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主  題：互いに助け合いなさい ２ 

聖書箇所：随所 
 

 テサロニケ人への手紙５章をご覧ください。すでに私たちは、我々信仰者は主を証するために、また、

主の栄光を現わすために生かされているということを学んで来ました。主イエスの恵みによって救われ

た私たちは、例外なく、その目的のために生きています。このすばらしい救い主なる偉大な神を証する

ために、その方の栄光を現わすために、神はあなたを救い、神はあなたをこうして生かしてくださって

いるのです。 

 前回私たちが見たことは、そのようなすばらしい祝福をいただいた者として、私たちはどのようにこ

の主を証していくのか？ということでした。五つのことを学びました。 

Ａ．主なる神を証する 

 その実践に関して「何をするのか？」を学びました。 

１． 互いに愛し合う 

 まず、あなた自身が主なるイエス・キリストの愛に倣って「愛する人」になることでした。人のこと

ではなくて、あなた自身がそういう人になりなさい、主イエスの愛を実践する人になりなさいというこ

とです。 

２． 互いに尊敬し合う 

 あなた自身が謙遜をもってすべての人に敬意を払う人になりなさいと言います。 

３． 互いに善を為し合う 

 あなたはすべての人に対して、どんなときにも善を行なう人になりなさい。人の悪に対しても常に正

しいこと、神がお喜びになることを行なう人になりなさいと教えられました。 

４． 互いに仕え合う 

 あなたは自分のことを横に置いて、人々のために生きなさい。自分から進んで彼らがより成長するよ

うに、彼らがより幸せになっていくために最善を尽くす人になりなさいと。 

５． 互いに赦し合う 

 どんなことでも進んで赦す人になりなさいと。 

 ですから、みことばは私たちに、新しく生まれ変わったあなたは、神のすばらしさを証する証し人と

して生まれ変わったのだから、このように生きることによって神のすばらしさを人々の前で明らかにし

ていきなさいと、そのように教えてくれました。ですから、私たちはどんな時でもこれらを目標として、

自分がこのような人に変えられることを願いながら、変えてくださる主に自らをゆだねて歩んで生きる

ことが必要です。まさに、イエスの生き方を人々の前で再現することです。 

Ｂ．その実践においての助け合い 

 さて、今日、私たちが学ぶことは、確かに、このような目標をもって個人的にひとり一人が歩んでい

くのですが、では、群れとして、互いにどのような関わり合いをもつのか？ということです。皆さんに

ぜひ考えていただきたいことは、もし信仰者がひとりで生きていってもいいとするなら、教会など設け

る必要はなかったのです。神がこうして教会をお造りになったことには目的があるのです。それは「互

いに助け合いながら」この目標にそれぞれが近づいていくためです。もちろん、個人として神がお喜び

になる人に成長していく責任がありますが、こうして群れの兄弟姉妹として互いに助け合っていくとい

う責任がそれぞれに与えられているのです。 

 今日私たちは「どのように助け合っていくのか？」ということを見ていきます。目標ははっきりしま

した。どのような人を目指していくのかもはっきりしました。では、兄弟姉妹がそのような人へと目標

に近づいていくために、互いにどのようなに関わり合っていくのか、どのようなことを為していくこと

が必要なのか？そのことを見ていきますが、実は、六つあります。今日はそのうちの一つしか見ること

ができません。 

Ⅰテサロニケ５：１４をご覧ください。「兄弟たち。あなたがたに勧告します。気ままな者を戒め、小心な

者を励まし、弱い者を助け、すべての人に対して寛容でありなさい。」。パウロはまず、「勧告します」と言っ

ています。何かをするように人に説き勧めるということです。このようにしなさいとパウロは勧めるの

です。何を勧めたのか？パウロがテサロニケの教会に勧めたことがここに三つ記されています。 

１．互いに戒め合う 

 パウロは言います。それぞれが神の前に喜ばれる信仰者として成長していくために、群れとして何を 



するべきか？「互いに戒め合っていきなさい」と。もしかすると、これは私たちひとり一人にとって難

しいことかもしれません。しかし、確かに、聖書はそのことを私たちクリスチャンに命じています。 

１） 戒める      

 このことばは新約聖書に８回出て来ます。「警告する、叱る、たしなめる、諭す、説諭、訓戒する」

という意味をもっています。そして、実際にこのことばを見ていくと、様々な教会においてこの「戒め」

が為されていたことが分かります。実際に、各教会において為されていたのです。 

・霊的リーダーによって 

テサロニケ教会において 

たとえば、今見ているテサロニケの教会について、Ⅰテサロニケ５：１２を見てください。「兄弟たち

よ。あなたがたにお願いします。あなたがたの間で労苦し、主にあってあなたがたを指導し、訓戒している人々を

認めなさい。」。パウロが教えることは、テサロニケ教会にあって、霊的リーダーたちは教会員を戒めて

いたということです。教会員に訓戒を与えていたのです。 

エペソ教会において 

また、パウロはエルサレムに戻る途中にミレトという港に着きました。残念ながら、エペソに戻るこ

とができなかったので、パウロは前もってエペソの長老たちにミレトに来るようにと言っていたので、

みなはそこに集まりました。そのときの様子が使徒の働き２０章に記されています。パウロはそこでこ

のように言っています。２０：３１「ですから、目をさましていなさい。私が三年の間、夜も昼も、涙ととも

にあなたがたひとりひとりを訓戒し続けて来たことを、思い出してください。」と。３年間、パウロがエペソで

為していた働きの一つは「夜も昼も、涙とともにあなたがたひとりひとりを訓戒し続けて来たこと」でした。 

ですから、このようなことが教会の中で為されていたのです。霊的リーダーが教会の人たちをこのよ

うに「訓戒」していたのです。 

・教会員同士によって 

同時に、これは霊的リーダーだけの働きではなくて、教会員同士がそのような働きをしていた様子が

記されています。 

ローマ教会において 

 ローマ書１５：１４に「私の兄弟たちよ。あなたがた自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互

いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。」、 

コロサイ教会において 

 また、コロサイの教会もしかりです。コロサイ３：１６「キリストのことばを、あなたがたのうちに豊か

に住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向

かって歌いなさい。」 
 ですから、このように神のおことばを見ると、テサロニケ教会もしかり、エペソ教会もしかり、ロー

マ教会もコロサイ教会も、教会の人たちはみな教会の中で兄弟姉妹を戒めていたのです。実際にそのこ

とが為されていたことをみことばは教えています。 

 どのような人に対して「戒め」が為されていたのか？そのことは後で見ますが、結論としてこのよう

に言えます。教会の中にあって「間違っている人たち」です。間違って人に対して、その過ち、罪を警

告したのです。間違っていることを教え続けたのです。 

◎しかし、注意するべきことがある  マタイ１８：１５ 

 確かに、「戒め」を実践するのですが、そのときに注意しなければならないことが記されています。

それは大切なことなのでごいっしょに見ましょう。マタイ１８章には「戒め」に関する三つのことを教

えています。１８：１５－１７「:15 また、もし、あなたの兄弟が罪を犯したなら、行って、ふたりだけのと

ころで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。:16 もし聞き入れないなら、ほかにひとりか

ふたりをいっしょに連れて行きなさい。ふたりか三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためで

す。:17 それでもなお、言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こう

としないなら、彼を異邦人か取税人のように扱いなさい。」 

（１） 人に言わない ： 「ふたりだけのところで」 

 兄弟姉妹が戒め合うことは大切ですが、それに関して、本人を戒める前に、その人の罪を他の人に言

ってはならないということを教えます。だれかが罪を犯しているとして、その本人に言うべきなのに、

その前にだれかにそのことを話してしまう、そのことです。「ふたりだけのところで責めなさい。」という

のはその意味です。もし、私たちがそのようにしないでだれかにその罪を告げるなら、その行為自体が

罪なのです。主はその罪を非常に憎んでおられます。それは、うわさ話、陰口です。本人のいないとこ

ろでその人の悪口を言うのです。そのことは主が非常に忌み嫌っておられるとみことばは記しています。 

ローマ１：２９には救われていない人の特徴、神に背を向け続けている人の特徴として「彼らは、あら 



ゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちた者、ねたみと殺意と争いと欺きと悪だきと悪だくみとでいっぱいになっ

た者、陰口を言う者、」と記されています。だから、私たち信仰者がしっかり覚えておかなければならな

いことは、人の悪口を本人のいないところで伝えることは「罪」だということです。どんな理由を付け

ようとそれは罪です。みことばは「人に言わないで本人に言いなさい」と教えています。また、Ⅱコリ

ント１２：２０にも「私の恐れていることがあります。私が行ってみると、あなたがたは私の期待しているよう

な者でなく、私もあなたがたの期待しているような者でないことになるのではないでしょうか。また、争い、ねた

み、憤り、党派心、そしり、陰口、高ぶり、騒動があるのではないでしょうか。」とあります。 

（２）人が理解できるように言う ： 「責めなさい」 

 その人に何かを伝えるなら、その人が理解できるようにしなさいと言います。「責める」とは「誤り

を認めさせる、悟らせる」という意味をもっています。だから、警告されている人がなぜ自分は警告さ

れているのか？を理解しなければ意味をなしません。聖書が教えることは、私たちが罪を犯してしまう

ときに、その罪に対して、愛する兄弟姉妹として家族として、それを指摘して注意しなさいということ

です。でも、注意しても相手がそれを理解しなければどうでしょう？よく、私たちが見たり聞いたりす

ることですが、家庭にあって、子どもが何か良くないことをしたときに、それを一方的に叱りつけるこ

とはどうでしょう？何の効果ももたらしません。自分の気持ちは少し晴れるかもしれません。でも、そ

の子に「これが間違っている」と大切なことを教えたいなら、その子がそのことを理解しなければ目的

を果たすことができません。 

 ですから、こうして互いに戒め合っていくに当たって、その罪を本人が正しく理解するように話して

あげなければなりません。そのことを主はこの１８章の中で教えるのです。 

（３） 人が悔い改めることが目的 ： もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです 

 １５節は「もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです」と続きます。つまり、すべての戒めの目的は

「兄弟がその罪を悔い改める」ということです。これが目的です。自分はその人が嫌い、その人に対し

て何か怒っているからではありません。愛する兄弟が罪を悔い改めて、このすばらしい主の交わりにも

う一度回復されることです。罪を犯している人は残念ながらこの祝福を逃しているからです。だから、

愛するゆえに、その人が悔い改めてもう一度その祝福に立ち返ることです。 

これらのことが私たちが戒めを為し続けるために、また、互いに戒めるために注意しなければならな

い三つのことです。 

２） 戒めの対象 

 「戒め」について学んでいますが、いったいだれを戒めるのでしょう？先に、罪を犯している人だと

学びました。テサロニケ５：１４では、戒めを与えなければならないのはどういう人かを詳しく記して

います。 

（１）気ままな者 

 初めに、「気ままな者」とあります。この「気ままな」という形容詞は「怠惰な、秩序を乱す、反抗

的、不従順な、自堕落な」という意味をもっています。この人は不従順な人です。この社会において、

もちろん、家庭においても、様々なきまり、規則があります。それを守らなければ秩序が乱れます。教

会においても同じだと言うのです。実は、このことばの元になっているのは「整える」の否定形です。

このことばは特に、軍隊において「並列を守る」という意味があります。ですから、その否定形で、並

列を乱す、列から離れてどこかへ行ってしまう、ということで、そういうことがあってはならないと言

うのです。ここから、「秩序を乱す」という意味をもつことばとして使われるようになったのです。 

考えてください。どこにもあるルールを犯すことは間違っています。教会にあって、そのようにルー

ルを乱すような人に対して「戒め」を為しなさいと言うのです。どのようなことがあるでしょう？ 

＊不従順 

たとえば、神がデザインされた教会には霊的リーダーシップを立てて、その人たちが教会をリードす

るようにという神のご計画がありますが、それに反発を覚えてそのリーダーシップに従おうとしないこ

と、それがこの「気ままな人」です。また、みことばの教えに従順に従っていこう、それを神は望んで

おられ、それを神は命じておられるのに、それに従おうとしない、そのような人が「気ままな人」です。

このような神に対して不従順な人は、個人として神からの祝福を失うだけでなく、群れ全体からも祝福

を奪っていきます。ちょうど、アカンという一人の人物の罪がイスラエル全体に敗北をもたらしたよう

に、あなた一人の罪はあなたから喜び、祝福を奪うだけでなく、群れの全体からも祝福を奪ってしまう

のです。その罪が群れ全体の一致を乱してしまうのです。 

なぜなら、神は私たちを一つにしようと働いておられるからです。キリストの愛で愛することによっ

て、私たちが本当に謙虚になって人は自分よりも勝っていると思うことによって、私たちが人々に仕え

ていくことによって、このような神が喜ばれる信仰者に変えられるほどに、群れ全体は一つになってい 



きます。私たちはこの場にあって、だれが偉いのかということを話していません。私たちはみな、人々

に仕える者としているのです。私たちがそのことを実践するなら、神はその群れに働いて群れを一つに

してくださる。でも、それをうれしく思わない存在がいるのです。サタンです。彼は必ずその群れの一

致を乱そうとします。そのような人たちが教会の中に出て来るのです。だから、戒めなさいと言われて

いるのです。 

＊無責任 

 ルールを乱す人は不従順なだけでなく無責任な人です。教会にあって自分の責任を果たそうとしない

のです。初めに話したように、神はこのような教会をお建てになりました。そこには神の完全な目的、

計画があります。神は皆さんが自分に与えられた霊的賜物を用いて教会で仕えることを命じておられま

す。なぜなら、全体が成長するためにすべての人が必要だからです。同じ賜物をもっている人はここに

は一人もいません。それは、教会全体の成長のために、あなたがあなたの賜物を用いることが必要だか

らです。クリスチャンはみな働き人です。みな主に仕える者たちです。ですから、私たちは教会にあっ

て、主が与えてくださった賜物を用いて主に仕えていこうとします。そのようにして群れ全体が成長し

ていきます。でも、この「気ままな人」はこのようなことを実践しようとしないのです。 

 このようなことを考えてみてください。私たちクリスチャンはみな舞台で演じている人だと。神の前

に私たちは与えられた地上での人生を、神の栄光のために一生懸命それぞれのパートを担って働きをし

ています。だから、私たちはみな舞台にいてみな役割が違うのです。ところが、ある人はその舞台から

降りて、ある人は舞台の袖でみているかもしれません。もっと悪いケースは舞台から出てしまって、観

客席に座っていつの間にか傍観者になり、舞台で演じている人を批判する人になってしまう可能性があ

ります。こういう人たちを戒めなければいけないと言います。教会にあって大牧者である神が命じてお

られる教えに逆らうような人々、また、神から与えられた責任を果たそうとしない人たちを戒めなけれ

ばならないのです。 

 ですから、ここで言われている「気ままな人」とは、別の言い方をするなら、非常に自分本位で反抗

的な態度をもった人のことです。自分の考えがいつも正しいと思っているのかもしれません。私たちは

そのような生き方をして来た者です。でも、救われることによって、主のみこころに従おうとする人に

変えられたのです。クリスチャンの皆さん、そうでしょう？私たちは自分がしたいことをしているので

はなく、神が望んでいることを実践しようとしています。ですから、教会の中で、そのように正しい歩

みをしていない人たちを戒めるようにと言うのです。 

（２） 罪の中を歩み続けている兄弟 

 もう一つ言えるのは、クリスチャンだと言いながら罪の中を平気で歩み続けている人たちです。そう

いう人たちを戒めなさいと言います。Ⅰコリント５：１０－１３にパウロはこのように言っています。

「:10 それは、世の中の不品行な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意

味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出て行かなければならないでしょう。:11 私が書いたこと

のほんとうの意味は、もし、兄弟と呼ばれる者で、しかも不品行な者、貪欲な者、偶像を礼拝する者、人をそしる

者、酒に酔う者、略奪する者がいたなら、そのような者とはつきあってはいけない、いっしょに食事をしてもいけ

ない、ということです。:12 外部の人たちをさばくことは、私のすべきことでしょうか。あなたがたがさばくべき

者は、内部の人たちではありませんか。:13 外部の人たちは、神がおさばきになります。その悪い人をあなたがた

の中から除きなさい。」。クリスチャンと言いながら、その人たちの生き方はイエスを知らない人のよう

です。 

 もう一度、考えてください。私たちクリスチャンは神によって救われた者です。神によって救われた

者はその生き方が変わるのです。神によって救われたクリスチャンは、今までと違って、神のすばらし

さを世に証しようとするのです。そのことを私たちは繰り返し学んで来ました。私たちクリスチャンが

この地上に生きているのは、自分の好きなように生きて、自分の人生を楽しんで…、ではなく、私を救

ってくれた神がこんなにすばらしい方だということを人々に示すためです。それがクリスチャンです。

ですから、みことばが教えるのは、クリスチャンだと言いながら、神が望んでおられるような生き方を

しないで、この世の人たちと同じように生きているなら、私たちは彼らを戒めなければいけないという

ことです。彼らの誤りに警鐘を鳴らして、彼らが間違っていることを彼らが解るように説明し、そして、

願わくは、彼らがその罪から悔い改めるように、私たちは戒めなければいけないと言われているのです。 

 ですから、ここで言われている「戒め」は、イエスを知らない人に対して「戒める」というのではあ

りません。クリスチャンだと言って自分本位に生きている、みことばに従ってもいない、その生き方は

罪の中を歩み続けていると、そのように気まぐれで罪を愛しているような人たち、彼らを戒めなさいと

言うのです。悲しいことに、このような人たちが教会の中にいる可能性があるのです。私たちは兄弟姉

妹として、彼らに正しく「あなたは間違っている」ということを伝える必要があるとみことばは教える 



のです。 

３）戒めの方法 

 そのことについて、もう一度、マタイの福音書１８章をご覧ください。イエスはここで、罪を犯した

兄弟たちに何をするべきかを教えています。どのようにするのか？ 

ステップ１ ：  

（１）悔い改めを促し続けること 

個人によってその人が罪を犯していることを明らかにします。先ほどから見ている通りです。兄弟が

罪を犯している、神の前に正しいことをしていない、もしかすると、ときには、その人の態度や発言に

よってだれかの心が傷ついたとするなら、その人のところに行ってそのことを話すのです。そのことを

言っているのです。そして、個人として頻繁に起こることから、かなり大きな罪に至るまで、そのこと

に気付いたなら、だれにも言わないで、あなた個人がその人のところに行って、その罪を指摘し、その

罪から悔い改めるように命じなさいと、それが最初の段階です。 

でも、その人がその罪を悔い改めなければどうするのか？１６節に書かれています。今度は複数の人

がその人のところに行って、悔い改めるようにと命じるのです。そのときに悔い改めるならそれで終わ

ります。赦されるのです。 

ところが、それでも悔い改めなければどうするのか？みことばは教えます。１７節「教会に告げなさい。」

と。教会の人たちの前で「だれだれはこういう罪を犯しています。その人が悔い改めるように祈りまし

ょう。」と言います。罪を悔い改めない人には、個人的に働いて、複数人で働いて、それでもなお悔い

改めないときは、教会のみなに知らせて、その人が悔い改めるように祈りながら、その人と連絡が取れ

るならその機会にそのことを伝え続けていきなさいと言うのです。 

実は、教会においてこのことはなかなか実行されないのですが、これは非常に大切だということは、

パウロがテモテに教えています。Ⅰテモテ５：２０「罪を犯している者をすべての人の前で責めなさい。ほか

の人をも恐れさせるためです。」と。つまり、教会はこのように罪を悔い改めない人を教会の前で明らかに

するのです。それによって、教会全体が罪を憎むようになるためです。私たちが覚えることは、これは

主に属するということです。この教会の所有者は神ご自身です。神が一番憎まれるものは「罪」です。 

ですから、私たちは自分自身も、お互いに罪を犯したときにそれを悔い改めるようにと促していくので

す。もし、悲しい現実として、教会の前でそのことを明らかにしなければならないときは、私たちはそ

のことをし、そして、願っていることはただ一つ、罪の中にいる兄弟がその罪を悔い改めることです。 

 このようにしなさいと、マタイの福音書の中で教えています。では、私たちが次に考えることは、こ

のようにしてもなお罪を悔い改めない人に対してどうすればいいのか？です。 

ステップ２ ： 

（２） 交わりを断つ 

 みことばはそれについても教えています。「交わりを断ちなさい」と言います。Ⅱテサロニケ３：６

に「兄弟たちよ。主イエス・キリストの御名によって命じます。締まりのない歩み方をして私たちから受けた言い

伝えに従わないでいる、すべての兄弟たちから離れていなさい。」とあります。この「離れていなさい」という

ことばは「だれかと交際を断つ」という意味です。継続して逆らい続けているクリスチャンと言われる

人とは交わりを断つようにと言うのです。ローマ書１６：１７では彼らから「遠ざかりなさい」と言い

ます。「兄弟たち。私はあなたがたに願います。あなたがたの学んだ教えにそむいて、分裂とつまずきを引き起こ

す人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。」と。彼らを「避ける」ということです。 

 また、Ⅰコリント５：９には「私は前にあなたがたに送った手紙で、不品行な者たちと交際しないようにと

書きました。」と書かれています。「交際しないように」とは「ともに交わる、親しむ」ということの否定

です。交際しないということがどういうことなのか？同じⅠコリント５：１１でパウロは明確に教えて

います。「私が書いたことのほんとうの意味は、もし、兄弟と呼ばれる者で、しかも不品行な者、貪欲な者、偶

像を礼拝する者、人をそしる者、酒に酔う者、略奪する者がいたなら、そのような者とはつきあってはいけない、

いっしょに食事をしてもいけない、ということです。」と。つまり、こういうことです。罪を悔い改めるよう

に何度警告を与えても悔い改めないなら、みことばが教えるのは、神が私たちに命じることは、そうい

う人との「交わりを断ちなさい」です。これまではいっしょに食事をして親しい交わりを持っていたけ

れど、罪を悔い改めないなら、その人との楽しい時間をもってはいけないと言っているのです。マタイ

１８：１７では「彼を異邦人か取税人のように扱いなさい。」と書かれています。 

（３）交わらないことの理由 

 なぜ、交わりを断つようなことをするのか？この辺りになるとだんだん難しくなって来ます。なぜな

ら、私たちの人情が入って来るからです。たとえば、私たちはこのように言います。「兄弟、私はあな

たを愛するけれど、あなたは大変な罪を犯しているからその罪を悔い改めなさい。それまでは今までの 



ような親しい交わりを持つことはできない。祈っている。早く罪を悔い改めてください。」と。もし、

教会の多くの人たちからこのように言われたらどうでしょう？非常な寂しさを覚えます。これまでの親

しい交わりがそこにないことを知るからです。 

 Ⅱテサロニケ３：１４を見てください。今、話していることをパウロはこのように教えています。「も

し、この手紙に書いた私たちの指示に従わない者があれば、そのような人には、特に注意を払い、交際しないよう

にしなさい。彼が恥じ入るようになるためです。」と。かつて持っていた親しい交わりが持てなくなった。

その人のうちには当然、寂しさが生じるはずです。それらを通して彼らは自分の過ちに気付いて、自分

のして来たことに恥を感じて、そこから離れようとして悔い改めが生まれて来るということです。 

 その一つのいいたとえは「放蕩息子」の話です。もう説明する必要はないでしょう。弟息子が父親か

ら財産の分け前をもらって放蕩に走ります。ルカの福音書１５：１１－２４に記されています。そして、

持って来たお金を全部使い果たした後、彼は実家を思い出します。そこでの楽しかった交わり、すばら

しい祝福を思い出すのです。彼はそこで悔い改めます。それまでしていたことをすべて止めて、父親と

神にお詫びをして、もう子どもとしてではなく、奴隷の一人として雇ってもらおうとします。彼は自分

の過ちに気が付いてそこから離れて正しいことをしようとするのです。それを悔い改めと言います。 

 この弟はその罪の中でそのことに気付くのです。みことばを見ると、父親は彼と交わりをもっていた

とは教えていません。彼らの間には大きな隔たりがあったのでしょう。しかし、かつてのすばらしい祝

福に思いを馳せるときが来たのです。自分はいったい何をしているのだろう？と。自分の好き勝手なこ

とをしてすばらしい祝福を台無しにしてしまったと。彼は悔い改めて正しいことを始めようとします。

ご存じのように、彼が家に向かって歩くとき、父親は彼を見つけて歩み寄ってくれたのです。悔い改め

るときにそこには完全な赦しがあるのです。 

 確かに、このようなことを実践するのは難しいです。特に、この国に育った私たちにはなおさらです。

人に恥をかかせてはいけないとか、人の前でだれかの罪を明らかにしないとか…、これが私たちの国の

文化だとしても、私たちの信仰はその文化よりも遥かに重要なものです。私たちの責任は日本人として

どう生きるかよりも、主によって贖われた者として主の前をどう生きるか？です。私たちは日本人であ

る前に天国民なのです。私たちは「主」という最高の権威者である神に仕える者です。この方が言われ

たことに私たちは従っていこうとするのです。私たちが喜ばせるのはこの神だけです。そのためには、

神が為しなさいと言われたことをすることです。それ以外にこの方を喜ばせる方法はないのです。 

 今日、私たちが見て来たのは、確かに、私たちの国にとって、私たちひとり一人にとって、非常に難

しいことかもしれません。「あなたは間違っている」とは言い辛いことかもしれません。しかし、それ

を神があなたに求めていることであり、この関係が愛のうちに建てられていくなら、あなたも私も変え

られます。そして、何よりもこの群れが変えられていくのです。ぜひ、皆さん覚えてください。あなた

の責任はこの主に対するものであり、この主がこのように生きなさいと命じているのです。互いに助け

合いながら、益々主に喜ばれる者に変えられていくように、主の栄光を現わす者に変えられていくため

に、私たちに必要なことは「互いに戒め合っていきなさい」です。 

 どうぞ、クリスチャンの皆さん、勇気をもって愛をもって、あなたの悪いところを指摘してくれる人、

あなたの欠点を指摘してくれる人、そのような人がいるなら感謝してください。大変勇気のいることを

してくれたのです。気付いていなかったことに気付かせてくれたのです。「そうか！ここを変えなけれ

ばいけなかったのだ！」と。そのような関係がこの教会の中に芽生えて成長していくことが必要なので

す。そのように生きなさいとみことばが教えてくれています。そのみことばをしっかりと実践していき

ましょう。そのときに私たちの神が喜んでくださる。互いに戒め合っていきなさいと。 

 

《考えましょう》 

１． 主の前に罪を犯している兄弟を戒めることが、どうして愛なのかを説明してください。 

２． 戒めを為すにあたり、注意しなければならないことは何でしょう？ 

３． これまでの兄弟姉妹としての親しい交わりを断つことを聖書は教えています。それはどうしてなの

かを説明してください。 

４． 悔い改めない人を「教会に告げる」のは、どうしてですか？その理由をお書きください。 


