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主  題：霊的リーダーのあるべき姿：執事とその資格② 

聖書箇所：テモテへの手紙第一 ３章８－１３節  

 

テーマ：聖書の教えている霊的リーダーとはどのような存在か 

今週も続けて皆さんと見ていきたいのはⅠテモテ３章のみことばです。聖書お持ちの方はどうぞお開

きください。前回から私たちは教会の霊的リーダー、特に教会に仕える執事について８節から考え始め

ました。先週も触れましたが、パウロは執事に関して８－１３節のところで説明をしていたので、きょ

うは８－１０節を、そして来週は残りの１１－１３節を二回に分けて学んでいきたいと思います。 

きょうの内容に入る前に、まず前回に学んだことを少し思い返してみてください。先週私たちは、執

事と呼ばれる存在が、人々の抱えている必要を満たそうと仕える人物であることを見ました。教会には

さまざまな弱さや貧しさや助けを必要としている人たちが数多く集まっています。その中にあって長老

は、特にみことばの奉仕と祈りに励むことによって人々の霊的な面のケアをし、そして執事は、長老の

優先されるべき働きが妨げられないように助け支えながら、人々の物質的な面のケアをしようと仕える

のです。前回も言いましたが、これは別に長老、執事のどちらかが優れていて、どちらかが劣っている

という話をしているのではありません。教会にあって、どちらにも神様から与えられた大切な役割、重

要な責任があって、そのことにそれぞれが忠実であることが求められていたのです。またそれに加え

て、執事は人々の前で仕える者としての模範を示す存在でもありました。みことばを見れば、私たちが

みなキリストに倣って互いに仕え合っていくことが求められています。最後の晩餐の箇所を覚えておら

れると思いますが、イエス様がご自分の弟子たちの足を洗った後で、このように言われていました。

「:14 それで、主であり師であるこのわたしが、あなたがたの足を洗ったのですから、あなたがたもまた互いに

足を洗い合うべきです。:15 わたしがあなたがたにしたとおりに、あなたがたもするように、わたしはあなたが

たに模範を示したのです。」とヨハネ１３：１４－１５に記されていました。ここで改めて覚えたいこと

は、イエス様は弟子たちの足を洗われましたが、その弟子たちに対して「わたしの足も同じように洗い

なさい」とは仰らなかったということです。言い換えれば、イエス様は自分がしたことの見返りを求め

ようとはしておられません。むしろ、自分自身を喜んでへりくだらせ犠牲をもって弟子たちに仕える、

そのような模範をここで残されていたのです。そしてこのような模範に倣って歩んでいくことが、今の

私たちにも求められていました。 

皆さん、どうでしょう？正直になれば、私たちはときに自分を犠牲にしてへりくだって仕えるという

ことに難しさを覚えることがあります。また、もっと言えば、この世の人々も、自己犠牲や謙遜という

ものが非常に困難なものであるということをよくわかっています。興味深い調査があって、それは２０

代から３０代の会社員の人が離職する率、離職する理由を調査したものです。ランキング形式でこのよ

うに記されていました。会社員の離職率の理由、トップ３は何だと思います？３位は上司との関係でし

た。２位は給料などの待遇でした。そして１位は労働時間や労働環境でした。つまりこの結果を簡潔に

まとめるなら、多くの人々は自分のしたことに対する見返りが割に合わなかったり、自分のプライベー

トが奪われるといった労働時間の長さによってその仕事に不満を覚えるということです。生まれながら

に人は自分自身をへりくだらせてすべてをささげることを、みずから好んで求めたりはしないのです。 

しかし教会のリーダーである執事というのは、まさにそのような者として歩もうとする人物でした。

執事は自分を犠牲にして、ほかの人に喜んで仕えることが神様の前に喜ばれるものであるということを

知っているからこそ、人々の前でその模範を示して歩もうとするのです。だから、同じように仕える者

として歩んでいくことを求められている私たちひとりひとりにとって、今から見る執事の姿というのは



それぞれが目指していくべき目標になります。私たちが仕えていこうとするときに、どのように仕える

者として変わっていけるのか、それをテモテ３：８－１３で見て取ることができます。これから執事の

資格について具体的に考えていきますが、どうかそれらの資格を自分自身に照らし合わせながら、自分

自身の歩みをよく吟味してみてください。 

では、これらのことを踏まえた上で、今日の内容を実際に学んでいきます。いつもどおり、まずみこ

とばをお読みしたいと思います。全体を見るために８－１３節を見てください。 

Ⅰテモテ３：８－１３  

「:8 執事もまたこういう人でなければなりません。謹厳で、二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正な利を

むさぼらず、:9 きよい良心をもって信仰の奥義を保っている人です。:10 まず審査を受けさせなさい。そし

て、非難される点がなければ、執事の職につかせなさい。:11 婦人執事も、威厳があり、悪口を言わず、自

分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。:12 執事は、ひとりの妻の夫であって、子どもと家庭

をよく治める人でなければなりません。:13 というのは、執事の務めをりっぱに果たした人は、良い地歩を

占め、また、キリスト・イエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。」 

〇執事とその資格： 

１）謹厳であること 

まず一つ目の執事の資格として挙げられていたものは「謹厳であること」でした。８節はこのように

始まっていました「:8 執事もまたこういう人でなければなりません。謹厳で、…」と。最初に注目してほし

いことは「執事もまた」ということばで始まっていることです。パウロはこの「何々もまた」というこ

とばを用いることによって、これまで自分が語ってきたものと、これから触れていくものが全く異なる

ものではなく似通ったものであることを表そうとしていました。思い返せば、以前見た１－７節で、パ

ウロは、監督の職につく者は、必ず資格を満たした人でなければならないということを訴えていまし

た。２節をもう一度見ていただくと、２節の最初にこうありました。「ですから、監督はこういう人でな

ければなりません。」パウロは、監督の働きというものがとてもすばらしいものであることと同時に、そ

れが教会にとって非常に大きな影響与えるものであるからこそ、だれもがその働きにつけるとは言って

いませんでした。そこには明白な霊的基準が設けられていたのです。「監督はこういう人でなければな

りません」と。そしてパウロはここでも「執事もまたこういう人でなければなりません。」と求めてい

たのです。つまりポイントは、これから見ていく執事の資格一つ一つも長老のときと同じように、身に

付けていてもいなくてもどちらでも良いものではなく、必ず満たしていなければならないということで

す。これから見ていく資格は、執事が必ず満たしていなければならないものになります。 

ではそのことを踏まえた上で、まず最初の「謹厳であるということ」とは、どういうことを意味する

かを考えてみましょう。この「謹厳である」と訳されていることばには、もともと「尊敬や名誉に値す

る」とか「立派な」という意味が含まれています。つまり、謹厳であるというのは、その人物の態度や

ふるまいが、周りの人から尊敬や称賛を集めるものであるということです。道徳の面や霊的な面におい

てもその歩みが優れているからこそ、その人物を目にした人々が、この人のように生きていきたいと望

むような生き方をしている人物であることがここで求められていました。もちろん、これが単なる外側

のふるまいについてだけでなく、その人の内側の話をしているということは言うまでもありません。パ

ウロはここで、外側さえ正しくふるまって、人から称賛されるなら、内側が乱れていてもかまわないと

は決して言ってはいません。ましてや聖書を見れば、神様が決してそのような偽善的な歩みを“よし”

とされていないことを、はっきりと見て取ることができます。思い返せば、イエス様もこのように言わ

れていました。マタイ：２３：２５－２６に「:25 わざわいだ。偽善の律法学者、パリサイ人。おまえたち

は杯や皿の外側はきよめるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。:26 目の見えぬパリサイ人たち。まず、杯

の内側をきよめなさい。そうすれば、外側もきよくなります。」人は、心にあるものがことばやふるまいと



なって出てきます。心にあるものこそが、その人の本当の姿を現しているのです。だからこそ、私たち

は外側を変えることを追い求めることよりも、まず内側が変えられることを祈り求めながら歩んでいく

ことが必要になります。執事は、外側も内側もそのどちらにおいても、周りの人々の尊敬を集めるよう

な者でした。そのような者であることが最初に求められていたことでした。 

でも、なぜパウロは謹厳であることを一番に求めたのでしょう？まず、その人物が人々から尊敬を受

けるような歩みをしていることを求めたのでしょう？それは執事の職につく者が、どんな働きを要求さ

れていたのかを考えれば容易に想像できます。それは、彼らは教会にあって、人々が抱えている必要

や、特に弱い人や貧しい人たちが抱えている物質的な面の世話をするということが求められていまし

た。ではもし、そのような必要を満たす人物の生き方が乱れていて、人々の信用を損なうような歩みを

しているなら、はたして、私たちはその人を信用することができるでしょうか？たとえば、人前で良い

行いをしていても、だれも見ていない隠れたところでは人から非難されるような行動をとる人だとした

ら、その人に、私たちは教会の大切な働きを任せようとするでしょうか？しないですね。なぜしないの

か、それはその人に任せることが危険なことだとわかっているからです。皆さん、私たちは３歳の子ど

もに家を任せて外に出かけることなどしませんね。なぜなら、それは家に帰ってきた時に、家の中が大

惨事になっていることが目に見えているからです。同じように、自分のこともままならない未熟な人

に、ほかの人の世話を任せることなどできません。だからこそ、執事は人から尊敬され信頼されるよう

なあかしをまず立てている人物であること、成熟した者であることが大切でした。謹厳であるというこ

と、人々の尊敬を集める者であるということは、欠かすことのできない重要な資格だったのです。 

でも、これはなにも執事だけに求められていたものではありません。覚えていますか？以前私たちが

見た長老の資格の中でも、長老は人々の間で評判の良い、品位のある者であることが求められていまし

た。みことばはまた、信仰者ひとりひとりに対しても謹厳であることを求めていました。たとえば、パ

ウロはピリピの中でこのように述べていました。ピリピ４：８で「最後に、兄弟たち。すべての真実なこ

と、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の

良いこと、そのほか徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。」

と。ここで「すべての誉れあること」と訳されていることばが、「謹厳である」と同じものになるので

すが、パウロは主にあるすべての兄弟たちがその歩みにおいて、誉れあることを、評判の良いこと、称

賛されること、そういったものに心を留めて歩んでいくことを求めていました。私たちは執事の肩書を

持っている者も、持っていない者も問われていることは同じでした。私たちはみな、謹厳な者として歩

んでいかなければいけないのだと。では、私たちの周りの人たち、特に私たちのことをよく知っている

その人の目には、私たちの歩みはどのように映っているでしょうか？人々が私たちの歩みを見るとき

に、この人のように歩んでいきたい、この人には信頼して色んなことを任せることができる、と言われ

るような歩みでしょうか？それとも、いつも疑問や疑いをもたれたり、非難されるような歩みではない

でしょうか？また、私たちは口で語っていることとその行いとがかけ離れたものになっていないでしょ

うか？人前とだれも見ていないところでは同じ人物でしょうか？それとも、そこに大きなギャップや大

きな隔たりはないでしょうか？周りの人たちは私たちの歩みをよく見ています。だからこそ、私たちは

どんなときも変わらずに神様に心を留め、キリストのすばらしさをあかしする者として生きていくこと

が大切なことでした。私たち自身ではなくて、私たちの愛する主がほめたたえられるように、人々の前

で称賛されるふるまいや態度をもって歩んでいくことです。そして、これが一つ目にパウロが挙げた執

事の資格、「謹厳であること」でした。 

２）二枚舌を使わないこと 

「二枚舌を使う」ギリシャ語：ディロゴス＝ディ（２）＋ロゴス（ことば） 



二つ目に執事の資格として挙げられていたものは「二枚舌を使わないこと」でした。でも、この「二枚

舌を使う」とは、一体どういうことなのでしょう？ このことばは非常に興味深いもので、もともとの

ギリシャ語では数字の「２」を意味する“ディ”と「ことば」を意味する“ロゴス”がくっついてでき

た“ディロゴス”ということばが使われています。直訳すれば「二つのことば」また「二つの舌」と訳

すことができます。つまり二枚舌を使う人というのは、二つのことばを使う人を表しています。言い換

えれば、この人物は、一方の人にはあることを言って、別の人にはそれと違ったことを言うような人物

だということです。もっと具体的に言えば、二枚舌を使う人物というのは、ある人の前ではその人の良

いことを語って、影では悪口やその人を非難するようなことを語るような人のことです。本人を目の前

にしている時とそれ以外の時では、異なる二つの舌を使い分ける人です。また二枚舌を使う人物は、こ

ういうふうにも言うことができます。ある時は、その舌を用いて神様を賛美し、ある時はその舌を神様

の忌みきらうことばを発する時に使うような人物のことです。たとえば、兄弟姉妹と一緒にいる時は、

神様やみことばに対する感謝を話していて、神様を知らない人と一緒にいる時は、彼らと同じようにな

って話すような人です。その話す内容がこの世のものと何ら変わりがないからこそ、周りの人はその人

がクリスチャンかどうかということに全然気づかないのです。またもう一つ言うなら、二枚舌を使う人

物は口にしていることと、その人の心のうちにあるものが全く異なるような人物だということです。言

い換えれば、本心を偽って語る人物のことを言っています。 本心を偽って語るからこそ、そのような

人は言っていることが本当かどうかの見分けがつきません。見分けがつかないのでそのような人を信頼

することができません。だからこそ、このような人物は執事にはふさわしくないと、パウロはこの箇所

で訴えていました。 

でも執事の働きを考えてみれば、当然のことだと言えませんか？執事というのは人々の抱えるさまざ

まな必要を満たす働きをする人たちでした。でも、もしある人がやってきて、「私はこんな物が必要で

す、どうか助けてください。」とそう願ったことに対して、執事が「はい、わかりました。」と言った

ものの、いっさいそれをしなかったら？また執事が神様よりも人を恐れて、自分が仕える人によく見ら

れたい、よく思われたいということをなによりも願って、正直に話すのではなく、いつも偽りを話して

いたらどうでしょう？そのような人物を私たちは信頼することができなくなってしまうばかりか、その

ような人物は兄弟姉妹の間に疑念を生んだり、分裂や争いといったものを引き起こすことに繋がるので

す。だからこそ執事は二枚舌を使う者ではなく、ことばにおいても人から尊敬されるような人物である

ことが求められていました。 

でも、これも執事にのみ要求されていたことではありません。みことばはすべてのクリスチャンに対

しても二枚舌を用いない者であることを求めていたのです。ヤコブはまさにそのことを教えていまし

た。ヤコブの３：９－１０を見れば「:9 私たちは、舌をもって、主であり父である方をほめたたえ、同じ舌

をもって、神にかたどって造られた人をのろいます。:10 賛美とのろいが同じ口から出てくるのです。私の兄弟

たち。このようなことは、あってはなりません。」と書かれています。 では、私たちは二枚舌を使う者で

はなく、いつも真実を語る者として歩んでいるでしょうか？ある人の前では、その人に嫌われたくな

い、よく思われたいとの思いから、本心とは偽ったことを話し、その人がいないところでは、その人の

陰口やゴシップといったものを流そうとしていないでしょうか？本人を目の前にしている時と本人がい

ない時とでは、話すことばが全然違う、そのような者ではないでしょうか？本人を目の前にしたら決し

て言わないようなことばを、別の人に話していないでしょうか？また、私たちの口から出ることば、い

つも神様を喜ばせるものでしょうか？それとも悲しませるものではないでしょうか？私たちのことばに

関してはパウロもこのように言っていました。エペソ４：２９に「悪いことばを、いっさい口から出しては

いけません。ただ、必要なとき、人の徳を養うのに役立つことばを話し、聞く人に恵みを与えなさい。」とはっ

きりと書かれていました。はたして私たちのことばは、聞く人の助けや励ましになること、また恵みを



与えるようなものでしょうか？それとも私たちのことばは、いつも人を傷つけたり、いつもその間に争

いを引き起こしてしまうようなものではないでしょうか？  

私たちが正直になれば、悲しいことに私たちはことばにおいて多くの失敗をしてしまう者です。ここ

にいるすべての人が、ことばに関して色んなところで失敗をしてしまいます。口にしないでいいことを

口にしてしまったり、愛のないことばでもって人を傷つけてしまうこともあります。本来なら、神様に

対する感謝をささげ続けるべき口で、不平不満を言うことも多々あります。私たちはみな、口に関して

ことばに関して弱さを覚えています。もし、そのような罪を犯したのなら、何よりも私たちに求められ

ることは、私たちが神様の前に出て行ってその罪を悔い改めることです。神様の前にその罪を告白して

赦しを請うことです。そして救い主イエス・キリストを心に留めて歩むことです。 

キリストは私たちを罪から救い出してくださいました。皆さん、考えてみてください。私たちがこと

ばで犯す罪だけを考えたとしても、そのあまりの罪深さのゆえに、神様は私たちに永遠のさばきを与え

て当然でした。私たちは御怒りのみ値する、そんな罪深い愚かな者として歩んでいたのです。しかし、

そんな愚かな私たちに代わって、罪を全く犯すことのなかったキリストが十字架にかかって死んでくだ

さいました。この方は私たちと違って、ののしられてもののしり返すことはなく、苦しめられてもおど

すことをせず、偽りをいっさい口にすることもありませんでした。ことばにおいて完全であったそのよ

うなお方が、すべての面において罪を犯すことがなかったそのようなお方が、私たちのためにご自身の

いのちをささげて死んでくださったのです。そして、この方が私たちに代わって神の怒りを耐え忍んで

くださったからこそ、私たちはこの大きな愛のゆえに贖われ、新しく神様のために生きる者として造り

変えられました。この方を信じる者には救いがあると約束してくださったのです。この方を信じる者は

死んで終わりではなく、よみがえって主にお会いするという約束を与えてくださいました。このような

すばらしい救いを与えてくださった方を私たちは覚えることです。この方の助けを祈り求めながら、罪

を脱ぎ捨て、新しい人を身に付けて歩んでいくことです。これが二つ目にパウロが挙げた執事の資格、

「二枚舌を使わないこと」でした。 

３）大酒飲みでないこと 

三つ目に執事の資格として挙げられていたものは「大酒飲みでないこと」でした。教会に仕える執事

というのは、お酒に対しても注意を払って、お酒の中毒になっているような者であってはいけない、と

いうことでした。これは以前見た監督の資格の中でも挙げられていましたが、覚えています？もう一度

３節を見ていただくと、３節の初めにこうありました。「酒飲みでなく、」と。教会全体を導いていくリ

ーダーはお酒に溺れて、それに生活が支配されているような人物があってはいけないということが言わ

れていたのです。どうしてかというと、お酒というものがその人の思考や判断力というものを鈍らせる

だけでなく、何よりも本来見上げなければいけない神様を心のうちから忘れさせてしまうからでした。

お酒は私たちのうちから神様を忘れさせるという危険性があったのです。以前にも見ましたがイザヤ

５：１１－１２にこうありました。「:11 ああ。朝早くから強い酒を追い求め、夜をふかして、ぶどう酒をあ

おっている者たち。:12 彼らの酒宴には、立琴と十弦の琴、タンバリンと笛とぶどう酒がある。彼らは、主のみ

わざを見向きもせず、御手のなされたことを見もしない。」お酒の虜になってしまえば、お酒に支配されて

しまえば、神様を忘れ、みことばから冷静な判断ができなくなります。そのようなことができなくなれ

ば、神様のもとへ群れを正しく導いていくことができなくなります。だからこそ、監督はお酒に関して

も自分を正しく制することができることが求められていました。そして、それと同じように執事もお酒

に支配されるのではなく、自分の心を慎み深く制することができる者であることが欠かせない条件でし

た。 

でもこれも執事の働きを考えればよくわかります。執事が酒に酔う者だったとすれば、だれかが助け

を求めるときに、その人に誠実に仕えることができなくなってしまいます。またお酒に心が支配されて



しまえば、その人は神様の喜ばれることや、ほかの人の必要に目を向けようとすることよりも、まず自

分の欲求を満たすこと…お酒を手に入れることを求めるようになってしまうのです。私たちは私たちの

心にあるもの、心のうちを占めているものによってその歩み全体が導かれていきます。だからこそパウ

ロも述べていました。私たちは酒に酔うのではなく、酒に支配されるのではなく御霊にいつも満たされ

ていること、それが大切なのだと。ですから、執事という者は「大酒飲みではないこと」、酒に支配さ

れる者でないこと、これが三つ目にパウロが挙げていた執事の資格でした。 

４）不正な利をむさぼらないこと 

四つ目に執事の資格として挙げられていたのは「不正な利をむさぼらないこと」でした。もう一度８

節を見ていただくとこのように続いていました。「謹厳で、二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正な利を

むさぼらず、」と。ここで「不正な利をむさぼらず」と訳されているこのことばには、「恥知らずな金

銭欲」や「欲深さ」、「不正な利益を好む」といった意味があります。つまり、不正な利をむさぼる人

物とはどのような人物かといえば、その人物は、あらゆる不正やイカサマなどをしてお金を手に入れよ

うとする者だということです。恥ずべき不誠実な手段をもって、自分の利益を手にすることを何よりも

好むのです。そして執事となる者はそのような不正な利をむさぼる者でないことが求められていまし

た。 

これは非常に大切なことでした。思い出してみてください。パウロがテモテに手紙を記したこの当

時、エペソの教会に入り込んでいた偽教師たちの特徴が、まさに、この不正な利をむさぼる者たちでし

た。以前も何回か見ましたが、もう一度同じⅠテモテ６：５を見ていただくと、こんなことが記されて

いました。「また、知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち敬虔を利得の手段と考えている人たちの

間には、絶え間のない紛争が生じるのです。」教会に混乱をもたらしていた偽教師たちは、敬虔を利得の手

段と考えているのだと。言い換えれば、彼らはキリストのために働くことよりも、自分たちがお金を得

るためにすべてのことをなしていたということです。宗教というものを売り物にして自分の利益を稼ご

うとする彼らの心にあったのは、金銭を一番に愛する欲深さでした。だからこそ、パウロはその後に続

く１０節でこう言っていたのです。「金銭を愛することが、あらゆる悪の根だからです。ある人たちは、金を

追い求めたために、信仰から迷い出て、非常な苦痛をもって自分を刺し通しました。」金銭を愛することがあ

らゆる悪の根なのだと。ですから教会の霊的リーダーにとって、金銭を愛さない者であるということ

は、非常に大切なことでした。それは執事にとっても同じことです。 

考えてみてください。執事は色んな働きに仕える者でした。教会のさまざまな働きに関わるので、時

に執事は教会の財政にも携わることがあります。もしその時に、その人物がお金を愛するような、自分

の利益を何よりも望む者だったらどうなると思います？それは非常に危険な状態だということです。た

とえば、私は一生懸命何時間にも渡って働いた、だれに言われたわけではないけれど自分を犠牲にして

働いたので、少しぐらいそれに値するものを手にしたっていいだろう…。本当は、これはＡさんに渡す

ようにと頼まれていたものだけれども、Ａさんは別にそれほど必要としてない、それよりも私の方が必

要だから代わりにもらっても大丈夫だろう…。 

不正な利をむさぼろうとする者たちが抱えている問題とは何か、この人物は自分の利益を得るためな

ら、ありとあらゆる理由をもって自分を正当化するということです。少しぐらいうそをつくことになっ

たとしても自分はそれに値するだけのことをした、だれかを少しだますことになったとしても自分はだ

れよりも頑張ったのだから、それを手にする権利がある。ほかの人もしているから、自分も少しぐらい

しても問題ない…そのようにして、たとえそれが不誠実な手段であったとしても、それを正当化するこ

とによって自分自身の利益を得ようとするのです。 

お金だけではありません。自分の利益を不当に得ようとすることをパウロは、不正な利をむさぼる者

だと言っていました。では、私たちは一体何に心に留めて仕えているでしょうか？私たちが仕えるとき



に、自分の利益を何よりも手にするということを思って仕えているでしょうか？それとも、私たちのす

ばらしい神様の栄光を何よりも現すために仕えようとしているでしょうか？これが四つめにパウロが挙

げていた執事の資格、「不正な利をむさぼらないこと」でした。 

５）きよい良心をもって信仰の奥義を保っていること 

五つ目に執事の資格として挙げられていたもの、それは「きよい良心をもって信仰の奥義を保ってい

ること」でした。９節を見ると「きよい良心をもって信仰の奥義を保っている人です。」と記されていま

す。これは一体どういう意味なのでしょう？「きよい良心をもって」とか「信仰の奥義を保つ」という

のは一体何を表しているのでしょうか？大きく二つに分けて考えてみましょう。まず、「信仰の奥義を保

っている」とありました。この「奥義」ということばは、新約聖書の中で何度か用いられているもの

で、簡潔にいうと、「かつて旧約時代には隠されていたもので、新約時代になって、キリストが来られ

たことで初めて人々に啓示された真理のこと」を表しています。どんなものがあるかといえば、ローマ

１６：２５ではこのように記されています。「私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち、

世々にわたって長い間隠されていたが、今や現されて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって、信仰

の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなたがたを堅く立たせることができ

る方、」ここではこの「奥義」ということばが、「福音とイエス・キリストの宣教、イエス・キリスト

の教え」に対して用いられていました。また、コロサイ１：２６－２７には、「:26 これは、多くの世代

にわたって隠されていて、いま神の聖徒たちに現された奥義なのです。:27 神は聖徒たちに、この奥義が異邦人

の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを、知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなたが

たの中におられるキリスト、栄光の望みのことです。」ここでは「奥義」ということばが、「信仰者のうち

に住んでおられるキリストのこと」を表していました。色々な箇所があります。でもこういったことを

踏まえて何が言えるのかといえば、「奥義」というものは、「キリストによって明らかにされた福音

や、真理の教えなどそのようなクリスチャンの信仰にとって欠かせないもの」のことをいうのです。そ

して、そんな信仰の奥義を執事は保つ者でなければいけないと言われていました。 

もしかしたら、皆さんの中にこんなことを思ったことがある方もおられるかもしれません。教会の長

老たちというのは、みことばの知識に長けた人でなければいけないが、執事はそこまでは求められない

のではないか、執事の働きとは教会の必要を満たすこと、仕えることだし、みことばを知っていること

よりも色んな能力に長けた人であることの方が重要なのではないか？もしそのように考えておられるな

ら、みことばが教えていることはそうではありません。パウロはここで、執事に対しても福音やみこと

ばの真理をしっかりと身に付けていることを求めていたのです。長老も執事もみことばをしっかりと身

に付けた者であることが求められていました。では違いは何か？違いは、長老は人々にみことばを教え

るという責任を負っているということです。執事は長老と違って、みことばを人に教える責任は負って

はいません。でも、同じようにみことばを読み、学び、学んだことを心に蓄え、いつもみことばの真理

を固く握って歩んでいくこと、それが欠かせないことでした。 

でも、それで終わりではありませんでした。パウロは単に信仰の奥義を保っている人が執事なのだ、

とは言わずに、「きよい良心をもって信仰の奥義を保っている人」と言ったのです。「きよい良心をも

って」とは何のことでしょう？この「良心」というものを考えるときに、私たちはこれを火災報知器の

ようなものだと考えることができます。皆さんが自分の家でくつろいでいるときに、火災報知器の存在

を気にしますか？ しませんね。普段はあまり気にも留めないものなので、自分の家のどこにそれがあ

るか知らない人がいるかもしれません。何も問題が起こっていないときは、私たちは火災報知器の存在

なんて気にも留めていません。でも料理をしていて火を消し忘れて、煙が発生したら「ピーピー火事で

す、火事です」と言ってけたたましい音が鳴り響き、何かしらの問題が起こっていることを教えてくれ

るのです。私たちの良心もこれと同じです。もし、私たちのうちに何かしらの問題が発生すれば、私た



ちの良心もそのことを警告してくれるのです。もっと言えば、私たちがみことばの真理を知っていなが

らそれに逆らって歩むなら、そのとき良心はそのことが間違っているとそう強く訴えます。でも、もし

私たちがその良心の警告を無視して、繰り返し間違ったことを犯し続けていけばどうなると思います？

そうすれば私たちの良心はドンドンドンドンと汚れて、本来なら、警報が鳴らなければいけないときに

鳴らなくなってしまうのです。 まさにそのことが、テトス１：１５－１６にこのように記されていま

した。「:15 きよい人々には、すべてのものがきよいのです。しかし、汚れた、不信仰な人々には、何一つきよ

いものはありません。それどころか、その知性と良心までも汚れています。:16 彼らは、神を知っていると口で

は言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく、不従順で、どんな良いわざにも不適格です。」と。

良心をきよく保っていくということがとても大切なことでした。だからこそ、パウロはきよい良心をも

って信仰の奥義を保っているということを執事に求めたのです。要するに、執事というのは、みことば

の真理を正しく知っているだけではなくて、その真理を固く保って、それに則って忠実に生きていこう

とすることが求められるのです。その人がみことばに忠実に歩んでいけばどうなるか？そうなれば、良

心はきよく保たれ、それが警報を鳴らすことはないのです。結局のところここで言われていたことは、

みことばの真理をただ知っていることではなく、それを自分のものとして固く保ち、実践しているかど

うかでした。私たちの歩みは、信仰と行いとがかけ離れたものであってはいけないのです。では、私た

ちの歩みはどのようなものでしょうか？これが五つ目にパウロが挙げた執事の資格、「きよい良心をも

って信仰の奥義を保っていること」でした。 

６）非難される点がないこと 

最後六つ目の執事の資格として挙げられていたもの、それは「非難される点がないこと」でした。１

０節にこうありました。「まず審査を受けさせなさい。そして、非難される点がなければ、執事の職につかせ

なさい。」と。残念ながら、今私が読んだその訳と同じ訳を持っている方の日本語訳では、パウロがこ

の原文で言わんとしていることが、実は正確には伝えきれていません。この箇所をより忠実に訳すとす

れば、ここはこのように言えます。「これらの者たちもまず審査を受けさせなさい。そして非難される

点がなければ執事の職につかせなさい。」と。違いがわかりますか？ 原文では文頭に「これらの者た

ちも」と記されています。ここでのポイントは、「これらの者たちも」つまり、ここで言われている

「審査を受けさせなさい。」というその対象は執事だけではなく、長老にもどちらにも当てはまるもの

だということです。教会の霊的リーダーとして仕えていく者であるなら、長老であれ執事であれ、その

どちらもが働きにつく前には、必ず、ここに挙げられていたこれらの資格に基づいて審査される必要が

あるということです。言い換えれば、私たちは 審査することなしに適当に教会のリーダーを選ぶこと

を決してしない、ということです。リーダーの人数が足りていないから人手が欲しいから、とりあえず

あの人を加えよう…とか、あの人は昔から周りの人の人気が凄いからリーダーに加えても大丈夫だろう

…などというふうにはならないということです。ある人を審査することなしに性急にリーダーシップに

加えるということは、教会にとって非常に危険なことになります。だからこそ、その人物が基準を満た

しているのかどうか、教会のリーダーとして仕える準備ができているのかどうかを、私たちは実際のそ

の人の歩みを見守って、祈りをもってみことばから慎重に判断を下していくことが大切になるのです。

どういうふうに考えていていくかといえば、たとえば、ある人が教会で仕えていくのにあたり、その人

が困難に直面したときに、どのようにふるまおうとしているのかを私たちは見るのです。難しい状況の

中に置かれたときに、課せられた責任に対してどのようにはたそうとしていくのか、その人がどのよう

にふるまおうとするのかを観察します。またその人がほかの兄弟姉妹と働きをしていく中にあって、た

とえば、争いや問題が起こった場合には、どのようにみことばから対応しようとしているのかを見るの

です。だれかから非難を受けた場合には、その非難に対してどのような態度でそれに向き合おうとして

いるのかを観察するのです。その人がみことばを知っているだけではなくて、本当にみことばに立って



歩んでいるのかということ、その人物が実際にどのような歩みをしているのかを目の当たりにし、それ

でもその人の歩みがみことばの基準を満たしているのなら、非難されるところのない者であるなら、執

事の職であれ、長老の職としてつかせるのです。 

ここで出てきていた「非難されるところがない」というこの資格は、以前長老の資格を見たときにも

一度触れましたが覚えていますか？非難されるところがないというのは、この人物が罪のいっさいない

完璧な存在だということではなく、その人物のうちにはだれからも指を刺されていつまでも非難される

ような明らかな罪がないということでした。もちろんこの人のうちにも弱さがあります。私たちのうち

にはみな弱さがあります。みな失敗もします。執事も長老も間違いを犯さない者では決してありませ

ん。でも過ちを犯したとしても、すぐに悔い改めてキリストに似た者へとますます変わっていこうと願

うのです。そのようにして、悔い改めた罪を脱ぎ捨てて、新しい人を着て歩み続けていこうとするから

こそ、その人の歩みは非難されるところがないのです。そして、そのように審査したときに、非難され

るところがない者であれば、その人を監督や執事の職につけていくのだと。「非難される点がないこ

と」、それがパウロが六つ目に挙げた執事の資格でした。 

〇まとめ 

さて、きょう私たちは霊的な教会のリーダーである執事について、特にその資格に関して六つのもの

を見てきました。まず一つ目に、執事は、態度やふるまいが周りの人から尊敬や称賛を集めるような

「謹厳な者であること」が求められていました。二つ目に、執事は、一方の人にはあることを言い、別

の人にはそれと違ったことを言うような「二枚舌を使わない者であること」が求められていました。三

つ目に、執事は、お酒に心を支配されることがない「大酒飲みでない者であること」が求められていま

した。四つ目に、執事は、自分の利益を得るためであれば不正を働くような「不正な利をむさぼらない

者であること」が求められていました。五つ目に、執事は、みことばの真理というものを正しく知って

いるだけではなく、その真理を固く保ってそれに則って生きる「きよい良心をもって信仰の奥義を保っ

ている者であること」が求められていました。そして最後六つ目に、執事は、審査されたうえで人々か

ら責められるような罪をもっていない「非難される点がない者であること」が求められていました。こ

れらが教会に仕えていく執事の姿でした。 

またこの姿は、仕える者として召された私たちひとりひとりが目指していくべき信仰の目標となるも

のでした。だからこそ皆さん、私たちの責任は執事になろうとなるまいと、私たちが仕える者として歩

んでいく以上、この資格を目指して霊的に成熟した者として成長し続けていくことです。どんな犠牲を

払うことになったとしても喜んで神様と教会に仕えていくことです。そのことが私たちにとって喜びに

なります。そしてもし、自分が自分自身をへりくだらせることや、自分を犠牲にすることが難しく感じ

る、そのような場面に出くわすなら、そんなときは主の姿をいつも覚えることです。 

皆さん、考えてみてください。きょう私たちは六つの資格を見ました。でも、イエス様の姿を覚える

ときに、イエス様のふるまいやことばこそ、周りの人々から称賛を集めるようなものでした。イエス様

の語られることはすべていつも真実で、この方こそ、自分のためではなく、人々の益となることを求め

て歩まれたお方でした。この方こそ、だれからも非難されるところがないお方でした。この方には、い

っさい罪がなかったのです。そしてそのようなお方が私たちのために十字架にかかってくださったので

す。犠牲を払ってその足跡に従って歩むようにと、仕える者としての模範を残してくださいました。そ

のような犠牲を払って、仕える者として来てくださった方がその模範を残されたのです。私たちはその

方によって救われました。新しく造り変えられました。そうだとすれば、この方に倣って喜んで歩んで

いきたいと思わないでしょうか？私たちは確かに弱く愚かな者です。でも、私たちに必要な知恵も助け

もこの方が与えてくださいます。主が私たちとともに歩んでくださるのです。それならば、主の模範を

覚えて、今週もこの目標を目指してともに歩んでいきましょう。 


