
2021.11.14. 信仰を持ち続ける 

新約聖書：へブル人への手紙 11 章 32～40 節 

おはようございます。日曜日の朝の第二礼拝にようこそ。私たちは二つの礼拝を行っています。第一礼拝

は｢聖書預言・アップデート」、第二礼拝は説教で、ヘブル人への手紙を一節ずつ読んでいきます。主の御

心なら、今日、私たちは第 11 章を終えます。ご存知のように、この章を時間をかけて学んでいましたが、

今日で終わらせます。御言葉箇所は 32 節から 40 節までです。では、可能な方はご起立ください。無理

な方は、座ったままで結構です。私が 32 節から読みますので、一緒についてきてください。聖霊によっ

て、ヘブル人の手紙の著者はこう書いています。 

へブル人への手紙 11 

32 これ以上、何を言いましょうか。もし、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエ

ル、預言者たちについても語れば、時間が足りないでしょう。 

33 彼らは信仰によって、国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口をふさぎ、 

34 火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させ

ました。  

35 女たちは、死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました。また、ほかの人たちは、もっとす

ぐれたよみがえりを得るために、釈放されることを拒んで拷問を受けました。 

36 また、ほかの人たちは嘲られ、むちで打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をし、 

37 また、石で打たれ、のこぎりで引かれ、… 

ところで、それは鋸で二つに切断されたイザヤのことです。 

…剣で切り殺され、羊ややぎの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。 

38 この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒野、山、洞穴、地の穴をさまよいました。 

39 これらの人たちはみな、その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはあ

りませんでした。 

40 神は私たちのために、もっとすぐれたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして、彼らが完

全な者とされることはなかったのです。 

よろしければ、ご一緒に祈りましょう。私たちの理解の目を開いてくださるよう、神に求めましょう。 

愛する天のお父様、私たちは今朝、教えを請う、謙虚な姿勢であなたの前に立ちたいと思います。私たち

は今朝、あなたを必要としていることを認め、飢え乾いた者としてあなたの御前に出ます。私たちはあな

たが必要です。主よ、今日与えられている御言葉は、このような時のために、理由があってここにあるの

です。私たちがここにいるのは、そのためです。それは、あなたが著者に、これを聖書に含める必要があ

ると判断させた理由を知りたいからです。主よ、ここに、あなたが私たちに示されたいこと、語りかけた

いことがあります。私たちはそれを知りたいのです。私たちはそれを見たいですし、さらに重要なのは、

それを注意い深く心に留めたいのです。ですから、主よ、あなただけがお出来になる方法で、今日、私た

ちが共にいる時間の中で、あなたの御言葉で私たちをお導き下さい。多くの人が本当に傷つき、苦しんで

いることを知っています。主よ、今日、あなたの聖霊が新たに注がれ、あなたの民である私たちのために、 

この教会にあなたのご臨在がありますように。主よ、私たちは真剣にあなたを求めています、切にあなた

を求めます。私たちは飢えており、渇いています。その飢えと渇きを満たすことができるのはあなただけ

であることを知っています。そして主よ、私たちはいま、ミキの家族のために祈ります。主よ、あなたは



良いお方です。あなたの道はなんと極めがたいことでしょう。誰が、主の心を知ることができるでしょ

う。主よ、私たちは彼女が今、あなたの御前にいることを感謝していますが、希望があるとは知っていて

も、やはり悲しみます。主よ、私たちのうえに、あなたの慰め、聖霊の慰めをお与えください。イエスの

御名によって祈ります。アーメン、アーメン。 

ご着席ください。ありがとうございます。今日は、私たちが信仰の弱さや、もっと悪いことに、信仰への

迫害にもかかわらず、どのようにして信仰を持ち続けることができるのかについて、話したいと思いま

す。さて、ここで行間を埋めて、この箇所の文脈に戻り、なぜヘブル人へ手紙の著者がこの手紙をへブル

人のクリスチャンたちに宛てて書いたのかを考える必要があります。この手紙を書いているのは、彼ら

を励ましたいからです。信仰を持ち続けるように、私たちが言うところの信仰を保ち続けるように励ま

しているのです。あきらめず、屈服せず、当時の多くの人々がそうであったように、ユダヤ教に戻ること

のないようにと。12 章で見るように、先人たちのことを思い起こさせようとしているのです。そして、

ここでは第 11 章の最後にそれを見ることになります。著者は、私たちが敬意を込めて呼んでいる、この

「信仰の殿堂」を完成させました。著者は基本的に、多くの牧師が言うようなことを言っています。 

「他のすべての人たちのことを話している時間はありません。」そして彼は、次のような人物を次々と挙

げていくのです。ギデオン、バラク、サムソン、ダビデ、サムエルなど、この章の始まりの、リストの最

初に出てくるような人物ばかりだと思っていたのですが、そうではありませんでした。最後の方で、時間

の都合上、彼はこれらの名前を並べています。しかし、そうすることで、この「信仰の殿堂」にいる人た

ちのように、どんなに困難な状況になっても、信仰を持ち続けることができるという理由を提供してい

ます。皆さんは、こんにち、状況がますます難しくなっていることに同意されると思います。これこそが、

私が愛してやまない神の御言葉、御言葉の神です。御言葉は生きていて、常にあなたが置かれている場所

に語りかけてくださいます。あなたがどこにいるかは重要ではありません。あなたはどこにいても、神の

御言葉に目を向けることができます。それは生きて、語っています。 

御言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と骨髄を切り分けることがで

きます。（へブル 4:12 参照） 

それが、神の御言葉のなさることです。そして、神の御言葉は決して空しく戻ることはありません。そし

て、私たちは神の御言葉の中で、今日、とてもふさわしいと思える箇所にいるのです。自分に正直になれ

ば、誰もが自分の信仰の弱さを認めると思います。そして今、私たちは信仰のために迫害を受け始めてい

ます。まず、「信仰の弱さ」についてお話しましょう。これは 32～34 節にあります。ここで、ギデオン

を挙げているのが興味深いです。ギデオンのことは知ってますよね？ バラクは、あまり知られていな

いかもしれませんね。サムソン。「サムソン？ちょっと待って、え？」そうなんです。エフタ、あまり知

られていませんね。ダビデ、まあ、ダビデはみんな知ってますよね。彼は過ちを犯しました。サムエル記

第一と第二を一緒に勉強した人は覚えていると思いますが、列王記や歴代誌にもあります。それは、私に

とってヒーローであるダビデに関する「余計な情報」でした。知りたくありませんでしたが、しかし、ど

のようにダビデがバテ・シェバに肉欲を抱き、姦淫したかが聖書に記録されています。そして彼女が妊娠

すると、それを隠そうとします。うまく逃げられるところでした。逃げ切ったと思っていた。想像してみ

てください。この話はダビデのことです。神の御心に適う人物です。イスラエルの秀でた詩篇作家である

ダビデが、殺人を企てたのです。ワォ～～。感動するような話ではありません。まあ、当然ですね。彼ら

に共通しているのは、このような人々のほとんどが、信仰に弱かったということです。嬉しくないです



か？ もしギデオンが、ギデオン一人で..... 彼の話、彼がどうなったかを知っていますよね？ これが

信仰のある人？ 彼は信仰が弱かったのですが、神が彼に現れて、イスラエル人をミディアン人から救

い出すために彼を呼ばれた時、この偉大な信仰者・ギデオンが何と答えたか知っていますか？「あなた

は、相手を間違えているようです。」（士師記 6 章 参照） 

「いや、マジで。」さらに、その理由まで説明しています。彼によると、スリーストライク・アウトだそ

うです。 

ストライク・ワン： 私は、家族のやっかい者です。 

ストライク・ツー： 私の家族は、部族のやっかい者です。 

ストライク・スリー： 私たちの部族は、イスラエルの部族すべての中で、やっかい者です。 

「あなたは相手を間違えました。」ー（笑）ー それに対して神は、「完璧だ」と仰います。「そうすれば、

相手は、あなたの力によるものでないことがわかる。」「わたしだけが栄光を得る。」たとえあなたが望ん

でも、彼らはあなたを見て、「ハハハ！まさか！」と言うでしょう。「ギデオン？！いいや、あれは神の力

に違いない。」そこがポイントです。つまり…”偉大な信仰の人”、ですよね？ そんなことがあった後も、 

ギデオンは召しから逃げ出そうとして、こう言うのです。羊の毛を取り出して...、「神様、これを使いま

す。」「それは使うな、信仰のないしるしだから。」彼はそこから逃げ出そうとしています。「主よ、もしこ

れが本当に、本当に、本当に、本当にあなたでしたら、その証明を見せてください。地面に露がついてい

ても、羊の毛には露がつかないようにしてください。」（士師記 6:37 参照） 

すると神は、「よし、何でもいいよ」とおっしゃり、それを実行されました。翌朝。「私は、本当に本当に

本当に本当に本当に確信が欲しくて...」まだ逃げ出そうとしています。今度は、羊の毛に露がついていて 

地面には着いていないように...神は、「わかった、いいでしょう。」という感じです。まさにその通りの事

が起こりました。さて、ギデオンは困ってしまいました。今度は、軍隊を集めなければなりません。そこ

で、彼は 3 万 2 千人の兵士を集めました。神はギデオンに、「ここに来なさい、話がある。」と言われま

した。「人数が多すぎる。」「なに？」聖書によると、ミディアン人は多すぎて数えるのも大変だったと書

かれています。数えることが出来なかったほどです。聖書解説者の中には、最低でも約 13 万 5 千人いた

とする人もいます。多いですね。ギデオンは 3 万 2 千人の兵を集めましたが、神は彼に人数が多すぎる

と言われました。神は、あなたにしてほしいことはこうだと仰いました。ところで、私はとても重要なこ

とを見逃していました。神がギデオンに現れ、彼を呼ばれたとき、彼が、どこにいたかわかりますか？ 

隠れていました。神が、ギデオンを使いイスラエルの民を救おうとしていた、そのミディアン人を恐れて

いたのです。彼はぶどうの踏み場で小麦を脱穀していましたが、ミディアン人が年末に小麦を盗みに来

るので、隠れていたのです。ギデオンは隠れていたのですが、神が現れて、「おお、力ある勇士よ」と言

われたのです。彼は、「どこに？」（笑）「私が？」「ええ、あなたです。」そして、彼は軍隊を集めたので

すが、「人数が多すぎる。戦いを恐れる者は帰るように言いなさい。」と言われました。ああ、私はラクダ

の上のハエになりたかったです。もしそこにラクダがいたなら、彼がどのようにそれを言ったのかを 

見れたのに....だって、私だったらこんな感じです。「もし、あなた方の中で.....（もごもご） 

…家に帰ってください。」2 万 2 千人が去り、1 万人になってしまいました。また神は仰います。「ギデオ

ンよ、もう一度話し合う必要がある」と。「もういやだ...」「まだ人が多すぎます。やってもらいたいこと

がある。この人たちを泉に連れて行って、水を飲ませなさい。そして観察し、水の中に顔を突っ込んで飲

む者をあちら側に、水を、手で汲み取って飲む者は、こちらに集めてほしい。」この時点で、ギデオンは 



ある種のパターンを理解していたと思います。彼は、この先の展開を知っていました。さて、あなたはこ

の教えを聞いたことがあると思いますが、戦場から目を離さず、水を手のひらで汲み上げ飲んでいた者

は、たったの三百人でした。彼らは強靭な戦士たちでした。特殊部隊やトップガンと呼ばれる精鋭たちで

す。「この者たちを使おうと思っている。」しかし、どうもしっくりこないのです。というのは、物語の流

れに合わないからです。なぜなら、三百人のトップガン、特殊部隊、どう呼んでもいいですが、それでも

まだ、彼らが勝利の手柄を立てることができたはずです。私は、ある人の意見が気に入っています。 

「9,700 人の男たちが、泉の水に顔を突っ込んで飲んだのは、それができたからなのだ。」聞いててくだ

さい。水を手で汲んだ三百人は、それができなかったのです。というのは、年をとって、もし自分が行っ

てそれをしたら、立ち上がれるかどうか、分かりません。もし立ち上がれたとしても、それは、簡単では

ないでしょう。（笑） この人たちは、足の不自由な人、目の見えない人、最も小さく、最も劣った人た

ちです。その方がしっくりきますよね。もしその三百人で、神が奇跡を起こされて、無数のミディアン人

をイスラエル人の手に渡したとしたら、彼らがその手柄を立てられるはずがありません。彼らが歩いて

帰ってくる姿を想像できますか？ 失礼なことを言うつもりはありませんが、歩いて帰ってくるのは、

年配の、高齢の、白髪の（髪の毛があったとすれば）、そういう人たちなんですよ。そして彼らが戻って

来て、「我々の姿を見せたかったよ…！」（笑）ああ、惜しかったな、おじさん。あなたではありませんで

した。なぜ私が、その様な話をするのでしょうか？ それは、この人たちの信仰は強くはなかったからで

す。彼らは信仰の弱い者たちで、それが私に希望を与えてくれます。34 節で著者が言っていることに 

気付きましたか？ 彼らの弱さです。弱さが強さに変えられたのです。弱いからこそ、彼らは力を得たの

です。これは使徒パウロの言葉で、コリント人への手紙第二から御言葉を借ります。彼が、肉のとげにつ

いて、それを取り除いてくださるように神に嘆願しているとき、彼は 3 回祈ります。第二コリント 12 章

8 節。 

Ⅱコリント１２ 

８この使いについて、私から去らせてくださるようにと、私は三度、主に願いました。 

９a しかし主は、「わたしの恵みはあなたに十分である。… 

パウロはその理由をこう言っています。 

…わたしの力は弱さのうちに完全に現れるからである… 

そうですか。言い換えれば、神の力を知るために、私をその弱さの中にとどめておくということです。神

は私を柔和になる状況に置かれ、私を謙虚にさせ続け、神に全面的に、完全に信頼し委ねるように仕向け

てくださいます。「そうです、そのようにわたしが栄光を手にするのです。」パウロはこう言っています。

Ⅱコリント１２ 

９ｂ…ですから私は、…大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。 

私はこれを自慢したいんだ。SNS に投稿しまくるぞ。これが私の弱さだ。これを自慢したいんだ。 

９b…むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。… 

（その理由はこれです） 

...キリストの力が私をおおうために... 

10 ですから私は、キリストのゆえに、（よく聞いていただきたいのですが）弱さ、侮辱、苦悩、迫害、 

困難を喜んでいます。… 

そのリストを読むだけでも大変です！「…私が弱いときにこそ、私は強いからです。」彼が言っていない



ことに注目してください。彼は、「キリストのために、弱さ、侮辱、苦難に耐える」とは言っていません。

いや、「それを喜んでいます」と。「私はそれを誇り、それを投稿し、受け入れています。なぜなら、私は

それがキリストの力であることを知っていたからです。」パウロはピリピ人に対して、「私を強くしてく

ださるキリストによって、私はどんなことでもできるのです。」と言ってます。（ピリピ４:13 参照） 

自分の力ではできません。ギデオンはそれを学んだのだと思います。あなたもそう思いませんか？ ギ

デオンは、おそらく私たちと同じように、神が、自力で行うように命じていると思っていたでしょう。だ

から、人違いなのです。ギデオンが気付いた時、そして聖書の中の、彼のような多くの人々が気付いた時、 

「ちょっと待ってよ、神が何をしようとされているのか分かりました。神は私のような者を選んでおら

れる。この世の愚かなものが、賢い者を困惑わせるために。」そして、神だけが栄光を得るために、そう

されるのです。私の手柄にはなりません。私がそうしようとしても、笑い話にしかなりません。すべての

栄光を、神だけが受け取る方法で、これを行われます。それ以外の説明はありません。どう考えても、神

は信仰の弱い者を選ばれたのですから。”偉大な信仰を持った人”ではありませんでした。恐怖の中に隠れ

ていた男なのです。これは姦淫者、殺人者であり、つまり、そのリストを続けられます。一人残らず、信

仰が弱かったのです。彼らはそのような弱さを持っていましたが、神はこう仰いました。「それはあなた

ではなく、わたしがする。だから、わたしがあなたの中で、あなたを通して、わたしがしたいことをでき

るように、あなたにあなた自身を見せなければならないのです。もしあなたが強かったら、わたしは、あ

なたを用いることができない。」私たちの中には、主が用いるには強すぎる人もいます。あえて "意志の

強さ "という言葉を使います。皆さんには関係のないことはわかっています。私は自分自身に話していま

す。"意志の強い "人とは？ 意志が強いということは、それは神の意志ではないということです。それ

は自分の意志、自分の強い意志です。自分の力でやっているのです。パウロは、それを理解しているわけ

です。「ああ、主よ、わかりました。」あなたの人生には何かがあるはずです。ところで、私は信念を持っ

ていますが、もし私がこのことで非難されたとしても、それは構いません。誰もがそれが何であるかを解

明しようとする、その”とげ”は、私たちの人生における”とげ”が何であれ、その空白を埋めることができ

るよう、意図的に、具体的なものにしなかったのだと私は信じています。（Ⅱコリント 12:7 参照） 

だってほら、その”とげ”が、何であるのか具体的に分かっていて、それが、苦悩しないものなら、「そん

なことで苦悩しないよ」って感じで却下されてしまうじゃないですか。そして、肝心なポイントを逃して

しまいます。ですから、神がその空白を残してくださったのです。あなたの人生のとげは何ですか？「神

よ、お願いします…」と、祈ったものは何ですか？ 神に懇願したもの....実は、神は、あなたの人生から

この”とげ”を取り上げることを望んでおられません。真実は明らかです。「なぜなら、あなたを苦しめ、

あなたを試し、あなたの信仰を毎日、一日中、毎晩試し、一晩中、あなたを眠れらせないその”とげ”をわ

たしが残しておくことで、あなたは、わたしに目を向けなければならなくなるからです。あなたはわたし

に頼らなければなりません。あなたは弱いから、自分の力に頼ることはできません。あなたの弱さのゆえ

に、わたしの力を求めて、わたしのところに来なければなりません。」それが理由です。「信仰のために拷

問される」ことについて、話しましょう。ああ、これは快適な話題です。（笑）35 節から 38 節の御言葉

です。私は正直に言います、私はとてもオープンです。私はあなたがたに率直であるべきと考えます。こ

れを教えることはおろか、読むこともしたくありませんが、しかし、神の御言葉の中にそれがあるので

す。彼は続けて、信仰のために想像を絶するようなひどい拷問を受けた神の聖人たちについて話し始め

ました。もしあなたが私のようであれば、そうだと思いますが、そのような状況に置かれたら、自分はど



うだろうと考えるでしょう。信仰のために迫害され、拷問されるという現実は、少なくとも現在のアメリ

カでは異質なものかもしれませんが、しかし、こんにち世界で起こっているあらゆることを考えると、こ

れが現実になる可能性があることを知っておいた方がいいと思います。ちなみに、今すでに現実になっ

ているところもあります。私はそれを「携挙前の迫害」と呼んでいます。特にハワイに住んでいると、 

規制に関しては全米でも最も規制が厳しい部類に入ると思いますが、ニューヨークの次に厳しいかもし

れませんね。ここは最悪ですね。「聖書預言・アップデート」でシェアしましたが、同情を誘うためにこ

れを言っているわけではありません。そうではありません。主は私の心をご存知です。でも、今週の木曜

日にレストランの予約できないことを知っていますね。木曜日は、愛する人と一緒に過ごしたいのです。

私は結婚して 33 年になります。結婚して 33 年です。35 年共に過ごしています。２年間付き合っていま

した。なので、私たちがすることは、すべてのパネルがへこんでいる古いバン、2008 年のホンダ・オデ

ッセイに乗り込むことです。繰り返しになりますが、ここでは非常に重要な点を指摘する以外、何も求め

ていません。このバンに乗り、たぶんノースショアまでドライブして、もしかしたら、ひたすら走り続け

るかもしれません。結婚記念日おめでとう。こんな日が来るとは、誰が想像したでしょうか？ しかしこ

れは、何でもありません。世界の他の場所に行ってみてください。あまり遠くに行く必要はありません。

本土に住んでいた頃は、カナダとの国境のすぐ南側にいました。今のカナダはどうでしょうか。私たちの

兄弟姉妹は牢獄にいます。彼らの教会は焼き払われ、閉鎖され、フェンスに囲まれています。アフガニス

タンにいる兄弟姉妹たち、中国、きりがないので挙げませんが。ここアメリカでは、あまりにも長い間、

良いものを手に入れすぎたと思うんです。35 節から 38 節を心に留めておくことは、とても重要だと思

います。なぜなら、それは、私たちの前に歩んだ人々の、現実だったからです。いま一度、心に留めてく

ださい。この文脈は非常に重要なことです。ヘブル人への手紙の著者は、彼らを励ましたいのです。彼ら

が経験したことを見てください。彼らはあきらめませんでした。彼らは持ちこたえました。まるで、聖霊

によって当時の彼らに語ったヘブル人への手紙の著者が、今の私たちに語っているようです。それが何

かわかりますか？「彼らにできたことは、あなたにもできるのです。」 

「ええ、でも...本当に難しくなってきています。先週、私のインターネットが使えなくなりました。」「あ

ぁ…それは、やばい。」( 笑 )すみません、私はただ、そんな場合も考慮に入れなければなりませんでし

た。このことも告白しておくべきでしょう。先週、主は私の心を強く揺さぶられました。日曜日の朝のこ

とについて、まず第一に、霊的な戦いはいつも桁外れに大きいということです。ミキが主のもとに帰って

いくことは、私にとって大きな衝撃でした。先週は、そのような週だったのですよね。そして、私はただ、

「主よ、どうかこの日曜日を乗り越えさせてください。どうか、日曜日を乗り切らせてください。主よ、

どうか、この日曜日を乗り切らせてください。」それが、私の願いのすべてでした。そして主はこんな感

じでした。「本当に....？ あなたは実際、かなり良い状況に居ますよ。そんなことを祈ることのできない

牧師がどれだけいるか知ってますか？ なぜなら、彼らは日曜日の朝に行く教会がなくなってしまった

からです。」私は悔い改めました。「主よ、本当に申し訳ありません。私は分別に欠ける者となってしまい、 

あなたの豊かな恵みを、当たり前のことと思っていました。申し訳ありません。」よく聞かれる質問をし

たいと思います。それは、「もし私が彼らのような立場に置かれたら？」というものです。そして、キリ

ストを否定するか、真っ二つにされるか、首をはねられるか、死刑にされるかのどちらかだとしたら。 

つまり、あなたならどうしますか？ 私はこれも考えていました。初代教会の頃を思い出してください。

ネットで検索してみてください。今の時代、ネットをするときは気をつけましょう。沢山の...ふぅ。 



彼らがしなければならなかったのは、ひとつまみのお香を持ってそれを燃やし、「カエサルは主である 」

と言うことでした。そして、彼らの迫害はすべて終わったのです。たったひとつまみ、たったひとつまみ

です。あなたがしなければならないのは 、「ただ...お願いだから、仲良く、歩調を合わせましょう。そう

しないなら…、”お持ち帰り”になってしまいますから。」（笑）申し訳ありませんが、これが最後です。そ

うしなければならなかったのです。おちゃらけないと。楽しさは必要ですよね？ ユーモアや笑いは心

の薬です。そうしないと、私はただ泣いてしまいます...とにかく...ちょっとつまんで言うだけでいいので

す。「カエサルは主である」と。そして、あなたは人生を取り戻すことができ、あなたをあのライオンの

巣に放り込むことはありません。あなたを拷問しません。これをするだけです。あなたならどうします

か？ さて、これからお話しすることは、これは主が私に伝えてくださったことなので、あなたの励みに

なれば幸いです。その時、主はあなたに必要なものを与えてくださいます。しかし、その前ではありませ

ん。だから、今そのことを考えてみると、私は弱虫のようになってしまうでしょう。でも、彼らは、私た

ちと同じでした。では、それはどうやって両立させるのでしょうか？ 神は彼らが必要とするものを必

要な時に与えられ、それ以前には与えられませんでした。そうすることで、スミルナの教会の牧師であっ

たポリカープのように言えたのです。彼は生きたまま火あぶりにされても、キリストを否定するだけで

よかったのに、彼はそれをしませんでした。この時、彼は 85 歳の牧師ですが、彼らにこう言います。 

「主は今まで一度も私を否定したことがない。私は決して主を否定しません。」そして、ああ、そういえ

ば、教会の歴史学者や記録によると、ポリカープは彼らにこう言います。「あなた方が私を焼こうとして

いるこの火は、あなた方が焼かれる地獄の火に比べれば何でもない 」と。おおっと、その場で説教して

いますね？ そして、本当に興味深いことをご存知ですか？ 火をつけても彼は燃えず、死ななかった

のです。想像できますか？ そんなことになったら嫌ですよね。これからどうするのか？ それで、彼を

刺し始めると、彼の体から出た血が火を消してします。それが彼の死因となりました。これはどうでしょ

うか？ 今、私は牧師をしています。もし私がポリカープだったら。もし、そうなったら？ 可能性はあ

ります。もし、そうなってしまったら？ どうしたらいいんでしょう？ 私は、神の恵みとその力、聖霊

の力が、適切な時に適切な言葉を与えてくださると思います。そして立ち上がって「地獄で焼かれろ！ 」 

と言う力も与えてくださると思います。いいえ、そんなことは言いません。（笑）すでに進行中の説教に 

戻ったほうがいいですね。時計を見ないでください。今回も、よろしければ、コリント人への手紙第二 4

章 8 節からお読みしたいと思います。ここでもう一度、パウロに耳を傾けてください。 

Ⅱコリント 4 

8 私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まるこ

とはありません。 

９迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。 

わお！これは私たちのためです！特にこれです。私個人としては、とても困惑しています。真面目な話、

そして絶望の誘惑に負けそうになります。つまり、私たちは、狂った、混乱した、不可解な時代に生きて

いるのです。とても異様です！そして、ますます異様になってきています。その言葉はもう使われていな

いのでしょうか？ おそらくそうではないと思いますが、他に良い言葉がないので。物事はとても奇妙

です。それはとても混乱させます。これを見て、私は混乱しています。（笑）そして、私の肉において、 

初期設定は絶望です。それが、ここでパウロが言っていることです。ええ、私たちは困惑しています。こ

れには困惑させられますが、しかし、絶望には負けません。迫害されていても、見捨てられません。スト



ラックダウン（倒されても）...、シャットダウン(閉鎖)、ロックダウン(封鎖)はどうでしょう。...しかし、

滅びません。実際に...、よろしければ、もう一歩踏み込んでみたいと思います。すべて裏目に出ています。

敵は悪意を持っていますが、しかし神は、それを良い方向に変えてくださるので、私はそれが大好きで

す。今日のアップデートで、「But God (しかし、神は）」の証を共有したことをご存知ですか？ 28 歳の

方が亡くなりました。ニューヨークの病院で。基本的に病院が彼女を殺したと、彼らは信じています。そ

して、追悼式を行います。11 人が救われました。11 人です。それは神です、神がそうしてくださいまし

た！ー 拍手 ーサタンが手を出しすぎて裏目に出たようなものです。罠を仕掛けると、自分が仕掛けた

その罠に落ちてしまうということわざがあります。それはハマンに聞いてください。実際には聞けませ

んが、覚えておられますか？ 彼はモルデカイのために、あの絞首台を作ったのです。絞首台といって

も、彼を吊るすためのロープを考えてはいけません。いや、これは彼を突き刺すための杭です。そして、

モルデカイのために作ったのですが、結局、誰がその上に乗ったのでしょうか？ハマンです。そして彼の

息子たち。（エステル記７:１０ 参照）恐ろしいことですよね。分かっています。 

コリント人への手紙第二 4 章 

16 ですから、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、（あぁ、全くその通りです）

内なる人は日々新たにされています。 

17 私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べものにならないほど重い永遠の栄光を、私たちにもたらす

のです。 

18 私たちは見えるものにではなく、（それはやめてください）見えないものに目を留めます。見えるもの

は一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。 

主から目を離さないでください。イザヤはこのように言っています。 

「彼は幸せです。あなたに思いが定まっている者を、あなたは全き平安のうちに守られます。」 

（イザヤ 26：3 参照） 

この曲が大好きなんですよ、ああ。「世は私のうしろに、十字架は私の前に」先ほど歌ったように、「私は

イエスについて行くと決めました。誰もついてこなくても、私はついていきます」では、信仰が弱く、信

仰のために迫害されることもある中で、どうやって信仰を守り、信仰を持ち続けるのか、この問題を解決

しましょう。それは 39 節と 40 節にあります。それは、「信仰によって約束されている」からです。この

最後の 2 節は、実は 12 章で著者が彼らを励ますための土台を作っているのですが、著者は彼らのことを

「この偉大な証人の雲」と呼んでおり、ほとんど天上の応援団のようなものです。「私たちはやりました！

あなたはできる！私にできることは、あなたにもできる！ 行け！頑張れ！持ちこたえるんだ！信仰を

貫け! 進み続けるんだ！」著者の彼らに対する言い方は非常に興味深いものがあります。なぜなら、「彼

らはその信仰によって称賛されました”が”...」と言っているからです。ここには「But：しかし」があり

ます。「…信仰によって約束されたものを手にいれた人は、一人もいませんでした。」彼らの信仰が称賛さ

れたのですか？ーはい。信仰によって約束されたものを受け取りましたか？ーいいえ。どういうことで

すか？ さて、約束とは、著者は約束された救い主のことを指しています。いいですか、彼らは約束の救

い主を受け取らずに死んでいきました。そして、皆さん、私が指していたらごめんなさい。気をつけない

といけないのは、私がこうすると、下に隠れてしまう人がいるからです。誰かを責めているわけではあり

ません、私はこうやって、全員を指差しますね。そして、私はカメラを指します。あなた...！（ 笑 ） 

言い換えると、「あなたたちには、約束があるのです。彼らは、そうではありませんでした。そして、彼



らが信仰によって約束されたものを受けていないのに、その信仰を称賛されてこのようなことができる

のなら、あなたにはどれほどのことができるでしょうか？」 

最後に、私が最近考えていることをお話します。それは、この「信仰の殿堂」に関することです。いやは

や、これは、とても豊かな経験で、私自身、とても勇気づけられました。私はこの章が大好きです。だか

らこそ、私たちはどれほど時間を費やしたのか分かりません。数えないで下さい、私たちがこの章に入っ

て数ヶ月、あるいはそれ以上経っていることはわかっています。私はそれを質問として提起し、この文脈

の中で考えてみたいと思います。私も言ったことがありますが、あなたも言っていると思います。私たち

はいつも、「天国で偉大な信仰者たちに会うのが待ち遠しい」と話しますね？「早くノアに会いたい！」、

みたいな。あなたはただ、次々と名前を挙げて「早くダビデに会いたいです。」私はペテロに会うために

最初に列に並ぶつもりです。なぜなら、彼は私の心にぴったりの人だからです。「ペテロ？！まさか！？」

「そのまさかだよ！」早く彼に会いたいです。ここで質問をして、締めくくります。あなたが早く会いた

いと思うのではなく、彼らがあなたに早く会いたいと思ってくれていると、考えたことはありませんか？ 

考えてみてください。彼らは、約束された救い主をまだ受け取らずに死んでいったのです。彼らは私たち

の立場になってみたかったでしょう。私たちには救い主がいます。約束された救い主です。主は来られ、

主は死なれました。主は埋葬され、そして、3 日目によみがえり、いつかまた戻ってこられます。私たち

は、信仰によって、その約束を握っているのです。彼らにはそれがありませんでした。私たちにはありま

す。天国にいることを想像してみてください。私たちはこんな感じです。「あぁ、これらの人々が、偉大

な神の男性と女性か！」ちなみに、私はエステルにも会いたいです。「エステル、わお！あれはどんな感

じでしたか？」ちなみに、私が思うのは、私たちが天にいくとき、名札をつけるわけではないんですよね。 

「こんにちは、私の名前はエステルです」と。「こんにちは、私の名前はノアです」私たちは、ただただ 

神に圧倒されるのだと思います。しかし、私たちは彼らが持っていないものを持っています。彼らは信仰

によって耐え忍び、信仰の弱さを抱え、信仰のために拷問を受けました。そして、それは信仰による約束

です。私たちにはそれがあるのです。どれほどでしょうか？ 天国に行くとき、言葉は悪いですが、たく

さんの驚きがあると思います。つまり、彼らはあなたに会いたくて列を作っているのです。「わお！どう

やったんですか？ 特に 10 回目のロックダウンの後、どのように....」（笑）すみません、わかりました、 

これが最後でした。「でも、どうやったんですか？」そこには何かがあるんです。さて、これで最後です。 

しかし、これは大事なことなので、私と一緒に考えてみてください。彼らが想像もしなかったような現代

の世界に生きているのですから、当時は現代よりも少しは楽だったのではないでしょうか。他の引き出

しを開けずにこれを言うにはどうすればよいのでしょうか？ 私がどれだけ引き出しを開けたか見てみ

ましょう。（笑）逆境よりも繁栄の方が難しいと思います。クリスチャンの歩みにおいては、逆境よりも

繁栄の方が難しいのです。なぜなら、気が散ったり、快適で便利なものがすべてあるからです。そして、

繁栄はあなたを主から遠ざけます。逆境は、あなたを主のもとに連れ戻すという効果があります。木曜日

の夜と今朝の預言アップデートでは、苦難の炉、苦難の炉の中で神がどのように私たちを磨かれるのか

をご紹介しました。苦難は、私たちを主のもとに戻し、私たちを磨き、私たちを清めるために用いられま

す。ダビデは、「苦しみは私にとって良いことだった」と言いました。（詩編 119:71 参照） 

そうだったんですか？「そうです。もし神が苦難や逆境を許されなかったら、私は完全に道を踏み外して

いました。しかし、私が苦しめられた今、神が苦難を許し、私の人生における炎のような試練の中で炉の

温度を上げてくださったおかげで、私は神のもとに戻り、今では神の律法を守っています。私は主の道を



歩みます。主よ、苦難に感謝します。逆境に感謝します。」私は危険だと思います。繁栄は危険です。 

そして、あなたもそう思いませんか？ 私たちは長い間、あまりにも良いものを手に入れすぎて、それが

私たちを軟化させてしまったのです。逆境、苦難はいいことです。さて、これが最後になります。お立ち

ください。賛美チームにも登場してもらいますので、最後にしなければなりません。（笑）何年も前に聞

いた話ですが、牧師がこれを言ったときには、正直言って、私はそれを受け入れたくありませんでした。

私はミニストリーに関わって、まだ若かったのです。私は牧師になったばかりで、彼はこう言ったので

す。「教会を大きくしたいなら、教会を迫害しなさい」と。私は「いや...」と思いました。「教会を大きく

していきたい。しかし、私は教会を成長させる方法を使って、教会を成長させたいと思っています。」そ

れが教会の成長ではありません。実際には、その逆のことが起こります。教会を大きくしたいのですか？

教会を迫害しなさい。私は誰かをつまずかせるために言っているのではありません。しかし、もし私たち

が他の国に行って、そこにいる兄弟姉妹と交わるとしたら、私たちは顔を伏せて泣いてしまうと思いま

す。彼らは礼拝の声をかき消すために、エアコンの温度を上げます。なぜなら、もしバレたら死んでしま

うからです。つまり、イエスに従うために彼らはすべてを犠牲にしてきたのです。そして、迫害。それは

とても激しく、さらに悪化しています。そして、それは多くの意味で羨望に近く、このように言っても良

いなら、聖なる羨望だと思います。そのような人を見ると、羨ましくなります。そして、言いようのない

迫害や苦難に直面しても、自分の力ではなく、主の力によって強く立ち向かっています。そして、ヘブル

人への手紙の著者が書いたように、彼らはキリストのためにそれをしているのです。私はそんな風にな

りたい。そんな人になりたいのです。そうしたいんです。イエスのためにそれをしたいのです。そして、

誰にもわかりません。そうなるかもしれませんね。祈りましょう。 

天の父よ、あなたに感謝します。身の引き締まるような言葉ですが、私たちに対するあなたの御言葉で

す。身の引き締まるような言葉ですが、私たちに対するあなたの御言葉です。これは、今の教会に聖霊が

語っていることだと、私は本当に信じています。主よ、私たちをお許しください。綿菓子のようなキリス

ト教をお許しください。それは良いことです。主よ。良いことです。苦難は良いことです。迫害は良いこ

とです。それが必要であるならば、主よ、そうしてください。主よ、今日の私たちへの御言葉の中で、こ

の言葉を感謝します。イエスの御名において、お祈りします。アーメン。 
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