
2020.09.27 他の人への接し方（新約聖書：テモテへの手紙第一 5 章 1節から 6 節）

https://www.youtube.com/watch?v=JNZHmqULBDQ

『他の人への接し方』おはようございます、 日曜日の朝の聖書の学びにようこそ。現在、テモテへの手

紙第一を学んでますが、 今日は第５章です。テモテへの手紙第一の、節ごとの学びにおいて、 私たち

は第４章を終えました。オンラインで参加されている方も、 ここにいらっしゃる皆さんも、まだでした

ら、 テモテへの手紙第一、５章をお開き下さい。１節から 16 節までです。始める前に案内ですが、 私

たちは新しいウエブサイト ”jdfarag.org” を立ち上げようとしています。直接メールを送っていただ

いても、 会員登録はできません。ウエブページの一番下に、 メールアドレスを入力する場所がありま

す。アドレスを入力しても、 登録確認は届きません。しかし、メールを入力されれば、登録済で、 通

知が届き始めるようになっています。この件では、 皆さんの忍耐に感謝します。これについて、皆さん

に お祈りいただけると有難いです。このサイトが、動画や、言うまでもなく 聖書預言アップデートの

ためだけでなく、 もっと色んな点で定番サイトに なることを期待しています。主のみこころであれば、

それがもっと 対話的なものになることも期待しています。jdfarag.org です。 ちなみにリンクは、この

動画の下あります。URL に入力して、jdfarag.com に行き着くのではなく、jdfarag.com に行くのではな

く、jdfarag.org に移動するには この動画の下の説明蘭にある、リンク(jdfarag.org)をクリックすると、

そのサイトに移動します。 そこでメールアドレスを登録すると、 会員登録通知が届くようになります。

それでは、 御言葉、 テモテへの手紙第一、5 章に入りましょう。1節からです。 御心にかなえば 16 節

まで進みましょう。可能な方はお立ち下さい。 御無理なら、座ったままで結構です。私が読みますので、

追いてきて下さい。聖霊に導かれた使徒パウロは、 テモテへ第 1 節でこう言っています。

テモテへの手紙第一 5 章

1 年配の男の人を叱ってはいけません。 むしろ、父親に対するように勧めなさい。若い人には兄弟に対

するように、

2 年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、 真に純粋な心で勧めな

さい。

3 やもめの中の本当のやもめを大事にしなさい。

4 しもし、やもめに子どもか孫がいるなら、まずその人たちに、自分の家の人に敬愛を示して、 親の恩

に報いることを学ばせなさい。それが神の御前に喜ばれることです。

5 身寄りのない本当のやもめは、望みを神に置いて、夜昼、絶えず神に願いと祈りをささげていますが、

6 自堕落な生活をしているやもめは、 生きてはいても死んでいるのです。

つまり、自堕落生きているのであれば、 彼女の内面では死んでいるということです。

7 彼女たちが非難されることのないように、 これらのことも命じなさい。

8 もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人が いるなら、その人は信仰を否定しているのであって、

不信者よりも劣っているのです。

9 やもめとして名簿に載せるのは、 六十歳未満ではなく、一人の夫の妻であった人で、

10 良い行いによって認められている人、 すなわち、子どもを育て、旅人をもてなし、聖徒の足を洗い、

困っている人を助けるなど、 すべての良いわざに励んだ人にしなさい。

11 若いやもめの登録は断りなさい。彼女たちは、キリストに背いて情欲にかられると、 結婚したがり、

初めの誓いを捨ててしまったと 非難を受けることになるからです。

13 そのうえ、怠けて、 家々を歩き回ることを覚えます。ただ怠けるだけでなく、 うわさ話やおせっか

いをして、話さなくてよいことまで話すのです。

14 ですから、私が願うのは、若いやもめは結婚し、 子を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会をい

っさい与えないことです。

15 すでに道を踏み外し、サタンの後に ついて行ったやもめたちがいるからです。

https://www.youtube.com/watch?v=JNZHmqULBDQ


16 もし信者である女の人に、 やもめの身内がいるなら、その人がそのやもめを助けて、 教会に負担を

かけないようにしなさい。そうすれば、教会は本当のやもめを 助けることができます。

これは自明なことだと思います。 祈りをして終わることができますね。駄目ですか？ じゃあ、お祈り

しましょう。祈る必要があります。 祈りましょう。ああ、主よ、今日の私たちの前にあるこの節は、理

由があってここにあるのを、知っています。理由があり、教えがあって、叱責があり、 それが神の息吹

でなければ、 どんな聖句もそこにはありません。主よ、私たちは理由があって 御言葉がここにあるこ

とを知っています。そして今、聖霊により、 その理由が何であるかを見る目を与え、私たちに下さろう

としている 指示を受ける心をお与えください。主よ、この節の御言葉を通して、 私たちの生活に語り

かけてくださいますように。イエス様の御名によって。 アーメン、アーメン。

御着席ください。 ありがとうございました。今日はお互いの接し方について お話したいと思います。

そしてもっと重要なのは、主の側にあったて、 お互いにどれだけ真剣に接しているか、 ということで

す。聖書は、私たちが互いに愛し合い、 互いに親切にすることについて、 数多い聖句で満ちているの

です。パウロの、コリント教会への手紙について 考えてみます。彼らがしていたことはあまりにも深刻

で、 彼らの扱いが虐待と言うべきか、実際にコリントの信者の何人かは 文字通り命を落としていまし

た。神様は、深刻にとらえておられます。イエス様は、 私たちがどのように他の人に接するかが、イエ

スの弟子であるかどうかを 人々が知るためのリトマステストになると 言われました。それは、私たち

の 他人への愛によるものでしょう。間違えないでください。世は、私たちが他の人に どのように接す

るかを見ています。そして、彼らは非常に注意深く見ています。使徒パウロは、私たちは生きた伝道者

であると 言っています。何を意味しているか分かりますか? 私たちの人生は、人が読む手紙のような

ものだ ということです。私たちのクリスチャン生活の手紙を 読んでくれています。私の人生の手紙で

いったい何を見つけるのでしょう? 他人への接し方で、 愛情ある人と見られているのでしょうか？

さて、今日私たちの前にある御言葉は、特に若い牧師のテモテに関連して、 人々への接し方について詳

しく書かれています。教会の文脈の中で高齢者、若い人、男性、女性。テモテは本当に、大きな問題や 問

題児を相手にしているようですね。どこの教会にも問題はありますが.... いや、あなた方ではありませ

ん！ 他の教会の話しです。 ただただひどい、ひどい問題を起こす人。問題のない教会を望むなら、 人

のいない教会が必要だと言われています。完璧な教会を探していると、 言っているのを聞いたことがあ

ると思います。そうなんですか？。この教会の会員になるな、 教会に来ないほうがいい。 なぜなら、

あなたがダメになるから。結局のところ、教会って何ですか? 罪人で構成されているのか？ 実際、第

一礼拝の後にある兄弟と話していました。教会は罪人のための病院であって、 聖人を飾ったショールー

ムではありません。ああ、そのように反応をしてくれて嬉しいです。私たちはみな罪人です。 そうでし

ょう。まあ、とにかく要点は伝わったと思います。今日は、この一節を教える準備をして祈っています。

私たちが他人をどう扱うかについて、 主が、私に具体的に 話させたいのだと感じています。私たちが

他人に対してどのように振る舞うか、 特に家族や教会の兄弟姉妹の中で、 他人に対してどのように振

る舞うかということです。私は四つ見つけました。 もっとあるかもしれませんが。最初のものは１節と

２節にあります。それは、”Be”、キーワードで、 Be Respectful（敬虔であれ）とあります。私たち

が親しく Beatitudes（八福の教え） と呼んでいるものを思い浮かべます。”Do-attitudes”、”やる

気”ではないことに 気がつきましたか？ いいえ、それは "Be-attitudes "です。言葉遊びだとはを知

っていますが、 それは "あるがままの姿 "のことであって、 振る舞いを”する "ことではありません。

これが私たちであり、 どうあるべきかの姿です。敬意を払ってください。現代で言うところの、「敬意

を示しなさい」です。ここでパウロはテモテに言っています。 年上の男に暴言を吐いたり 厳しくした

りするのではなく、自分の父親と同じように、 敬意をもって彼に接しなさい。そして、彼はさらに、テ

モテに、若い男性を兄弟のように、 年上の女性を母親のように扱うように指示し、ここでは、若い女性

を、 絶対的な純粋さを持った 姉妹として扱うように指示します。聞いてください、キリストにある私

の愛する姉妹。 ちょっと時間をください。男性の方に話す必要があります。女性への接し方には、 非



常に気をつけないといけませんね。あなたは、彼女たちは神の娘であることを 理解していますか? そ

れは、すべてを変えてしまいます。私には娘がいます。...アプリもあります。私はこのことで娘と話し

ました。 今から事前に準備しています。娘はまだ 13 歳ですが、彼女がデートを始め、 40 歳になり、再

臨が遅れてたなら、娘のためのデートアプリを入手します。かなり長いです。 記入可能な PDF ファイル

で、オンラインでできます。約 50 ページの長さです。アプリに数々の設問があり、そのうちの一つが、”

あなたは狩猟が好きですか?”銃が怖いですか？ というか、それ、娘なんだけどね。私の娘を虐待しな

いで....あなたは、重大な危険にさらされるでしょう! そして、私は地上の父です。私の娘が学校から

帰ってきたときのこと、 私は決して忘れません。これは彼女がまだに幼いときでした。彼女は泣いてい

たので、 私は何が起こったのかと心配しました。娘は、彼らが私に意地悪だと言う。 私は、「誰が？」

「どこに住んでいる?」私が彼らを見つけた、その時には....天の御父はどうでしょうか。それは神の娘

です。ちなみに皆さんは、キリストの妹です。それについて考えてみてください。で、そのような扱い

をするでしょうか？ このリストの 1節と 2 節で、 パウロが言っていることの共通点は 何だか分かり

ますか？ 尊敬の念を持つことです。特に年上の人には敬意を示しましょう。そして、それが問題です

よね? 年配の私たちは、いつもこのことを話したり、 嘆いたりしています。“嘆き”、不平を言うの

に便利な霊的言葉ですね。聖なる響きだから使ってます。嘆いている。 いや、実際は文句を言っている

のです。私は、この世代について文句を言っているのです。最近の子供たちは、年長者に敬意を払いま

せん。その理由はわかっています。若者は、年上の経験豊富な人を見ても、見習いたいとは思わないの

です。尊敬の念がありません。これが実は、中東の今日までの文化的活力でした。私は、大人になって

も忘れられません。子供の頃、父が部屋に入ってきた時、 アラブ人の家族は皆立ち上りました。彼が年

長者だったから尊敬の念を込めてね。彼が特別な人間だったからでなく、 ただ年長者だったからです。

そうやって年長者たちに接するのです。ちなみに、ハワイにも、 私の勘違いでなければ、年長者に関す

るハワイの文化は、 数多くありますよね。年長者に尊敬の念があります。ところで、これはレビ記 19

章 32 節ですが、「あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければな

らない。 わたしは主である。」問題はこうです。若いとき、 あなたは何でも知っていると思い、自分

より年上の者は、 何も分かっていないと思っている。私が 14 歳の少年だった頃、父は無知で、 その老

人がそばにいることに耐えられなかったと。しかし、私が 21 歳になったとき、私はその老人が 7 年間で

どれだけ学んだかに驚きました。これは結構真実味がありますよね？ さて、注意しなければならない

のは、 この章の 20 節で、テモテは、実際に罪を犯している長老を 叱責するように指示されています。

今、このことを指摘するのは、私たちが誰かを叱責するだけでなく、公の場で 叱責しなければならない

こともあるからです。パウロはこのことをテトスにも述べています。テトスへの手紙 2章 15 節。 「あ

なたは、これらのことを 十分な権威をもって語り、勧め、戒めなさい。だれにも軽んじられてはいけま

せん。」

箴言 27 章 6 節。 私は最近、特に木曜日の夜の学びで、 伝道者の書を通して、 このことについて話し

ています。おそらく聖書の中で最も軽視され、 重要視されていない節の一つだと思います。「愛する者

が傷つけるのは誠実による。 憎む者は多くの口づけでもてなす。」と言います。つまり、友人であれば、

私が聞きたいことではなく、 聞くべき事を教えてくれるのです。それで私が 傷つくことになったとし

てもです。まあ、嫌われたくないので、 非難はしないけどね。逆らうつもりはありません。

Facebook でブロックしないでほしい...。それは愛ではありません。あなたは私の友でなく、実際は、敵

です。なぜなら、私が、敵の聞きたいことを伝えるだけで、 聞く必要のあることを教えるのを拒否する

からです。私は、真実を聞きたいのです。私が分かったことは、 最初、誰かが本当のことを教えてくれ

る......そして、 常に愛情をもって真実を話します。愛があるからこそ、あなたの言葉はいつも、 優

雅に調味されたものでありたいと願うのです。あなたが、何を言うかではなく、 何を、どのように言う

かなのです。優しく、敬意を払い、親切に、 愛情を持ってください。私は、ガラテヤ人への手書 第 6

章の箇所を考えます。パウロは、「過ちに陥った兄弟を正そうとするとき、彼は、柔和な心でその人を



正し、 自分自身も誘惑に陥らないよう気をつけなさい。」 と言ってます。しかし、優しく、丁重に、

愛情を込めて、 親切にその人を正してください。あなたは、つねに愛情深くあらねばいけません。愛を

もって真実を語ると、 最初は逆恨みされるかもしれませんが、しかし、最終的には受け入れられるでし

ょう。逆に、それは双方に働きます。誰かがあなたにお世辞を言って、 あなたのが聞きたいことを言う

とき、うわー、 どうもありがとうございます。他に何か気付いたことは？ 言って、教えて....ある話

を思い出します。 誰かが、自分自身について延々と話し続けそして、止む。

そして、言う。 あなたは私については十分に知っている、 十分話した。あなたの番だ..... 私につい

て話せ。すべては自分のためェ♫〜 ”とんでも三位一体”、知ってますよね？ 自分の、自身の、私の、

自分のことしか考えていない。最初は、誰かにお世辞を言ってもらったり、 聞きたいことを言ってもら

ったりするのが ありがたいのかもしれません。しかし、最終的には 恨むことになると断言します。な

ぜ私に真実を話さなかったのか？ なぜ、関係を危険にさらしてでも、 私の人生に真実を話さなかった

のか? 私のことは気にかけず、 自分のことだけを気にしているに違いない。それは愛ではなく、自己

愛です。あなたが本当に私を愛しているなら、 それが私を傷つけても、私に真実を話すでしょう。それ

が、私を愛していることを示します。私は妻が、本当に私を とても愛していることを知っています。毎

日、一日中、妻は、私を愛してくれてます。 彼女は本当に私を愛しています。 私はとても愛されてい

ます。因みに、これは木曜の夜にシェアしたものです。 しかしもう一度にシェアするのが適切だと考え

ます。何年も前、本土で、キリストにある 二人の兄弟の関係が、ある状況に陥りました。本当に兄弟を

愛し、気にかけていた一人の兄弟は、 関係を危険にさらして彼に立ち向かい、彼に立ち向かい、叱責し

ました。 愛情をこめて。...彼はそのコストを考えました。彼は、少なくとも最初は、 関係、友情を犠

牲にするだろうと知っていました。そして確かに、彼は真実を話しました。 彼は敬意をもってそうしま

した。もう一方の兄弟は、それを受け入れません。 実際には、正反対のことが起こりました。つまり、

争いになったのです。この愛をもって忠告した兄弟が、 相手に、酷い暴力を振るわれたのです。他の人

も 、 「いったい愛はどこあるのだ？」「どうしてそんなことができるだ?」 「冗談だろう?」「私は、

この人を愛しているのです。」私は、彼のことを気にかけていた。「誰かが、何かを言わなければなら

なかったんだ。」それから、もう一人の兄弟が、 （私はこれを決して忘れませんが...）加わり、うわ

ぉー、あなたは十分に気遣いっていました。 彼に真実を話すほど、彼を愛していたのですね。私たちは

大きな誤りを行っていると思います。私たちが、愛ある忠告の受け取る側の特権を 与えられるべきであ

るときに、 それは、再び両方に作用します。それは、彼らがあなたを 愛していることを意味します。

つまり彼らは、あなたに忠告するために、 十分の気遣いしていることを意味します。憐れむべきは、 そ

こまで愛してくれる人がいない人です。関係を危険にさらしてまで、彼を叱責する人がいないことです。

繰り返しになりますが、問題を起こさないためには、 常に、常に、常に、敬意を払うことです。常に敬

意を払ってください。私たちがあかしする中、 他の人と福音を分かち合うなかでも、とても無礼なこと

をしていると思います。私たちは、とても失礼だと思います。先走ってしまいそうですが、これについ

ては、後ほど説明します。第二番目、 「助けとなりなさい」（３節から６節）。さて、ここでパウロが

言うことは、 いくつかの理由で興味深いものですが、パウロが、本当に助けを必要としている人々に、

その資格を与えているということです。つまり、ここでかなり具体的になります。あまり気分の良くな

いものです。 うぉーと言いたくなるほど、

私は未亡人で 59 歳半だから、 リストには載らないの？ 駄目！うわー。 愛はどこにあるのだ? 最初に

読んだときには、 愛がないと思われるかもしれませんが、実際には、助けなくてもいい人たちがいます。

それは、パウロがここで強調している、 家族に相談ができる人たちです。あなたが踏み込んで、 行く

べき家族を持っている誰かを、助けるとき、彼らに責任放棄をさせます。それが、彼らへの要求だから

です。彼らは義務を負っています。 そしてまたしても、文化的な要請もあります。ちょっと説明させて

ください。十戒の第五戒。「あなたの父と母を敬え。あなたの神、 主が与えようとしているその土地で、

あなたの日々が長く続くようにするためである。」私が、キングジェイムズ聖書で 暗記してるのが分か



るでしょう。両親の影響です。ちなみに、何種類かの翻訳と、 二つの異なる言語で引用することもでき

ますよ。あなたはその、”敬え” (Honor)という言葉を 知っていますか? Honor (敬え) 、それは金融

用語です。honorarium（謝礼金）という言葉が出てきます。中東では、子供たちが経済的に両親の面倒

をみます。私の子供の頃に育った、アメリカでの事ですが、私の叔父は、私の祖母と祖父の家を 私の母

の側に建てました。母の両親のために、 建てたのは、母の弟です。私の叔父は、彼の母親と父親のため

に 彼の家の隣に家を建てました。なぜなら、中東では、 父母を老人ホームには入れないからです。親

を尊敬し、大切にしているんです。そんなつもりで言ったのではありません。 何人かは、ああ、いやだ！

ってなってるから...それは、文化的なものです。両親を大切にし、尊敬し、援助する。それは、あなた

の責任なのです。それはあなたへの要求です。 援助することを命ぜられているのです。ここでパウロは、

それに線を引いてます。もし未亡人や父を持たない人が、 本当に助けを必要としているならば、助ける

家族がいないならば、 援助するように命じています。これは、ヤコブが 1 章 27 節で述べているもので

す。「父である神の御前できよく汚れのない宗教とは、孤児ややもめたちが困っているときに世話をし、

この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです。」それは純粋で、汚れのない宗教です。誰か宗教

的な人と話をしたいとき、これがその定義です。彼らは、他に世話をしてくれる者がいない 未亡人や孤

児の世話をする人たちです。それは、教会が彼らのお世話をするときです。これは初代教会でも問題に

なっていたことで、 使徒の働き第 6 章にあります。1 節から 4 節までを読みます。

使徒の働き第 6 章

1 そのころ、弟子の数が増えるにつれて、ギリシア語を使うユダヤ人たちから、 ヘブル語を使うユダヤ

人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのやもめたちが、毎日の配給において なおざりにされていたか

らである。

さあ、この光景を頭に浮かべてみてください。初代教会では、未亡人のための食糧配給が 毎日行われて

いました。これらは真の未亡人であり、 教会からの助けを受ける資格がある人たちです。どうやら、問

題が出ていたようです。 いさかいがあり、その問題に対処する 必要がありました。

なぜならこれらの未亡人の一部が、 他の者を犠牲にして見落とされていたからです。

2 そこで、十二人は弟子たち全員を呼び集めて こう言った。『私たちが神のことばを後回しにして、 食

卓のことに仕えるのは良くありません。

3 そこで、兄弟たち。あなたがたの中から、御霊と 知恵に満ちた、評判の良い人たちを七人選びなさい。

彼らは、聖霊で満たされなければならない。その人たちにこの務めを任せることにして、ー

4 私たちは祈りと、 みことばの奉仕に専念します。』

パウロがテモテに言及しているのは 興味深いことではないでしょうか。これらの必要性は、 場合によ

っては真の必要性の要件を 満たしていないこともありますが、すでに重荷を背負っている教会にとって

は、 さらに重荷となる可能性があるのです。なぜなら、教会が全てだとしたら 何がおろそかになるの

か？ 祈りと御言葉。御言葉を教えることです。次に、３つ目です。７節から１０節になります。私は

理由があって、この表現を選びました。 その理由はすぐに分かると思います。「役に立つ」ここでパウ

ロは、 経済的な助けを必要としている人たちの資格について、 さらに詳しく説明しています。彼は露

骨に言い始め、これはつまり、 面と向かって言っているのです。

「もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、 その人は信仰を否定しているのであっ

て、…そして、それで十分ではく、 …不信じゃよりも劣っているのです。」 （Ⅰテモテ５:８）

どうですか？素敵な午後を過ごしてください。その後、彼は再び未亡人のことを扱っており彼は彼女た

ちの必要条件を上げている次の節で、 さらに露骨に語っています。これらの若い女性は、 明らかに結

婚していた。彼女たちの夫は早すぎる死に直面した。あなたは何をしているのですか？ さて、彼はこ

のことを扱っていきます。それは最後の、11 節から 16 節になります。 「注意深く」私が考えた、最も

重大な問題の一つは何かと聞かれるなら、今日の教会で最も重大な問題ではないにしても、 これはその

一つであるはずです。どういう意味か説明することを、 お許しくださればと願います。ここでパウロは、



家から家へおせっかいをしている これらの若い女性について話しています。どうやら、彼女たちは暇を

持て余していて、 彼は怠け者だと呼んでいます。さて、これらは私たちが今日では、 あまり使わない

語彙です。最後に誰かを「おせっかい焼き」と呼んだのはいつですか？ もしあなたが使っていたなら、

人々はきっと「いつの時代ですか？」 と言うようにあなたを見るでしょう。または、「怠け者」はどう

ですか？なまけもの（アイドラー）？「私の車はアイドリングしていません。」「何を言ってるの?」「ど

ういう意味ですか？」どうやら、 問題が発生していたようです。そして、そこのエペソにある教会にい

るテモテにとって、 それは重大な問題でした。彼女たちは、暇を持て余していた。彼女たちは暇を持て

余していて、 他人の仕事に干渉し、おせっかいを焼いていた。彼女たちは「ねぇ、○○聞いた？」と、

忙しくしていた。彼女たちは家から家に歩き回り、うわさ話をしています。彼女らは噂を広め、”悪臭”

を話しています。彼女たちは、あまりにも暇を持て余していた。彼女たちは怠け者であり、パウロはそ

れに対処しています。間違いなく、「暇な手は悪魔の仕事場」 という表現を聞いたことがるでしょう。

繰り返しますが、 私たちの時代には、あまり聞かないフレーズです。若い人たちのために、再び敬意を

もって、失礼のないように、説明させて下さい。私たちの時代に戻って、あの時代に戻って…「怠け者

であること、暇があることは、悪魔の作業場だ」 これは、こういう意味です。「悪魔はあなたの怠惰に

魅力を感じる。」あなたがそこに座っているとき、彼は抵抗できません。 「あぁ…怠惰…！」そこに敵

がいて、「いいだろう、忙しくよう！」「彼女を、おせっかい焼きにしよう。」私はこれに行きつきた

かたのです。私はこのための時間を残しました。 なぜなら、私がこれを話さなければ、 大きな過ちを

犯すことになると思うからです。「ソーシャルメディア」大丈夫でしょうか？ 少し待ちましょう。私

はあなたに突っ込むことはしたくありません。 あなたのフェイスブックににも。...しかし、私は言う

べきことを 言わなければなりません。それは使徒パウロがテモテに言っていることです。もし、使徒パ

ウロが今日ゲストスピーカーだったら？ まず第一に、それってどれほどすごいでしょうか？ あぁ、私

はソーシャルメディアのいたるところで、「私のゲストスピーカーは誰だと思う？」ダメですか？プラ

イドですね。分かってます。しかし、ただ説明のために、描写のためにと 言っておきましょう。もし私

たちが今日、 ゲストスピーカーとして使徒パウロがいたとすれば、彼は何と言うでしょうか？ 私は彼

が、ここでテモテに言っているのと 同じことを言うと思います。そして、彼はソーシャルメディアへの

投稿について話したでしょう。まず第一に、私は少しこれを言っても良いですか？ これはパウロではあ

りません。すぐにパウロに戻ります。私はすぐに、彼にマイクを渡しますから。こう言っても良いでし

ょうか？ 「どこに時間があるのですか？」あなたには、多くの時間があるに違いありません。あなたは

ソーシャルメディアに どのくらいの時間を費やしていますか? まあ、もしかしたら私は挑戦的になり

たいのかもしれませんが、質問してもいいですか？これは真剣に。 私は敬意を払いたいです。愛をもっ

て、こう言いたいのです。どんな変化かというと、ほとんど瞬時に、 あなたの生活の変化に気づくでし

ょう。あなたがソーシャルメディアに費やしている時間を、 ほんの少し、祈りや御言葉の時間とするな

ら？ 私はあなたに挑発しているのではありません。神は私の心をご存じです。 私はあなたを見下して

言っているのではなく、私はあなたに向かって話しているのではありません。私はただ、あなたに正直

でいたいだけです。私は自分の人生のためにも、自分自身に語っています。つまり...あなたに、それだ

けの時間があるとき、...繰り返しますが…ただ言ってみただけです…多くのクリスチャンが言うでしょ

う、 「あぁ、私はあまりにも忙しいです。」ほんとですか？「ええ、私は忙しすぎて御言葉を読む時間

がない。 忙しすぎて、祈る時間もない。」私に言わせてもらえば、 「あなたは忙しすぎて、それをし

ない。」きっと、私たちはそれ以上答えを求める必要はありません。なぜ私たちの生活がこれほど混乱

の状態にあるのかを。私はどうもこの 13 節が離れません。パウロが、 怠け者の習慣に陥ると言ってい

る箇所です。それは習慣的なのです。私たちはもうこんなことしませんが。私たちは隣人さえ知りませ

ん。私たちは 15 年間そこに住んでいても、隣人を知りません。しかし、その時代に戻って、 彼女たち

は家から家へと歩きまわっています。 これを更新しても良いですか？「ページから次のページへと、ス

クロールしている。」また、怠け者になるだけでなく、おせっかいにもなります。パウロが言ったこと



に気づきましたか？これは私ではありません。 私はここでパウロにマイクを渡しています。「彼女たち

はくだらない話をしている。」ナンセンス。ナンセンスとはどんな意味か分かりますか？ナンセンス、

つまり、意味をなさないということ。それは愚かだと！「私は言っただろう、それは愚かだと！」愚か

なこと。ナンセンス/ 無意味。これは今日、書かれる可能性があります。 それをアップデートする必

要はありません。私がそれを更新しなければならない唯一のものは、彼らがすべきではない「物事を投

稿する」という言葉です。まぁ、そんな目で私を見ている方もいるので、 私を例に出しましょう。「あ

あ、おせっかいな牧師だ。あなたはおせっかいだ。」私はメールや投稿を未送信または未投稿すれば良

かったと 思ったことが何度もありました。あんなこと言うべきでなかったと。あんなこと投稿するべき

でなかったと。

パウロはこう言います。

「御霊によって歩みなさい。 そうすれば肉の欲望を満たすことはありません。」（ガラテヤ 5:16 参照）

それが本当に何を意味するのか 疑問に思ったことがありますか?「御霊によって歩むってどんな感じ？」

分かった、御霊によって歩もう…（歩き出す）私は御霊によって歩んでいるでしょうか？ どういう意味

ですか？ カメラすみません、戻ってきました。それがどういう意味か知っていますか？ 御霊の中で

とても忙しくなれば、 肉のために費やす時間はありません。それはこんな感じです。 肉がここにいて

「おーい！」と言っている。「ここを出で行きなさい。私には時間がない。 私は御霊の中で忙しすぎぎ

る。」「私は御霊と同調している。」「御霊の中で忙しく歩み、生き、 御霊に満ち溢れている。」「食

欲がない。時間がない。」「私には味がなく、興味がない。」ここに別の描写があります。 これの方が

良いかもしれません。そう願っています。なぜなら、食べ物を扱っているから。 私たちはみんな食べる

ことが大好きです。特に私は。説明のために、あなたが私を夕食に招待してくれたとしましょう。時間

が来て、あなたの所へ向かう途中で、 私はタコベル(メキシコ料理ファーストフード店)の傍を運転しま

す。私たちはタコベルが大好きです。私たちはタコスが大好きです。私は天国にはタコスがあると思い

ます。ちょっと考えています。グアカモレ、サルサ、 そしてチップで… とにかく、なので、私はタコ

ベルのそばを運転していて、 突然こう言う声が聞こえます。「JD…」何？「ねえ、12 個入りタコスボッ

クス…」 あぁ！そして私は、ドライブスルーに入ります。 きっと対面式テーブルはないでしょうか

ら。私はタコスでお腹一杯になります。そして、そうそう、 夕食のためにあなたのお宅へいく途中です。

私が到着すると、あなたは 2日間かけて作った 豪華な料理を持ってきます。私はどのくらいお腹がすい

ていますか？ 私はどのくらい興味がありますか? それが肉と同じやり方です。もし私が御霊に満ちて

いれば、 肉が入る余地はありません。私の時間が、霊的なことで溢れているなら、問題ありません。問

題は、私の時間がそうではないとき、 その時、敵は私を捕らえます。これにはまた、別の要素がありま

す。もっと良い言い方があるかもしれませんが....私たちは、聖霊の力に頼らなければなりません。私

たちをソーシャルメディアの力から 救い出してくれるのです。それは非常に強力です。その理由は、皆

さんが、ご存知かどうか知りませんが、ソーシャルメディアのアルゴリズムは、 AI、すなわち人工知能

は、オンライン上での私たちの行動や反応変化を追跡し、 それらを制御するよう働きます。ご存知でし

たか? 急ぎ足で言いますが、 ソーシャルメディアがあってもいいのですが、しかし、ソーシャルメデ

ィアには あなたがいないことに十分注意してください。それは、このように作用します。神経学的に説

明します。アプリの画面を見ていて、 誰かがあなたの投稿に「いいね！」をした と分かったとき、 あ

あ！あなたの脳で、何が起こっているか知っていますか? ドーパミンがほとばしり出たって感じです。

今度は次を目指して 画面をスクロールし続けます。ところで、パソコンの画面の後ろで 「これをクリ

ックしろ 」と言ってる男を 想像しないように。AI がそれを行うので、男は必は要ありません。アルゴ

リズムと人工知能は、 あなたが自分の行動を知っている以上に、 あなたの行動を知っています。画面

をスクロールするたびに、 捉えどころのない事が起こる。MIME が出てきたり、誰かが何かを投稿した

り、 ”いいね”したりすると、ドーパミンが噴出して、すべてが、さらなるドーパミン噴出を促します。

ドーパミン噴出と アドレナリンラッシュです。そういうわけで、あなたのスマホを 離すのがそれほど



難しいのです。ところで、これを試してみてください。 自宅でこれを試してみてください。聖書を取り

だして、これは聖書です。 ここに置いてください。使っている携帯電話、こちらに置いてください。何

が起こるかを見てください。なんということ！着信通知！通知 アラート! 警告！こちらには主がいます。

ハロー？どうも.....ああ、通知が来た! 何やってんだか。でしょう？ところで、これがあなたに通知

を送信する理由です。それはアプリを開いて スクロールさせることが目的です。そして、いつの間にか

30 分が過ぎてしまう。もっと長い？ その反応は期待してませんでした。時間は過ぎ去ってしまっている。

あなたの時間が、消えてしまってる。完全な無駄です。そして、あなたに何が起こったのですか? あな

たの脳は、再配線されてます。今、ソーシャルメディアで起きていることは、ソーシャルメディア上で

既に、あなたが、 その投稿に反応するように、作られているのです。実際にそのように反応するよう、

あなたの行動を変えてしまうのです。こうなります。あなたが、何かを投稿します。その後、誰かがあ

なたの投稿に返信します。何だと？ああ、それからあなたは、すぐに戻って・・・。たぶん、私はこの

時点で こう質問をするべきでしょう。今 SNS で非難した人に関わって、 あなたはどれだけ成功してま

すか？ 分かりますか？もうあなたは、 彼らをキリストに導くことはできません。あなたはすでに彼ら

を攻撃したのです。それはまさに、敵であるサタンが 望んでいたものではないですか? この投稿とそ

の反応......

私は本当にこれが起こっていると信じているので、 こう言いたいのです。私たちのキリスト教の証しを

破壊しているだけでなく、私たちのキリスト教生活を破壊しているのです。あなたはストレスを感じて

いる、 落ち込んでいる、それが理由です。あなたは怒っている、 それが理由です。「他の人に目を向

けると苦しむ」という表現を 聞いたことがあるでしょう。あなたの目が自分自身の上にあるとき、あな

たは落ち込みます。しかし、あなたの目が主の上にあるとき、あなたは、祝福を受けます。ですよね？

つまり、ほんの少しの間、 考えてみてくださいあなたが、SMN を使っていて、ああ、うわー、 誰かが新

車を買ったことを知る。それは”貪欲”です。うわぁ、あの投稿見た？ うん、見たよ。友達解除してや

れよ。そんなことをされたいですか？ 目が自分に向いているならば... だから、自分に死ななければ

ならないのです。自分自身に死ぬ。自分に焦点を当てていると、 どれだけ気がめいるか、自分自身を見

ようとしてしまうから、 それはやめましょう。そんなことをしてはいけません。 見ているものが気に

入らなくなります。あなたは自分の内面を見るのですか? それは非常に憂鬱なことです。しかし、あな

たの目が主にあるとき、 それです。ところで、あなたの目が主にあるとき、他のどこにも目を向けられ

ない ことに気づきましたか？ それはダブルビジョンと呼ばれてます。 どのように作用するのでしょ

う？ もし私の目が主にあるなら、私はあなたを見ることができません。あなたが私の周辺にいるなら、

あなたはぼやけています。 それは良い位置です。あなたはぼやける必要がありますが、 彼は焦点を当

てています。イザヤは、”心があなたに留まっている者は 幸せである”。と言います。ローマ人への手

紙十二章 1節、2 節は、おそらく、 すべての聖句の中で最も強力な節の二つです。私たちがローマ人の

手紙を １節ずつ学んでいた時、誠にパワフルでした。私が、その二節を 2 週連続で教えることになった

のは、1 回ではうまくいかなかったからです。私は 2 週間でさえできませんでした。基本的にパウロはこ

う言っています。この世に調子を合わせるのではなく、 変えられなさい。どうやって？ あなたの心の

刷新によって。洗脳されてるのではありません。 脳を洗っていただいているのです。あなたの脳を洗っ

ている。 言葉遊びではありません。これは、神のみことばの水、 神の言葉の純粋な水による洗浄です。

なぜなら、我々は洗脳され、 プログラムされるからです。このことについて話しました 預言アップデ

ートの時間を、 まるごとプログラミングに割きました。私たちの脳が、信じ込んでいるメディアによっ

て どのようにプログラムされているか。パウロが言っているのは、 洗脳されるなということです。あ

なたの脳を洗ってもらいなさい。 神の言葉の水で脳を洗いなさい。 あなたの心を刷新しなさい。人は

心の中で考えるのだから、 心を新たにしなさい。私はあなたがたが、愛をもって このことをい受け取

ってくださるのを願います。私はあなたと一緒にいることを 知っていてください。私は非常に注意して、



そうしなければならいのです。正直に言わせていただくと、私は自分の時間をガードする必要がありま

す。 特に YouTube と、すべてのコメントに対して。

預言アップデート動画の中には、25 万回以上の 再生回数を記録しているものもあります。数が分からな

いほどのコメントがあります。コメントを見て、 ああ、ありがとうございました。 ありがとう、 あり

がとうございます 、何？？ なんてこった！キリストの兄弟として告白しますが、 これは私の葛藤で

す。私のドーパミンのレベルが異常なだけだと 思ってはいけません。イェー、おっと。 アドレナリン

でどうなるか知ってますよね。そして突然、別のものが来ます。 主が、それらを送ってくるのだと思い

ます。知ってるでしょ？ 100 回褒められたり、「いいね！」をもらっても、親指が 1 つ下がるだけで、

いいね…99 を忘れて、1つを追いかけますよね？ 悪い意味で。それが、主からかもしれないと思います。

好き嫌いに基づいて人生を送って どうするつもりですか？ 最終的な分析では、 全員が 1人の視聴者

を持っています。そして、彼は私の友です。友達リクエストを送ってきてくれて、 好きになってくれま

した。いいね！いいね！いいね！いいね！いいね！好きという言葉の方が、愛より力を持っている とい

うのは、何か違うのではないでしょうか？ 私たちは愛を、 あまりにも安っぽくしてしまってます。私

があなたに「神様に愛されている」と言うとき、 そうだ、主を賛美するのだ。でもこんな風に言ったら

どうだろう？ 神様は君が好きなんだよ。そうなのか！！ 神が私を好き?ありえない。 何てこった、

彼が私のことが好きなの......嫌いな人間も、いやなやつも多いし、 友達もいない。 彼はそんな私が

好きなの？ そうだよ！私が何をしても？ うん、好かれてるよ。彼は、本当にあなたに夢中です。彼は

あなたをとても愛しているので、 あなたのために死んだのだよ。あなたの友人の中で、あなたのために

命を捨てた者ほど大きな愛を持った人はいません。お立ち下さい、祈りましょう。

主よ、あなたに感謝します。 これは厳しいことです。主よ、私は最善を尽くしました。でも、ここから

は聖霊様が私たちの人生の 全ての場面で受け止めてくれるはずです。有罪判決、はい。 非難、いいえ。

しかし、有罪です。それが私たちをあなたに近づけ、 あなたの元へと導くのであれば、 それでいいの

です。主よ、何があっても。主よ、私たちが無駄にしている時間を お許しください。ソーシャルメディ

アに、あなたに対するものより 多くの時間を費やしていることをお赦しください。そして、私たちの生

活の中での実りを見てください。主よ、今日私たちが別々の道を行く時、 あなたが私たちに話されたこ

とを 共に携えて行きます。聖霊が、私たちのたましいの深いところに 自由にアクセスできるよう、あ

なたに心を向けます。私たちの心を新たにしてください。主よ、私たちの心を刷新してください。主よ、

感謝します。イエスの御名によって、アーメン。
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