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主  題：神の人 

聖書箇所：テモテへの手紙第一 ６章１１－１２節 

 

 今朝、私たちは「神の人」ということについてごいっしょに見て行きます。パウロはテモテのことを

「神の人」と呼びました。なぜ、そのように呼んだのかというと、テモテが霊的な人であり霊的なリー

ダーだったからです。この「神の人」という呼び名はテモテが初めてではありません。旧約の時代にお

いて多くの信仰の勇者たちがこのように呼ばれていました。モーセ、ダビデ、エリヤ、多くの預言者た

ちが「神の人」と呼ばれていたのです。彼らは神からのメッセージを託され、それを忠実に語りました。

イスラエルの民における霊的なリーダーたちでした。時代に関係なく霊的な人が「神の人」なのです。

このメッセージは確かに霊的リーダーであったテモテに対するパウロからの教えです。しかし、同時に、

今の教会のリーダーたちに対しての教えでもあります。というのは、教会のリーダーたちは霊的な人で

あると皆が判断した人々だからです。また同時に、現在、教会の霊的リーダーとして働いている人々だ

けでなく、すべてのクリスチャンに対するメッセージであるとも言えます。なぜなら、救われた一人ひ

とりは霊的リーダーになることを目指して歩んでいるはずだからです。救われた私たちは神により喜ば

れる者に、神の栄光を現わす者になって行こうという願いを神からいただき、そのように生きて行く人々

です。ですから、この中で私はキリスト者として幼子でいいと思っている人がいるなら、その信仰はど

こかおかしいのです。神が与えてくださった救いは私たちを変えて行くということを、私たちはもう何

度も見て来ました。神が救ってくださった者を神は成長させて行ってくださる、そして、私たちがます

ますキリストに似た者になることによって、すなわち、「神の人」と呼ばれるのにふさわしい霊的な人に

なって行く、そのように神は望んでおられるし、そのように神は私たちのうちに働いておられるのです。

私たち一人ひとり信仰者が考えなければいけないことは、私は本当にイエスを信じてから今日に至るま

で、この信仰において成長しているかどうかということです。信仰歴は何年ですか？と聞かれたときに、

躊躇なく答えられますか？２０年です、３０年です、４０年です、もっと長い人もおられるでしょう。

では、果たして私たちがその長い年月にあってどれだけ成長して来たかです。まだまだ信仰の幼子と、

その状態に留まっていないかどうかです。神はあなたがおとなになること、霊的に成長することを望ん

でおられるし期待しておられます。あなたの信仰は成長していますか？あなたの神に対する知識は増し

ていますか？神への愛は増していますか？キリストに似た者へとあなたは変えられ続けているでしょう

か？あなたは神の人と呼ばれるにふさわしい者へと変えられているでしょうか？信仰歴が浅くても同じ

ことです。神はあなたに同じことを望んでおられます。あなたは成長することを望んで歩んでおられる

かどうかです。 

 確かに、この教えはパウロからテモテに宛てられたものです。パウロはここでテモテに「神の人」と

してふさわしい生き方を継続するように、また、そのことを絶対に忘れないようにと願ってこの命令を

与えているのです。もちろん、これはパウロ自身の生き方であったことは明らかです。パウロもそのよ

うに生きていました。そして、パウロは自分の愛するテモテに対して、神の人よ、あなたはこの地上に

あってどのように生きて行くのか忘れてはならない、しっかりそのことを覚えてそのようにこれからも

継続して歩み続けて行きなさいと、そのように願ったのです。今朝、私たちはこの「神の人」としてふ

さわしい生き方について学んで行きます。どのような生き方を神は霊的な人々に期待しておられるので

しょう？そして、どのような生き方をあなたにも期待しておられるのかご覧ください。１１節にはこの

ように記されています。「しかし、神の人よ。あなたは、これらのことを避け、正しさ、敬虔、信仰、愛、忍耐、

柔和を熱心に求めなさい。」、ここを見たとき、パウロは二つのことを教えています。初めに「しかし、神

の人よ。」とあるのは前の話を受けて、前の話と対比して、このような人々がいるけれど、しかし、あな

たはこのように生きて行きなさいと言うのです。「神の人」でない人々との対比をもって、テモテがどの

ように歩んで行くべきかをパウロは教えるのです。二つのことと言いましたが、一つ目は「このような

ことを追い求めてはならない」ということを教えて、二つ目に「こういうことを追い求めて行きなさい」

ということを教えるのです。「追い求めてはならないこと」と「追い求めるべきこと」を教えるのです。 

☆「神の人」にふさわしい生き方 
１．追い求めてはならないこと 

 これに関してパウロはこのように言います。「あなたは、これらのことを避け」なさいと。つまり、前に

言われたことを見て行くと、パウロがこの６章になってから何を教えているかというと、特に、１０節

にその中心的なことが記されていますが、「金銭を愛することが、あらゆる悪の根だからです。」とここに注



目しなければいけません。このことをパウロは伝えようとして来たのです。このみことばを見たとき、

私たちがはっきり分かることは、お金自体が問題ではないということです。「お金があらゆる悪の根」と

は書かれていません。「金銭を愛すること」が問題だと言っているのです。しかし、「金銭を愛することが、

あらゆる悪の根」、それがすべての問題の中心であるとも言っていません。というのは、この「根」とい

うことばにパウロは定冠詞をつけていません。つまり、パウロはそれがすべての問題の根幹だというこ

とではなく、他にもいろいろある問題の中のその一つが「金銭を愛すること」であると言うのです。確か

に、みことばを見ると人々の心の中に苦い根というものがあるなら、それがいろいろな問題をもたらす

ことを教えています。ヘブル１２：１５に「そのためには、あなたがたはよく監督して、だれも神の恵みから

落ちる者がないように、また、苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚されたりすることのな

いように、」とあります。ですから、ヘブル書の著者も教えるように、もし、私たちの心の中にだれかに

対する苦い思い、だれかに対する悪い思いをもっているなら、それがいろいろな問題へと波及して行く

ということです。私たちが考えなければいけないことは、いつも人に対して正しい思いをもっているか

どうかです。また、ヤコブはこんなことを言っています。「あなたがたは、ほしがっても自分のものにならな

いと、人殺しをするのです。うらやんでも手に入れることができないと、争ったり、戦ったりするのです。あなた

がたのものにならないのは、あなたがたが願わないからです。」（ヤコブ４：２）、つまり、独占欲です。す

べてを自分のものにしたいという欲です。そういう欲は確かに様々な問題をもたらして行きます。あれ

がほしい、あの人がもっているあれがほしいと、そのような思いがだんだん強くなって行くと盗みを働

いたり、また、様々な大きな罪に至るということを警告するのです。ですから、確かにみことばは明ら

かに私たちに「金銭を愛することがすべての問題の中心である」とそのようには言っていません。しか

し、お金にまつわる問題が多いことは確かです。お金によって詐欺や盗み、殺人が起こったりします。

そのようなことは日常茶飯事のように私たちはニュースで聞いています。ですから、パウロはお金の恐

ろしさ、力を知っているがゆえに、「金銭を愛することが、あらゆる悪の根」であると言ったのです。 

しかも、それに対して彼は９節で「金持ちになりたがる人たちは、…」と言っています。つまり、この人々

はより多くのものを得なければならないと考えているのです。より多くのお金を得なければならないと、

そのように考えている人たちです。なぜ、彼らはそのように考えるのかと言うと、それによって自分は

幸せになると思っているからです。それによって自分は満足を得ることができると思っているからです。 

充足感を得ると、また、お金が自分に豊かな喜びをもたらしてくれる、好きなものが買えて好きなもの

を食べることができる、そうすれば、もっと喜ぶに違いないとそのような思いをもっているのです。あ

る人はお金を得ることによって、自分の価値を人々の前で誇示できると思っているかもしれません。私

はこれだけの富を自分の力で築いたのだと。ですから、ここで言われている「金持ちになりたがる人たちは」

というのは、そのような思いをもって、もっとお金を得なければならないと思ってそのように生きてい

る人々のことなのです。パウロはそのような人々に対して警告を与えます。 

 もう一つ、１０節の後半に「ある人たちは、金を追い求めたために、」とあり、ここでもよく似たことを

パウロは教えます。つまり、パウロが言っているのは、お金をもうけることがすべてにおいて最優先さ

れている人たち、それが一番大切だと思っている人たちのことです。そのような生き方をしている人た

ちにパウロが言うことは、このような結果がもたらされると言います。９節に「誘惑とわな」が待ち伏せ

ていると。もっとお金があれば自分は満足するに違いない、幸せになるに違いないと思ってお金を求め

ている人々は必ず「誘惑とわな」に陥って行く、すなわち、ますます間違った生き方へと引っ張られて行

くと言います。ますます神から離れた生き方へと誘惑されて行くと。覚えておられるでしょう？マタイ

の福音書１９章の中に一人の裕福な青年がイエス・キリストのもとに来て尋ねている記事があります。
「先生。永遠のいのちを得るためには、どんな良いことをしたらよいのでしょうか。」:17 イエスは彼に言われた。

「なぜ、良いことについて、わたしに尋ねるのですか。良い方は、ひとりだけです。もし、いのちにはいりたいと

思うなら、戒めを守りなさい。」:18 彼は「どの戒めですか。」と言った。そこで、イエスは言われた。「殺して

はならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証をしてはならない。:19 父と母を敬え。あなたの隣人

をあなた自身のように愛せよ。」:20 この青年はイエスに言った。「そのようなことはみな、守っております。何

がまだ欠けているのでしょうか。」:21 イエスは、彼に言われた。「もし、あなたが完全になりたいなら、帰って、

あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。そ

のうえで、わたしについて来なさい。」:22 ところが、青年はこのことばを聞くと、悲しんで去って行った。この

人は多くの財産を持っていたからである。」、この青年は永遠のいのちよりもお金を得ることの方が大切だ

ったのです。それが彼にとってどれほど愛するものであったかが明らかです。また、デマスという人物

についてⅡテモテ４：１０でこのように教えています。「デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに

行ってしまい、…」と、彼は大都会へと出て行くのです。なぜなら、この世を愛したからです。神よりも

この世を愛し、そして、パウロを捨てて出て行ったのです。このように金銭に関心をもっている人々は



ますますそのような方向へと導かれて行ってしまいます。 

そのような危険があることをパウロは教えるのですが、もう一度、６：９に戻って「誘惑とわなと、ま

た人を滅びと破滅に投げ入れる、愚かで、有害な多くの欲とに陥ります。」、このような欲望はあなたを「滅び

と破滅」へと導いて行くという警告をパウロは与えるのです。この「投げ入れる」ということば、これは

だれかが海で溺れている様子を表わしていることばです。沈んでしまいそう、溺れかけている様子です。

ですから、パウロがここで言わんとしていることは、金を愛して金を得ることを目標にして、たとえば、

海に漕ぎ出して行った人が嵐で溺れかけている様子を連想してください、そのことです。これでいいの

だ、このように生きて行けばいいのだと言って人生の船出をしました。ところが、嵐に会ってそこでも

がき苦しんでいる、溺れかけている状態、そのことを言っているのです。しかも、ここで「滅びと破滅」

という二つのことばをパウロが敢えて使っているのは、取り返しのつかない、贖うことのできない、回

復することのできない損失を伝えるために用いているのです。Ａ･Ｔ･ロバートソンという言語学者はそ

のようにこのことばを説明しています。「ですから、パウロはある人々は金持ちになりたがっている、

もっとお金を得たいと思っている、それがその人の人生ですが、その人生がその人にもたらすことは大

変の問題である、そして、引いては取り返しのつかない結果をもたらす」と言うのです。特に、この「破

滅」ということばは永遠のさばきを指します。そのような生き方をして神を忘れている人に対して、そこ

に待っているのは永遠の滅び、永遠のさばきでしかないと言うのです。私たちクリスチャンは気付かな

ければいけません。そのような生き方には何の祝福もないことを。パウロはローマ６：２１でこのよう

に言っています。「その当時、今ではあなたがたが恥じているそのようなものから、何か良い実を得たでしょう

か。それらのものの行き着く所は死です。」。クリスチャンの皆さん、思い出してみなさい、神を忘れて好

き勝手に生きていた時代を、その人生が私たちにもたらそうとして来たものは何なのか、その人生が私

たちに約束していたものは何だったのか、それは永遠の滅び、永遠のさばきです。私たちはなぜ、その

ような生き方に関心を馳せるのか、目を奪われてしまうのかと言います。ですから、クリスチャンへの

警告としても１０節に出て来ます。「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。」、クリスチャンも気を付けていないとそのような誘惑に巻き込まれてし

まう、神の前にあるべき正しい生き方ではなくて、欲望のわなに捉えられてしまう、「非常な苦痛をもっ

て自分を刺し通し」と、様々な苦しい目に会うということです。なぜなら、一生懸命自分が求めているも

のを決して得ることがないからです。それは、先ほどから見ているように、お金だけでなく、神以外の

ところにいろいろな答えを見出そうとするからです。なぜなら、皆、私たちは平安でありたいと思って

いるし、満足を得たいと思っているし、喜びを持ちたいと思っているし、幸せになることを願っている

はずだからです。しかし、問題は私たちが神以外のところにそれらを求めようとしている、特に、ここ

でパウロは金銭の恐ろしさを語って、気を付けていないと私たちもすぐにそういうものに捉われてしま

う、私たちの関心もその方に向いてしまう危険性がある、そうすると、あなたが望んでいる平安は決し

て得ることはなく、平安の代わりに不安を得ると言います。しっかり見るべきところを見ていなければ、

お金が貯まるとお金を失うことの不安が出て来ます。皆、満足を得たいと思っているのに満足の代わり

に様々な不満が出て来ます。喜びの代わりに悲しみが出て来ます。いつまで経っても満足を得ないから

です。幸せの代わりに様々な妬みや恨みや嫉妬などが出て来ます。どうしてあの人が、どうしてこの人

が私よりもいい物をもっているのかと…。 

パウロが今日私たちに教えてくれていることをもう一度振り返って見ると、私たちの問題はお金では

ありません。私たちがしっかり覚えるべきことは、今与えられているものに満足することです。私たち

の問題は満足しないことです。そして、私たちはその満足を神ではなくお金から得ようとするのです。

そこに問題があるとパウロは言うのです。ですから、神以外のものを愛するなら、そこには必ず問題が

生じます。神以外のどのようなものをどれ程愛しても、それらから自分の欠けているものを満たそうと

してもそこにはないと言っているのです。しかし、残念なことに、イエスを信じる前の人々は皆そのよ

うに生きていました。私たちの人生にイエスが必要だなんて思ってもいなかった、私たちの人生に必要

なのはイエスではなくそれ以外のものだと思っていました。そして、イエスを信じた私たちはどうか？

私たちはそこで本当に満足を得て歩んでいるかというと、決してそうではありません。私たちはクリス

チャンでありながらイエス以外のところに自分の心の渇きを満たそうと、満たすものがあると一生懸命

捜しているのです。だから、いつまで経っても見つけることがないのです。パウロは、このような生き

方、このようなことを避けなさいと言います。「これらのことを避け」なさいと１１節で言われているの

はそのことです。しかも、パウロはこれを現在形で言っているというのは、一回避けたらいいというの

ではなく、継続して避け続けて行きなさい、なぜなら、そのような誘惑がいっぱいあるからです。あな

たの目をあるべき方向から違う方向へ向けさせようとする誘惑がいっぱいあるのです。金銭だけではあ

りません。神以外に愛するものは考えるとたくさん出て来ます。いったい私にとって何が大切なのか、



自分は何を一番愛しているのか、一人ひとり問いかけてみることです。神以外のものを神以上に愛して

いるならそこに問題があるということに私たちは気付かなければいけません。そのような生き方から離

れ続けて行きなさい、いつも自分の心を吟味して、本当に私は神を第一に愛しているのかどうか、その

ことを自分自身が確認しながら歩んで行くようにと、それがまず初めにパウロが私たちに教えてくれて

いることです。 

２．追い求めるべきこと 

 １１節にそれが出て来ますが、六つのことが記されています。「正しさ、敬虔、信仰、愛、忍耐、柔和を

熱心に求めなさい。」、このような六つのことを熱心に求め続けて行きなさいとパウロは教えるのです。

気付かれたと思いますが、パウロは非常に大切なことを言っています。みことばを見ると、私たちが罪

と決別するように、このようなものから離れるようにと教えたパウロは、今度はこういうものに心を向

けて行きなさい、こういうものに関心をもって追い求めて行きなさいと教えます。イエスを信じるとき

の悔い改めとはそういうものです。間違ったことに対して私たちはそれにＮＯと言って正しい生き方を

して行こうとします。パウロはここでも、私たちに間違った生き方を止めるとともに、正しい生き方を

して行きなさいと、その正しい生き方がどういうものかを教えてくれているのです。 

六つの徳 

（１）正しさ＝神に対して正しくあるということです。神の前に聖くあるということです。あなたのす

ること語ることも考えることもすべてにおいて、神の前に正しくあるようにと、そのことを教えるので

す。ローマ６：１３に「また、あなたがたの手足を不義の器として罪にささげてはいけません。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。」とあります。これ

まではあなたの手足、すなわち、あなた自身を不義の器として汚れたもののためにささげて生きて来た、

だから、あなたは汚れたことを考え汚れたことを思い行なって来た、しかし、あなたはそこから救い出

されたので、今度はあなたは新しい者として義の器としてあなた自身を神にささげて行きなさい、正し

いことを考え思い行なって行く、そういう人として歩んで行きなさいとパウロは教えています。間違っ

たものが私たちの心の中に入って来ないように、私たちの考えることが常に神の前に正しくあるように、

そのために私たちは神が私たちのすべてをご覧になっていることを覚えて、神の助けをいただきながら

歩むことです。神が霊的リーダーに何を求めておられるのか、それは神の前にすべての点において正し

い者でありなさいということです。 

（２）敬虔＝神への畏敬の念です。神に対するふさわしい心の態度です。あなたは心から神を敬ってい

るかどうか、あなたの神に対する思いは正しいかどうかです。「敬虔」ということばを辞書で見ると、

深く敬って態度を慎むさまである、神に慎んで仕えるさまであるとあります。神を恐れることだけでな

くそこに行動が伴って行きます。神を恐れるがゆえに喜んで神に従って行こうとするのです。敬虔な心

をもつことが敬虔な態度となって現われて行くのです。心にあるものが外に出て来るのです。私たちが

覚えるべきことは、常に神の前に敬虔な心をもつことです。そして、神を心から敬うがゆえにすべての

ことを為して行くことです。そのような歩みを継続して行きなさいと言います。 

（３）信仰＝ここでパウロが言っている「信仰」ということばは、すべてのことにおいて主を信頼する

という意味でのことばです。私たちが日々経験する様々なこと、どうして…？と思うようなこと、決し

て望んでいないことも起こって来ます。しかし、その中にあって私たちがどのように神を信頼して行く

か、そのことをパウロは言っているのです。どんな問題があってもどんなに受け入れ難いことがあって

も、私たちは神のご計画を目的を約束をしっかり覚え続けて行くことです。それを疑わない、神が為さ

っておられることだから私に分からなくてもいい、神のみこころが為されることが良い、なぜなら、神

だけが何が最善であるのかをご存じだからです。しかも、どんなことがあっても私たちは神のみ力を信

じています。みこころならば、私たち人間がどんなに不可能だと思ったことも神なら為すことができる、

その信頼です。皆さん、そのような信仰をもって、そのような信頼をもって歩んでおられますか？神が

言われたら必ず成るのです。私たちは不可能ということばが好きです。人間はそのようにしか言えませ

ん、だめです、無理ですと。でも、私たち信仰者はその背後にあってすべてを支配しておられる全能の

神を知っているから、期待が出て来るのです。どのようにこの人間的に不可能と言っていることを可能

にしてくださるのか、神はどのようにこの状況で働かれるのか…。もし、今絶望している人がいたら神

を見上げることです。あなたの神がどんなに偉大なお方であるかを覚えることです。それはあなたの願

い事が必ず成るということではありません。神のみこころは必ず成るし、神のみこころはあなたにとっ

て最善なのです。そのことを私たちは受け入れるのです。なぜなら、神がそのように私たちに教えてく

れたからです。それが信仰なのです。私が納得しないと受け入れないというのは、神に対する間違った

態度です。それは自分を神としているからです。私たちのあるべき態度は、相手は神だから、すべての



ことをご存じであり、すべてのことができるお方だから、私はその方の前で私はあなたの最善を求めま

す、それがたとえ私の望んでいる最善と違っても、あなたの最善を求めます、なぜなら、それが本当の

最善だから、そして、どんなに不可能だと思っても私は期待を失わない、みこころが為されることを期

待しますと、つまり、パウロが教える信仰とはこういうものです。霊的な人はこのように歩んで行くの

です。先ほど、財務からの報告がありました。それを聞いてどう思いますか？私たちは期待します。ど

のように神が必要を満たしてくださるのか、そのような態度こそ神を崇めているのです。神さま、私は

あなたを信頼します、人間的に不可能と思えてもあなたを信頼しますと、神はそのような態度をもって

崇めるにふさわしいお方なのです。 

（４）愛＝ここで使われている「愛」はアガペーが使われています、神の愛です。ですから、ここでパ

ウロが教えていることは、神の前に喜ばれる人、霊的な人は神を心からこのアガペーの愛をもって愛す

る人だということです。残念ながら、そのような愛で私たちが神を愛したいとどんなに強く願っても、

愛することができないのが私たちです。しかし、パウロはそのような神の愛をあなたがしっかり心に覚

えて、どんなに大きな愛であなたは愛されているのか、どんな犠牲の上にあなたは立っているのかを覚

えるとき、その愛をもって神に感謝をするだけでなく、今度は、その愛をもって神が愛する人々を愛す

るようになって行くと言うのです。クリスチャンにとっての大きな責任は何か？私たちに与えられてい

る大きな務めとは、キリストの愛を私たちが日々の生活において神の助けによって実践することです。

敵を愛することができるはどうしてでしょう？私たちにそんな強い意志があるからではありません。神

がそのようにさせてくれるから私たちはそれを実践することが可能になったのです。パウロは、霊的な

人というのは、このような神の愛がその人の心を支配し、神を愛するだけでなく神が愛する人々を愛す

る人、そのような愛をもっている人だと言い、そのような愛をもつようにあなたは求めて行きなさいと

言います。 

（５）忍耐＝耐え忍ぶことです。辛いことを粘り強く持ちこたえて耐え続けることです。特に、パウロ

がここでテモテにこのことばを送ったとき、様々な迫害があり、反対する者たちがいたのです。そのよ

うな中にあって勇敢に忍耐を持ち続けなさいと言ったのです。迫害がない時代ではありませんでした。

クリスチャンであるということで彼らは多くの迫害を経験していたのです。その中で忍耐をもって勇敢

に歩み続けて行きなさいとパウロは言ったのです。恐れて何もしない、そういう人ではなく、霊的なリ

ーダーであるあなたはどんな迫害があってもその中で勇敢に歩み続けなさいと言うのです。パウロはロ

ーマ５：３－４でこのように言っています。「そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難

が忍耐を生み出し、:4 忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。」、

「患難さえも喜んでいます」というこの「喜ぶ」ということばがどのような意味かと聞かれたら、皆さんは

どのように答えますか？すごくうれしいと言われるかもしれません。ここで使われていることばは、「喜

び」ということばが持っている意味以上のものです。小躍りして喜ぶとか、大喜びする、勝ち誇るとい

う意味をもったことばが使われています。つまり、パウロはいろいろな患難の中にあって、いろいろな

苦しみ問題の中にあって、私はそれを小躍りして喜ぶ、大喜びする、私はそれを勝ち誇ると言うのです。

考えられないことです。私たちは「この困難から私を解放してくれたら私は喜びます」と言います。し

かし、パウロは患難さえも私は大喜びすると言います。なぜでしょう？彼は続けて言います。 

ａ）忍耐＝「患難が忍耐を生み出す」からだと。つまり、様々な苦しみや困難は私たちにとってマイナス

ではなくてプラスである、なぜなら、その中にあって私たちは鍛えられて、どんな問題があっても継続

して働き続ける信仰者へと神がこの患難を使って私を変えて行ってくださる、そのように成長させて行

ってくれるということを知っていたからです。つまり、パウロは患難の背後にある神の目的を見ている

のです。私たちクリスチャンにとって大切なことは、起こる様々な現象に動揺するのではなく、そのこ

とを良しとして私たちの生活に送ってくださる神を見なければいけないのです。神はそこにすばらしい

計画をもっておられるのです。その患難も実は私たちのためなのです。私たちがそれによって忍耐とい

う様々な困難の中で耐えて神を信頼して継続して歩み続けて行く、そのような力を神は私たちに与えよ

うとしているのです。 

ｂ）練られた品性＝しかも、この「忍耐が練られた品性を生み出し」と言います。つまり、これはクリスチ

ャンとしてますますキリストに喜ばれる者になって行く、ますますキリストに似た者に変えられて行く

ということです。丁度、金属が精錬されて行くように、金が火によって不純物を取り除かれて行くよう

に、神は私たちに様々な患難を与えることによって、その中にあって私たちが忍耐をもって神を信頼し

て歩み続けて行くなら、神は私たちから不純物をどんどん取り除いてますますキリストに喜ばれる者へ

と変えて行ってくれると言うのです。ですから、私たちがキリストにあって成長して行くために、私た

ちが生かされている目的であるキリストのすばらしさ、栄光を現わして行くために、神は患難を与え、

その患難を神が与えてくださる忍耐をもって歩み続けて行くなら、練られた品性をもった者へと変えて



行ってくださると言うのです。 

ｃ）希望＝私たちがよりキリストに似た者へと変えられて行くとき、間違いなく、困難はもっと大きく

なって行きます。しかし、その中にあって、私たちはキリストの助け、キリストの励ましを確信するこ

とによって、キリストに対する希望を増し加えて行くと言うのです。だから、パウロは様々な困難の中

にあっても彼自身喜んで歩んだのです。投獄されたこと、難船したこと、彼自身が経験した困難は彼が

記していますが、その中で彼が喜ぶことができたのは、小躍りして喜んだのは、大喜びしたのは、この

ような神のご計画をしっかり覚えたからです。 

（６）柔和＝辞書を見ると、優しく穏やかなさま、とげとげしいところのない物柔らかな態度、様子と

定義しています。ギリシャ語の辞典では、性質などが穏やかで優しい、特に、プライドや高慢の反対で

ある謙遜、謙虚という意味が記されています。柔和というのは謙虚な人なのです。どのように人々がパ

ウロを迫害しようとも、パウロは彼らに対して謙遜、謙虚だったのです。なぜなら、イエスご自身がそ

うだったからです。人となられた神です。その方に対して人間がどれだけの冒涜を働いたことでしょう？

それに対してイエスはどのような態度を取られたでしょう？父よ、彼らを赦してくださいと彼らのため

に祈られました。神でありながらそのような謙遜な態度をもって人々に接しられた、彼に反対する者に

対してそうでした。そのような態度を身につけなさいと、そのことをパウロはテモテに勧めるのです。 

 今見てきてお分かりのように、この「正しさ、敬虔、信仰、愛」というのは神に対してどのように振舞

うかという神との関係においてのことです。「忍耐、柔和」は人との関係です。人に対して、特に、こ

の世の反対する者たちに対してどのように振舞って行くのか、福音に敵対する者たちに対してどのよう

に振舞って行くのか、そのことをパウロは教えてテモテを励ますのです。 

彼はこのように言います。これらのことを「熱心に求めなさい。」と。ここでも現在形を使っています。

先に、間違ったものから継続して離れて行くようにと言い、同時に、継続して正しいことを追い求めて

行くように、こういう人物に変えられて行くように、このような思いをもって歩んで行く霊的な人に変

えられて行くようにと、それがパウロがテモテに命じたことです。彼はまた、テモテに対して続けてメ

ッセージをします。私たちは次回そのことを見て行きますが、今日、私たちがしっかり覚えたいことは、

教会のリーダーである皆さんに対して、そして、イエスを信じている皆さんに対して、神が望んでおら

れることは変わっていません。あなたがますます神の前に正しく歩んで行くことです。神の人と呼ばれ

るのにふさわしい人にあなたが変えられて行くことです。そのときに、神は大いに喜ばれます。この希

望のないこの世にあって、あなたが神の人と変えられて行くことによって人々に希望をもたらします。

なぜなら、このような人を神はお使いになるからです。このような霊的な人々を…。神はあなたに期待

しておられます。あなたがこのような人に変えられることを期待して歩みを始めることを。イエスを信

じておられる皆さん、その決心をして歩み始めることです。主よ、私を変えてください、私はあなたの

前に喜ばれる「神の人」になりたいですと。 
 

 

 


