
 - 1 - 

説教 外れたネジはたった 1つ 2020 年 1 月 19 日 ロマ書の学び 63 

ローマの信徒への手紙 8:1-8（新共同訳:新約 p283/和英聖書:新約 p370） 

 

外れた 

先週の火曜日にはお休みをもらって人間ドックに行って来たのですが、急きょ息をつ

く間もなく、休みを返上して大町まで行くこととなって往復 210 ㌔を走りました。そ

して木曜日は、園長会だったので松代経由で 260 ㌔走って、金曜日には小諸から長野

までの往復を 2 回で合計 220 ㌔走りました。従って、先週だけで車のメーターが 690

㌔（机上の計算なので実際には 700 ㌔を超えている）を走りました。そんな 1 週間だ

ったのですが、金曜日の 2 回の長野往復のうちの 1 回目というのは、長野本郷教会をお

訪ねしました。それは、今度新しく信濃キリスト教学園の理事としてお迎えするにあた

って、その打ち合わせのために、木原先生と一緒に金曜日に伊藤先生を訪ねて長野本郷

教会に行って来たのです。伊藤先生と木原先生と私ですから、そこには 3 人の牧師が集

まるわけですから、教会と幼稚園の話から波及して色んな話に展開して行くわけです。

そこで、ある教会のこんな話を聴きました。「ある教会」と言っても、伊藤先生や木原先

生や私が牧会している教会とは全く違う地域にある教会でのお話です。ある教会に 1 人

のお婆ちゃんがいます。この方はものすごく信仰の確信を持っていて、「自分は必ず救わ

れて天国に行く」と思って、日々の生活を豊かに生きているわけです。なかなか教会に

行くことも難しいということで、その教会の牧師がお婆ちゃんを訪ねたそうです。そし

て、そのお婆ちゃんがそんなにも敬虔な信仰を持ち、そして救いの確信を持っていると

いうことを、その牧師は少し疑っているわけです。そこで、その牧師はお婆ちゃんと色々

と話をするわけですが、そのお婆ちゃんの確信は変わらないわけです。そして、ついに

その牧師が言ってしまうわけです。「お婆ちゃん、ちょっと待って！万が一だよ、万が一

の話なんだけど、もしお婆ちゃんが死んで、そこで神さまから『あなたは地獄に行け！』

と言われたらどうするんですか？」と言ってしまったわけです。そしたらお婆ちゃんが

平然としてこう答えたそうです。「もし、そんなことがあれば、私よりも神さまの方が敗

北者になってしまいますね。私は平気です。だって私は命を失うだけですもん。でも、

神さまはご自分の御名の栄誉を失うことになっちゃいますよ。だから、もし先生の言う

通りになれば、私よりも神さまの方が負けですね。」と。これは、本当に深い信仰の確信

のある言葉だと思います。私たちが、人間的な努力を一切加えないでそのまま救われる

かどうかということは、神さまの栄誉が掛かっていることなのです。それを人間的なレ

ベルで論じ、人間的レベルの頑張りで救いを得ようとしていること自体が、もう神さま

の前における敬虔な姿勢を失っていることになるわけです。そのことを今日も確認しな

がら、私たちの信仰をまた一歩前に進めて行きましょう！ 
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信仰の 

今日はロマ書の学びの第63回目です。テキストはローマの信徒への手紙8:1-8です。

先週までは 5 節までの部分を確認しました。私たちの立っている場所、立っている位置

について確認しました。私たちのポジションは「キリストに結ばれた者」です。私たち

が、すでに「イエス・キリストを信じます！」と思っているのであれば、そう思った瞬

間に、私たちはキリストと結ばれた者です。あるいは、「キリストと一体化している者」、

または「キリストと共に在る者」です。他にも色んな言い方が出来ると思いますが、キ

リストと共に歩んでいるお互いであること、これが私たちの立ち位置（ポジション）で

す。だから、皆さんが町中で、ツルヤさんかどこかで、「あなた、教会に行く前と今では

ちっとも変わらないじゃない？それでもクリスチャンなの？」と言われても、「そうよ！

私は教会に行く前の古い性質だけじゃなくて、今は新しい性質を心の中に持っているか

らクリスチャンなのよ！即ち、キリストと共に歩んでいるのよ！」と堂々と言ってあげ

てください。そこまで言うことが出来れば、立派に伝道と証をしたことになります。あ

とは、「だから、あなたも一緒に教会に行きましょ！」と言ってもらえれば、もうそれだ

けで結構です。その時に、ニコニコして「身も心も教会に行き始めてから豊かになった！」

という顔をして証をしてください。だから、「あぁ、虫歯が痛いなぁ！」とか「胃の調子

が悪いなぁ！」という時は無理しないほうがいいかも知れませんね。でも、大切なこと

は虫歯が痛かろうが、胃の調子が悪かろうが、イエスさまに繋がっているという確信を

持っていると、身体の調子が悪かろうとキリストを語ることが出来ますね。問題は、虫

歯が痛かろうが胃の調子が悪かろうが、キリストに繋がっている私たちは実を結ぶこと

の出来る性質を今、神さまから授けられているお互いであるということです。今日もお

読みしますが、イエスさまはヨハネ福音書 15:5 でこんなふうに述べています。「(ヨハ

15:5)わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしにつながっており、

わたしもその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。わたしを離れては、あ

なたがたは何もできないからである。」私たちがキリストから離れてしまえば何も出来な

いのです。逆に、キリストに結ばれていれば、虫歯が痛くても胃の調子が悪くてもここ

で、その痛みの中にも伴ってくださるのがイエス・キリストで、「キミね、歯が痛いんで

しょ？胃の調子が悪いんでしょ？じゃあ、今は無理しなさんな！」とおっしゃってくだ

さっているのです。そのように、私たちが「イエス・キリストを信じます！」と心の中

で信じたのであれば、すでに私たちはキリストに結ばれた者であり、キリストと共に在

る者であることを先ず憶えましょう。 

 

ネジは 

そのようにキリストと共に在る私たちのことを、パウロは 5 節で「霊に従って歩む者」

と言い、そうではない者のことを「肉に従って歩む者」と言っています。私はガラテヤ
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書を引用してお話をしました。「肉に従って歩む者」の特徴というのは、ガラテヤ書

5:19-21 では次のように述べています。「(ガラ:19)肉の業は明らかです。それは、姦淫、

わいせつ、好色、 (ガラ 5:20)偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、

不和、仲間争い、 (ガラ 5:21)ねたみ、泥酔、酒宴、その他このたぐいのものです。以

前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は、神

の国を受け継ぐことはできません。」そして、「霊に従って歩む者」の特徴は、そのあと

ガラテヤ書の続き、5:22-23 でパウロが次のように言います。「(ガラ 5:22)これに対し

て、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、 (ガラ 5:23) 柔

和、節制です。これらを禁じる掟はありません。」これが、キリストと一体化した人がつ

ける豊かな実のことを言っているのです。キリストと共にあり、キリストに結ばれて、

キリストに繋がっている人は、「霊の実を結ぶのだ！それは、愛であり、喜び、平和、寛

容、親切、善意、誠実、柔和、節制だ！」と言うのです。だから、私たちがクリスチャ

ンとして歩むには、あるいは、クリスチャンではなくても、これからもキリストに従っ

て歩むと言うのであれば、「自分は肉に従って歩む者なのか！」それとも、「自分は霊に

従って歩む者なのか！」、つまり自分の立っているポジションを、常に確認しながら歩む

必要があると思います。ここまでが先週まで学んで来たことです。 

 

たったの 

今日は、残りのロマ書 8:6-8 です。先ず今日は 6-7 節をご一緒にお読みしましょう。

「(6)肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。(7)なぜなら、肉の思いに

従う者は、神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従いえないのです。」

ここは、6 節まで言われて来たことのくり返しです。あるいは、まとめです。そして、

結論として最も大切なメッセージは次の 8 節です。ではご一緒に 8 節をお読みしましょ

う。「(8)肉の支配下にある者は、神に喜ばれるはずがありません。」この 8 節は極めて大

切な言葉です。ですから、このあと私が何回か「ハイ、8 節を読みましょう！」と言っ

たら、またご一緒に読んで下さい。いいですか。パウロは「肉の支配下にある者は、神

に喜ばれるはずがありません。」と、極めて大切なことを言っています。私が、もし聖地

旅行に行くことが出来たら、やってみたいことがあります。それは、エルサレムの祈り

の壁に行くと、いちばん最前列で祈っている人というのは厳格なユダヤ教徒のようです。

超正統派のユダヤ教徒です。彼らに私はいつかインタビューをしてみたいなぁ！と思っ

ているのです。どういうインタビューかと言うと、「ラビ！先生！ちょっとお伺いします

が、あなたは誰よりも最前列で熱心に立って、しかも厳格なユダヤ教徒ですから 1 日に

3 回もここでお祈りをしている。そのために仕事もしないで生活保護を受けながら祈っ

ていますね。そこまでして、とにかく熱心に祈っているようですが、何か手ごたえはあ

りましたか？」と。それをぜひやってみたい。でも、すでに越されてしまいました。あ
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る牧師が聖地旅行に行ったそうです。そして、同じように聴いたそうです。「あなたは、

これまでの生涯、ずっとこの壁で祈っていらっしゃったけど、何か手ごたえありました

か？」と聞いたそうです。すると彼はこう答えたそうです。「いいえ。まるで壁に向かっ

て祈っているようでした！」と。要するに、どんなに正統派と言われているようなユダ

ヤ教徒が、1 日に 3 回祈りの壁で祈るためにまともな仕事にも就かずに、生活保護を受

けながら祈り続けたわけですが、彼は「手ごたえが無い！」と言うわけです。つまり、

1 日 3 回必ず祈りの壁で祈らなければ救われない！という、即ち「〇〇しなければ救わ

れない！」という律法主義に生きる生き方ということは、「ハイ皆さん、8 節を読みまし

ょう！」「(8)肉の支配下にある者は、神に喜ばれるはずがありません。」だから逆に言う

と、パウロは、神さまに喜んで頂く方法は「キリストとの一体化なんだよ！キリストと

結ばれて生きることですよ！」ということを、この 8:1 以下で述べて来たのです。「聖霊

が内側に宿って、聖霊に身を委ねて生きて行く生き方が、神さまに喜ばれる生き方なの

ですよ！」と言っているのです。皆さんは、モルモン教を知っていますか？モルモン教

で有名なことはこれです。彼らは、カフェインの入ったお茶やコーヒー、炭酸飲料やア

ルコールを彼らは一切飲みません。それが彼らの律法なのです。モルモン教がいくらコ

ーヒーやお茶を辞めて死者のためのバプテスマをやったとしても、（ハイ 8 節です）「(8)

肉の支配下にある者は、神に喜ばれるはずがありません。」暑い炎天下で日傘を差しなが

ら、女性たちが個別訪問をしながらエホバの証人の本を配布して、いくら熱心に輸血を

拒んでも、（ハイ 8 節です）「(8)肉の支配下にある者は、神に喜ばれるはずがありません。」

セブンスデーアドヴェンチストの人たちが、いくら「肉・酒・タバコを禁止する！」と

言いながら、礼拝は土曜日にしなければいけない！と言い張っても、（ハイ 8 節です）「(8)

肉の支配下にある者は、神に喜ばれるはずがありません。」あるいは、イスラム圏に旅行

に行った人が、「イスラム教の人ってスゴイなぁ！お客さんを乗せていようがイスラム教

のバスの運転手やタクシーの運転手というのは、祈りの時間になると途中でバスや車を

止めて、床に段ボールを敷いて祈り始める！いやー信仰熱心だなぁ！自分たちも学ばな

きゃ！」と感動して、それを取り入れて熱心にやってみたところで、（ハイ 8 節です）「(8)

肉の支配下にある者は、神に喜ばれるはずがありません。」 

 

1 つ 

では、私たちはどうでしょうか。私たちが教会生活を送る上で、「あれをやっては行け

ない！これをしなければ救われない！」というように、自分なりの戒律をつくって、そ

れをクリスチャンライフに持ち込んではいないでしょうか。例えば、代表的なのは「教

会は酒もタバコもダメ」と決め込むこと。これ、根拠ないですよね。だから、自分の健

康のために努力目標としてガンバルのはいいけど、それを取り入れて熱心にやってみた

ところで、（ハイ 8 節です）「(8)肉の支配下にある者は、神に喜ばれるはずがありません。」
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クリスチャンとして歩むというのは、私たちが信じたいように信じるということではな

いのです。そうではなくて、クリスチャンとして生きるということは、私たちの「在り

方」が問われているのです。あなたは神さまに喜んで頂けるための「在り方」を持って

いますか？ということ。それはキリストとの一体化です。キリストと 1 つであるという

在り方です。キリストに結ばれているという在り方です。キリストと共に歩んでいると

いう在り方です。この、私たちのポジションを常に確認して歩んで行く必要があるので

す。「〇〇をしなければ！」という肉の歩みではなくて、「キリストと共に在る！」とい

う確認こそ、私たちを生かして行くのです。そんなに難しいことではないのです。「あな

た、最近どう？キリストと共にある？」と言われて、「あぁ、そ～言えば最近どうも律法

的だったなぁ！キリストと共に歩んでいることを忘れていたなぁ！」と自分を省みるこ

とがあれば、それで良いのです。あとは御言葉に打たれて神さまに耕してもらえばいい

のですから。 

 

だけ 

私の書斎の西側に小さな窓があります。横 30 ㎝ぐらい立て 120 ㎝ほどの小さな窓で

す。その窓は内側に網戸が入っていて、しかも壁から外側に斜めに飛び出した形になっ

ているので、開け閉めをするのにちょっと苦労をします。ある時に、夏の暑い日にその

窓を開けようと思っても、開かないのです。どうやっても開かない。最初は諦めたので

す。小さな窓だし、ここから入る風も知れている。そのぐらいのガマンは出来る！と思

って過ごして行くうちに、8 月になると猛烈に書斎が熱くなってきたわけです。いよい

よ、ガマンできなくなってその窓を壊してもいいから開けたくなった。もし壊れたら新

しい窓に入れ替えてもらおう！と思って思いっ切り開けようとしたわけです。でも、網

戸が邪魔をして力を入れようと思っても力が入らない。何回かやっているうちに、その

窓の下の窓枠の部分に小さなネジが落ちているのが見えたのです。でも、細い隙間なの

で簡単に取れそうもない。色々と考えて、マイナストライバーの先に業務用の両面テー

プを貼って、先ず右手で思いっ切り窓を開けられるだけ開けて、窓枠に隙間をつくった

ところで角材をつっかえ棒として差し込んで、少し無理をさせて隙間を大きくしたとこ

ろで両面テープを貼ったマイナスドライバーで無事に小さなネジを取り出したわけです。

そのネジは、その窓にアームがついていて、そのアームのネジだったのです。それでネ

ジも差し込んで窓を開けたら、サーッと風が入り込んで来たわけです。気持ち良かった

ですね。それまでは、中古の窓枠を探して自分で取り換えるか、時間が無ければ業者に

新しいものを付けてもらおう！と思っていたのです。でも、やってみたら何てことはな

い。たった 1 つの小さなネジだけでサーッ！と心地よい風が入って来たわけです。この

メッセージ用意していた時に、この書斎の窓枠事件を思い出したのでピーン！と来まし

たね。クリスチャンライフも同じだなぁ！と思うわけです。人によって様々でしょうけ
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ど、洗礼を受けて最初は聖霊の風が吹いて、聖霊の風に吹かれてそれなりに清潔な生活

を送ることが出来た。ところが、そのうちに全く開かずの扉になっちゃった。聖霊の風

が吹き込まなくなってしまって、ホコリが溜まってしまった。見た目には立派な窓です。

教会に行けば私たちは立派な窓（のような顔をしているの）です。では、どうすれば良

いのか。窓を全部そっくり取り換えなくてもいいのです。きっとネジが 1 つ外れている

だけなのです。そのネジが正しい位置にポン！と入ったら、その窓が開いて聖霊が吹き

込んで、また再び溜まったホコリを拭き去ってくれるのです。その小さなネジが大切な

のです。それが何かと言うと、「キリストと共に在る」ということ、「キリストに結ばれ

ているのだ！」という確信です。「あぁ、自分はキリストと共に十字架につき、キリスト

と共に蘇り、私の内側に御霊の風がいつも吹いているなぁ！」という所にピタ！と思い

が行った時に、窓が開いて、そして聖霊の風が吹いて来るのです。最近、「風が吹いて来

ないなぁ！」と思っている方、問題はそう多くないのです。律法主義に生きていなかっ

たかを確認しながら、「自分はキリストに結ばれている者なのだ！」というポジションを

確認してみてください。最近、風が吹いていないなぁ！と思って、皆さん、おウチの窓

を開けると、今は真冬ですから、家族の方に「おい、何やってるんだ！教会で変な教え

を聞いて来たのか？」と言われてしまうので気をつけてくださいね。これからも御言葉

によって信仰を前進させて行きましょう。自分が失ったネジは何なのか。そう多くは無

い。たった 1 つです。それは「キリストに結ばれた者である！」というポジションです。

そのポジションを確認しつつ、神さまに喜ばれる歩みをご一緒に歩んで参りましょう！  


