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仕えることは証しすること
イエスはある時弟子

照 )。こんにちにおいて

たちと一緒にガリラヤ

も似たような状況があ

へ行かれ、そこで御自

ります。今の人々もほ

分がそう遠くない先に

ぼ同じことをしていま

苦しみを受け死ぬこと

す。誰かが非常に強力

になる、ということを

な人物になろうとする

弟子たちにお告げにな

と、その人と親しくな

りました。しかしマル

りたいと考えるのです。

コによる福音書によれ
ば、このお告げが弟子

私たちはいかがで

たちには理解できませ

しょうか。私たちは主

んでした。彼らはイエ

に従い、奉仕すること

スがなさった奇跡を直接見ています。人々がイエスの

を決意しました。しかしイエス様の言われたことを理

ところに集まって来た様子も見ています。彼らのうち

解しているでしょうか。私たちはどうして、主に従い、

三人――つまりペトロ、ヤコブ、ヨハネ――が変貌の

奉仕するのかを、考えてみて下さい。主に従う本当の

様子を直接見てからそれほど時間も経っていませんで

動機を見つけ出したいならば、私たち自身の会話の内

した。弟子たちがカファルナウム < カペナウム > にやっ

容を振り返ってみればよいのです。
「途中で何を議論し

て来た時、イエスは彼らに、途中で何を論じ合ってい

ていたのか」と、イエスが弟子たちになさった問いか

たのかをお尋ねになりました。すると彼らは、自分た

けと同じことを自問してみましょう。隣人について私

ちの中で誰が一番偉いのかなどということを議論して

たちはどんな発言をしているでしょうか。非難ばかり

いたということでした。もっとも、イエスが御自分の

言っているのであれば、主の言われたことが理解して

栄光をお示しになった時点で、弟子たちも何らかの利

いないということになります。もし本当に主の言われ

益を受けたはずです――少なくとも、彼らはひそかに

たことを理解しているならば、隣人についての発言も

そう考えていたかもしれません。ですからイエスが主

違ってきます。擁護することはあっても非難すること

であり王であるならば彼らの中で一番高い位につくの

はしないからです。

は誰だろうと話していたわけです ( マルコ 9:30-34 参
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では教会について私たちはどんなことを語るべきで

ばん先になりたい者は、すべての人の後になり、すべ

しょうか。主が御自分の教会でなさったことについて

ての人に仕える者になりなさい。
」

語りましょう。教会を単なる組織として見たり、うま

すべての新使徒教会の信徒は、自らの人生をキリス

くいかないあらゆることについて愚痴を言うのに時間

トの証しに費やすことによって、自分たちの知り合い

を費やしたりするのはやめましょう。主が御自分の業

に奉仕しましょう。教会ですべての人に奉仕したいと

としてなさっていることを理解していれば、不要な議

思うならば、隣人の重荷を背負ってあげましょう。教

論や愚痴に費やしている時間は一切ありません。

会ですべての人に奉仕しようと思うならば、兄弟姉妹

弟子たちは、自分たちの中で誰が一番偉いのかを議

が不幸に苛まれている兄弟姉妹を慰め、弱くなってい

論していました。自分がどれだけ大切で役に立つ存在

る兄弟姉妹のために祈り、困っている兄弟姉妹を励ま

なのかを人々に示すのに、人はなんと多くのエネルギー

します。福音を証しすることによって、彼らの信仰が

を費やすことでしょうか。自分がどれほど多くのこと

成長するようにしましょう。

をやって来たか、自分がどれほど優れているかを示そ

神の子である私たちは、だれでもこのような奉仕を

うと、多大な時間を費やすのです。私たちは普段、自

することができます。私たちの人生を福音の証しに活

分のことを過大評価するものです。誰が一番偉いかな

用し、兄弟姉妹の思いを背負い、教会の教化啓発に貢

どという議論はやめましょう。イエスは次のように仰

献しましょう。

せになって、弟子たちの議論を収束されました「いち

主使徒の礼拝より

( アーデ牧者より )

わたしは復活であり､ 命である
会衆の中キリストの臨在を体験できることは確かです。
この環境を私たちは変えたくありません。キリストの
復活と私たちの復活とを信じる私たちの姿勢は、変わ
ることがありません。
」
信仰に従順である私たちを、神がなぜどのように祝
福されるかはわかりませんが、祝福して下さることを、
信じることはできます。
使徒パウロにも弱点があり、しかも非難され、迫害
され、苦悩にも苛まれました。パウロは、自分が個人

コンゴ・ムワンヌ＝ディトゥに向かう道

的に望んでいたことを神様から叶えていただけなくて

キリスト再臨後に私たちはキリストと永遠に共にい

も、神様からいただく恵みで十分であると思っていま

ることができる、という信仰は新使徒信条に基づいて

した ( コリントⅡ 12:9)。

います (「教理要綱」参照 )。主使徒はドイツのベルリ

また主使徒は、バプテスマを受けた段階で古いアダ

ンで次のように言われました「兄弟姉妹の皆さん、私

ムを十字架につけることを約束したことになる、と述

たちの今のふるまいはいかがでしょうか。私たちが認

べています。バプテスマを受けるということは、キリ

識しているところですが、神様は信仰に従順である者

ストによる新しい被造物になるということです。

を祝福されます。ですから新使徒信条を保持し、三位

かつてフェーア主使徒は次のように言われました「道

一体の神を信じます。使徒職はキリスト再臨に備える

半ばであきらめたり、中途半端に済ませたりするので

私たちにとって、なくてはならない存在です。聖餐は

はなく、最後まで一貫して古いアダムを殺していこう。」

救いに必要です。聖餐は常に必要です。聖餐を通して

次のような内容を歌った讃美歌があります：
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「春に私たちが種を蒔き、

あるドイツ人作家は、死というものを、我々の誕生

それを収穫の時に刈り取ったならば、

と同時に放たれて最終的に我々に突き刺さる矢のよう

私たちの働きはもう忘れられてしまうのだろうか。

なものである、と述べています。キリストは「わたし

いやそうではない。

は復活であり､ 命である｡ わたしを信じる者は､ 死ん

種蒔きの作業からは解放されるかもしれないが、

でも生きる」と、とても慰めとなる約束をして下さい

種蒔きをしたという働きは

ました。

永遠に忘れられることはない。

愛する人が安置されている棺の前に立つ時は、惜別

…

の苦しみを味わうことになります。しかしキリストは

救い主から宝を積んでいただき、

希望の橋を架けて下さいます。

喜びの冠をいただいた時、

「わたしは復活であり､ 命である｡ わたしを信じる者

救い主を忠実に信じた熱心な弟子たちの働きは、

は､ 死んでも生きる。
」この約束に私たちは一つに結ば

すべて永遠に覚えられていく。
」

れています ( ヨハネ 11；25)。

(Our Family2014 年 10 月号 DIVINE SERVICE より )

主使徒、ルワンダを訪問
2014 年 7 月 17 日の木曜日、ジャン = ルーク・シュナイダー主使徒はオランダ・アムステルダムの
スキポール空港からアフリカ東部のルワンダへと向かいました。そして金曜日の朝、主使徒のもとに
恐ろしいニュースが届きました。
なられた人たちとは、スキポール空港で顔を合わせた
かもしれないのです」と主使徒は述べ、深い哀悼を示
しました。
主使徒は三日間ルワンダに滞在し、使徒及び監督の
合同会議を開き、教役者及び青年たちのための礼拝を
司式し、日曜日の朝にはルワンダ南西部にあるキラン
ボで野外礼拝を司式しました。キガリからバスで五、
六時間もかかるこの町に、たくさんの兄弟姉妹が集ま
りました。
主使徒の乗る飛行機が離陸する数分前に、マレーシ

＜礼拝記録＞

ア航空 17 便が 298 名の乗客を乗せて離陸していたの

日付：2014 年 7 月 20 日 ( 日 )

です。クアラルンプールに向かっていたこの飛行機は、

場所：キランボ ( ルワンダ )
担当教区使徒：マーク・ウォル ( カナダ教区 )

数時間後、ウクライナ東部で墜落し、乗客 298 名と

開会讃美歌：「恵み深き主のほか」

乗員全員が死亡しました。死者の中にはオランダ新使

出席使徒：ミハエル・デップナー、チチ・チセケディ、マーク・ウォル
各教区使徒；ロバート・ヌサンバ、ハンス = ヨアヒム・ゾボトカ各教

徒教会の会員四名も含まれておりました。ノルトライ

区使徒補佐；エドワード・デグビア、ヴィンセント・ダコウア、マルセ

ン・ヴェストファーレン教区 ( ドイツ ) を担当するシュ

ル・ムボロデ、エミール・ムペレ、キンダング・ウィンギ各使徒

トルク教区使徒はオランダも担当しており、金曜の朝

説教奉仕補佐：ヌサンバ教区使徒補佐；チセケディ、デップナー各教区

にこの悲しい知らせを主使徒に報告しました。主使徒

使徒
言語：英語、キニヤルワンダ語

はルワンダの首都キガリに使徒たちを招集し、犠牲者

出席者総数：1,623

とその家族のために祈りを捧げました。「今回犠牲と
3

主を依り頼みなさい！
だけを収穫しますか。無論そんなことはありませんね !
実っているすべてのマンゴーを、すべてのトウモロコ
シを収穫しますね。必ずしも見栄えが良くなくても、
実ったものをすべて収穫するのは、それらが食べられ
るからです。見栄えが悪くても、おいしく食べられる
のです ! それほど見栄えの良くないトウモロコシでも、
食べることができるのです。利用することができるの
です。
主が再臨される時も同様で、最善もしくは最高の魂
だけが引き上げられるわけではありません。成熟した
魂またはこれから成熟する魂がすべて引き上げられま
す。主にとって活用できるすべての魂、千年の平和王
国を王や祭司として補佐できるすべての魂が、御許に
引き上げられます。キリストの花嫁に加わる用意がで
きているすべての魂が引き上げられます。主の日に与
る神の子たちは、全人類の中で最高でも完全でもあり

詩編 9 編 10( 新共同訳 11) 節

ません。これから成熟していく者たちなのです。

「主よ、御名を知る人はあなたに依り頼む。

成熟しているかどうかは、どうすればわかるでしょ

あなたを尋ね求める人は見捨てられるこ

うか。強い信仰と真の愛によって、それはわかります。

とがない。
」

強い信仰と真の愛は成熟度を示す一つです。私たちの
中で欠点のない人は誰もおりません。しかし強い信仰

皆さんとこうして共に礼拝に集えることを、私はと

と、神や隣人を愛する気持ちとを、心の真ん中に置く

てもうれしく思います。主は皆さんに仕えるために、

ならば、キリストの花嫁に加わることができるでしょ

私をここに遣わされました。きょう神が私たちのため

う――千年の平和王国において、キリストが私たちを

に用意して下さった祝福を皆さんと共有することがで

王や祭司として採用することが可能となるでしょう。

き、うれしく思います。そして、ここにおられる皆さ

誰かが私に向かって「あなたは新使徒教会の信徒です

んすべてと一緒に主の日の備えができることをうれし

よね。いつも私たちより立派なんでしょ !」と言ってき

く思います。私たちが新使徒教会の信徒すなわち神の

たら、その人に向かって私は「立派なんかじゃありま

子となったのは、日常生活において神の助けや祝福を

せん !」と申し上げています。他人より立派になるこ

いただきたいからだけではありません。主が再臨され

とが我々の目的ではありませんし、私たちが人より立

た時に一緒に引き上げられ、婚礼の宴に加わり、主と

派だということは決してありません！私たちは、絶え

永遠に交わりをさせていただきたいからなのです。主

ず信仰を育て、神や隣人への愛を深めることによって、

は再臨の時に、刈り取りを行われます。

主が再臨される準備をしているところなのです。信仰
の育成と神や隣人への愛の醸成は、成熟度を測る基準

皆さんのご自宅にマンゴーの木があれば、あるいは

であります。

トウモロコシを栽培しているならば、いつ頃が収穫期

きょうは詩編を読みました。非常にわかりやすい言

なのかがわかるでしょう。この収穫期に皆さんは何を

葉です。神を知っている人は、神を頼ります。

しますか。マンゴーの木の前に立って「いや、このマ
ンゴーは気に入らない。黒い斑点がある。これは良く

聖霊は、神を知ることによって神を頼りなさい、と

ない」と思いますか。一番見栄えのいいトウモロコシ

教えておられます。神を知るとは、神が愛の神であり
4

完全の神であることを知るということです。神は愛で
あり完全なのです。イエスはいつも、御自分の父を愛
の神と言われました。天の父が私たち一人ひとりに気
を配っておられる、髪の毛一本一本に至るまで配慮し
ておられる、と説いておられます。それほどまでイエ
スは私たちのことを気にかけて下さいます！私たちの
日常生活における細かなところにまで気にかけて、私

14)。イエス・キリストは私たちのために死なれたこと

たちを愛して下さるのです。

によって私たちを愛しておられることを証明されたの

御子イエスはある時こうお尋ねになりました「あな

です！

たがたのだれが、パンを欲しがる自分の子供に、石を

イエス・キリストは完全なお方であります。御自分

与えるだろうか。魚を欲しがるのに、蛇を与えるだろ

がお望みのことを実行することがおできになります。

うか。」そして、続けてこう言われました「このように、

イエス・キリストは罪を赦し、永遠の生命をもたらさ

あなたがたは悪い者でありながらも、自分の子供には

れます。奇跡を行うことがおできになります。病人を

良い物を与えることを知っている。まして、あなたが

癒し、死んだ人を生き返らせました。どうして奇跡を

たの天の父は、求める者に良い物をくださるにちがい

なさったのでしょうか。この世のあらゆる苦しみを取

ない」( マタイ 7：9-11)。父なる神は愛の神です。使

り除くためではありません。もしそうなら、すべての

徒ヨハネは次のように述べています「御父がどれほど

病人を癒すことになったでしょうし、死んだ人すべて

わたしたちを愛してくださるか、考えなさい。それは、

を生き返らせることになったでしょう。イエス・キリ

わたしたちが神の子と呼ばれるほどで、事実また、そ

ストが奇跡をなさったのは、御自分を信じるならば必

のとおりです」( ヨハネⅠ 3：1)。

ず助けに与れることを示したかっただけなのです。奇

父なる神は完全です。つまり、
しようとお考えのこと、

跡をなさった理由はただ一つ「信じる者たちに対して、

しようとお望みのことを、すべて実現させることがお

罪を赦し、永遠の生命を与えることが本当にできるこ

できになる、ということです。神はなさることは、す

と」を証しするためなのです。これが奇跡をなさった

べて完全です。御自身を改善させる必要はありません。

理由であります。
なりわい

最初から正しいお方なのです。そして神は、私たち人

主イエスは奇跡を生 業にしておられたわけではあり

類が救われることをお望みです――そして神は万能で

ません！このことはしっかり押さえておくべきです。

あるが故に人類を救うことがおできになります。です

主イエスは私たちへの愛から、恵みと永遠の命を私た

から私たちは神に依り頼むのです。神は私たちを愛し、

ち与えようとなさったのです。ですから私たちは主イ

気にかけて下さる御父であります。私たちを救おうと

エスを頼るのです。私たちを完全へと導くのは主イエ

お望みです。救うことがおできになり、実際に救って

スの福音であることを、私たちは知っています。主イ

下さいます。そんな御父を頼らない手はあるでしょう

エスとその福音を信じるならば救われることを、私た

か。

ちは知っています。

私たちは御子なる神も知っています。イエス・キリ

私たちは聖霊なる神を知っております。そしてこの

ストは私たちを愛しておられるが故に、私たちの身代

聖霊が臆病の霊でないことを知っています！臆病では

わりに御自分の命を犠牲にされました。私たちの代わ

なく、力と愛と思慮分別とを私たちに豊かに与えて下

りに死なれたのです！イエス御自身もこう言っておら

さる霊であることを知っています ( テモテⅡ 1：7)。

れます「友のために自分の命を捨てること、これ以上

聖霊は愛の霊です！聖霊の目的は私たちを強くするこ

に大きな愛はない。わたしの命じることを行うなら

とであり、私たちを服従させたり奴隷のようにしたり

ば、あなたがたはわたしの友である」( ヨハネ 15：13-

することではありません！聖霊の目的はただ一つです。

聖霊は神を知れと教える
5

ところです。イエスが助けて下さるということを信じ
るのは、私たちが神のことを知っているからです。神
は祈りを通して神を依り頼みます。祈っている事柄を
本当に信じているかどうか、私たちはいつも確かめる
べきです。神に願い求めているのに、実際にそれを信
じていないならば、神からそれを賜ることもできませ
ん。祈りを口にしながら実際にそれを信じないという
のは、得てしてありがちです。そしてそういう場合、

礼拝前のゾボトカ教区使徒補佐、ウォル教区使徒、主使徒、チセケディ教区使徒、

神に願っていることをいただくことは不可能です。信

デップナー教区使徒、ヌサンバ教区使徒補佐 < 左から >

じないで口だけで祈っている事例を挙げようと思えば
それは私たちがもっと深く愛せるようになることです。

いくらでも挙げられますし、皆さんも心当たりがある

この聖霊を頼りにしない手はありません。聖霊は私た

のではないでしょうか。神に助けをお願いしておきな

ちが常に物事を正しく判断できるように、私たちに知

がら、同時に別人に助けてもらおうとするわけです。

恵を与えようとされます。そして、このこと――私た

私たちは神を依り頼みます。神を信頼します。神に

ちに力と愛と思慮分別とを豊かに与えること――が聖

祈る時は祈っていることを信じるのです。

霊の願いであることを知っている私たちは、聖霊の教

カナンの女は主のことを知っていて、主を信じてい

えに依り頼みます。聖霊は私たちに、力と愛と思慮分

ました。それで主のところに行って「主よ、ダビデの

別とを豊かに与えようとされますが、これらは神の教

子よ、わたしを憐れんでください !」と願ったのです。

会において神の僕を通して与えられます。そして聖霊

これに対して主はどうなさったでしょうか。最初は聞

による業も完全であります。

こえないふりをされていました。しかしこの女性も簡

このように言うと、皆さんは「完全であります、な

単に引き下がりません。
「あれ、気づいていただけない

んておかしいよ。だって牧師の説教は不完全だし、使

な」と独り言を言うだけでなく、助けを求めて叫び続

徒だって完全ではないじゃないか！使徒だって他の人

けたのです。

と同様に罪人ではないか！」と反論するでしょう。し

愛する兄弟姉妹の皆さん、助けを求めて祈っても、主

かし聖霊は、完全なのです！聖霊は、不完全な人類を

は応えて下さらないのではないかと思う時があります。

通して、完全を創り出すことがおできになるのです。

何度祈っても、全く答えていただけないことはよくあ

今回の聖句には、続けて次のように書いてあります

るのです ! 訴えを神に届けるのは不可能ではないかとさ

「あなたを尋ね求める人は見捨てられることがない。
」

え思います。そういう時は忍耐しなければなりません。

このことを解説するために、聖書からある一つの例を

「もう神は自分のことを愛してくれないのだ。だったら

取り上げたいと思います。

自分も別の道を歩もう」などと考えないで下さい。あ

カナンの女がおりました。この人は外国人で、娘の

るいは、私たちのところに来てこう言う人さえいるか

病気のために主イエスのところまで来ました。彼女は

もしれません「あなたに言ったように、教会では奇跡

主イエスの後あとを追って、イエスに向かって泣き叫

が期待できないのですよ。どこか別なところへ行きな

びながら「主よ、ダビデの子よ、わたしを憐れんでく

さい。そうすれば奇跡を体験できるでしょう！」

ださい」( マタイ 15：22) と言いました。主よ、ダビ

愛する兄弟姉妹の皆さん、主が私たちの祈りにすぐ

デの子よ、と呼んでいたことから、彼女がイエスのこ

応えて下さらなくても、忍耐している姿勢を示しましょ

とを知っていたのは明らかです。この人こそ神に遣わ

う。信仰に忠実であり続け、絶えず祈りましょう。私

されたメシア、神の御子、神の使いである、というこ

たちは主を信頼しているのですから !

とまでとてもよく知っていました。イエスを信じ、こ

カナンの女の話には続きがあります。彼女は主の助

のお方なら自分を助けて下さる、という認識を持って

けを執拗しつように求め続け、主を崇め「主よ、お助

いました。

け下さい !」と訴えました。するとようやく主から不思

私たちが助けを必要とする時に行くのは、イエスの

議な返事が返って来ました「子供たちのパンを取って
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小犬にやってはいけない」( マタイ 15：26)。これは厳
しい内容でした。これは、御自分が遣わされたのはユ
ダヤ人に対してであって外国人に遣わされたわけでは
ない、という趣旨だったのです ! 言い換えれば、この
女性はユダヤ人ではありませんから主の助けを期待す
ることはできなかった、ということです。
もし私がこの女性と同じような扱いを受けたとした
ら、
どう反応したかわかりません。きっと驚くでしょう。
腹を立ててこう言ったことでしょう「それはどういう
ことですか !」あいかし、この女性は謙虚でした。主か
ら言われたことを受け止めた上でこう言ったのです「主

子供を授かる人もいれば、授からない人もいます。な

よ、ごもっともです。しかし、小犬も主人の食卓から

ぜこうした区別がつくのかはわかりません。主も、人

落ちるパン屑はいただくのです」(27 節 )。この発言に

によってなさることが違う理由を明らかにしておられ

主は感銘を受け、彼女の嘆願を聞き入れて、彼女をお

ません。ここでも主は私たちに謙虚さと御自身の愛へ

助けになったのです。

の信頼を求めておられます。たとえ不利に思われても、

主が私たちに理解してほしいと願っておられること

御自分の愛を絶やすことなく信じ続けることを期待し

は、私たちが主の助けを要求できる身分ではないし資

ておられます。主は、御自分が私たちを愛しておられ

格も無い、ということであります。主のところに行っ

ることを、私たちに金銭を与えることによって証明す

て、こんなことを口にする権利などないのです「主よ、

るようなまねはなさいません ! 私たちの身代わりとし

私がやって良いことをすべてご覧になって下さい。今

て命を落とされたことによって、御自身の愛をお示し

や私を助ける以外に選択肢はありません。私を救うべ

になったのです !
兄弟姉妹の皆さん、神に、いわゆる平等――つまり、

きなのです。私を救済しなければいけないのです !」神
の助けは常に神の恵みによるものなのです ! 奇跡を受

同額の財産、同数の子ども、同じ健康状態といったこ

けるに値する人など、だれ一人いません。神の助けを

と――を求めるのはやめましょう。ひたむきに謙虚で

受けるに値する人など、だれ一人いません。神は御自

あり続け「神は完全だ。理解できない時があっても神

分のお望み通りのことをなさいます。神が助けるなら

に誤りはないのだ」という認識を持ちましょう。私た

ば、それは神の恵みによるものです。皆さんが神の助

ちは神の愛を依り頼みます。カナンの女は謙虚な姿勢

けをお望みなら、神の御前に謙虚でなければいけませ

がはっきりと現れていました。彼女はこう言いました

ん。受けるに値すると思い込んでそれを要求すること

「主よ、ごもっともです。しかし、小犬も主人の食卓か

はできません。私は主のところに謙虚な姿勢で詣でて、

ら落ちるパン屑はいただくのです。
」彼女がほしかった

こう申し上げるのです「どうか、御心ならば、私を助

のは主の助けです ! それがパン屑という形態であって

けて下さい。」

も、彼女にとっては主の助けに変わりはないのです !

カナンの女を巡る一件で、イエスはユダヤ人とそれ以

私たちも神の助けを求めています。結局、神様がど

外の民族との間に区別をつけておられましたが、この

ういう方法で助けをお与えになっても、私たちにとっ

女性は反発することなく、ただこう言いました「主よ、

てはすべて同じです。私たちは主に依り頼むのです !

ごもっともです。しかし、小犬も主人の食卓から落ち

主の助けは、どのような形態であっても、最善のもの

るパン屑はいただくのです。
」

です。そう考えることが謙虚さなのです。神の助けを

私たちの周囲を見てもこうした区別は見受けられま

受ける資格が私たちに無いことを、私たちは知ってい

す。神がすべての人に同じものをお与えになるわけで

ますし、私たちが神の助けに与れるのはひとえに神の

はない、ということがわかります。神から健康な体を

恵みによるものであることも知っています。私たちは

与えられる人もいれば、与えられない人もいます。お

神を依り頼むのです。
主はカナンの女の信仰と彼女の根気を御覧になり、

金を与えられる人もいれば、与えられない人もいます。
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彼女にこう仰せになりました「婦人よ､ あなたの信仰

肢がなかったということです。彼らは何の疑問も無く

は立派だ｡ あなたの願いどおりになるように｡」さらに

主について行くことを最終的に決断しました。彼らを

聖書には次のように書いてあります「そのとき､ 娘の

取り巻く環境はよくわかりません。大事なのは、主が

病気はいやされた」( マタイ 15:28)。神の助けは御言

私たちと共におられる、ということです。周囲の環境

葉の中にあるのです。主はこう言われます「聞いて、

を気にしてはいけません。周囲の環境は主の御臨在に

いろいろなことをしなさい。福音を実践しなさい。私

よって和らぎます。ですから、完全なるお方が先導者

に従いなさい。」すると私たちは「でも言葉だけ。
」
「何

であることを認識しつつ、主から遣わされた人たち、

らかの行動が見たい。」
「何かやってほしい」と思いま

私たちの前を歩む人たちについて行くことにより、主

す。すると主は、御言葉を伝えてから、こうお命じに

を忠実に信じ続けましょう…。

なります「今言ったことを実行しなさい。そうすれば
わかる !」そして神は私たちの信仰と、信仰に忠実な姿

チチ・チセケディ教区使徒：

勢に対して、祝福して下さいます。天の父の御国に入っ

…最近娘と車で移動している時に、娘が「お父さん、

た時に、神がなさったすべてが良かったことを知るこ

地球は太陽の周りをまわっている、って知ってる ?」

とでしょう。実際、神の働きは完全です。神の助けは

と尋ねてきました。ここは、
お父さんも物知りなんだぞ、

完全です。神は、御自分を知っている人や御自分を求

というところを見せようと、私は即座に「ああ、知っ

めてくる人をお見捨てになりません。ですから私たち

てるよ」と答えました。すると娘も「自転と言って地

も「神は本当にすばらしいことを自分たちにして下さっ

球自身もまわっているのは知ってる？」と聞き返して

た」と実感できるのです !

きたので、
「ああ、知っているよ」と答えました。す
ると今度はこんなことを訊いてきました「じゃあそん

ヌサンバ教区使徒補佐：

なに回っているのにどうしていつも目は回らないと思

…弟子たちの一部が主から離れて行った一方で、主

う？」今度は即答ができず、考えて、逆に娘にこう聞

から離れずにいた弟子たちもおりました。主は御自身

き返しました「そんなことをだれがおまえに教えたん

のところにとどまった弟子たちに向かって「あなたが

だい？」すると娘は「学校で教わったんだよ」と答え

たも離れて行きたいか」とお尋ねになりました。する

ました。私は娘に言いました「我々が地球上にいる間

と彼らは「主よ、わたしたちはだれのところへ行きま

でも目が回らないようにバランスを保たせてくれるの

しょうか」と答え、主への確信を示しました ( ヨハネ 6：

が自然の力だね。
」しかし娘は満足しませんでした。彼

67-68)。このことから明らかなのは、彼らに他の選択

女はしくみを理解したいと思ったのです。私はもう会
話を打ち切ろうと思い、こう言いました「こうした力
をお創りになるのが神様なんだよ。
」すると娘は言いま
した「そうだね、お父さん。神様の力はすごいね。使
徒が、神様は万能です、と言ってたよ。
」話はこれで終
わりました。娘も、しくみを理解しようとは思わなく
なりました。神の万能性をわかっていたからです。天
にいます父を依り頼むことは、こんにちの私たちすべ
てに求められています。そして神に依り頼むためには、
神を知ればよいのです。神を知ることは、神を愛する
ことです。神を愛するためには、神をもっとよく知り
さえすればよいのです…。
ミハエル・デップナー教区使徒：
…ここに最後に来た二十五年前のことを申し上げず
にはいられません――当時はこのような家屋がなく、
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道もありませんでした。それ以来、この地

私たちが受け取る聖餐のウェファーは非常

域は著しく発展しました。そして同様の発

に小さいです。パン屑をもらうようなもの

展――成熟に向けた発展――が私たちの魂

です。しかしここでも「あなたからいただ

や生活の中にも見られることを主は期待し

いたものは、自分が喜びと幸福を得るのに

ておられる、ということを本日学びました。

十分です」と申し上げて、神に依り頼む姿

主が私たちに期待されていることは、一つ

勢を示しましょう。聖別されたウェファー

だけです。それは私たちが変わることであ
ります！変わらなければ完全となることは

に与ることによって、必要なすべての力に
ロバート・ヌサンバ教区使徒補佐

できません…。

与るのです。聖餐を通していただく力によっ
て、勝利者となれるのです！聖餐を通して

私たちの罪を赦していただける瞬間が近

強くしていただくによって、最後の最後ま

づいています。罪の赦しを可能とするすべ

で十字架を担い切ることができるのです！

ての仕組みがわかっているわけではありま

聖餐を通していただく力によって、何が起

せん。わかっているのは、使徒が罪の赦し

きようと関係なく信仰に忠実であり続ける

を宣言すると――彼らはキリストから任務

ことができるのです。さらに聖餐を通して、

を委ねられているために――私たちの罪が

隣人を愛するのに必要な強さをいただくこ

赦される、ということだけであります！…

チチ・チセケディ教区使徒

とができます。これらのことを皆さんは信
じますか。

私たちに欠点があることはわかっています
し、主の恵みに与る資格がないこともわかっ

聖餐を施す教役者に対して「アーメン」と

ています。しかし、パン屑をいただいと思

述べる時、これらのことを信じる意志が表

うのは、たかがパン屑であっても、キリス

明されることになります。そして「アーメ

トや天の父と永遠に共におらせていただく

ン」と述べるということは、
「はい、愛する

には十分だからです…

強さをいただきました。勝利する強さをい
ただきました。信仰に忠実であり続ける強

シュナイダー主使徒：

ミハエル・デップナー教区使徒

さをいただきました」と事実上言っている
ことになります。牧師からウェファーをい

デップナー教区使徒から聖餐のお話しが
ありましたが、その前に私たちは罪を赦していただき

ただきましたら、絶叫するように「アーメン」と言う

ます。罪が赦される前に、一緒に主の祈りを捧げます。

必要はありません。大事なのは、この「アーメン」と

これをいつもの形式儀礼として暗唱するのではなく、

いう言葉が魂の深い所から出てくることであり、イエ

この祈りを心から信じて表現しましょう。一同で主の

ス・キリストの体と血をいただいた時に「はい、神か

祈りを捧げる時は、神に依り頼む姿勢を表します。主

ら期待されていることを実行する強さを身に着けまし

の祈りを捧げながら、実際には神に申し上げるのです

た」と意思表示できることなのです。

「御国を来らせ給え――御国に優まさるところはありま

詩編 9 編 10( 新共同訳 11) 節

せん！」
「御心の天に成る如く地にも成させ給え――御
旨は自分の考えより優っています！」私たちは御旨に

「主よ、御名を知る人はあなたに依り頼

依り頼みます。神に依り頼む姿勢を次のような言葉で

む。あなたを尋ね求める人は見捨てら

表現します「国と力と栄とは限りなく汝のものなれば

れることがない。」

成り。
」愛する兄弟姉妹の皆さん、きょうこそ本気で、
主の祈りを通して、神に全面的に依り頼む姿勢を示し
ましょう。こう言うのです「あなたの栄光に依り頼み、

神は、御自分を知る者たち、信仰、謙虚さ、

力に依り頼み、御旨に依り頼みます！」そしてその際に、

忍耐をもって御自分のところに来る者たちを

謙虚な姿勢で主に赦しを願うのです。

お助けになります。

教区使徒が言われたことを取り上げたいと思います。
9

( 英語版 Our Family10 月号 REFLECTIONS より )

受けるよりは与える方が幸いである
ジャン = ルーク・シュナイダー主使徒は今年のペン

て喜び、おばあちゃんの頬にキスをしました。ところ

テコステ礼拝で、この「受ける」と「与える」という

がそれから男の子はどこかへ行ってしまいました。男

相反関係に言及し、資格や権利という考え方が福音に

の子は自分が一番欲しかったものを手にして、他に何

なじまないものであることを説きました。主は、御自

も欲しくありませんでした。もちろん、だれの愛情を

分の命という、大きなものをお与えになりましたが、

受け入れたいと思うかを、子供に自由に決めさせるこ

こんにちにおいてもなお、御自身の体と血という、大

とは大切です。しかしこの事例が示しているのは、何

きなものを私たちに与えて下さいます。こんにちの社

かを受け入れようとするのは、それが愛情の心のこもっ

会にはステータスシンボルという概念があり、多くの

たプレゼントであっても、受け入れることが非常に難

人はそれを手にしたがります。その思いが講じると、

しい場合がある、ということなのです。

経済を駆使して、できるだけ多くのものを手に入れて、

素晴らしい贈り物であっても、それを拒否するには

自分の事業、発想、財産、家屋といった市場で提供す

多くの理由があります。イエスが使徒ペトロの足を洗

るものに対してできるだけ高額の代価を受け取ろうと

おうとした時、ペトロはそれを断りましたが、このこ

します。それがうまくできた人は尊敬されます。そう

とを考えてみましょう。ペトロはイエスのその行為が、

いう人は資産やお金を所有します。

謙虚さを示そうとしているものと勘違いをしたのです。

しかし――財産であれシャツ一枚であれ――物を共

世界中には、素晴らしい贈り物であっても礼儀として

有している人たちもたくさんいます。
「善い行いと施し

二度はお断りし、三度目に差し出されたら感謝して受

とを忘れないでください」というヘブライの信徒への

け取るという地域もあります。一方で、受け取る側の

手紙にある言葉を毎日実行している人たちもいます。

好みに合わない場合は断っても構わないという地域も

善い行いをたくさんやって来た人たちもおります。彼

あります。

らにとってキリスト教徒になるということは、与える

もちろん、贈り物を断る正当な理由もあります。あ

ことなのです。このような人たちがいることを理解し

る若い女性は、彼氏と会うたびに、指輪や腕時計など

ていなければ、尊敬どころか、井の中の蛙です。

いろいろな物をもらっていました。旅行まで連れて行っ

さて別の側面を考えてみましょう。それは与えると

てもらいました。その男性に贈り物をするような立場

受け入れるということであります。誕生日を迎えてワ

に無い彼女は、複雑な気持ちになりました。しかもそ

クワクしている男の子がいました。おばあちゃんが遊

の贈り物がすべてわざわざクレジットで購入したもの

びに来るのです。おばあちゃんは誕生日のプレゼント

だと知り、喜びが失せてしまいました。自分が金で買

として孫にお金を渡しました。男の子は
「おばあちゃん、

われたような気がしたのです。

ありがとう！お金持ちになったよ」と言って飛び上がっ

建築部に所属する役所の人が応接室のテーブルに贈
り物が置いてあるのを見つけました。この人を尋ねて
きた人たち――彼らは要望を断られていました――が
事務所を出た後、この人は机の上に旅行券が置かれて
いるのを見つけました。数日後彼は、あなたは汚職を
行ったではないか、という匿名の苦情を受けました。
幸いなことに彼はその旅行券を受け取らずに上司に知
らせていました。
主は私たちに、御言葉、恵み、祝福、聖礼典サクラ
メントという、素晴らしい贈り物を下さいます。この
贈り物は受け取るべきです。この贈り物によって、す
べてを与えて下さる主の愛を感じることができます。
必ずこの贈り物を受け取りましょう。祝福に与ります。
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( 英語版 Our Family 10 月号 EXPERIENCED より )

神様との契約
「何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはみな加えて与えられ
る。」イエス様は私たちに、順風満帆な人生を約束されたわけでは決してありません。事実、私た
ちのある兄弟も数多くの難題に対処しなければなりませんでした。しかしそれらの難題に遭っても、
彼は神の恵みが作用していることを悟ることができたのです…。
1944 年、私は新使徒教会の家庭に生まれ、古い粉挽

会に招待する活動をした時や、召されて礼拝中の説教補

き水車の小屋の中で初めてこの世の光を見ました。以来

佐をした時に、発作が出たことは一度もありませんでし

「粉挽き水車」は私にとって切っても切れない関係にな

た。ついに私は一人の特別な姉妹と出会いました。私と

りました。ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローは

の結婚を受け入れてくれるまで時間はかかりませんでし

次のように書いています「神という粉挽き水車の動きは

た。その後私は執事の職務を委ねられました。

ゆっくりだが、確実に粉にしてゆく＜＝いつか報いは受

すべてが最高の状態で運んでいました――ところがま

ける＞。
」自分の運命は小学校低学年の時に決まりまし

もなく「粉ひき水車」や「確実に粉になってゆく」様子

た。学校で倒れて以来、てんかんの症状を起こすように

を思い出してしまいました。再び雲が地平線を覆い始め

なったのです。この症状が出ると、先生も生徒もどうす

ました。それは、
神がどれほど多くの恵みをお与えになっ

ることもできませんでした。もう一生これに悩まされ続

たか、私が本当に理解しているのかどうかを、神が試そ

けるのではないかと思われました。両親も医者もいろい

うとしているかのようでした。もしかしたら私が横柄に

ろ手を尽してくれましたが、発作の苦しみから解放する

ならないようにしておられるのかもしれません。最初に、

ことはできませんでした。てんかんの発作のせいで、見

私は背中の手術を受けました。様々な問題がありながら

習いに入って手に職をつけることもできませんでした。

も、神はすべてを最高の状態へと導いて下さいました。

こうした現実を受け入れるのに何年もかかりましたが、

六年後のクリスマス直前に、緊急の手術を受けるため

神は私をお忘れになりませんでした。その分、一般の教

に病院に入院することになりました。結腸癌でした。ク

育を受けることなく生活していく能力を神様からいただ

リスマスなのにどうして？答えはすぐに明らかになりま

いたのではないか、と言えるかもしれません。

した。同じ病室に一人の若い患者さんがいました。医師

さて、私が神と交わした契約について話したいと思い

団は、病状が改善しない場合は両足を切断しなければな

ます。水曜夕礼拝に行った時のことでした。教区長老が

らないことを彼に伝えていたのです。彼にとって、一人

教会の前に立って私のことを待っていました。教区長老

寂しく過ごさなければならないクリスマスイブは、最悪

は私にこう言いました「今夜あなたは執事補に任命され

の夜でした。私は彼のところに行って、彼の手を取り、

ます。
」それを聞いてすぐに私は「でも私の健康状態を

できる限り慰めようとしました。二人で共に涙を流しま

御存知ですよね」と言いました。しかしそう言ったもの

したが、私にとっては最も素晴らしいクリスマスの一つ

の、しばらく考えてから「これはいい機会だ。うまく生

となりました。私が退院して、しばらくしたある日、こ

かそう」と自分に言い聞かせました。そして教区長老に

の青年から電話がかかってきて、両足の切断をせずに済

「てんかんの発作が出なくなったらお受けします」と言

んだという話を聞きました。とてもうれしかったです。

いました。教区長老は「使徒に伝えましょう」と答えま

ここで神は恵みを与えて下さったのです。

した。それから一時間、私はとても不安な気持ちで、我

その一年半後、私は心臓の疾患に罹りました。時々鼓

を忘れていました「自分は祭壇に呼ばれるのだろうか。
」

動が止まる病気でした。手術を受け、成功しました。奇

しかし実際に私は使徒から呼ばれたのです。

跡です。この日まで、主は非常に多くの恵みを与えて下

てんかんの発作がすぐに消えたわけではありません

さいました。ですから、御子が再臨される時も、きっと

が、すべてが非常に早く改善されたことは確かです。教

私に恵みを与えて下さるだろうと堅く確信しています。
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( 英語版 Our Family 10 月号 REPORT より )

神は心を御覧になる
シュナイダー主使徒は、六月にコンゴ民主共和国を訪問した際、二度の礼拝を司式し、使徒三名の引
退と任命を行いました。
コンゴ民主共和国は、アフリカでアルジェリアに次

三人の新しい使徒が任命される

いで第二位の面積を持つ国です。ここは教区が二つに

礼拝の中で、ミハエル・カプタ使徒、ギルバート・

分割されており、コンゴ西部をミハエル・デップナー

ラジロ使徒、ギスラン・ムカイル使徒の定年による引

教区使徒が、コンゴ南東部をチチ・チセケディー教区

退が告げられました。この三名の使徒はこれまで約

使徒が担当しています。コンゴ南東部は 2013 年まで

三十年にわたり、使徒の職務を遂行してきました。長

フランス新使徒教会が担当し、当時の担当教区使徒で

きにわたり、主と主から委ねられた魂に愛をこめて忠

あったシュナイダー主使徒がよく訪れており、彼にとっ

実に仕えてきた、信頼の厚いこの三名に、シュナイダー

てなじみ深い地域であります。

主使徒は心からの謝辞を述べ、三名の引退に際して主

6 月 21 日土曜日、シュナイダー主使徒は南東部でチ

の豊かな祝福が臨むことを祈念しました。一方で、新

セケディ教区使徒を補佐する使徒と監督全員を招集し、

たな使徒が三名、任命されました。バルテレミー・ミ

会議を行いました。翌日曜日、主使徒は東カサイ州ム

セカ・キヤムソケ (40)、ボニファス・ヌゴンゴ・マヨ

ブジマイで礼拝を司式しました。この礼拝の模様は全

ンボ (52)、ジャン＝ルーク・タンガ・カウンバ (40) の

国にテレビ放送されました。ですから数十万の国民が

各氏であります。彼らの母国語はスワヒリ語ですが、

この礼拝を見たことになります。主使徒は、礼拝の場

それ以外にも複数の言語が堪能です。主使徒一行――

に直接居合わせていない人々も念頭に置いてこう語り

ミハエル・デップナー、ウルス・ヘーバイセン ( フィ

かけました「< 主は > 人間が見るようには見ない。人

リピン )、ヴォルフガング・ナドルニー ( ドイツ )、及

は目に映ることを見るが、主は心によって見る」( サ

びチチ・チセケディー各教区使徒――は 6 月 23 日、

ムエル上 16:7)。さらに主使徒は、主は私たちの心を

ムブジマイから三時間ほど南下した所にあるムワンヌ

御覧になる、と言い、こう説きました「主は神と隣人

＝ディトゥという町に向かいました。この町で主使徒

への愛に満ちた新しい心を私たちに与えて下さいます。

は二度目の礼拝を司式し、この礼拝にはやはり数千の

主に私たちの心をもっとたくさん捧げましょう。
」

人が出席しました。ここで主使徒はローマの信徒への
手紙 8 章 31 節が基調聖句として説教を行いました「で
は、これらのことについて何と言ったら
よいだろうか。もし神がわたしたちの味
方であるならば、だれがわたしたちに敵
対できますか。
」ここでパウロは、神の御
旨に即した生き方をするならば、必ず神
様が助けて下さる、と信徒に説いており
ます。そして主使徒も次のように述べて
おります「神は、きょう中にすべての問
題が解消されてしまう、などという約束
をなさっておりません。神は、どんな状
況でも強くあり続け勝利できることを心
に留めておいてほしい、と私たちに願っ
ておられます。
」

ムブジマイで始まった礼拝
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( 英語版 Our Family 10 月号 APOSTLES WRITE より )

もう一つのコンゴ
「コンゴ」と聞くと、たいていの
人はコンゴ民主共和国を思い浮かべ
ます。かつてザイールと呼ばれてい
た場所です。しかし実はもう一つコ
ンゴと呼ばれる国があります。それ
がコンゴ共和国です。コンゴ＝ブラ
ザヴィルとしても知られています。
北西部をコンゴ民主共和国と接して
おりますが、まったく別の国です。
コンゴ共和国はコンゴ民主共和国よ
りはるかに小さく、非常に小さい面
積しかない国です。大きな隣国の影
に隠れるように存在するのがこの国
です。コンゴ＝ブラザヴィルはカナ

一列目左から：デグビア使徒、チセケディ教区使徒、ヌサンバ教区使徒補佐、ウォル教区使徒、シュナイダー主使徒、
ゾボトカ教区使徒補佐、カララ使徒。二列目左から：ウィンギ使徒、ムペレ使徒、ダコウア使徒、ムボロデ使徒

ダ教区に属し、マーク・ウォル教区
この聖句で言おうとしていることは、聖霊は様々な

使徒の指導を受けています。
コンゴ共和国には三つの主要な地域があって、それ

方法で主について証しをすることによって私たちを強

ぞれの地域に教会があります。ポワントノワールは最

めて下さる、ということであります。聖霊は、私たち

西端の大西洋に面する港湾都市です。ドリシーは南部

がイエスから選ばれたことを、絶えず思い起こさせて

の内陸にある都市です。そして首都でもあるブラザヴィ

下さいます。このことを私たち信徒は特に意識します。

ルはコンゴ民主共和国の首都キンシャサからコンゴ川

もし主と出会うことができなかったら、私たちは別の

を跨いだ対岸にあります。コンゴ川が国境になってい

場所で生まれていたことでしょう。教会員は選ばれた

るため、国境間の人や物資の往来は盛んです。国境を

ことの恵みを、しっかりと認識します。ジャングルの

超える人や移民をする人はたくさんおります。

奥深くまで主がわざわざ足を運び、選んで下さったの

特筆すべきは、シュナイダー主使徒が 2013 年にド

です。このことに深い感謝の思いがこみ上げてくるの

イツのハンブルクで行われたペンテコステ礼拝におい

は当然のことで、この強い思いによって、主と救いの

て現職に任命されて、初めて訪問したのがこのブラザ

業とに尽そうという思いが強くなります。こうして、

ヴィルでした。日曜礼拝のために特設したテントに、

教会員は多くの人たちの素晴らしき手本となることが

1,680 名が集まりました。この礼拝においてシュナイ

できます。真心から主を愛し、
純粋にこの愛に促されて、

ダー主使徒は、コンゴの牧会責務をフランク・ズール

主のためなら何でもしようと思うのです。

教区使徒補佐に代わって私に委譲しました。彼も私も、
カナダ教区のウォル教区使徒の下もとで働いておりま
す。

ハンス = ヨアヒム・ゾボトカ各教区使徒補佐。1956 年 9

主使徒はヨハネによる福音書 15 章 26 節の言葉を引

月 15 日生まれ。2003 年 12 月 2 日に使徒に就任。一年後、

用しました「わたしが父のもとからあなたがたに遣わ

カナダ新使徒教会における教区使徒補佐の指名を受ける。

そうとしている弁護者、すなわち、父のもとから出る

カナダ国内の一部教区に加え、コンゴ共和国、チャド、ル

真理の霊が来るとき、その方がわたしについて証しを

ワンダ、中央アフリカ共和国、さらにカンボジアとネパー

なさるはずである。」

ルにいる教会員の世話を行う。
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新使徒教会

教理要綱 ( 抜粋 )（7）
霊的職務は天の父によってイエス・キリストが遣わ

7 牧会宣教職
「職務」を意味する英語の Ministry には、「公職」
「(

されたことを根拠としている。イエスは王であり、祭

政府の ) 省」「( 大臣の ) 職務」
「牧師の職務」という一

司であり、預言者である (3.4.7 参照 )。人類を贖うた

般的な意味があるが、ある特定の責任分野を担う職務

めに、天の父から遣わされたお方として、権威を受け、

もしくはそれとして正式に認められた立場を指すもの

祝福を受け、聖別を受けられたのである。

と考えることができる。これを広義に捉えれば、ある

すでに旧約の頃から、教会の牧会宣教職に先駆ける

集団を代表し、先導し、秩序をもたらすために与えら

ものが存在していた。しかし旧約の職務と新約の職務

れた権威である。牧会宣教職の職務を行使するという

との間にはかなりの違いがあった。これについてヘブ

ことは、運営上と職務と権威としての職務の両方を行

ライ人への手紙 8 章 6 節では次のように述べている「し

うことになる。

かし、今、わたしたちの大祭司 [ イエス ] は、それよ

日本語の「牧会宣教職」は「教役者」と同義であり、

りはるかに優れた務めを得ておられます。さらにまさっ

魂への配慮と福音宣教とを任務とする職位の総称であ

た約束に基づいて制定された、さらにまさった契約の

る。ここでは基本的に、霊的職務を表すものとする。

仲介者になられたからです」
。
イエスは、使徒をお遣わしになり、御自分の教会の
ために牧会宣教職を制定されたのである。

7.1 牧会宣教職と任務
霊的職務の執行とは、キリスト教会における奉仕の

イエス・キリストの教会はペンテコステの日に歴史

任命を通して権能を与え、祝福し、聖化することである。

的登場を果たしたことにより神から啓示された。この

これは聖霊の力によって行われる。

時に、霊的職務としての牧会宣教職も教会内で機能し

霊的職務は、上役の立場にある者、つまり遣わす者

始めたのである。牧会宣教職そのものはすでにイエス・

がこれを執り行う。遣わされる側の者は、与えられた

キリストによって使徒たちに与えられていた。その牧

職務命令の遂行に関して責任を負い、遣わした者に対

会宣教職に対して、イエス・キリストは、その職位に

して報告義務を負う。牧会宣教職は常にイエス・キリ

権威を与え、祝福を与え、聖別をされ、聖霊の賜物を

ストとイエス・キリストに遣わされた使徒たちと繋がっ

お与えになったのである ( ヨハ 20：21 － 23)。使徒

ている (7.6 参照 )。

はイエスによって遣わされてきた者たちである。

キリスト教会においては、牧会宣教職と、福音宣教
や信徒の利益に資する様々な任務とを、区別する必要

7.3 牧会宣教職制定に関する聖書の記述

がある。こうした任務は牧会宣教職と違い、叙任を受

聖書には「牧会宣教職 < 教役者 >」に対して統一し

けずに行うことができる。

た定義づけがなく、牧会宣教職に関する教義の解説も

さらに、すべての信徒に与えられている召命すなわ

一切ない。しかし牧会宣教職の内容や性質について取

ち主に従うことによる主への奉仕との区別をすること

り上げている箇所はいくつか見られる。

が重要である ( ヨハ 12：26；一ペト 2：5，9)。使徒
たちが言動によって福音を証ししているように、再生

7.4 使徒職

を果たしたキリスト教徒も使徒との交わりを通して、

「使徒」を意味する英語の "apostle" には「大使」とい

福音を証しして、大宣教令によって働く使徒たちを補

う意味がある。この語は、新約聖書に対応する意味を

佐しているのである。

持つ、ギリシア語の「アポストロス ἀπόστολος」が語
源である。
イエス・キリストが御自身の教会に与えられた牧会

7.2 教会の牧会宣教職の起源
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宣教職は一つだけである。それが使徒職である。使徒

7.6 新使徒教会の牧会宣教職

職は、イエス・キリストの代理として、キリストから

新使徒教会は、その設立当初より、牧会宣教職の教

委託を受けた者である。使徒の職務とは、
教会を建てて、

会であると考えている。使徒職によって導かれる教会

救いを待ち望んでいる人類がイエス・キリストによる

である。

贖いに与れるようにすることである。さらに、イエス・

すべての牧会宣教職は使徒職から生まれる。これに

キリスト再臨のために信徒を整える職務が、使徒に与

ついては新使徒信条第五条で次のように定めている：

えられている。

「私は、神によって定められた教役者が使徒によって

使徒職の意義については、新使徒信条第四条で次の

のみ任命されること、牧会宣教職に与えられる権能、

ように述べている「私は、主イエスが御自身の教会を

祝福、聖別は使徒職からもたらされることを信じます。」

お治めになること、そのために使徒をお遣わしになっ

現在、新使徒教会の牧会宣教職には三つの職階があ

たことを信じます。そして御自身が再びおいでになる

り、それぞれが異なる霊的権限を担っている：

まで、教え、イエスの御名によって罪を赦し、水と聖

使徒職

霊とによるバプテスマを授ける職務を、使徒にお委ね

主使徒、教区使徒、使徒

になったことを信じます」
。

司祭職
監督、教区長老、教区伝道師、牧者、伝道師、牧師
執事職

7.5 使徒職から派生し発達した牧会宣教職
イエス・キリストが制定した牧会宣教職は、使徒職

執事、執事補

だけである。使徒たちはペンテコステ以後、会衆が成
長の一途を辿る中で福音宣教の任務遂行に着手し始め

7.7 任命

た。程なくして、職務の増大に対処するために補佐役

牧会宣教職は、会衆で働けるようになるために、使

の必要性が顕在化した。そこで教会は七名の人物を選

徒職から権威を与えられ、祝福を受け、聖別される。

んだ。使徒はこの七名に按手と祈りを行い、職務に必

霊的職務への任命は、使徒が三位一体なる神の名に

要な霊的準備を施した ( 使 6：6)。この七名が最初の

よって、按手と祈りを通して執り行う (12.1.12 参照 )。

執事となった。このこと――使徒が按手を行い祈りを

牧会宣教職は自分の職務行使に当たって、使徒職に説

捧げたこと――をきっかけとして、その後における任

明責任があり、使徒職の判断の下にある。

職のあり方が定められたのである。

任命を受ける中で、教役者としての能力が与えられ、

使徒団や信徒たちは霊的配慮を必要とする新しい教

それに応じた権威が使徒職から与えられる。これは執

会を設立していった。そのため使徒は、「監督」( ギリ

事職、祭司職、使徒職すべて同様である。これを土台

シア語の「エピスコポイ ἐπίσκοποi」) あるいは「長老」

にして、牧会宣教職は課せられた職責を全うすること

( ギリシア語の「プレスビテロイ πρεσβυτεροi」と呼ば

ができる。

れる、教会を代表する立場の者を任命した。
「長老」も

牧会宣教職は、任命を受けることによって、自分の

「監督」も同一の牧会宣教職であったことは、テトスへ

仕事に対する祝福と聖別とを受ける。必要な能力が引

の手紙 1 章 5，7 節から明らかである。さらに初期キ

き出され、それが職務の行使に生かされるのである。

リスト教会では、預言者、福音伝道者、牧者、教師も

任命は聖礼典ではなく、祝福行為である。祝福行為が

活動していた ( エフェ 4：11)。

聖なるものであり、牧会宣教職が奉仕の職務であるこ

牧会書簡やディダケーによれば、教会の発達に伴っ

とは、その職務を与えられるときに膝をつくことから

て、教会生活が霊的であることを保証するために、職

理解することができる。牧会宣教職に任命される者は、

階制度が、聖霊の鼓舞によって導入された。

絶えず神に忠実であり、キリストに従って行くことを

しかし初代使徒たちの死亡によりその職務が途絶え

誓い、使徒職への信仰に従順であることを約束する。

ると、委任されていた霊的職務は、様々な任務や方向

原則として、牧会宣教職に就くことは人の意思では

性へと発展していった。

なく天の御旨に基づいている。神の御旨を理解し、そ
れに従って行動することは、使徒の任務である。
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任命を受ける際には、天からの祝福が与えられる。

一人に “ 霊 ” の働きが現れるのは、全体の益となるた

この祝福により、天使による加護に与るだけでなく、

めです」( 一コリ 12：4 － 7)。このように、牧会宣教

聖霊が強め支えて下さることも保証される。

職は、一人ひとりがキリストの福音を歪曲せずに宣べ

牧会宣教職が任務を行う場合、自分自身の能力では

伝えたり擁護したりする任務を与えられた、神の僕で

なく、専ら使徒との一致と聖霊の力に基づく。使徒職は、

ある。牧会宣教職は自分に委託されている教会の教会

教義についての権威者であり、他の牧会宣教職が神の

員を配慮し、教会員の信仰と知恵の成長を促す。魂の

御言葉を宣べ伝える際の模範である。

世話をする時は、その魂が個人的に抱えている問題に
理解を示し、その魂と共に祈り、日常生活で負ってい

7.8 牧会宣教職の職務行使

る重荷を共に担うのである。牧会宣教職は会衆の模範

牧会宣教職はそのふるまいや霊的権能において、一

である。牧会宣教職は、
次の事柄を実践すべきである「何

定の要求を満たした生き方をしなければならない。つ

事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだっ

まり、任命を通して受けた聖別を実践して、牧会宣教

て、互いに相手を自分よりも優れた者と考えなさい」

職に与えられた賜物が会衆の祝福として開花されるよ

( フィリ 2：3)。

うにしなければならないのである ( 一テモ 3：2 － 3，

各牧会宣教職に与えられている様々な種類の賜物を

8 － 9)。

以下に示す < ここでは省略 >。これらの賜物はすべて

牧会宣教職に召された者は、神を愛し隣人を愛する

の牧会宣教職に与えられているが、具体的な表れ方は

思いから奉仕をする。イエスを手本として、自分が神

様々である。

の指示で動く者であることを自覚する。
教会員と牧会宣教職との信頼関係は、会衆が祝福さ

7.10 指名

れた発展を遂げるための必須要件である。こうした信

指名とは、ごく限られた職務の担当を配置すること

頼関係を構築・維持するためには、牧会宣教職と使徒

である。これは任命とは異なり、職務の期間も場所も

とが一つになることが不可欠である。

限定されている。

牧会宣教職は、与えられた権威の範囲内で職務を行

牧会宣教との結びつきにおいて、「指名」は、会衆主

う。そのために使徒から委託を受けている。使徒は牧

任者や教区主任者、教区使徒補佐、主使徒補佐への指

会宣教職に、彼らが行う分野の仕事を割り当てる。

名をいう。通常は教会で指導的役割を果たす牧会宣教

原則として、引退した段階で職務遂行の任は解かれ

職によって、礼拝の中で指名が行われる。これは、一

るが、職位は残る。一方解職や免職の場合は、職位も

般的な牧会宣教職の任期を適用せず、その活動の終了

失う。

が任期の終了となる。
会衆や教区における様々な職務を遂行するための指

7.9 牧会宣教職の任務

名は、兄弟姉妹双方に対して、牧会宣教とは別に行わ

使徒パウロは次のように書いている「賜物にはいろ

れる。

いろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。
務めにはいろいろありますが、それをお与えになるの

このようにしてある職責の指名を受けた者は、牧会

は同じ主です。働きにはいろいろありますが、すべて

宣教職と同様に、ボランティアによる教会奉仕をする

の場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人

のが一般的である。
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