主の恵みが日々私たちに必要な理由を挙げてください。 

３．主の恵みを日々いただきながら歩むためには、どうすれば良いと思いますか？ 

４．今日のみことばから、あなたが教えられたことは何でしょう？ 
    

 

 
    

 
    

 


