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イントロダクション	 	 

「教会論」を学びます	 	 

•･ 「教会」と言う言葉で、何をイメージしますか？	 	 

•･ あなたは教会の一員という理解がありますか？	 	 

•･ 高坂聖書フォーラム((或は、あなたが所属する群れ))は教会ですか？　どうして
そう言え�るのですか？	 	 

•･ 教会のリーダーは誰ですか？	 	 

•･ 牧師と信徒の関係はどのようなものでしょうか？	 	 

•･ 教会に所属しない信者がいてもいいと思いますか？	 	 !
クリスチャンであっても、「教会とは何か？」と問われると、明確な回答ができない方が

多いのではないでしょうか？　しかし、教会が何かがわかっていないというのは、信仰生

活において大きな誤解や問題を生じさせる原因となります。	 	 

高坂聖書フォーラムは、「教会」についてしっかり知っている教会になることを目指しま

す。 !
「教会」という言葉について	 	 

ギリシャ語では「エクレシア」と言います。eekk（oouutt	 	 ooff）＋kkaalleeoo（ttoo	 	 ccaallll）を合わせた

言葉で、「この世から呼び出された会衆」という意味になります。	 	 

つまり、この言葉の意味からまずわかることは、「教会」とは、信者のことであり、建物

のことではないということです。 !
二つの「教会」	 	 

新改訳の新約聖書で「教会」という言葉は、111122回登�場します。しかし、常に同じ「教

会」を指しているのではなく、２種類の「教会」を使い分けているのです。	 	 

その２種類とは、「普遍的教会」と「地域教会」です。	 	 

「普遍的教会（tthhee	 	 uunniivveerrssaall	 	 cchhuurrcchh）」というのは、教会時代に救われた信者全員のこ

とを指します。あなたが救われているのであれば、あなたは普遍的教会の一員です。そし

て、アメリカ人クリスチャンも、中国人クリスチャンも、ブラジル人クリスチャンも、真

の救いを得ている人は全員普遍的教会のメンバーです。また、今年救われた人も、11000000年

前に救われた人も、同じ普遍的教会のメンバーです。	 	 

一方、「地域教会（tthhee	 	 llooccaall	 	 cchhuurrcchh）」というのは、「○○○キリスト教会」というよ

うに、地域に置かれている教会のことです（建物ではありません！）。	 	 

普遍的教会と地域教会の最大の違いは、普遍的教会には、未信者は一人もいない、しかし

地域教会には、求道者もいれば、自称クリスチャンも含まれていることにあります。	 	 

 !
!
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次の聖句は、普遍的教会、地域教会のどちらを指していますか？ !
•･ ではわたしもあなたに言います。あなたはペテロです。わたしはこの岩の上にわたし

の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。（マタイ1166::1188）	 	 

•･ さて、アンテオケには、そこにある教会に、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、

クレネ人ルキオ、国主ヘロデの乳兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がい

た。（使徒1133::11）	 	 

•･ パウロは、ミレトからエペソに使いを送って、教会の長老たちを呼んだ。 
（使徒2200::1177))	 	 

•･教会はキリストのからだであり、いっさいのものをいっさいのものによって満たす方

の満ちておられるところです。（エペソ11::2233） !
教会についてのまとめ	 	 

ここまでのことをまとめましょう。	 	 

!
•･ 教会は「建物」ではなく「信者」のことである	 	 

•･ 教会（エクレシア）は「この世から呼び出された会衆」という意味がある	 	 

•･ 「普遍的教会」と「地域教会」がある	 	 

•･ 「普遍的教会」は、教会時代に救われた全ての信者を指す	 	 

•･ 「地域教会」は、それぞれの時代、地域に置かれた信者の集まりを指す	 	 

•･ 「地域教会」には、なんちゃって信徒も含まれている	 	 !
セミナーの進め方	 	 

以下のアウトラインで学びます。	 	 

１、普遍的教会	 	 

２、地域教会	 	 

３、長老（地域教会）	 	 

４、執事（地域教会）	 	 

５、信徒（地域教会）	 	 

６、懲戒（地域教会）	 	 !
以下の項目については「『教会』を知っている教会になろう２」で取り上げます。	 	 

洗礼について	 	 

聖餐式について	 	 

聖書的な献金について	 	 

教会とイスラエルの関係について	 	 

安息日と日曜日について 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１、普遍的教会	 	 

普遍的教会の「はじまり」と「終わり」	 	 

教会には、はじまりと終わりがあります。	 	 

【はじまり】イエス様昇天後、ペンテコステの日に聖霊が下った瞬間	 	 

【終わり】教会が携挙される時	 	 !
つまり、旧約時代の信徒と、大患難時代に救われる信徒、千年王国で救われる信徒は「教

会」ではないということです。	 	 

ただし、「教会」というシステム自体は、神により、初め（永遠の昔）から計画されてい

ました。しかし、イエス様の到来まで、人間には隠されていた「奥義」だったのです。 
（エペソ33::99、コロサイ11::2244--2266）	 	 

普遍的教会の「頭（あたま）」と「体（からだ）」	 	 

教会を人の体に例え�ると、頭はイエス様。私たちが体となります。	 	 

また、御子はそのからだである教会のかしらです。（コロサイ11::1188）	 	 

 
人は、体の一部分がなくても生きていける場合が多いです。しかし、頭がなければ、人は

生きることができません。教会の頭はキリストです。	 	 

しかし、頭だけの人間も、また生きてはいけません。私たち一人一人は、体の各器官を担っ

ています。	 	 

大ぜいいる私たちも、キリストにあって一つのからだであり、ひとりひとり互いに器

官なのです。((ローマ1122::55))	 	 

私たちの司令塔はイエス様です。イエス様抜きでは、教会は成り立ちません。	 	 

普遍的教会の「ユダヤ人」と「異邦人」	 	 

普遍的教会というのは、信者の集まりのことであることは確認しました。その普遍的教会

の中には、ユダヤ人信者と異邦人信者の両者が存在しています。	 	 

キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ちこわし、

ご自分の肉において、敵意を廃棄された方です。敵意とは、さまざまの規定から成り

立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しいひ

とりの人に造り上げて、平和を実現するためであり、また、両者を一

つのからだとして、十字架によって神と和解させるためなのです。敵

意は十字架によって葬り去られました。（エペソ22::1144--1166） !
「隔ての壁」「敵意」「さまざまな規定から成り立っている戒めの律

法」は、全てモーセの律法を指しています。旧約時代は、モーセの律

法が、ユダヤ人と異邦人の隔ての壁となっていたのです。	 	 

しかし、イエス様の十字架により、モーセの律法は成就（破棄）され、

ユダヤ人と異邦人が、「新しい一人の人」となる道が開かれました。

これが、教会です。	 	 
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普遍的教会の「礎石」と「土台」	 	 

さて、普遍的教会の一員である私たちは、どのような教え�の上に

立てばよいのでしょう？パウロは、そのことを建物（家）のイメー

ジで教え�てくれています。	 	 

あなたがたは使徒と預言者という土台の上に建てられており、キ

リスト・イエスご自身がその礎石です。この方にあって、組み合

わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、

このキリストにあって、あなたがたもともに建てられ、御霊によっ

て神の御住まいとなるのです。（エペソ22::2200--2222） !

!
パウロは、教会の土台の「礎石」はキリストであると言いました。そして、礎石を中心と

して置かれて行く石が、使徒と預言者だと言うのです。つまり、教会というのは、キリス

トの教え�を礎石とし、使徒と新約時代の預言者たちの教え�の上に建てられると語っていま

す。 !
普遍的教会の「役割」と「目的」	 	 

普遍的教会の役割、目的を簡単に紹介しておきましょう。	 	 

①伝道	 	 

特に初代教会においては、異邦人への伝道が命じられています。	 	 

神が初めに、どのように異邦人を顧みて、その中から御名をもって呼ばれる民をお召

しになったかは、シメオンが説明したとおりです。（使徒1155::1144） !
終末論的に言え�ば、神が選んだ異邦人が全員救われることが、メシア再臨の前提条件です	 	 

その奥義とは、イスラエル人の一部がかたくなになったのは異邦人の完成のなる時ま

でであり、こうして、イスラエルはみな救われる、ということです。((ローマ1111::2255--

2266))	 	 

②ユダヤ人にねたみを起こさせる	 	 

これは、多くのキリスト教会（異邦人信者）が見落としていることです。	 	 

では、尋ねましょう。彼ら（ユダヤ人）がつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。

絶対にそんなことはありません。かえ�って、彼らの違反によって、救いが異邦人に及

んだのです。それは、イスラエルにねたみを起こさせるためです。（ローマ1111::1111）	 	 

■ミニコーナー「石の土台」

当時の家は、石の土台の上に建てられます。石は様々な形ですから、できるだけ

形の合う石を捜して、安定するように置いて行く必要があります。四方から置い

て行くと、当然うまくいきませんから、まずは最初の１つの石を置きます。これ

を「礎石（tthhee	 	 cchhiieeff	 	 ccoorrnneerr	 	 ssttoonnee）」と言います。礎石を中心として、石を四

方に向けて置いて行く時に、揺らぐ事のない土台となっていくのです。ただし、

礎石が失われると、全体が崩れてしまう可能性もある。これが当時の建物の土台

です。
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ユダヤ人に「あの異邦人は、どうして我々の聖書で神を語るんだ！」というねたみを引き

起こさせること。これが異邦人信者の大切な役割です。	 	 

「ねたみ」という言葉は、ギリシャ語で「パラーゼイラオウ」となります。「パラ」は寄

り添うという意味、ゼイラオウは「火をつける」という意味です。	 	 

つまり、彼らと寄り添うという前提が必要です。キリスト教会の歴史は、ユダヤ人に寄り

添ってねたみを起こさせるのではなく、ユダヤ人を追放して怒りを起こさせてきました。

反ユダヤ主義は、神が定めた「教会」の在り方に反しています。	 	 

③世に神の豊かな知恵を示す	 	 

これは、今、天にある支配と権威とに対して、教会を通して、神の豊かな知恵が示さ

れるためであって、私たちの主キリスト・イエスにおいて成し遂げられた神の永遠の

ご計画によることです。（エペソ33::1100--1111）	 	 

	 	 「天にある支配と権威」とは、堕天使たちの支配のことです（参照エペソ66::1122）。この

地は今、サタンと悪霊の支配下に置かれています。その世の中に、神の素晴らしい恵みと

愛と知恵を知らせることが教会の役割です。	 	 

④神の臨在の場となる	 	 

私たち信者の内側には、神ご自身が住んで下さいます。同時に、先ほど読んだエペソ22::2200--

2222によれば、「教会」という有機体の中にも、神が住んでおられることがわかります。	 	 

⑤神の栄光をあらわすため	 	 

どうか、私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべて

を越え�て豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリスト・イエスにより、

栄光が、世々にわたって、とこしえ�までありますように。アーメン。（エペソ33::2200--

2211）	 	 

普遍的教会の「携挙」と「その後」	 	 

携挙	 	 

•･ 教会時代に選ばれている異邦人が全て救われると、教会が「携挙」されます。	 	 

•･ 携挙はいつ起こるかわかりません。今日か？　110000年後か？　わかりません。	 	 

•･ 挙げられるのは「教会」のみですから、旧約時代の信徒は対象外です。	 	 

•･ 普遍的教会のメンバーで、すでに肉体の死を通過した人が先発です。	 	 

•･ 死を通過せずに、その時点で生きていた人が後発です。	 	 

•･ 参照：第一テサロニケ44::1133--1188	 	 

その後	 	 

•･ 「キリストのさばきの座」で、働きの量に応じたご褒美をいただきます。 
	 	 	 	 Ⅱコリント55::1100、Ⅰコリント33::1100--1155	 	 

•･ メシアと教会が結婚します。黙示録1199::66--99	 	 

•･ メシアの再臨によりはじまる千年王国で、メシアと共同統治をします。 
　黙示録2200::44--66	 	 

•･ 千年王国の後には、永遠の御国、新しいエルサレムで、神とともに住みます。 
　黙示録2211::11--2222::55　 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２、地域教会	 	 

地域教会の定義	 	 

実は、新約聖書には明確な定義は書かれていません。しかし、地域教会への言及を調べる

と次の事が言え�ます。	 	 

地域教会は、メシアを信じ、洗礼を受けた人々の集まりである。	 	 

洗礼は救いの条件ではありません。しかし、洗礼を受けていないクリスチャンの例は、初

代教会には見られません。	 	 

地域教会は、長老と執事の指導の下に、組織化された人々の集まりである。	 	 

教会が生まれると、すぐに長老が任命され、組織化されています（使徒1144::2233）。	 	 

地域教会は、神の御心を求め、実行する人々の集まりである。	 	 

神が教会に求めている「御心」とは、大宣教命令の実行、洗礼と聖餐式の実行、礼拝・交

わり・みことばの学びの提供、聖霊の賜物の行使、メシアのからだの建て上げを行うこと

です。	 	 

明確な指示や教え�がないもの	 	 

礼拝を行う曜日、あつまる頻度、聖餐式の頻度、礼拝プログラム、奉仕を実施するための

仕組みなどについては、明確な指示はありません。地域教会ごとによいと思われる方法で

構いません。 !
地域教会の役割	 	 

地域教会の主な役割として、以下の項目があげられます。	 	 

①聖書を教え�る	 	 

地域教会は、聖書を正しく教え�、神の計画の全貌を教え�ます。	 	 

聖書はすべて、神の霊感によるもので、教え�と戒めと矯正と義の訓練とのために有益

です。（Ⅱテモテ33::1166）（その他：使徒22::4422,,1111::2266）	 	 

②共同体としての祈りをささげる	 	 

地域教会は、個人的な祈りとは別に、共同体として一致して祈り、神の導きを求めます。	 	 

こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために、神に熱心に祈り続け

ていた。（使徒1122::55）（その他：使徒22::4422,,44::3311,,1122::1122）	 	 

③聖礼典を実行する	 	 

地域教会は、洗礼と聖餐式を実行します。 
（使徒22::4411--4422,,2200::77、Ⅰコリント1111::2233--2299）	 	 

!
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④霊的賜物を行使する	 	 

信者には一人一人に聖霊の賜物が与え�られています（詳しくは、高坂聖書フォーラムセミ

ナー「ジェントルマンのエスコート」を参照）。聖霊の賜物が与え�られているのは、キリ

ストの体である教会を建て上げるためです。 
（Ⅰコリント1122--1144章）	 	 

⑤罪を犯している人を戒める	 	 

地域教会は、罪を犯している仲間を、その人の回復を目的として正しく戒めます。 
（後のアウトラインで学びます）（Ⅰコリ55::11--1133,,Ⅱテサロニケ33::1144--1155,,Ⅰテモテ55::2200）	 	 

⑥宣教師を派遣する	 	 

地域教会は、大宣教命令に従い、宣教師を派遣します。	 	 

この知らせが、エルサレムにある教会に聞こえ�たので、彼らはバルナバをアンテオケ

に派遣した。（使徒1111::2222）（その他、使徒1133::11--44）	 	 

⑦貧者の援助、特に信者の中で困っている人への援助を行います	 	 

地域教会は、信仰の具体的な形の一つとして、愛の実践を行います。	 	 

父なる神の御前できよく汚れのない宗教は、孤児や、やもめたちが困っているときに

世話をし、この世から自分をきよく守ることです。（ヤコブ11::2277） 
	 	 （その他、使徒66::11--66、Ⅱコリント88::44--77,,Ⅰテモテ55::1166）	 	 

⑧キリストの弟子を育成します	 	 

地域教会は、信者を訓練し、神の言葉に精通するまで育成します。	 	 

イエスは近づいて来て、彼らにこう言われた。「わたしには天においても、地におい

ても、いっさいの権威が与え�られています。それゆえ�、あなたがたは行って、あらゆ

る国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授

け、また、わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教

え�なさい。見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。

（マタイ2288::1188--2200）	 	 

⑨善を行う	 	 

地域教会は、善を行います。特に信仰の家族に対して善を行います。	 	 

善を行なうのに飽いてはいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ること

になります。ですから、私たちは、機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信

仰の家族の人たちに善を行ないましょう。（ガラテヤ66::99--1100）	 	 

⑩神をあがめる	 	 

地域教会は、神の御名をあがめます。	 	 

それは、私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、主イエスの御

名があなたがたの間であがめられ、あなたがたも主にあって栄光を受けるためです。

（Ⅱテサロニケ11::1122）（その他、ローマ1155::66,,99、エペソ33::2211、Ⅰペテロ44::11 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３、長老	 	 

これ以降も地域教会について学んでいきますが、項目を絞った、より詳細な内容になりま

す。ここでは長老について学んで行きましょう。 !
はじめに　ー教会の指導者ー	 	 

新約聖書には、地域教会の指導者の存在がはっきりと書かれています。また、指導者には

「長老」と「執事」の２種類があることが記されています。 
（使徒1111::2299--3300,,1144::2233,,1155::11--4411、2200::1177、ピリピ11::11、テトス11::55、ロマ1122::88）	 	 

これらの職務は、だれにでもできるわけではありません。その務めにふさわしい霊的賜物

を持っている必要があります。	 	 

「長老」「執事」の職務は、教会運営のために行使されるものであり、教会外の事柄には、

この職責は有効とはなりません。 !
「長老」という用語	 	 

新改訳聖書では「長老」と「監督」という役職が出てきますが、これは一つの役職を現し

ていることが、以下の記事からわかります。 !
パウロはあるとき、エペソ教会の長老を呼び出します。	 	 

パウロは、ミレトからエペソに使いを送って、教会の長老たちを呼んだ。 
（使徒2200::1177）	 	 

その長老たちにこう語ります。	 	 

あなたがたは自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は、神がご自身の血を

もって買い取られた神の教会を牧させるために、あなたがたを群れの監督にお立てに

なったのです。（使徒2200::2288） !
ちなみに、ギリシャ語ではこうなります。	 	 

長老　pprreessbbuutteerrooss	 	 【英語：eellddeerr（年長の）】	 	 

監督　eeppiissccooppooss　【英語：eeppiissccooppaall／bbiisshhoopp（監督、主教）】	 	 !
長老は一人ではよろしくない	 	 

各地域教会に、長老が複数いることが聖書的です。 
　（使徒1144::2233,,2200::1177、ピリピ11::11、テトス11::55、ヤコブ55::1144）	 	 

長老がひとりの場合、教会がカルト化する危険性があります。複数の長老がいることによっ

て、チェック機能が働きます。	 	 

!
!
!
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長老の種類と必要な賜物	 	 

長老／監督は、２つの役職があると考え�られます。	 	 

みことばを教え�る長老	 	 

いわゆる「牧師」と呼ばれる人です。この職に就く人は、「教え�る賜物」「牧師の賜物」

「指導する賜物」を有している必要があると思われます。（詳しくは、高坂聖書フォーラ

ムセミナー「ジェントルマンのエスコート」を参照）	 	 

管理的役割の長老	 	 

いわゆる「長老」とか「役員」という立場の人です。この職に就く人は「指導する賜物」

を有している必要があると思われます。	 	 

!
どちらの長老も、複数いる必要があります。また、長老の中には、各地域教会を巡回する

働きをする人もいます。（Ⅰペテロ55::11、Ⅱヨハネ11、Ⅲヨハネ11）	 	 

よく指導の任に当たっている長老は、二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。

みことばと教え�のためにほねおっている長老は特にそうです。（Ⅰテモテ55::1177） !
長老の役割	 	 

以下が、長老の主な役割です。 !
•･ 統治する（Ⅰテモテ33::44--55,,55::1177、Ⅰテサロニケ55::1122）	 	 

•･ 監督する（Ⅰテモテ33::11,,55::11--33）	 	 

•･ 群れを養う（使徒2200::2288,,Ⅰペテロ55::22）	 	 

•･ 正しい教理を守る（テトス11::99,,使徒1155::11--66,,1155::2222--2299,,1166::44,,ヘブル1133::1177）	 	 

•･ 病気の信徒からの依頼で、油を塗る（ヤコブ55::1144--1155）	 	 

•･ 教会の会計管理をする（使徒1111::2277--3300）	 	 !

■ミニコーナー「紀元１世紀の地域教会」

パウロは各地の教会に手紙を書いていますね。たとえ�ば「エペソ教会」という

と、皆さんは「エペソキリスト教会」という看板と十字架が掲げられた教会堂を

思い浮かべるかもしれません。	 	 

しかし、教会は建物ではないことは既に確認しましたね。そして、当時の教会は

ほとんどが家の教会であったと思われます。誰かが自宅を開放して、そこに人が

集まっていたのです。	 	 

エペソには、いくつもの家の教会があったと思われます。それらの集合体が「エ

ペソ教会」という一つの地域教会だったのです。ですから、エペソ教会全体で見

ると、当然複数の長老がいたでしょうが、一つの家の教会に、複数の長老がいた

かどうかは議論の余地があります（おそらく長老一人の家の教会も多かったでし

ょう）。	 	 

聖書フォーラムネットワークは、全体として一つの地域教会というイメージを持

ち、各フォーラムを「家の教会」と位置づけています。
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長老の資格	 	 

では、どういう人が長老職に就く事ができるのでしょう？　必要な霊的賜物については既

に語りましたので、ここでは具体的な資格について学びます。これは、パウロが弟子のテ

モテとテトスに書き送ったガイドラインです。 !
テモテへの手紙33::11--77	 	 

「人がもし監督の職につきたいと思うなら、それはすばらしい仕事を求めることであ

る」ということばは真実です。	 	 

ですから、監督はこういう人でなければなりません。すなわち、①非難されるところ

がなく、②ひとりの妻の夫であり、③自分を制し、④慎み深く、⑤品位があり、⑥よ

くもてなし、⑦教え�る能力があり、⑧酒飲みでなく、⑨暴力をふるわず、⑩温和で、

⑪争わず、⑫金銭に無欲で、⑬自分の家庭をよく治め、十分な威厳をもって子どもを

従わせている人です。――自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の
教会の世話をすることができるでしょう――	 	 

また、⑭信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって、悪魔と同じ

さばきを受けることにならないためです。また、⑮教会外の人々にも評判の良い人で

なければいけません。そしりを受け、悪魔のわなに陥らないためです。	 	 

テトス11::55--99	 	 

私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また、私が

指図したように、町ごとに長老たちを任命するためでした。	 	 

それには、その人が、①非難されるところがなく、②ひとりの妻の夫であり、⑬その

子どもは不品行を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件で

す。監督は神の家の管理者として、①非難されるところのない者であるべきです。③

わがままでなく、③短気でなく、⑧酒飲みでなく、⑨⑪けんか好きでなく、⑫不正な

利を求めず、かえ�って、⑥旅人をよくもてなし、⑰善を愛し、④慎み深く、①正しく、

④敬虔で、③自制心があり、⑯教え�にかなった信頼すべきみことばを、しっかりと守っ

ていなければなりません。それは健全な教え�をもって励ましたり、反対する人たちを

正したりすることができるためです。	 	 

!
上記のみことばから、以下の項目に当てはまる人が、長老にふさわしいと言え�ます !
①非難されるところがない人／正しい人	 	 

②ひとりの妻の夫（既婚男性）	 	 

③自分を制する人／わがままでなく短気でない人	 	 

④慎み深い人／敬虔な人	 	 

⑤品位がある人	 	 

⑥よくもてなす人：特に旅人を	 	 

⑦教え�る能力がある人：霊的賜物	 	 

⑧酒飲みでない人：酒に支配されない人という意味。飲酒は禁じられていない	 	 

⑨暴力をふるわない人	 	 

⑩温和な人	 	 

⑪争わない人／けんか好きでない人	 	 

⑫金銭に無欲な人／不正な利を求めない人	 	 
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!
⑬家庭をよくおさめている人／威厳をもって子どもを従わせている人。 
　（よって、子どもが不品行ではなく、反抗的でない）	 	 

⑭信者になったばかりでない人	 	 

⑮教会外でも評判のいい人	 	 

⑯みことばをしっかり守っている人	 	 !
いかがでしょうか？　結構ハードルが高いですよね。これは、長老に任命する時点で、こ

の条件を満たしているかをはかるもので、その人の過去の信仰、素行などはいっさい関係

ありません。	 	 

よく長老（牧師、役員）が問題を起こす場合がありますが、それは、この基準によって選

択されていない結果起こっている場合が多いでしょう。	 	 

!
長老の任命	 	 

他の長老によって任命される	 	 

会衆による選挙ではなく、他の長老によって任命されます。((テトス11::55)) 
よって、他の長老たちは、候補者を慎重に吟味する必要があります。	 	 

また、だれにでも軽々しく按手をしてはいけません。（Ⅰテモテ55::2222）	 	 

任命の方法は「按手」	 	 

そこで彼らは、断食と祈りをして、ふたりの上に手を置いてから、送り出した。（使

徒1133::33）	 	 

!
長老の権威と境界線	 	 

長老の権威	 	 

教会内の事項に関して、長老は権威を持ちます。例え�ば…	 	 

宣教師の派遣、宣教団体の支援について	 	 

礼拝メッセージや礼拝プログラムについて	 	 

聖餐式の頻度について	 	 

教会学校の教科内容や運営について	 	 

 
権威の境界線	 	 

長老が権威を持つのは教会内の事項のみで、教会外での信徒の生活については、なんの権

威も持ちません。	 	 

長老が、信徒の結婚相手を決めるのは間違っています	 	 

長老が、信徒の職業を決めることは間違っています。	 	 

長老が、信徒の住まいを決めることは間違っています。	 	 !!
「教会」を知っている教会になろう１　　������1111



!
女性牧師について	 	 

さきほど学んだ「長老の資格」の中に、「②ひとりの妻の夫（既婚男性）」という条件が

書いてありました。ということは、女性の長老、女性牧師って、認められていないの!!??	 	 

 
皆さんはどう思いますか？　ここでは、女性牧師が聖書的かどうかを考え�てみましょう。 !

女性牧師についての論争	 	 

今日も、女性牧師の是非については、大いに議論されています。論争の背景にあるのは、

「民主主義」と「社会における女性の地位の向上」の思想です。男女同権が当然の現在、

女性が牧師になれないなんて、時代錯誤はなはだしいというわけです。	 	 

しかし、結論から言いますと、聖書は女性牧師を認めていません。 !
女は、静かにして、よく従う心をもって教え�を受けなさい。私は、女が教え�たり男を

支配したりすることを許しません。ただ、静かにしていなさい。アダムが初めに造ら

れ、次にエバが造られたからです。また、アダムは惑わされなかったが、女は惑わさ

れてしまい、あやまちを犯しました。（Ⅰテモテ22::1111--1144）	 	 

!
聖書は、女性が教会で教え�たり、男性に権威をふるうことを禁じています。つまり、女性

牧師を禁じているということになります。	 	 

!
!
次に、女性牧師を擁護するいくつかの立場を紹介し、それが聖書的かどうかを検証してみ

ましょう。	 	 

!
①当時の女性は無学だった説	 	 

初代教会の時代、女性は一般的には教育を受けていませんでした。そのためパウロは女性

が教え�る事を禁じたと主張します。現在は、女性も教育を受けているのでOOKKだ、という説

です。	 	 

【反論１】Ⅰテモテ22章は、教育が問題になっている文脈ではない。	 	 

【反論２】Ⅰテモテは、教会時代の普遍的教え�である。	 	 

【反論３】イエス様の弟子たちは、無学だったはず！（使徒44::1133）	 	 !
②パウロはエペソ教会の女性牧師を禁じているだけ説	 	 

テモテはエペソ教会の牧師でした。エペソはアルテミス神殿で知られる偶像崇拝の町で、

アルテミス礼拝では女性が権威を持っていました。だからパウロは、エペソ教会に限って

は女性はだめだと言ったという説です。	 	 

【反論１】Ⅰテモテは、アルテミス礼拝のことなど全くふれていない。	 	 

【反論２】Ⅰテモテは、教会時代の普遍的教え�である。	 	 !!
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③旧約聖書には女性指導者が出てくるじゃないか説	 	 

旧約聖書には、モーセの姉ミリアム、女士師デボラ、女預言者フルダらの、指導者的な立

場の人が登�場します。だから、女性牧師もOOKKだろうという説です。	 	 

【反論１】ミリアムが指導者だったとは書かれていない。	 	 

【反論２】デボラは唯一の女士師、フルダは唯一の女預言者。どちらも例外的
な人である。	 	 

【反論３】なによりも、旧約時代と現在では、ディスペンセーションが違う。	 	 !
④新約聖書には女性指導者が出てくるじゃないか説	 	 

新約聖書には、プリスキラ（使徒1188章）、フィベ（ロ--マ1166::11）という人が登�場します。

だから、女牧師もOOKKだろうという説です。	 	 

【反論１】プリスキラは、教会の長老であったとは書かれていません。夫とと
もにパウロを助けたり、アポロに助言をしました。	 	 

【反論２】フィベは執事の可能性はありますが、長老ではありません（後で説
明します）	 	 !

沈黙の勧め	 	 

教会では、妻たち（女性たち）は沈黙するように勧められています。	 	 

 
聖徒たちのすべての教会で行なわれているように、教会では、妻たちは黙っていなさ

い。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように、服従しなさい。もし何

かを学びたければ、家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは、妻にとってはふ

さわしくないことです。Ⅰコリント1144::3333--3355 !
•･ 一言も話すな、という意味ではありません！	 	 

•･ 語られるメッセージに、質問したり、反論したり、意見することが禁じられて
います。	 	 

•･ 賛美をするなという意味でもありません。	 	 

•･ 祈りや、聖書朗読の奉仕を女性が行うことは、グレーゾーンです。	 	 

•･ Ⅰテモテの言葉と照らし合わせると、女性は静かに、よく従う心を持って教え�
を受けるべきで、聖書を教え�ることが特に禁じられています。	 	 !

このことを受け止めるためには、女性がどのような存在として造られたかを確認すること

が大切です。以下のみことばを参照して下さい。	 	 

エペソ55::2222--2244、テトス22::55、Ⅰペテロ33::11--66（妻に対して語られていますが、女性に対

しての語りかけと受け取ってよいと思います）	 	 

!
以上のことから、聖書的には女性牧師を容認することはできません。ただし、日本におい

ても女性牧師は大勢います。決して批判や否定をせず、神様が正しい理解に導いて下さる

ように祈り求めるべきです。これは非常にデリケートな問題ですので、軽はずみな言動は

慎むべきだと個人的には考え�ます。	 	 

!
!
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地域教会における女性の役割	 	 

では、地域教会における女性の役割はどこにあるでしょうか？ 
 
テトス22::33--55では、女性が女性に信仰者としての在り方を教え�ることが許されています。	 	 

また、聖霊の賜物は、男性のみに限定されているものではありませんので、教え�る賜物な

どを頂いている女性も大勢います。	 	 

聖書以外の分野において、女性が教え�ることが禁じられているわけではありません。誤解

のないように！　また、大宣教命令は、男性にのみ与え�られている命令ではありません。

いただいている賜物に従い、キリストの体の一部として、忠実に主の働きをすることが、

男性にも女性にも求められています。	 	 

権威ある神の言葉を伝え�るというこの点において、聖書は賜物を持った男性の働きと位置

づけているのです。神様は人間を男と女に分けて造られました。互いの役割を認識し歩む

時に、地域教会がより豊かな群れとして成長していくことでしょう。	 	 

!
!
!
 !

４、執事	 	 

!
執事とは？	 	 

聖霊降臨後スタートしたエルサレム教会は、爆発的な信徒の増加で混乱が生じました。そ

こで使徒たちは、補佐的な役割を担う７人の人を選びました。彼らが初めての「執事」で

す。使徒たちは７人に手を置き任命しました。（使徒66::11--66）	 	 

用語	 	 

執事は、ギリシャ語で「ddiiaakkoonnooss」と言い、「しもべ」という意味です。 
（Ⅰコリント33::55、Ⅱコリント66::33、エペソ33::77、コロサイ11::2233、Ⅰテモテ11::1122）	 	 

長老の援助者です	 	 

執事は長老がみことばの解き明かしに専念できるように援助します。	 	 

執事が教会運営に関する決定権を持つのは聖書的ではありません。	 	 

しかし執事は、教会が行う諸活動の責任を持ちます。	 	 

病院訪問、信徒の家庭訪問などは、執事の仕事です。	 	 

執事には、権威は与え�られていません。	 	 

!
!
!
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執事の資格	 	 

執事の資格については、パウロがテモテに書き送っています。	 	 

Ⅰテモテ33::88--1133	 	 

執事もまたこういう人でなければなりません。①謹厳で、②二枚舌を使わず、③大酒

飲みでなく、④不正な利をむさぼらず、⑤きよい良心をもって信仰の奥義を保ってい

る人です。まず審査を受けさせなさい。そして、非難される点がなければ、執事の職

につかせなさい。	 	 

婦人執事も、威厳があり、悪口を言わず、自分を制し、すべてに忠実な人でなければ

なりません。	 	 

執事は、⑥ひとりの妻の夫であって、⑦子どもと家庭をよく治める人でなければなり

ません。というのは、執事の務めをりっぱに果たした人は、良い地歩を占め、また、

キリスト・イエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。	 	 

!
このみことばから、以下の項目に当てはまる人が、執事にふさわしいと言え�ます。 !
①謹厳な人（軽はずみでなく、まじめである）	 	 

②二枚舌を使わない人（嘘を言う、言っていることがコロコロ変わる）	 	 

③大酒のみでない人（小酒のみはOOKK!!??）	 	 

④不正の利をむさぼらない人	 	 

⑤きよい良心で、信仰生活を送っている人	 	 

⑥ひとりの妻の夫である人（既婚男性）	 	 

⑦子どもと家庭をよく治めている人	 	 !
女性執事の可能性	 	 

パウロはテモテに「ひとりの妻の夫である人」と言っていますので、これを採用するなら

ば、女性執事の可能性は否定されます。	 	 

しかしパウロはフィベという女性に、ローマ人への手紙を運ぶ奉仕を依頼しますが、その

手紙の中でフィベは執事と紹介されています。	 	 

ケンクレヤにある教会の執事で、私たちの姉妹であるフィベを、あなたがたに推薦し

ます。（ローマ1166::11）	 	 

「執事」という言葉は「奉仕者」とも訳せます。単に奉仕者としてフィベを紹介している

のか、あるいは、正式な執事としているかは、断定的なことはいえ�ません。	 	 

よって、女性執事に関してはグレーゾーンです。地域教会においてしっかりとガイドライ

ンを引くならば、認めてもよいかもしれません。	 	 

執事の任命	 	 

執事の任命は、長老の任命と全く同じです。つまり、長老によって選出され、按手により

任命されます。よって、執事が執事を選出することはできません。	 	 

!
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５、信徒（羊飼いに導かれる羊の使命）	 	 

長老、執事という教会の指導者について学びました。次に、それ以外の信徒に求められて

いる事を確認しておきましょう。信徒には、羊飼い（指導者）に導かれる羊としての使命

が与え�られています。	 	 

指導者に従う	 	 

兄弟たちよ。あなたがたに勧めます。ご承知のように、ステパナの家族は、アカヤの

初穂であって、聖徒たちのために熱心に奉仕してくれました。	 	 

あなたがたは、このような人たちに、また、ともに働き、労しているすべての人たち

に服従しなさい。（Ⅰコリント1166::1155--1166）	 	 

ここから、会衆派的教会運営、民主主義的教会運営が、聖書的でないことがわかります。 !
指導者を重んじ、愛をもって尊敬を払う	 	 

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。その務めのゆえ�に、愛をもって深

い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。（Ⅰテサロニケ55::1122--1133） 
 !

みことばを教え�る長老に特に尊敬を払う	 	 

よく指導の任に当たっている長老は、二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。

みことばと教え�のためにほねおっている長老は特にそうです。聖書に「穀物をこなし

ている牛に、くつこを掛けてはいけない」、また「働き手が報酬を受けることは当然

である」と言われているからです。（Ⅰテモテ55::1177--1188）	 	 

「二重の尊敬」とは「二倍の報酬」という意味があります。みことばを教え�る長老が、教

会から給与を受けとることが認められています。	 	 

!

■ミニコーナー「聖書フォーラムネットワークの長老と執事」

各聖書フォーラムに「リーダー」「サブリーダー」が置かれていますが、これ

は、「長老」と「執事」ではありません。	 	 

聖書塾を卒業し、聖書フォーラムのリーダーとしての実績のある男性が、５人委

員会（５名の長老）により選出され、按手を受けることで、長老となります。	 	 

聖書塾を卒業し、聖書フォーラムのリーダー（サブリーダー）としての実績のあ

る人（男女問わず）が、５人委員会により選出され、按手を受けることで、執事

となります。	 	 

現状では執事は全員女性です。執事が長老を援助する「しもべ」であることを考

え�、女性が「しもべ」として奉仕をするのは聖書的であるという視点から、女性

執事を認めているということです。
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長老に対する訴え�は、ふたりか三人の証人が必要	 	 

長老に対する訴え�は、ふたりか三人の証人がなければ、受理してはいけません。 
（Ⅰテモテ55::1199）	 	 

長老は公の目にさらされるので、批判や嫉妬を受けやすいもの。それゆえ�、複数の証人を

立てた上で訴え�ることが求められています。	 	 

Ⅰペテロ55::55--66より	 	 

同じように、若い人たちよ。長老たちに従いなさい。みな互いに謙遜を身に着けなさ

い。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与え�られるからです。ですから、

あなたがたは、神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神が、ちょうど良い時に、

あなたがたを高くしてくださるためです。	 	 

「若い人」は年齢的なことではなく信徒のことです。信徒の謙遜は、長老への従順によっ

て示されます。長老に従い、神の御手にへりくだる。そういう人は神の時に、高くあげら

れると約束されています。	 	 

!
!

６、懲戒	 	 

教会は、イエス様により救いをいただいた者たちの集まりです。私たちの罪は、イエス様

によりあがなわれましたので、神様は私たちの罪を責めることはありません。	 	 

しかし教会は、罪を犯している兄弟に対して、懲戒を執行するように命じられています。	 	 

まず、いくつかの前提を確認しましょう。	 	 

•･ 懲戒は同じ地域教会に所属する信者に対して行うものです。	 	 

•･ 信者が罪を犯したら、全て懲戒せよ、ということではありません。	 	 

•･ 懲戒は正しいルールに則って行うものです。	 	 

•･ 懲戒を執行する目的は、兄弟の信仰の回復です	 	 !
懲戒の対象となる７つの事例	 	 

聖書は以下の７つの事例の時に、懲戒を行うように命じています。	 	 

①兄弟が、あなたに対して罪を犯したとき　マタイ1188::1155--1177	 	 

これは、基本的には個人的レベルでの解決が求められている。	 	 

②長老が訴え�られたときⅠテモテ55::1199--2200	 	 

長老に対する訴え�は、ふたりか三人の証人が必要です。	 	 

③あやまちに陥っている兄弟に対して　ガラテヤ66::11	 	 

これは、習慣的な罪ではなく、不用意に犯した罪を想定している。	 	 

!
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④怠惰な生活をしている兄弟に対して　Ⅱテサロニケ33::66	 	 

「再臨が近いから仕事はしなくてもいい」という考え�が横行していたのがテサロニケ教会

です。	 	 

⑤偽教師に対して　Ⅰテモテ11::55--2200,,Ⅱテモテ22::1177--1188	 	 

偽教師に対する対応は厳しいものがあります。責められた教師は、悔い改めるか、教会を

去るかの二択です。	 	 

!
⑥分派や分裂をおこす兄弟に対して　ローマ1166::1177--1188、テトス33::99--1111	 	 

ここでの分派は、偽りの教理を教え�るというものです。教会に偽の教理が入り込んだら、

長老は正しく対処をする必要があります。	 	 

⑦不品行な兄弟に対して　Ⅰコリント55::99--1133	 	 

パウロは「外部の人ではなく、教会の兄弟が不品行な罪を犯した場合だよ」と念を押して

います。不品行とは、貪欲、偶像崇拝、人をそしる者、酒に酔うもの、略奪する者をも含

んでいます。	 	 

!
懲戒の手順	 	 

懲戒の手順に関しては、イエス様が完璧かつ丁寧に教え�て下さいました。全ての懲戒は、

この手順で行われるべきです。	 	 

マタイ1188::1155--2200	 	 

また、もし、あなたの兄弟が罪を犯したなら、行って、①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。もし聞き入れないなら、②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。それでもなお、③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。④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。	 	 

まことに、あなたがたに告げます。何でもあなたがたが地上でつなぐなら、それは天にお

いてもつながれており、あなたがたが地上で解くなら、それは天においても解かれている

のです。まことに、あなたがたにもう一度、告げます。もし、あなたがたのうちふたりが、

どんな事でも、地上で心を一つにして祈るなら、天におられるわたしの父は、それをかな

え�てくださいます。ふたりでも三人でも、わたしの名において集まる所には、わたしもそ

の中にいるからです。」	 	 

sstteepp11　わたし	 	 対　罪を犯した兄弟	 	 

もし教会の仲間が罪を犯していることがわかったら、まずは、あなたがその人を呼び出し

て、ふたりだけで話し合いなさいと言われています。罪を犯している人に、その罪を指摘

することは荷が重いですね。しかし、同じ体の一部が痛んでいるのに、放っておくことは

できません。愛をもって、その人の罪を指摘するのならば、多くの場合、その人の内に罪

が示され、悔い改めに導かれるでしょう。	 	 

このsstteeppで解決することが理想ですし、実際にはほとんどの場合、このsstteeppで解決すると

思います。この場合、兄弟の罪を知っているのはあなただけです。兄弟が悔い改めたので

あれば、あなたは、一生その罪を忘れたことにする決心をしましょう。神様がその兄弟の

罪を忘れたことにして下さったのですから。	 	 
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sstteepp22　わたし＋１〜２人	 	 対　罪を犯した兄弟	 	 

sstteepp11で解決できない場合には、他に一人かふたり、証人を立てます。当然のことです

が、同じ地域教会のメンバーを選ぶべきで、基本的には、長老、執事、リーダー、サブリー

ダーなどの立場の人に依頼すべきです。	 	 

目的は、罪を犯した兄弟の回復です。目的が断罪にならないように注意したいものです。

断罪が目的になったときに、今度はあなたが「罪を犯した兄弟」になってしまいます。特

に３対１という数的有利？になりますので、兄弟を責めてしまいがち。イエスさまが、そ

の場に共にいることを忘れないで、愛をもって兄弟の罪を指摘しましょう。 !
sstteepp33　教会	 	 対　罪を犯した兄弟	 	 

このsstteeppに進む事がないことを願います。sstteepp22を経ても、兄弟が悔い改めに導かれない

場合には、地域教会のメンバーにこれを伝え�、悔い改めを迫ります。この時に、未信者、

求道者を、話し合いの席に招かないようにして下さい。	 	 

sstteepp２と同様に、兄弟の悔い改め、回復が目的です。時には、時間をかけて説得すること

も必要でしょう。自分の体の一部が痛んでいることを覚え�、祈りつつ、愛をもって取り組

みましょう。 !
sstteepp44　除名	 	 

sstteepp11--33までが、罪を犯した兄弟に与え�られた恵みの要素（猶予）です。しかし、sstteepp33に

進んでも、悔い改めることをしない場合には、除名処分にします。	 	 

 !
除名処分の意味	 	 

除名処分にするということは、教会の名簿から名前を消すという、生易しいものではあり

ません。	 	 

「彼を異邦人か取税人のように扱いなさい」と、イエス様が言われました。これは、絶交

を意味します。除名された人と交流する事は禁止です。除名処分の痛みを軽減してはいけ

ません。	 	 

そして、教会から除名されるということは、「キリストの体から除かれる」ことを意味し、

通常の信徒には起こらないことが起こります。	 	 

!
あなたがたの間に不品行があるということが言われています。しかもそれは、異邦人

の中にもないほどの不品行で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それな

のに、あなたがたは誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行ないをしてい

る者をあなたがたの中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。	 	 

私のほうでは、からだはそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じ

ように、そのような行ないをした者を主イエスの御名によってすでにさばきました。

あなたがたが集まったときに、私も、霊においてともにおり、私たちの主イエスの権

能をもって、このような者をサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされる

ためですが、それによって彼の霊が主｛イエス｝の日に救われるためです。 
Ⅰコリント55::11--55	 	 

!
!
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!
除名された人は、 !

①教会の傘下（キリストの内）からサタンの支配下に置かれます。	 	 

②サタンから来る病を経験します。	 	 

③その人の死期は、サタンによって決められます。	 	 

④しかし、その人の霊は救われます。	 	 !
私たちは、罪の恐ろしさを知らなければなりません。神である方がその性質を捨て、恥ず

かしめを受け、死ぬという代償を払わなければ、私たちが罪の滅びから救われないほど、

罪は恐ろしいものです。愛する兄弟を愛をもって回復に導く大切さを知り、しかし、時に

は厳しい決断をしなければならないということを知っておきましょう。教会内の罪を放置

したときに、コリント教会は罪が蔓延していきました。	 	 

!
!

おわりに	 	 

!
教会論の学びは、いかがでしたか？　イントロダクションで、次の言葉を書きました。	 	 

!
クリスチャンであっても、「教会とは何か？」と問われると、明確な回答ができない方が

多いのではないでしょうか？　しかし、教会が何かがわかっていないというのは、信仰生

活において大きな誤解や問題を生じさせる原因となります。	 	 

高坂聖書フォーラムは、「教会」についてしっかり知っている教会になることを目指しま

す。	 	 

!
学んでみて、「教会」に対する理解が深まったでしょうか？　この理解が深まると、信仰

生活がより深まっていくことと思います。	 	 

皆さんは今日「教会論」という組織神学の一部門を学びました。しかし、その全部を網羅

したわけではありません。「洗礼」「聖餐式」「献金」「教会とイスラエルの関係」「安

息日と日曜日について」などの教会論の諸項目は、今回は扱いませんでした。また別の機

会に学ぶことにしましょう。	 	 

 
このテキストは、全面的に「ハーベスト聖書塾」のテキストを参考に制作しています。高

坂聖書フォーラムのセミナーを通して、神学を学ぶ意欲がますます起こされて、聖書塾で

学ぶ方が起こされることも願っています。	 	 

 
今回のセミナーレベルは「唐辛子３つ／HHAARRDD」でした。途中で眠くなったり、別世界に旅

立った方も多いでしょうね。時間があるときに、見直し、聞き直してみて下さい。クリス

チャンとして絶対的に必要な内容の学びです。	 	 

主にあって、教会の一員にしていただいたことを感謝して、主の喜ばれる歩みを続けて行

きましょうね！　感謝!!!!	 	 

!
22001144年66月1188日　上野有
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