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１
どうして教会は、化粧、アクセサリー、
宝石、ダンス、映画、音楽、食事、
服装などに関してとやかく
言わなければならないのか？

２
それらは救いとどんな関係があるのか？

３
教会はもっと自由で、魅力的でないと

人はよりつかないのでは？
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　第１章　避難ばしご宗教　

人々が、宗教に対して最も頻繁に持ち出す誤った苦情の一つとして、宗教は

あまりにも拘束するものであるということがあげられる。全て「自分本位に」

という方向に傾いているこの自由奔放の時代において、無分別に我を張る態度

が強くなってきている。この態度が宗教の中にまで入りこんで来た。教会員、

未信者を問わず、皆同じものを追求しているようである。それは、個人の権利

と自由を邪魔しない宗教である。何かを捨てたり、やめたりすることを要求す

る教理であればすぐに疑いを持つ。

この自由主義の精神が強まるにつれて、多くの教会員は、教会が掲げてい

る高い霊的標準に対してますます批判的になってきたのである。彼らは教会と

世の中の間に深まる相違を明らかに恥ずかしく思い、そして変わった少数集団

という社会の烙印を押されるのを恐れ、彼らのクリスチャンとしての標準を妥

協させてきたことを正当化しようとしてきた。彼らは度々、「教会は堅苦しく、

律法主義であるために、多くの若者や、立派な人たちがこの圧制的な規則の押

し付け方を見て教会に加わることから遠ざかっている」と反論する。

もしこれらの言い訳が本当であれば、確かに教会の教理に根本的な改革がな

されなければならない。しかしそれが妥当でなければ、我々はどのようにクリ

スチャンの行動の原則を真の聖書的背景に置き、人々にそれを提示すべきかを

よく理解する必要がある。つまり、これらの規則は神が定めたものか、または

教会が単に作り出したものなのかをはっきりさせなければならない。またこれ

らは圧制的な禁令なのか、それとも我々の幸福のための神の愛から出た規定な

のかを知らなければならない。今日はやっている個人の行為を監視するどんな

法律に対しても反抗的態度を取ることとは対照的に、我々はクリスチャン生活

全般、また特に道徳に関する聖書の実際的な教えについて考えてみなければな

らない。現代の個人の自由の主張と、神のみ言葉の標準は両立できるものなの

だろうか？天からの使者のありったけの愛と説得力をもって、この本当の聖書

的立場が提示されたとしよう。そうすれば、真理を受け入れるのがたやすくな

るであろうか？
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永遠の命に至る道は、柔らかい華やかな安楽の道ではないことを、我々は認

めよう。イエスは何度もこれを強調しておられるので、我々は盲目で無知でい

られるはずがない。彼は言われた：

「命にいたる門は狭く、その道は細い。そして、それを見いだす者

が少ない」（マタイ 7:14）。

クリスチャンになるまず第一の原則の一つは、自分を捨てることである。キ

リストは、次のように言われた。

「だれでもわたしについ

てきたいと思うなら、

自分を捨て、日々自分

の十字架を負うて、わ

たしに従ってきなさい」

（ルカ 9:23）。

￼ クリスチャンになるのは、完全な明け渡しが含まれている。主が語られた

真珠と商人のたとえ話の中で、永遠の命というすばらしい賜物を受けるには、

我々の持ち物全てを一つ残らず投資するぐらいの覚悟が必要であることが示さ

れている。もし自分と、キリストのみこころを行うことの間に、何か一つある

いは誰か一人でも入れるなら、我々は救われないのである。

我々は、キリストの弟子になるための代価を安く見せかけて、人々に道は狭

すぎて拘束的であると思わせないように努力してきただろうか。イエスは言わ

れた：

「あなたがたのうちで、自分の財産をことごとく捨て切るものでな

くては、わたしの弟子となることはできない」（ルカ 14:33）。

あの富める青年は、イエスに、永遠の命を得るための備えにおいて、彼はた
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だ一つ欠けていることがあると指摘され

た。しかし彼は、その一つのことをする

のをためらったのである。彼は、救われ

るためには彼の富を捧げなければならな

かったが、それを手放せなかった。主を

愛する以上に、別の何かを愛していたの

である。そして、彼は悲しみながら去っ

て行き、失われたのである。この点におけるキリストの立場は、はっきりして

いた。

「わたしよりも父または母を愛する者は、わたしにふさわしくない。

わたしよりもむすこや娘を愛する者は、わたしにふさわしくない」

（マタイ 10:37）。

もちろん、人々にキリストの要求を提示するときには、できるだけ優しく、

機転と愛を持って言わなければならないと思う。しかし同時に、聞く人々が主

イエスに対する愛を抱いていなければ、どんな方法で提示しても変わりはない

であろう。メッセージに落ち度があるのではない。ある程度は牧師の言い方に

も問題があるが、ほとんどの落ち度は克己を要求する真理に対して、反発心を

抱いて文句を言うクリスチャンの態度にある。

個人の気持ちや態度で、どれほどの差が生じてくるかを、たとえをもって説

明してみよう。結婚は、人間にとって、キリストへの霊的誓約の次に、この世

で自ら引き受ける最も束縛的な経験である。男性側は、以前の多くの愛着や習

慣を手放すことを約束する。他の女の子と付き合う自由を捨て、今から一生を

この一人の女性と結ばれることを厳粛に誓う。花嫁も等しい拘束的な誓いをし、

彼女の側にいるその男性への忠誠の故に、他の全ての人から離れることに同意

する。この結婚の誓約は、確かに人間の一生でかわされる最も窮屈できびしい

誓約に違いない。もし、制限や規則というものが、それほど不幸や災いの基に

なるとすれば、結婚式は関係者にとって、最も惨めで不幸な日のはずである。

しかしそうではない！かえって、一番幸福で嬉しい出来事である。なぜだろう

か？　なぜ、花嫁は花婿に自分の一生を捧げると誓うとき、あれほど顔が輝い

ているのだろうか？また花婿の方も、今から死ぬまで彼をあらゆる事において
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拘束するような誓約をしようとしているのに、あれほど幸福なのだろうか？答

えは簡単である。彼らは愛し合っている。お互いに対して持っている態度や気

持ちが、拘束を喜んで受け入れるようにするのである。

式が終わるやいなや、花嫁が愚痴をこぼし

ているのを聞いたことがあるだろうか？　彼女

が、「今からは、○○君や○○君とデートに行

けないなんて、不公平だわ。国が、主人にだけ

忠誠をつくすよう私に強制しているのよ。結婚

なんて窮屈すぎるわ」と語っているのを聞いた

ことは恐らくないであろう。同じように、結婚

したばかりの花婿が、自分の給料の一部で妻を

養わなければならないと文句を言うこともない

であろう。確かに法律では、彼がその義務を怠

れば、即拘置所行きであるが、花婿はそれを意

識すらしない。国の法律では、花嫁が姦淫をすれば、有罪の判決を下すが、彼

女はそんな法律を気にも留めない。二人は愛し合っている。そしてその愛は、

全てを変えるのである。罰を恐れて忠誠を尽くしているのではなく、ただ深く

愛している伴侶を喜ばせたい気持ちでいっぱいなのである。

世の中で最も不幸な男女は、結婚していながらも、はや愛し合っていない夫

婦である。これこそ、この世の地獄であろう。彼らは、負わされている拘束や

重荷に対して、いらだったり文句ばかり言っている。これと同じように、最も

不幸な教会員というのは、バプテスマ（洗礼）によって、キリストと結ばれた

が、キリストを愛していない人である。彼らは年中、この堅苦しい窮屈な宗教が、

自分に押し付けられていると言って、教会とその指導者を責め立てる。

しかし、この宗教または牧師たちが悪いのであろうか？　悲しむべき事実は、

その人たちが、全ての真の宗教の隅石といえる神との個人的な愛の関係に、入

る経験をしたことがないということなのである。多くの者は、聖書研究のため

の聖句を学んだり、終末事件の順序を説明したりはできるが、イエス ･ キリス

トとの個人的な出会いを経験していない。教理を教わっている時点で、もしく

は全体を通じて、心の宗教の真の土台を教えてもらえなかったか、自分でそれ
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を受け入れようとしなかったのであろう。これは定まっている規則もなく、教

理をずらりと並べた一覧表でもない。この土台とは、イエス ･ キリストとの深

い個人的な関わり合いにおける愛の関係のことである。

何百万ものクリスチャンたちの問題は、教会員になっているその動機である。

彼らは「避難ばしご宗教」を持っているのである。彼らは、はしごの先にある

火を恐れているだけの理由で、物事を行うのである。火の池に投げ入れられる

ことにおびえて、恐怖心から主に仕える。彼らが、いつも長い顔をして惨めな

思いをしているのは、無理のないことである。何という真理の曲解であろうか！

　クリスチャンは世の中で一番幸福な人々であるべきなのだ。式場から出て行

く新婚夫婦よりも、嬉しいはずである。クリスチャンたる者は、自分の妻や家

族を愛する以上に主を愛するべきなのである。

妻は、夫が自分と離婚するのではないかという恐れから、毎日彼の好物を料

理してあげているとしたら、家庭は幸福であるといえるであろうか？　このよ

うなストレスのもとでは、この世の人間関係はつぶれることだろう。妻という

のは夫を愛し、喜ばせたいので彼の好きなものを作ってあげるのである。また、

妻の誕生日が近づくと、愛情深いクリスチャンの夫は、妻が何かをほしがって

いるのかを知ろうとして気を配るのである。そして妻は、その願い事をわかっ

てもらうために、彼の頭を殴る必要はない。同じように、クリスチャンも、主

をどのように喜ばせようかと日々聖書を探るのである。最愛なるお方を喜ばせ

るために、絶えずしるしや兆候をうかがっているのである。聖書に次のような

言葉が書かれている。

「主に喜ばれるものがなんであるかを、わきまえ知りなさい」（エペ

ソ 5:10）。

これはすべてのクリスチャンのための、何とすばらしい標語であろうか。確

かに、これが心から主を愛している者の最大の願望であろう。それゆえキリス

トは、次の言葉で十戒の最初の 4条を要約されたのである。

「『心をつくし、精神をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神

を愛せよ』。これがいちばん大切な、第一のいましめである」（マタ
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イ 22:37，38）。

あるクリスチャンたちが、規則とその厳しさに対していらだったり、文句を

言ったりする本当の理由は、彼らはただ惨めなくらいわずかの宗教経験しかな

いことである。彼らのいわゆるクリスチャン経験は、規則に従って生きようと

する絶えざる悪戦苦闘に基づいている。つまり、律法を守ろうという努力なの

である。夫が、国の法律を守って妻を養うことは何も悪くないのと同じように、

神の戒めを守ること自体は悪ではない。しかし律法、または国の法律が服従を

要求しているという理由だけでそれに従っているのなら、クリスチャンも夫も

どこかで大変な間違いを犯していることになる。

愛は、律法の荷を軽くし、重荷や負担になり得

るものを、かえって喜びに変えるのである。ある

母親は、3 人の息子たちに清潔と身だしなみの法

則を守らせようとして、いつも四苦八苦していた。

その年頃の男の子がいつもそうであるように、こ

の子たちも耳の中をきれいに洗いなさい、髪をと

きなさい、靴を磨きなさい等という母親の規則に

いつも反発していた。母親は、この日々の格闘を

権威と強制の力でどうにかいつも勝っていたので

ある。しかしある日、10 代そこそこの長男が、身だしなみの模範生であるかの

ように、きちんとした姿で部屋から出て来た。髪の毛一すじも乱れておらず、

きれいに折り返したズボンの裾からのぞいている靴はピカピカに輝いていたの

である。母親は、卒倒せんばかりであった。彼女は驚きと喜びをどうにか抑え、

長男のこの急激な変化の原因を知るために、賢く待って見張ったのである。謎

はやがて解けた。次の日になって、彼女が知ったことは、近所に新しい家族が

移って来て、そこの家には女の子がいることであった。女の子はジョニーとま

だ会っていなかったかもしれないが、彼は彼女を見て、それが彼を大きく変化

させたのである。真の愛から、清潔の法則を守るようになったとはいえないか

もしれないが、少なくとも、もはや母親の強制を恐れてやっていたのではない

ということは明らかである。

つまり要点は、クリスチャン生活は、単なる「しなさい」「してはならない」
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という言葉から成り立っているのではないということである。人との結婚にお

いてそうであるように、霊的結婚にも確かに拘束はある。しかし、それらの決

まりは、いつも相手を喜ばせようとして実行されるのである。キリストに惚れ

込んでいるクリスチャンは、これが真の幸福の道であるということを立証する

喜びで満ち溢れ、輝いている証人である。残念ながら、教会員の多くは、無上

の楽しみであるはずのことを、惨めな思いの内に我慢しているのである。勝手

気ままに飲み食いしたり、着飾ったりできないからといって、彼は絶えず苦い

思いをして不平を言うのである。これほど多くのものを捨てるように強制され

ていると言って、また教会を責める。彼らの持っている宗教は、頭痛を訴え続

ける人のようである。この人は自分の頭を切り落としたくはないのだが、頭が

あるがゆえに絶えざる痛みを覚えていた。クリスチャンたちの喜びのない態度

は、いかにも彼らの宗教は老若男女を問わず、全ての者の不幸を図っている陰

気な牧師会のでっちあげであるかのように思わせている。

本当にそうだろうか？　我々がクリスチャンの標準と呼んでいる霊的原則と

は何であろうか？映画館に行ってはならないというのは、教会の独断的な規則

だろうか？　ダンスはクリスチャンにふさわしくないというのは、神の決定だ

ろうか？　それとも人間の決めることだろうか？また化粧や、宝石、貴金属類

のアクセサリーの着用に関してはどうだろうか？　神の喜ぶことだろうか、そ

れともその反対だろうか？　真実は、我々の信仰と教理の全ての点は聖書に示

されている神のみこころをなす、という原則に基づいていなければならないと

いうことである。神を愛しているなら、絶えず「どうすればいつも主をお喜ば

せすることができるでしょうか」と問うはずである。

その質問の答えは、多数の聖句の内に見出される。そこには、いかに自分で

なく神を喜ばせるかという、はっきりとしたしるしや指示が述べられているの

である。これだけが、全ての習慣、行事、また活動に関しての本当に適切な質

問である。神はそれをどう思われるだろうか？　この牧師やあの先生がそれに

ついてどう思っているのかでもなければ、この教会やあの教会ではどう信じら

れているのかでもない。最も重大なのはこれである。それは神が喜ばれるもの

なのか、それとも喜ばれないものなのか？　もし、神がそれを承認していない

ということを示す聖句を探したならば、真のクリスチャンはそれ以上悩まない

はずなのである。我々は、主をあまりにも愛しているので、神が喜ばないこと
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をする危険を冒そうとはしない。主の喜ばないことは生活から取り除き、我々

の愛しているお方の喜ぶことを探し、実行することが、我々の心の楽しみとな

るはずなのだ。

人が愛し合っている時は、お互いを脅迫したりする必要はない。彼らはいつ

も、愛を表現したり、相手を喜ばせたりする方法を求めているのである。キリ

ストの一番大切な、第一の戒めに従う者は、服従することを重荷と思わない。

神は、彼のみこころのどんな兆候にでも敏感に反応する人たちを、求めておら

れる。神は、いつも罰の恐怖感に駆り立てられてしか服従しない者を、悲しく

思われるのである。神は言われる：

「わたしはあなたを教え、あなたの行くべき道を示し、わたしの目

をあなたにとめて、さとすであろう（英訳 -「目でさとす」）。あな

たはさとりのない馬のようであってはならない。また騾馬のようで

あってはならない。彼らはくつわ、たづなをもっておさえられなけ

れば、あなたに従わないであろう」（詩篇 32:8,9）。

多くのクリスチャンはこのような「くつわ、たづな」式信者なのである。脅

かされてしか反応しないし、罰を恐れて服従する。神は、「わたしのまなざし

で正されてほしい」と言われる。神を無上に愛し、神の喜びの兆候をいつもう

かがっている者だけが、その愛の懲らしめのまなざしが分かるのである。神が

喜ばれることは何であろうかと、一心に聖書を探る者は、神のみこころのどん

なわずかな啓示にでも、すぐ従うのである。これが真のキリスト教の本質 - 愛

のゆえに、生活のあらゆる点を神の啓示されたみこ

ころに調和させることである。
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第２章　化粧やアクセサリー類

愛が、クリスチャン標準を立てる上での動機付けとなるべきことを、今学ん

だところなので、次はその原則の実践を説明してみよう。教会のどの行為の標

準を取り上げてもよかったが、相当の苦情が浴びせられているものを選んでみ

たかった。化粧とアクセサリー類である。多くの誠実なクリスチャンは、「教

会がそう言うから」と言って人工的な装飾品を捨てた。しかし、クリスチャン

の生活において、これだけではあまりにも貧弱な理由である。願わくは、この

章を読み終わった頃には、化粧やアクセサリーなどに対する、教会の圧制的規

則の説明の代わりに、主に対する愛と、彼を喜ばせたい気持ちに基づく個人的

確信が持てたらと祈っている。

牧師たちは、「私の小さな結婚指輪の、どこがいけないのですか？これっぽっ

ちの指輪をはめたからといって、神様は私を天国に入れないと思いますか？」

という質問に、何度も直面してきた。私も、このキリスト教に対する悲観的な

姿勢を見て、度々心配し悩んだりしたことがある。この質問が、何を意味して

いるかに注意してほしい。尋ねている人は、明らかに、ここまではまだ天国に

入れるだろうというぎりぎりの線を探そうとしているのである。そこには、「こ

れに服従しなければ・・・」というたぐいの、神の規則だけに従おうとする律

法主義の態度が反映されている。

しかし、繰り返し強調したいが、これは間違っている！真のクリスチャンは、

「神の子となるためには、どこまでやらないといけないのだろう？」とは聞か

ないで、かえって「愛しているイエス様のために、私はどれほどのことができ

るだろうか？」と問うであろう。この質問に対して、神のみこころに喜んで従

えるほど、神を愛することが、クリスチャンの積極的な姿勢である。この寛大

な愛の前提さえ受け入れれば、後は聖書から化粧やアクセサリーの使用につい

て、神のみこころの啓示を調べればよいのである。

次にそれをしてみよう。創世記 35：1-4 には、ヤコブが家族を連れて、主の

祭壇を造るためにベテルへ行くようにと、神から言われたことが記されている。
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ベテルは、ヤコブにとって非常に神聖な場所であった。若き日に、ここで天の

はしごの夢を見て、改心したのである。しかし、この神聖な場所で清められる

前に、ヤコブは家族に「あなたがたのうちにある異なる神々を捨て」るように

指示した。どうも異邦人の地での滞在中に、家族の者は、異邦の習慣を取り入

れたようなのである。祭壇の前に出るにあたって、捨てなければいけない物が

あった。なぜなら、それらは異邦の物であったからである。どんな物であったか、

4節に注意してみよう。

「そこで彼らは持っている異なる神々と、耳につけている耳輪をこ

とごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケムのほとりにあ

るテレビンの木の下に埋めた」。

士師記 8:24 を見ると、耳輪を持っている者は、イシマエル人であることが

分かる。前後関係から、彼らはその飾り物を、真の神から背教したしるしとし

て着けていたことがはっきり暗示されている。創世記の 34 章では、ヤコブの

息子たちがはなはだしい罪を犯したので、ヤコブは彼らとその家族のために厳

粛なとりなしを行うために、神の前に出たのであった。心を深く探って、悔い

改める時であった。できる限り過ちを正し、彼らに神の祝福が降り注がれるよ

うに準備した。異なる神々と共に、異教の飾りを着ける習慣も放棄した。耳輪

も捨てたのである。

似たような状況下で改革が起きた事が、出エジプト記 33:1-6 に記されてい

る。一つ前の章を見ると、モーセが十戒を神からいただくために山へ行ってい

る間に、大いなる背教が生じた。イスラエルの大多数の者は、金の子牛を拝み、

それによって、国全体を脅かす災いと破滅をもたらした。モーセは、次のよう

な言葉で、彼らに悔い改めを促したのである。

「あなたがたは、おのおのその子、その兄弟に逆らって、きょう、

主に身をささげた。それで主は、きょう、あなたがたに祝福を与え

られるであろう」（出エジプト記 32:29、英訳）。

次の章で、モーセは、まだあの罪と放縦の日の異邦の装飾品を着けたままの

民のために、幕屋に入って神に懇願したのである。その前のヤコブと彼の家族
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の場合と同様に、イスラエルの回復のためにも、神の指示は衣装を改めること

が含まれていた。神は言われた：

「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたは、かたくなな民で

ある。もしわたしが一刻でも、あなたがたのうちにあって、一緒に

のぼって行くならば、あなたがたを滅ぼすであろう。ゆえに、今、

あなたがたの飾りを身から取り去りなさい。そうすればわたしは

あなたがたになすべきことを知るであろう。』それで、イスラエル

の人々はホレブ山以来その飾りを取り除いていた」（出エジプト記

33：5,6）。

私たちは、それらの装飾品に対する神の態度を、疑いの余地もなく、知らさ

れているのである。とこしえに変わることのない神が、民に飾り物を取り、背

教の償いのための裁きに備えをするよう命じたのである。この禁令は、民が約

束の地に上っていくことに関連して、出されたものであったということを、見

逃してはならない。神は、「わたしはひとりの使いをつかわしてあなたがたに

先立たせ、カナンびと、アモリびと、・・・を追い払うであろう。・・・しかし、

あなたがたは、かたくなな民であるから、・・・あなたがたのうちにあって一

緒にはのぼらないであろう」と言われた。民が約束の地に入る前に、飾り物を

すべて取り除かねばならなかったのは意義深いことである。我々にも、関係が

あるであろうか？事実、そうである。コリント人への第一の手紙 10:11 でパウ

ロは、「これらの事が彼らに起こったのは、他に対する警告としてであって、

それが書かれたのは、世の終りに臨んでいるわたしたちに対する訓戒のためで

ある」と保証している。彼は 2 節で、イスラエルの紅海での経験を、バプテス

マにたとえている。また 7,8 節では、出エジプト記 32 章に記されているイス

ラエルの金の子牛を作ったときの大背教の経験について語っている。そしてす

ぐに 11 節で、これらの事が彼らに起こったのは、「わたしたちに対する訓戒の

ためである」と説明している。これは、イスラエルの背教に対して、神が取っ

た態度は、我々にも何かを教えているとしか取れないのである。彼らが、カナ

ンに入る前に、飾り物を取り去るように神に命じられたことは、我々が天のカ

ナンに入る前にも適用できるのである。前後関係から、この比較は明白である。

化粧の使用に関して、現存する最も古い記録は、列王紀下 9:30 に記されて
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いる。

「エヒウがエズレルにきた時、イゼベルはそ

れを聞いて、その目（英訳 -顔）を塗り、髪

を飾って窓から望み見た」。

何百人もの神の預言者を処刑した、あの悪名高

い異教の女王の記録は、聖書を学ぶ者には良く知

られている。

神は、預言者イザヤを通して、聖書で装飾品に

対する最もきびしい非難を発しておられる。宝石

や貴金属製のアクセサリーの着用に対する神の思

いの、これ以上明白で率直な啓示はない。神は、装飾品について、漠然と語っ

ているのではない。「シオンの娘ら」が身につけていた、一つ一つの物の一覧

表を、ずらりと並べておられる。さて、今も昔も変わることのない神は、これ

らの物の着用を喜ばれたかどうか、見てみよう。

「主は言われた、シオンの娘らは高ぶり、首をのばしてあるき、目

でこびをおくり、その行くとき気どって歩き、その足でりんりんと

鳴り響かす。・・・その日、主は彼らの美しい装身具と服装すなわち、

くるぶし輪、髪ひも、月形の飾り、耳輪、腕輪、顔おおい、頭飾り、

すね飾り、飾り帯、香箱、守り袋、指輪、鼻輪、・・・などを取り

除かれる」（イザヤ 3:16-23）。

ここでちょっと質問してみよう。神はこれらの物をどのように取り除かれる

のであろうか？　次の章の４節には、

「そして主が審判の霊と滅亡の霊とをもって、シオンの娘らの汚れを洗」う、

と書かれている。神は、これらの全ての飾り物を、「汚れ」としてご覧になっ

ていることを見逃してはならない。更に神は、この飾り物から「洗」われて生

き残った者を、いきいきと描写している。
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「その日、主の枝は麗しく栄え、地の産物はイスラエルの生き残っ

た者の誇、また光栄となる。・・・シオンに残る者、エルサレムに

とどまる者、すべてエルサレムにあって、生命の書にしるされた者

は聖なる者ととなえられる」（イザヤ書 4:2-4）。

外観の飾りの罪深さに関しては、もはや疑いの余地はない。神が、女たちの

化粧を大胆なずうずうしさにたとえるほど、彼女たちの塗りつぶした顔は、そ

の虚栄と関連していた。

この時点で神は、「シオンの娘らの汚れ」の一つとして、指輪を挙げている

ことに気づいていただきたい。神は、どのような指輪を意味していたのであろ

うか？若い夫婦はすぐに、「私たちの結婚指輪は、私たちが結婚している印で

すよ。飾りとしてはめているのではありません。神様はきっと、他の指輪のこ

とを意味していたのでしょう」と言うであろう。その他に、婚約指輪や、アメ

リカでは高校生のクラス指輪、誕生石の指輪、フリーメーソン秘密結社の会員

指輪などとあり、それぞれ象徴的な意味を持っている。いとも簡単に、自分の

はめているものを正当化し、「神はこのことを意味してはいなかった」と主張

できるであろう。しかし、それはどのように分かるのであろうか？　私たちが、

ある一つの物を捨てたくないがゆえに、「神はこれを例外としてくれるでしょ

う」と思うのは、あまりにも身勝手な態度ではないだろうか？私たちは、いっ

たい何のために、このことに関して聖書を調べているのであろうか？　一番主

を喜ばせるのは何であるかを、見いだすためではないだろうか？　神の規則の

裏をかくためではないはずである。私たちの唯一の目的は、神のみこころを行

うために、それを追い求めることである。私たちは、精一杯神を愛するゆえに、

神の喜ばれないことをする危険を、少しでも冒したくないのである。このため

に、真のクリスチャンは、指輪の種類で言い逃れをしようとしたり、神のみ旨

に反していることに対して理屈を並べようとはしない。指輪はすべて、捨てな

ければならない。一つの象徴的な指輪について弁明できるくらいなら、全ての

象徴的指輪についても、弁明できることになるのは明白であると思う。結婚し

ている物質的なしるしを身につけることに関して、一つも聖書的前例はない。

結婚指輪の由来は、異教の太陽崇拝や迷信で染まっている。主に喜ばれないと

いう重大な事実に照らし合わせると、指輪に有利であるどの議論も重きをなさ

ないのである。世俗的なクリスチャンは、「一つの小さな指輪くらいで滅びる
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はずはないでしょう」と議論する。しかし、神を何よりも愛しているクリスチャ

ンは、そのことは自分の一番の友、また恋人である神を喜ばせないと知るだけ

で充分なのである。

多くの旧約聖書の著者達のように、預言者エレミヤも、人工的な飾りを着け

る人々のタイプに関しての勧告を、与えてくれている。神は、聖書の預言の中

で、教会を女として象徴するように、これらの聖徒達を促したのである。預言

者たちは、神の民が背教していた時は、彼らを淫婦や不忠実な妻として描写し

た。そういう訳で、次のような聖句がある：

「ああ、荒された女よ、あなたが紅の着物をき、金の飾りで身をよ

そおい、目を塗って大きくするのは、なんのためか。あなたが美し

くしても、むだである。あなたの恋人らはあなたを卑しめ、あなた

の命を求めている」（エレミヤ 4:30）。

神は、エゼキエルを通して、自分の背教したユダとイスラエルの民を、アホ

ラとアホリバという二人の淫婦で象徴されたのである。女たちのみだらな振る

舞いは、エゼキエルが描写した彼女たちの大胆な飾りとつり合っていた。

「さらに彼らは使者をやって、遠くから来るように人々を招いた。

見よ、彼らはきた。あなたは、この人々のために身を洗い、目を描き、

飾り物を身につけ」た（エゼキエル 23:40）。

ホセアが、イスラエルの偽善を描くにあたって、同じ思想を表している。こ

こでもまた、その不忠実さは、飾り立てた女によって的確に表現されたのであ

る。
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「また彼女が耳輪と宝石で身を飾り、その恋人たちを慕って行って、

わたしを忘れ、香をたいて仕えたバアルの祭の日のために、わたし

は彼女を罰すると主は言われる」（ホセア 2:13）。

聖書では何度も何度も、化粧やアクセサリーの着用が、罪、背教、また異教

と結びつけられている。人々が主に背いた時、彼らはイザヤが「その罪をあらわ」

すといわれた装飾品を身に着けた。天の偉大なる神は、これらの物を喜ばれず、

それをみ旨に背いている象徴として用いられた。この真理を、疑いの余地もな

くはっきりと提示するのに、聖句の不足はない。

それとは対象的に、真の教会は、黙示録 12:1 で太陽を着ている美しい女と

して、表現されている。この女は、黙示録 21:9 では、キリストの妻なる花嫁

と呼ばれている。キリストの花嫁は、飾り物をつけていないことに気づいてい

ただきたい。そのうえ、これら本物と偽りの宗教制度の型は、人工的装飾品に

対する神の評価がいかなるものなのかを、教えてくれる。

最後に、ペテロとパウロの書き物から、二つの聖句を引用することによって、

この習慣に対する初代教会の一貫した不動の態度を明らかにしよう。この二人

は、両方とも弟子たちの間では指導的立場を占めており、彼らの霊感に満ちた

手紙は、使徒時代の教会において、議論の余地のない見解を代表していたので

ある。パウロは次のように書いている：

「また、女はつつましい身なりをし、適度に慎み深く身を飾るべき

であって、髪を編んだり、金や真珠をつけたり、高価な着物を着た

りしてはいけない。むしろ、良いわざをもって飾りとすることが、
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信仰を言いあらわしている女に似つかわしい」（テモテへの第一の

手紙 2:9,10）。

ペテロもほぼ同じように書いたが、彼は特に未信者の夫を持つクリスチャン

女性に当てて、勧告を与えている。

「同じように、妻たる者よ。夫に仕えなさい。そうすれば、たとい

御言に従わない夫であっても、あなたがたのうやうやしく清い行い

を見て、その妻の無言の行いによって、救に入れられるようになる

であろう。あなたがたは、髪を編み、金の飾りをつけ、服装をとと

のえるような外面の飾りではなく、かくれた内なる人、柔和で、し

とやかな霊という朽ちることのない飾りを、身につけるべきである。

これこそ、神のみまえに、きわめて尊いものである」（ペテロの第

一の手紙 3:1-4）。

これらのペテロの言葉は、今日の教会にいるすべてのクリスチャンたる妻の

ための勧告が、含まれているのである。そして、同じ信仰者でない夫を持つ妻

が、最も悩まされている問題の一つを取り上げている。信者である妻は、回心

してない夫を喜ばせるために、どこまで譲歩すべきだろうか？　彼女は、家庭

の平和を保ち、あるいは夫をも信仰に導くために、どの程度まで妥協すればい

いのだろうか？　ペテロのアドバイスは簡単明瞭である。真理や原則について

は、いっさい妥協すべきではない。たとい、妻は彼女の信仰の話をするのが許

されなくても、夫は「清い行いを見て、その妻の無言の行いによって、救いに

入れられるようになる」かも知れないのである。

しかし、クリスチャンたる妻としての行いが、ど

のように現れるかに注意していただきたい。ペテロ

は、彼女が外観の飾り物をやめることによって、は

るかに簡単に夫を導けると、断言しているのである。

きっと神の御霊は、主が喜ばれないと知っていなが

ら、夫を喜ばせるために結婚指輪をはめるべきであ

ると感じる妻のジレンマを、見越していたに違いな

い。この聖句は、神を第一にすべきであることを非
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常にはっきりとさせている。そして、この決断によって、他のどんな方法より

も効果的に、夫を信仰に導けることも明らかにしている。この真実性について

は、何百人もの伝道者や牧師が証人になることができる。夫をついに信仰に導

いた女性たちは、神のみ言葉の標準を断固として曲げなかった者たちなのであ

る。伴侶を導けない者の多くは、未信者の夫と仲良くやっていくために、小さ

なことで標準を下げている者たちである。

これは矛盾のように思えるかもしれないが、実際の結果が実証するのである。

妻が、彼女の信仰のすべての点に従って行動していなければ、夫はこれらの事

は重要でないと見なすのである。彼の優しいクリスチャンの妻でさえ、受け入

れて服従しない事に対して、彼が熱心になるはずがない。しかし、もし彼女が、

夫の怒りを買う危険を冒してでも、主を誰よりも喜ばせたいという確固たる立

場を取るなら、夫はこの「宗教」というのはそれほど大切なものなのかと、深

く感銘を受けるのである。彼はきっと、自分の本当の気持ちを語らないであろ

う。かえって、憤慨しているように見せるかもしれない。しかし、妻の揺るが

ぬ忠実さを見て、ひそかに感心し、尊敬しているのである。

この時点で、結婚指輪と別れを告げたくない奥様方の言い分を予想すること

ができる。彼女たちは、「この指輪は、結婚しているしるしだから捨てたくな

いんです。主人のことは誇りに思うもの。結婚していることは、みんなに知っ

てほしいわ。結婚は、最も神聖で大切なものだと思っていますから」と言う。

誰もこれらの誠実な気持ちを、とがめることはできない。どの妻も、夫を愛し

誇りに思うべきである。結婚は大事なことで、自分が結婚していることをみん

なに知ってほしいと思うべきである。しかしここで、一つ問うてみよう：人生で、

結婚以上に大切なものがあるだろうか？

ある！夫または妻を持つ以上に、大事なことがたった一つある。それは、キ

リストと結婚することである。キリストの愛の要求だけが、夫婦の愛に優先さ

れるべきものである。圧制的な聖書の証拠から、私たちは、装飾品が私たちの

最愛なる主に喜ばれないことを見ることができた。確かに、女性の結婚指輪は、

結婚していることを全ての人に知らせるであろう。しかし同時に、もう一つの

ことを明らかにしている。彼女は、主イエスより自分の夫を喜ばせようとして

いることが、分かるのである。それは、彼女が聖書に啓示されている神のみ旨
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よりも、他の者の意志を優先させていることを示す。そういう訳で、その指輪は、

世に誤った証を立てていることになるのである。

ある者は、このような結論は強すぎると反論するかもしれない。また、他

の者はきっと言うであろう。「あなたは、あんなにちっぽけな指輪や飾り物で、

私の信仰を試し、判断している」と。いや、そういう訳ではない。試されてい

るのは、神に対する愛であり、その判断の基準は、聖書にはっきりと示されて

いるのである。この判断、いわばテストは、明らかに示されている神の戒めを

守るということだけでなく、神を喜ばせない物と分かれば、それらを全て捨て

ることも含むのである。その証拠に次の聖句が挙げられる：

「そして、願い求めるものは、なんでもいただけるのである。それは、

わたしたちが神の戒めを守り、みこころにかなうことを、行ってい

るからである」（ヨハネの第一の手紙 3:22）

真のクリスチャンが、いつも努めてやる二つのことを見逃さないでほしい。

彼らは、神が律法に記された直接的で公然たる要求に服従するが、さらに一歩

進んで、神を喜ばせることを自ら探し出そうとするのである。言葉を変えて言

えば、彼らは、

「主に喜ばれるものがなんであるかを、わきまえ知りなさい」とい

う指示に従うのである（エペソ人への手紙 5:10）。

イエスは、この天来の原則を自分の生活と教えを通して、具体的に例証なさっ

た。彼は言われた。

「わたしをつかわされたかたは、わたしと一緒におられる。わたしは、

いつも神のみこころにかなうことをしているから、わたしをひとり

置きざりになさることはない」（ヨハネ 8:29）。

いわば十戒のように、具体的にはっきり書かれた律法は、世俗的な人にでも

明らかであるが、神を喜ばせる小さな事柄は、神のみこころの表れを知ろうと

してみ言葉を探る愛の心を持つクリスチャンにのみ、示されるのである。イエ
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スの再臨の時に救われる人々が、

「・・・死を見ないように天に移された。・・・彼が移される前に、

神に喜ばれた者と、あかしされていたからである」（ヘブル 11:5）

と言われたエノクで象徴されているのは、厳粛なことである。パウロは、テ

サロニケ人への第一の手紙 4:16 の中で、キリストの輝かしい再臨の光景を描

いている。また、同じ聖句で、死んだ義人のよみがえりと、生きている義人が

彼らと共に天に引き上げられる場面を描写している。しかしパウロは、天に移

される準備ができているはずの聖徒たちについて、次のように言った：

「最後に、兄弟たちよ。わたしたちは主イエスにあってあなたがた

に願いかつ勧める。あなたがたが、どのように歩いて神を喜ばすべ

きかをわたしたちから学んだように、また、いま歩いているとおり

に、ますます歩き続けなさい」（テサロニケ人への第一の手紙 4:1）。

地から贖われた者たちの特徴の一つは、全てのことにおいて主を喜ばせよう

とする彼らの積極的な態度にある。

よく考えていただきたい。あることが主を喜ばせると知りながら、それをす

ることを拒むなら、あなたは実際何をしていることになるのだろうか？あなた

は、主より他の物を優先していることになる。あなたは、「こんな小さな、小

さなことですから・・・」と言うかもしれない。確かに、小さなことで試され、

証明されるのである。このことは、どの妻でもきっと同感するであろう。彼女

は、誕生日に夫から洗濯機をもらえば、それは感謝するであろう。しかし、夫

が週の半ばに花束を持って帰ってきて、「君の代わりにお皿を拭いてあげよう」

と言ってくれたら、これは誕生日に洗濯機をもらうよりも嬉しいと、どの奥さ

んでも言うであろう。なぜ？それは期待していた時の大きなことよりも、この

ような思いがけないことから、夫の真心が本当に感じ取られるからである。私

たちが十戒を守るとき、神が喜ばれるのはもちろんであるが、進んで聖書に示

されている小さな事をすることによって、文字によって表された十戒をしのぎ、

神への愛をさらに表すのである。
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善悪は今でも、また今後も決して量や数ではかるべきではない。クリスチャ

ンにとって、一番の問題は、罪の量（数）ではなく、罪の質である。聖書は、

化粧や指輪などは主に喜ばれないことを示している。そこには、ある種類の化

粧、またはある種類や数の指輪だけが、主に喜ばれないとは書いていない。啓

示されている神のみこころに反することは、それがどんなにわずかであっても、

深刻なことである。悪魔の今日のとっておきの議論は、「少しぐらいなら大丈夫」

という文句なのである。これは、天使に山へ逃れるようにと命じられたロトの、

愚かな反論でもあった。彼は、ソドムとゴモラの近くにある、もう一つの町に

行かせてもらえるようにせがんだ。「それは小さいではありませんか」（創世記

19:20）というのが、彼の言い分であった。彼が、ソドムの町で持ち物を全て失っ

たばかりであったにもかかわらず、なぜ、また他の町に住みたかったか理解で

きるだろうか。それでも今日、多くのクリスチャンによって、この理屈が用い

られているのである。彼らは、指輪の大きさや派手すぎるかどうかということ

を、議論したり、逃げ口上に使ったりする。

サタンは、神のみ旨からどの程度までは違反して

もいいだろうかと迷っている人々の言葉を聞いて、

大喜びするのである。これを決して忘れてはならな

い。聖書の標準からどの程度ずれているかが、重大

ではない。そもそもずれがあるという事実が、根本

的な問題なのである。最も大事なのは、大股で歩いているか小股で歩いている

かではなく、その一歩一歩の歩みがどの方向へ向かっているかである。

時々、求道者が結婚指輪を捨てるまで、バプテスマを授けない牧師がいて、

そんな指輪ぐらいを大きな問題にして騒ぎ立てるといって、彼は非難される。

実のところ、指輪が問題点でないことは、経験で証明されている。指輪は、もっ

と重大な問題の症状にすぎない。すなわち、完全な献身ができてないのである。

心を神に明け渡し、生活の中で神を第一にするとき、改心者がバプテスマに

よってキリストの体と一つになることを、こんな小さな指輪一つで邪魔されて

いいだろうか。キリストへの愛が、自分、また夫や妻への愛よりも強いときは、

何一つキリストと自分の間を妨げる物はないはずである。ことに小さな金属製

の指輪のような物によっては。
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第３章　つまずきとなるもの

この最後の章では、この課題に関して、ある人たちに言わせれば最も説得力

のある、もう一つの角度から見た聖書的証拠を考えていくことにする。これは、

装飾品は神に喜ばれないということに、まだ納得していない数少ない者たちが

持ち出す反論に答える。またこれは、極めて明確な方法で、結婚指輪に至るま

での最後の堅固なよりどころを、覆すのである。

この論点に対するパウロの雄弁な講義に入っていく前にまず、救霊の働き

に専念している者なら誰もがよく知っている、一つの事実を確認しよう。教会

の信者になって後もなお、飾り物をどうしても付けたがる者たちは、求道者の

前につまずきの石を置いたという責任を問われる。ほとんどの牧師や伝道者

は、数人の教会員の矛盾した行為のために、バプテスマ槽に入らんばかりの所

でしり込みした男女の例を挙げることができるであろう。クリスチャンの標準

に関する聖書の真理を全て教えてもらった後、これらの求道者たちは、他の教

会員たち、時には教会役員までが指輪または他の装飾品を付けているのを見て、

ショックを受ける。多くの者は失望のあまり、後ずさりして教会に加わること

自体を拒むのである。

「まあ、それほど人ばっかり見るべきではない。真理が真理であるからとい

うことで、彼らはそれを受け入れるべきである」と言って、反対する者が出て

くるであろう。そしてそれは真実であり、良いことである。しかし、覚えてい

なければならないことは、我々はここで、耳障りのよくない聖書の教えの抜け

道を探している人を、対象にしていることである。我々は、忍耐強くその抜け

道を一つ一つ閉じ、全ての議論に応じて、彼らが完全な服従をもって屈服する

ところまで、導いてあげなければならない。事実上、この人たちは、教会が説

くことを実行しているのを期待する権利がある。数人の矛盾した教会員たちに

よって、牧師側の何ヶ月もの求道者のための祈りのこもった聖書研究と準備が、

水の泡になり得るのである。誰かが他の人のつまずきの石となる権利はない。

パウロは、一人の魂のクリスチャンとしての成長を妨げる者に対して、最も
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厳粛な警告を書き残している：

「それゆえ、今後わたしたちは、互にさばき合うことをやめよう。

むしろ、あなたがたは、妨げとなる物や、つまずきとなる物を兄弟

の前に置かないことに、決めるがよい」（ローマ 14:13）。

イエスも同じ事を述べられたのである。ただし彼は、子供をつまずかせる責

任の重大さを描写している。子供の安息日学校教師のことを頭に入れて読むと、

このイエスの言葉がもっと生きてくるであろう。

「しかし、わたしを信ずるこれらの小さい者のひとりをつまずかせ

る者は、大きなひきうすを首にかけられて海の深みに沈められる方

が、その人の益になる」（マタイ 18:6）。

何と厳粛な言葉であろう。しかし、これは決して、教師を模範として見上げ

ている小さな子供たちを惑わせるというこの罪を、重く見すぎている訳ではな

い。はたして何回、小さな女の子たちが自分たちの大好きな先生がはめている

指輪を見て、指輪に関する聖書の標準を疑ったことであろう。

ある教会の、結婚指輪をはめていた幼稚科の教師が、

彼女のクラスの一人の女の子からとても尊敬されてい

た。礼拝の時も、その子は度々、先生とそのご主人と

共に座ることが許された。その夫婦には子供がいな

かったので、この行儀の良い女の子が一緒にすわるこ

とを喜んだ。彼女は、よく先生のカバンの中身を見て

夢中になっていたが、そんな時でも、人なつっこいこ

の子は、先生の手をずっと握っていることが多かった

のである。ある安息日の礼拝説教の時、先生はちらっと下を見ると、その子が

自分の結婚指輪をはずして彼女の小さな指にはめているのに気がついた。少々

あわてた先生は、指輪を取り戻し、自分の指に再びはめたのである。

先生は、一週間が過ぎるごとにその女の子が指輪にますます夢中になってい

くのに気づき、残念に思った。子供は、指輪をもてあそんだり、度々自分の小
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さな指にはめるために、そっと先生の指から指輪をはずそうとしたのである。

先生は、この小さな女の子の中でこの金の輪に対する興味が次第に強まるのが、

ますます気がかりになってきた。装飾品に関する聖書の教えを知っていた彼女

は、指輪をはめた当初から、良心が落ち着かなかったのである。今となっては、

先生はこの飾り物から女の子の気をまぎらわせようとして、自分自身がもはや

礼拝の時を楽しむことができなくなった。

彼女は耐えられなくなってきた。自分はこの子供の前につまずきの石を置い

ているという確信が強くなり、彼女はとうとうこの不快な指輪をはずした。彼

女は後になって、自分の牧師にこの経験を話し、あの無邪気な女の子の目の前

に誘惑を置いたために、自分をずっと苦しめてきた罪悪感について語った。

「しかし、私は指輪自体が悪いなんて思わない。なぜ、他の人に自分をよく

見せようと偽善者ぶって、指輪をはずしたりしなければいけないの？」。この

質問は、コリント人への第一の手紙 8:1-13 の中で、パウロによって抵抗しが

たい力で答えられている。その全章は、偶像に供えられた食物に関する問題を

取り扱っている。初代教会は、この論争点で大きく分かれていた。異教から改

心したクリスチャンたちは、そのような肉を食べるのはいけないと考えていた。

彼らは、以前彼らが食べ物を偶像に供えていたことを思い出した。そして、彼

らは今、クリスチャンになったにもかかわらず、その肉を食べることによって

その偶像に忠誠を尽くしているような気がした。反対に、ユダヤ教から改心し

たクリスチャンたちは、その肉を食べることに関して、何の問題も感じなかっ

たのである。その肉は、聖書で言われている「汚れた」肉の部類ではなかったし、

市場で他の肉と一緒に並んで売られていたため、このクリスチャンたちはなん

ら良心に疑問を持たずに、それを買うのであった。この二つのグループ間の論

争があまりにも激しくなったので、パウロはコリント人への第一の手紙 8 章の

中で、相当の時間をかけてこの問題を取り扱ったのである。この点に関する彼

の判断に留意してみよう：

「さて、偶像への供え物を食べることについては、わたしたちは、

偶像なるものは実際は世に存在しないこと、また、唯一の神のほか

には神がないことを、知っている。・・・しかし、この知識をすべ

ての人が持っているのではない。ある人々は、偶像についての、こ
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れまでの習慣上、偶像への供え物として、それを食べるが、彼らの

良心が、弱いために汚されるのである。・・・しかし、あなたがた

のこの自由が、弱い者たちのつまずきにならないように、気をつけ

なさい。なぜなら、ある人が、知識のあるあなたが偶像の宮で食事

をしているのを見た場合、その人の良心が弱いため、それに『教育

されて』、偶像への供え物を食べるようにならないだろうか。する

とその弱い人は、あなたの知識によって滅びることになる。この弱

い兄弟のためにも、キリストは死なれたのである。このようにあな

たがたが、兄弟たちに対して罪を犯し、その弱い良心を痛めるのは、

キリストに対して罪を犯すことなのである」（4節‐12 節）。

霊的焦点を他人を愛するということにおいているこれらの強力な聖句は、教

会にいながらも指輪を付けるのはその人の自由だと考えている者にとって、さ

らに力強く当てはまるのである。この聖句の適用がさらに強いというのは、偶

像に供えられた肉は神にとがめられていなかったのに対し、装飾品はとがめら

れているからである。なお、パウロはあのような肉を食べるのは他人のつまず

き、または成長の邪魔となるので、それは罪であると語っている。指輪に関し

ても、同胞のクリスチャンに対してつまずきとなっているため、これは「キリ

ストに対して罪を犯」していることにもなるという結論から逃れることはでき

ないのである。

ということで、この小さな読み物の中心課題 - 愛に戻ろう。我々が、クリス

チャンの標準を、神を愛して喜ばせるという立場から見ても、また隣人を愛す

るという見方をとっても、結果は同じである。つまり、自分自身を最後に置く

ことである。このような愛に基づいている宗教は、単に十戒の文字を行なうの

に満足せず、神のみこころの表示を少しでも多く知ろうと、日々み言葉を調べ

るのである。ヨハネが指摘しているように、

「・・・それは、わたしたちが神の戒めを守り、みこころにかなう

ことを、行っているからである」（1ヨハネ 3:22）。

あなたがここまで読んだことについて、ちょっと質問してもいいだろうか？

今読んだ中から、装飾品の着用に対する疑問が少しでも起こらなかっただろう
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か？聖書中にちらばっているいろんな聖句の証拠から、この習慣に関して考慮

する余地があるように思わされないだろうか？ある夫婦が、「私たちは、これっ

ぽっちの装飾品を付けたからといって、神様が私たちを天国にいれてくれない

とはどうしても考えられません」と言ってきた。私は彼らに尋ねた。「それを

付けたぐらいで、自分たちが失われると思えなくても、これら数多くの聖句に

よって、その習慣が神の完全な承認を得ているかどうかという点で、疑問が少

しでも起こりませんか？」「ええ、この問題は一目瞭然だとは言えませんね」

と彼らは答えた。私の次の質問はこうであった：「指輪をはめることが、神に

喜ばれないという可能性が 10％はあり得ると思いますか？」しばらく考えて二

人は、この問題は確かにそのくらいの疑問の余地があることには同意した。そ

こで私はこの質問をしてみた：「あなたがたはやがてバプテスマを受けて、主

イエス ･ キリストに生涯を捧げようとしていながら、あなたのために命をお捨

てになった主に喜ばれないことを 10％残しておきたいのですか？」

彼らは、ゆっくり指輪をはずし始めた。「いいえ」とご主人の方が言った。「私

たちは、主を悲しませるどんな小さなことをも残しておくことはしたくありま

せん。私たちは、今からイエスと全く一つとなってやっていきたいのです。」

私は、このような決心は簡単にできるものであるとは言いたくない。イエス

は言われた。

「だれでもわたしについてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字

架を負うて、わたしに従ってきなさい」（ルカ 9:23）

これは、自我に対して「NO」と言うことを意味していた。イエスは、全ての

者は自分の自我を捨てたがらないなにものかと戦わねばならないことを、指摘

なさったのである。キリストのもとに来て彼から学ぶ者は、自己を否定し、ま

たは本来の性質が切望するものに「NO」と言わなければならない。自己否定と

はこのことである。ある人は一つの点でテストに負け、他の人は別の点で負け

るかもしれない。お金という点で自己を否定することができない何人かを見て

きた。神に従えば、職を失うか給料が切り下げられることになりかねないため

に、彼らの金銭に対する愛着心に「NO」と言い切れなかったのである。他の者は、

キリストに完全に従って歩みを共にするのは友人たちを失うことになるため、
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そこまで自制できなかった。また多くの者にとって、聖書に書かれているよう

に、酒タバコや汚れた食物を自制したくないため、その食欲がキリストとの邪

魔物となったこともよくあった。ある者は、虚栄心や自尊心という点で、テス

トに落ちることがよくあった。彼らは、服装に対する度を越えた関心を自制し

たくないのであった。

真理によって、伝道講演会の聴衆の中から人々がより分けられるのを見るの

は、いつでも興味深いことである。生活習慣の変化を促す神の要求を提示する

までは、誰も集会から抜け去ることはしない。もし私たちが、神の勧告を全て

説かなければ、聴衆の大半は喜んで献身への招きに応じるであろう。葛藤が起

こるのは、彼らがふけっている欲望に真理が挑戦する時である。安息日、什一

献金または食事のテストは、全て人間の自我の何らかの要素を脅かす。多くの

者は、それぞれ違った点で負けてしまうのである。しかし不思議なことに、一

番激しい葛藤は、神のみ旨が個人的プライドに触れる時に起こるようである。

虚栄心というのは、根深く、しっかりと心にしみ込んでいるものである。自己

愛（利己主義）には何千という面があり、それは数え切れない程多様に、そし

て巧妙な方法で現れる。

悪魔は、一人一人の魂のために必ず、自我というものを何らかの形で用いて、

神のみ旨に対して最後の抵抗をさせる。心と霊と体の全てをもってキリストを

愛している者だけが、要求されている 100% の明け渡しをしたいと願い、また

できるようになるのである。世界で最も幸福な人たちとは、神を喜ばせたいと

の願いを何者にも邪魔させない人たちである。

主を喜ばせるために生きているクリスチャンは、世界で最も幸福な人たちで

あることはすでに述べた。イエスは、

「もしわたしのいましめを守るならば、あなたがたはわたしの愛のうちにお

るのである。それはわたしがわたしの父のいましめを守ったので、その愛のう

ちにおるのと同じである。わたしがこれらのことを話したのは、わたしの喜び

があなたがたのうちにも宿るため、また、あなたがたの喜びが満ちあふれるた

めである」（ヨハネ 15:10,11）

と言われた。だから、全き献身をしているクリスチャンはすぐ見分けがつく
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のは不思議ではない。顔色、表情までも変える程の聖なる輝きと喜びが内から

わき出ているのである。彼らは、世の中の飾り物を捨てたが、彼らをはっきり

区別する他の飾り、つまり霊の飾りを付けているのである。ある女性たちは、

装飾品をやめたら裸にされた気分になるほどであるが、彼らはやがて、神は人

工的な物に変わって本物を与えてくださったことに、気が付くであろう。ダビ

デは「主を仰ぎ見て、光を得よ、そうすれば、あなたがたは、恥じて顔を赤く

することはない」（詩篇 34：5）と記している。

生まれ変わったクリスチャンのこのような「ニュールック」（新しい顔つき）

が、世を驚かせるのである。一つ一つ捨てる悪いものに対して、神の子らは代

わりとなる霊的補充を受ける。パウロが語ったように、

「それだから、わたしたちは、やみのわざを捨てて、光の武具を着

けようではないか」（ローマ 13:12）。

この入れ代わりが、衣類や装飾品を含むものである場合には、どれほど目覚

しい変わり方であり得るかに注意してほしいのである。キリストの花嫁には、

特別な注意が払われる。イザヤは、神の民の婚礼衣装と世のウェディングドレ

スを比較している。

「わたしは主を大いに喜び、わが魂はわが神を楽しむ。主がわたし

に救の衣を着せ、義の上衣をまとわせて、花婿が冠をいただき、花

嫁が宝玉をもって飾るようにされたからである」（イザヤ 61:10）。

我々はキリストと結婚し、彼の名をいただく時、世の中の花婿や花嫁のよう

に着飾ってはならない。我々は、喜んで「救いの衣」と「義の上着」を着せら

れるべきである。これが顔を輝かせ、世を驚かす新しい光輝ある外観なのであ

る。

この重大な点は、注意深く考慮すべきである。顔は、人の品性や経験につい

て多くを語る。クリスチャンの最も力強い伝道は、案外、我々の明るく輝いて

いる顔の証なのかもしれない。私が聞いた化粧に対する一番有力な反論の一つ

は、ちょうどこの事実に基づいていたのである。有名なカトリックの作家であ
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るフランシス・パーキンソン・キーズは、彼女がなぜ人工的なもので顔に化粧

したり、髪を飾ったりしないかを説明している：

「四分の一世紀もの年月を生きれ

ば、女性の顔には少々の小じわや

あごの下のちょっとしたたるみ以

外に、多くのものが刻み込まれて

いるはずなのです。その時の流れ

と共に、彼女は痛みと楽しみ、喜

びと憂い、生と死とを身近に経験

していったのです。彼女はもがい

て生き残り、失敗しては成功して

きました。彼女は信仰を失い、また取り戻しているのです。彼女の

気質は穏やかになり、見識は広がり、思いやりと他の人を理解して

あげる心は深まったはずです。そして、これらは全て表れるはずな

のです。もし彼女が、年の跡を消そうとするなら、同時に経験と品

性の跡までも、損なう危険を冒すのです」（Words of Inspiration 

, p.198）。

この言葉には何とすばらしい真理が含まれていることであろう！クリスチャ

ン女性は、その表情をもって一つの証を立てるのである。正義、気品、純潔、

平静な神への信頼 -これらの特性は、しばしば顔だけにでもはっきり表される。

「そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かし、そして、人々

があなたがたのよいおこないを見て、天にいますあなたがたの父を

あがめるようにしなさい」（マタイ 5:16）

とイエスが言われたのも、同じことを意味していたのかもしれない。飾り気

のない顔が放つ輝きと霊的光は、多くの説教や聖書研究よりも、イエス ･ キリ

ストの宗教に対する人々の注意を引くことがあり得るのである。

我々は、この人工的な装飾品という主題に関して、ずいぶん長い時間を費や

した。それは、愛という動機がいかに我々を聖書へと導き、主は何を一番喜ば
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れるのだろうと、調べさせるためであった。同じように、クリスチャンの行動

標準の他の例を用いることもできたのである。装飾品に関する同じ原則が、ダ

ンス、映画、音楽、ばくち、食事や服装の場合にも、主を喜ばせたいと求めさ

せる動機を与えるのである。そして同じように、教会のこれらの高い標準は、

人間で構成されている委員会の決議の結果ではなく、み言葉から啓示された神

のみ旨であることを、はっきりと示すことができる。神の助けにより、我々の

最大の喜びと楽しみが、神を喜ばせることからわき出るようにと祈るものであ

る。

その頭には　かむりもなく、
その衣には　かざりもなく、
まずしく低き　大工として、
主は若き日を　過ぎたまえり。
（賛美歌 122番より）
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