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IV. 私たちの働き 

私たちは何を行うのか 

 

 

「私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みをともに受ける

者となるためです。」1 コリント 9:23 

「彼らはいつも、使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをし

ていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議としるしが行

われていた。信者となった人々はみな一つになって、一切の物を共有し、財産や

所有物を売っては、それぞれの必要に応じて、皆に分配していた。そして、毎日

心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心をもって食事をとも

にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日、救われる人々を

加えて一つにしてくださった。」使徒の働き２:42-47 

 

 教会のビジョンは、教会の活動にどのように具体化されるのでしょうか。  

 私たちの生活は、教会のビジョンとどのように関係しているでしょうか。 

 

教会は私たち人間の集まりですから、集まる人間の数だけ希望や期待がありま

す。もし教会が一人一人のその時々の思いに応えて働きを行おうとすれば、教会

はやがてその目的を見失い、不安定な歩みをすることになります。教会の働き

は、私たち人間の移り変わる思いによってではなく、教会のビジョンに沿って行

われなければなりません。そしてそれが、人々の本当のニーズに応えることにも

なるのです。 

前のⅢ章では、私たちの教会のビジョンを確認しました。私たちのビジョン

は、「イエスキリストの弟子として神の愛に生きる」こと、そして「互いに愛し合

う交わりを生み出す」ということです。教会の働きは、この大きな二つの柱にそ

って行われています。Ⅳ章では、この二つの私たちのビジョンを、教会の活動に
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どのように具体化していくのか、ということについて、A．イエスキリストの弟子

としての働き、B．交わりを生み出す働き にまとめています。さらに、教会の

ビジョンが、一人一人の生活にどのように関係しているのか、ということについ

て、C．「私の行動ビジョン」の取り組み  の中でともに考えたいと思います。  

 

A. イエスキリストの弟子としての働き 

 

ひとりの人が、イエスキリストに出会い、創造者である神との関係において

新しく生まれ、続いてキリストの弟子として成長の道を歩み続けていきます。

そのようなイエスキリストの弟子としての生き方を目ざす私たちは、教会と

してどのような働きを行うのでしょうか。 

私たちの教会では、イエスキリストが与えられた最高の命令と最高の戒め

を、「神を愛する（礼拝）」、「バプテスマを授ける（交わり）」、「教える（成熟）」、

「隣人を愛する（奉仕）」、そして「行く（伝道）」という「五つの働き」に具

体的に表して、働きを行っています。 

それでは、この「五つの働き」について説明し、それぞれの働きについて私

たちの教会が大切にしていることを説明します。 

 

１ 礼拝の働き 

 

 最高の戒めに示された「神を愛する」ということがもっともよく表されて

いるのが、礼拝です。聖書は、礼拝をささげる私たち自身が神へのささげも

のであり、私たちの生き方そのものが礼拝であると教えています。ですから

私たちは礼拝を生活の中心に置き、礼拝を中心にして一週間の生活を計画し

ます。 

 私たちは、日曜日を、主の復活を祝う「主の日」として、ともに集まって

礼拝をささげます。主日礼拝は、私たちの生活の中心であり土台ですから、

教会が最も大切にする働きであると言って良いでしょう。主日礼拝を豊かな
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礼拝とするためには、よく準備されたプログラムとともに、礼拝をささげる

一人一人の神様への愛が何よりも大事です。「あなたがたのからだを、神に

喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げなさい。それこそ、あなたがた

にふさわしい礼拝です」（ローマ 12:1）とあるように、私たち一人一人が神

を愛する者となることによって、主日礼拝を祝されたものとすることができ

るのです。 

  

 礼拝について、私たちニューコミュニティが大切にすることは次のことで

す。 

 第一に、「礼拝を生活の中心におく」ことです。私たちクリスチャンの信

仰と生活は、神様への礼拝によって定まります。反対に言えば、礼拝をおろ

そかにするなら、そこから私たちの信仰と生活も崩れていきます。ですか

ら、私たちは礼拝を最優先にした生活をします。 

第二は、「ともに礼拝をささげる」ことです。聖書は「いっしょに集まるこ

とをやめたりしないで、かえって励まし合い」（へブル 11:25）と教えていま

す。礼拝にとって大切なことは人数や場所ではなく、「ともに集まって礼拝

をささげる」ことです。集まることができるのであれば、会堂や集会所で行

われるチャペルの礼拝に出席しましょう。「小さなエクレシア」（後述しま

す）で礼拝をささげようとする人は、ともに礼拝をささげる人と場所を定め

て集まり礼拝をささげましょう。 

 第三に、「こどもも大人もいっしょに礼拝をささげる」ことです。私たち

の教会では赤ちゃんから大人まで、家族全員でいっしょに礼拝をささげま

す。礼拝は大人だけのものではなく、神の家族としてささげるべきもので

す。そこではあかちゃんの鳴き声も神様への賛美です。もちろんお子さんの

状態によって、別の部屋で参加することもできます。  

 第四は、「クリスチャンでない方を歓迎する」ことです。礼拝はイエスキ

リストへの信仰を土台にしてささげるものです。しかし、私たちはクリスチ

ャンではない方々にもともに礼拝に参加していただきたいと思います。それ

は、私たちの礼拝の姿が何よりもクリスチャンの信仰の証ですし、礼拝にお

いて神様の愛と恵みを経験していただきたいからです。「使徒の働き」に
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は、初代教会の人々の礼拝の姿が「人々から好意を持たれていた」と記され

ています。私たちの礼拝は私たち自身が捧げるものでありつつ、同時にクリ

スチャンでない方々に配慮されたものでありたいと考えています。  

 そして第五は、「毎日の個人礼拝（デボーション）を大切にする」ことで

す。「神を愛すること」は、私たち一人一人の人生の目的でもあります。一

日の中のある時間を定めて、自分の仕事や家事の手を休めて、一人となって

聖書を読み祈りましょう。そのために私たちの共通する聖書日課として「バ

イブルノート」を発行しています。一人一人の毎日のデボーションが、私た

ちを「礼拝をささげる者」として成長させるのです。 

  

２ 交わりの働き 

 

 次に私たちに与えられた働きは、最高の命令にある「バプテスマ（洗礼）

を授ける」ということです。イエスキリストが、「行く」こと、「教える」こ

とに並べて、「洗礼を授ける」ことを命じられたのは、「洗礼を受ける」こと

が、私たちがイエスキリストの弟子である大切な要素の一つだからです。 

 イエスキリストを救い主と信じた人は、洗礼を受け、教会の一員となりま

す。それは、私たちが古い自分に死んで、新しく生まれ、イエスキリストに

つながって生きるしるしです。それは同時に、イエスキリストのからだであ

る教会につながり、その一員となるということです。新しく生まれた子ども

が、誕生と同時に家族の一員になることと同じです。  

そのように、洗礼は救いのシンボルであるだけではなく、交わりのシンボ

ルでもあります。私たちは「交わり」というとお互いに親しくなるための活

動（doing）をイメージしますが、聖書が教える「交わり1」とは、私たちは

 
1 【コラム】聖書で「交わり」を表す言葉はギリシャ語の「コイノニア」という言葉です。

この言葉は、「共通の」という意味の「コイノス」から来ています。それは何よりも「イエ

スキリスト」であり、このイエスキリストへの「信仰」です。また、この「コイノニア」

には、「ともに携わっている仲間」を表す意味もあります。たとえばペテロたちのような漁

師の仲間を「コイノーノス」と言います。さらに「あなたがたが最初の日から今日まで、

福音を伝えることにともに携わってきたことを感謝しています」（ピリピ 1:6）とある「携
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教会の一員とされたものである（Being また Belonging）ということです。

「御霊による一致を熱心に保ちなさい」（エペソ 4:3）とあるように、私たち

は与えられたこの交わりを保ち、また深めていきたいと思います。  

 

 イエスキリストによって与えられた「交わり」を大切にしていくために、

私たちが具体的に取り組んでいることは次のことです。  

 第一は、与えられている「共通のもの」を共有することです。そのために

この「教会員クラス 101」のテキストは作られています。これを読んで、よ

く理解してください。  

 第二は、「小さな交わり」に一人一人が所属することを大切にします。特

に私たちクリスチャンにとって、みことばによって教えられたことを互いに

分かち合い、自分の課題を分かち合って互いに祈り合う、信仰の交わりは大

切です。 

 そして第三は、さまざまな種類の「小さな交わり」を生み出すことです。

交わりには、「世代や人生の段階に基づいたグループ」、「関心事に基づいた

グループ」、「奉仕の働きに基づいたグループ」、「ケアに基づいたグループ」

などがあります。どのような人でも比較的簡単に自分の加わりやすいグルー

プを見出すことができるようにと願っています。 

最後に第四は、そのような多様な人々の「交わり」を生み出すためには、

交わりと人々に仕えるリーダーの存在が鍵となります。リーダーの育成は私

たちの教会にとってもっとも大切な働きなのです。 

 このように、「交わり」の働きは教会の働きの一つというよりも、むしろ

私たちの教会の働きを貫くものです。つまり、教会の礼拝も成熟も奉仕も伝

道も、すべての働きはこの交わりを土台として、交わりを生み出しつつ行わ

れることなのです。 

 

 

わってきた」という言葉も「コイノニア」です。つまり、イエスキリストによって与えら

れた救いにもとづいて、イエスキリストに従って生きる生き方が、私たちの「交わり」で

あると言うことができると思います。 
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３ 成熟の働き 

 

 イエスキリストを信じて、神の子どもとして新しく誕生し、礼拝を捧げる

ようになり、教会の交わりの中に迎え入れられた私たちは、イエスキリスト

の弟子としての成長の道を歩み始めます。そのための働きが、成熟の働きで

す。これは、「最高の命令」においてイエス様が語られた「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教えなさい」という命令に

もとづくものです。 

 この働きは一般的には「教育」とか「育成」という言葉が使われますが、

私たちの教会が「成熟（maturity）」という言葉をあえて使っているのは、

私たちがめざす主の弟子の姿が「愛に生きる」ことにあるからです。キリス

トの弟子として「愛に生きる」ことは、単に知識や外側の姿だけではなく、

価値観や品性など人生のすべての面で生涯を通して成長していくことです。 

 

 私たちが、成熟の働きにおいて大切にしていることは次のことです。  

 第一は、イエスキリストの弟子として人格的な成熟をめざしていくため

に、Head（頭）、Heart（心）、Hands & Foots（手足）の三つの面でバラン

スのとれた成熟の働きを行います。  

 「Head（頭）」とは、「知る」という知識の面における成長です。「愛に生

きる」ためには、「なぜ愛が大切なのか」とか「愛とはどういうことか」な

どを知識として理解することが必要です。そのために成人分級や学び会を行

います。 

しかし、知るだけでは「愛に生きる」ことはできません。「Heart（心）」

において「愛したい」「愛に生きたい」という動機や願いが与えられなけれ

ばなりません。それは何よりも礼拝において、また互いの関係の中で与えら

れるものです。 

そして、それを「愛に生きる」ことを具体的な言葉や行動に表わしていく

ことが求められます。これが「Hands & Foots（手足）」の部分です。愛す

ることを知っており、愛したいと願っていても、それを正しく適切に行う方
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法を学ばなければ「愛に生きる」ことはできないからです。成熟の働きにお

いては、以上の「3 つの H」と、そのバランスを大事にします。 

 第二は、成熟の場としての「交わり」を大切にします。私たちは交わりの

中で成長することができるからです。知識だけなら、一人でも、あるいは教

室型の学びで得ることができるかもしれません。しかし、特に Heart（心）

の部分の成長は、交わりの中で与えられるのです。「Hands & Foots（手

足）」の部分においても同様です。「鉄は鉄によって研がれ、人はその友によ

って研がれる」（箴言 27:17）とあるとおりです。 

 

そして第三は、「個人」としての成熟とともに、「私たち」としての教会の

成熟ということです。この両者は切り離すことはできません。教会の成熟は

一人一人の成熟にかかってはいますが、それは単なる合計以上のものです。

すぐれた選手を集めてもそのチームがすぐれたチームにはならないのと同じ

です。教会においても一人一人が成熟をめざすだけではなく、「互いに」「と

もに」という関係や継承という面もふくめて全体的に成長していくことをめ

ざしましょう。 

 

４ 奉仕の働き 

 

 礼拝、交わり、成熟に続く教会の働きは、「奉仕」の働きです。これは、

最高の戒めに教えられた「隣人を愛する」ことを目的とする働きです。 

 日本語の「奉仕」という言葉は、一般的には「対価や報酬を求めない働

き」を意味します。ボランティアという言葉と同じような意味で使われるこ

とも多いと思います。教会においても、全体のためにだれかがその務めを担

うと言う意味で「奉仕当番」という用い方があります。もちろん、このよう

な奉仕も「隣人を愛する」ことの具体化の一つです。  

 しかし、ここでの「奉仕」は、それ以上のものです。奉仕には、「最高の

命令」における「隣人を自分自身のように愛する」という積極的な意味合い

があります。それは、「言葉による伝道」とともに「行いによるあかし」に
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よる宣教の働きにあたるものです。ですから、教会の働きである「奉仕」

は、英語では「service サービス」ではなく、「ministry ミニストリー」とい

う言葉が使われています。ミニストリーとは、「仕事（work や job）」と区別

して、主権者である王から委ねられた働きを表す言葉です。たとえば「プラ

イムミニスター」は「総理大臣」のことですが、それは王に任命された働き

のことです。私たちに与えられた「奉仕の働き」は、そのように神様によっ

て与えられた積極的な働きなのです。 

 

 奉仕の働きにおいて、私たちが大切にしていることは次のことです。  

 第一は、一人一人の「自主性と多様性」です。私たちの教会のすべての働

きは、イエスキリストへの信仰に基づいた一人一人の自主的な働きです。私

たちがそれぞれ自分に与えられた賜物、経験、情熱をどのように活かして用

いるのかを祈りつつ思い巡らし、それぞれに与えられた「私の行動ビジョ

ン」に表します。教会は、それに対して必要な支援を与えます。 

 第二に大切にしたいことは、「仕える」という姿勢です。一人一人に与え

られている賜物は、自分のために与えられているのではなく、他の人に仕え

るために与えられているのです。教会には「奉仕当番」として誰かが担わな

ければならない様々な働きがあります。それは自分が望む働きではないかも

しれませんし、犠牲が求められる場合もあります。そのような奉仕を担うこ

とは、成熟した人だからこそできることです。イエスキリストは「仕えられ

るためではなく仕えるために…来た」（マルコ 10:45）と言われました。主の

弟子である私たちもまた「仕える」ことを大切にしたいのです。 

 第三は、「社会に仕える姿勢」です。私たちは教会の中だけではなく、生

活の場において人々に仕える者でなければなりません。家庭を始めとして、

住んでいる地域、働いている職場、学んでいる学校、そこは私たちが遣わさ

れた場です。また、私たちの教会は 1995 年の阪神淡路大震災の被災地の教

会として与えられた経験を活かして、それ以来各地の災害の被災者の方々に

対して祈りと献金をもって仕えてきました。東日本大震災を機に若者たちに

よって発足した「スマイル大作戦」の働きは、そのような私たちの教会に与

えられた大切な働きです。今後もこのような種類の働きを教会として取り組

んでいきたいと考えています。 
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５ 伝道の働き 

 

 ５つ目の働きは、「伝道」の働きです。これは、最高の命令における「行

きなさい」という宣教命令の具体的な働きです。 

 「行きなさい」という命令は、直接的には「エルサレムから全世界に」を

意味しています。しかしそのような地域的広がりとともに、私たちにとって

は「教会から社会に出ていくこと」、あるいは「自分の立場から離れて、相

手の立場に立つこと」でもあります。 

 私たちの社会には、教会に行ったことのない方やクリスチャンを知らない

方も多くおられます。伝道は、私たちが隣人となって、その方々の立場に立

って働きを行う必要があります。そのため「伝道の働き」を一つの方法では

なく、大きく次の三つに分けて働きを行います。 

 

① 親しい関係を築く 

【対象】 

イエスキリストやキリスト教という名前は聞いたことがあっても、個人的

にクリスチャンの知り合いはおらず、聖書を読んだこともなく、教会に行っ

たこともない方々です。「キリスト教も他の宗教も行き着くところは同じ」

と考えておられる方々です。 

この方々はイエスキリストに出会う前に、まずはイエスキリストを信じて

いるクリスチャンとの出会いが必要です。 

【働き】 

このような方々に対しては、いきなり言葉による伝道をすることはできま

せん。まずは私たちクリスチャンや教会と出会っていただくことが大事で

す。そのために私たちができることは、社会におけるさまざまなところに出

ていくことです。そして、人々との出会いの機会を生み出し、個人的な親し

い関係を築いていくことが大切です。   
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② 個人的なあかしを分かち合う 

【対象】 

個人的にクリスチャンを知っていたり、教会の活動に参加したことがあっ

ても、多くの人は自分にとって信仰はあまり関係がないものと思っておられ

ます。信仰は困難に直面した時とか特別な人に必要なものであって、今の自

分には必要がないと思っている方々です。それは、イエスキリストを信じる

ということがどのようなことであるかを聞いてないからです。 

【働き】 

福音は個人的な交わりの中で伝えられるものです。なぜなら、最も大切な

ことは信頼する人を通して聞かされるべきだからです。「自分にはよく理解

できないけれども、この人の言っていることや、生き方は良いものであると

思う」と感じるところから、人々は福音に対して心をひらいていきます。私

たちは自分自身の信仰をありのままの言葉で分かち合うことが大切です。し

かし、私たちの伝道の働きは、この世に出て行って親しい関係を築くことが

最終目的ではありません。彼らのために祈り続けているならば、必ずある時

に、言葉で伝える機会が与えられるのです。私たちは、その時のために備え

ていなければならないのです。 

 

③ 福音を伝える 

【対象】 

最初は「自分には関係ない」と思っていたけれども、クリスチャンとの交

わりの中で偏見や壁がなくなり、信頼できる人からクリスチャンの信仰につ

いて聞いたことによって、自分にも必要なことかもしれないという気持ちが

与えられている方々です。自分も聖書を読んでみたいとか、あるいは自分も

最後はクリスチャンになりたいという気持ちが与えられている方々です。 

【働き】 

この人たちには、信仰の決断をするための必要な情報を伝えることが必要
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です。いっしょに聖書を学び、神とはどのような方か、人間とはどんな存在

か、イエスキリストとはどういうお方か、そして信じるとはどういうことな

のかをお話します。信仰は、その人と神様との関係における個人的なことで

あっても、多くの場合、私たちはお互いの交わりの中で神さまについて考え

始め、神さまについて知り、神さまを信じる決心にいたるのです。  

 

ここまで、最高の命令と最高の戒めに表された「五つの働き」について述

べてきました。よく理解できたでしょうか。一人の人が、イエスキリストの

弟子である私たちクリスチャンに出会うところから始まり、やがてイエスキ

リストを信じてクリスチャンとして新しく生まれ、そして礼拝、交わり、成

熟、伝道の働きを通してイエスキリストの弟子として成長していきます。そ

のために、教会の働きは行われているのです。 

 

B． 交わりを生み出す働き 

 

 私たちニューコミュニティのビジョンのもう一つの柱は、「互いに愛し合

う交わりを生み出す」ということです。 

このことは、「私たちのビジョン」の項目で説明したように、最初の柱で

ある「イエスキリストの弟子として神の愛に生きる」ことと深く結びついて

います。というのは、私たちは交わりの中に生きる存在として造られた者で

あり、イエスキリストの弟子としての成長は交わりの中に生きることなしに

は実現しないからです。「交わりに生きる」ことなく「愛に生きる」ことを

目標とすることはできませんし、霊的な誕生と成熟、そして再生産は「交わ

り」において実現するのです。 

 そのような考え方にもとづいて、私たちの教会は「一教会・複数チャペ

ル」の理念によって、多くの「小さな交わり」によって構成する教会をめざ

しています。「小さな交わり」によって「チャペル」を形成し、そして「チ

ャペル」によって「ニューコミュニティ」は形成されています。 
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１ 「小さな交わり」はなぜ大切なのか  

 

ニューコミュニティのメンバーはすべてニューコミュニティという教会の

一員であり、また地域のチャペルの一員です。しかし、私たちが互いに愛し

合い、福音を分かち合う交わりを築こうとするなら、それは「限られた人数

で、定まったメンバーによる交わり」である必要があります。一般的にグル

ープ機能が活かされるのは 4〜8 名と言われますが、イエス様も 12 人という

わずかな人たちを使徒としてご自分のそばに置かれました。それを超えると

実質的な交わりや、互いの関係、またグループとしての成長は不可能だから

です。私たちは、チャペルが大きくなってもすべての人が互いの交わりを保

ちながら歩むことができるように、「小さな交わり」を推進しています。  

しかしながら「小さな交わり」にはむつかしさもあります。それは少人数

の交わりであるほど、私たちの互いの関係が傷つきやすいからです。しかし

だからこそ、私たちは「小さな交わり」を大切にするのです。そこでこそ、

私たちは愛する人となることを学ぶことができるからです。 

考えてみれば、イエスキリストは「大きい教会を建てるように」とは命じ

られませんでした。主は「あらゆる国の人を弟子としなさい」と命じられた

のです。そして「互いに愛し合いなさい」と繰り返して言われました。とす

るならば、私たちは「互いに愛し合う」ことができる「小さな集まり」を大

事にする必要があります。 

このように、互いに愛し合う交わりにふさわしい規模を保ちながら、その

働きにおいては多様な「小さな交わり」によって、教会は形成されているの

です。さまざまな「小さな交わり」が増えていくことは人々を教会に迎える

受け皿となり、またクリスチャンにとっては成熟の場となるでしょう。すべ

ての人々に「小さな交わり」を提供する。それが私たちニューコミュニティ

のビジョンであり願いなのです。 

 

２ 「小さなエクレシア」とは何か 
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私たちは、このような「小さな交わり」を「小さなエクレシア」と呼びま

す。 

「エクレシア」とは、新約聖書に出てくる言葉で「教会」を表すギリシャ

語です。その意味は「神によって召し出された、神の民、交わり、共同体」

です。教会が、この世界の他のどんな団体とも異なっていることは、「神に

よって召し出された」ということです。教会は、公同の教会から、各地に立

てられた地域教会、また家の教会まで、多様な姿を持ちますが、共通するこ

とは「神によって召し出された、神の民、交わり、共同体」ということで

す。そのことを表しているのが「エクレシア」という言葉なのです。私たち

は、第Ⅰ章の「神の家族の二つの姿」で学んだように、「公同の教会」とし

てのエクレシアとともに、「地域教会」としてのエクレシアの一員です。  

先に「小さな交わり」の重要性を述べましたが、教会に与えられた５つの

働きを行う「小さな交わり」は、いずれも「エクレシア」としての性質を持

っています。イエスキリストは「二人か三人がわたしの名において集まって

いるところには、わたしもその中にいるのです」（マタイ 18:20）と約束され

ましたから、私たちがともに集まる交わりの中にはイエスキリストがおられ

ます。大切なことは「わたしの名において」ということです。私たちはこの

ようなイエスキリストを中心とした交わりを喜び楽しみつつ、その交わりの

中に、愛する人々をお迎えしていくのです。このような「小さな交わり」

は、教会の一つの部分であるとともに、それ自体が教会としての性質を持っ

た「小さなエクレシア」であるのです。 

「小さなエクレシア」の働きはいろいろです。伝道のための交わりであっ

たり、奉仕のための交わりであったり、それぞれの関心のあることがらによ

って集まる人々のグループであったりします。あるいは、同じ地域に住んで

いる人々の交わりであるかも知れません。伝道のための交わりであれば、そ

こにはクリスチャンではない方々が招かれていますし、成熟のための交わり

であればクリスチャンが対象になります。しかし、どんなグループであって

も、イエスキリストを中心とした交わりは「小さなエクレシア」です。一つ

のチャペルや一般の教会のように、教会としてのいろいろな働きが整ったエ

クレシアではなくても、しかしそれは確かに「小さなエクレシア」です。 

もちろん、このような「小さなエクレシア」は新しく生まれるとともに、



 14 

終わってなくなることもあります。またその内容が変化していくこともある

でしょう。たとえば、若い父親たちの交わりのために始まった交わりで、家

庭についての学びが始まる場合があるかもしれませんし、コーヒーの入れ方

を楽しむ趣味のグループに参加していた新しい方と聖書を学ぶ交わりが始ま

ったり、やがてその中から信仰を持つ人が生まれて、一緒に礼拝をささげた

いという願いが起こることもあるでしょう。私たちはそのような「小さなエ

クレシア」を生み出し続けていきます。 

 

３ 「チャペル」の働き 

 

 先にも述べたように、私たちの教会では、「小さなエクレシア」によって

「チャペル」を形成しています。「チャペル」は、ある地域において、メン

バーの知人や地域の方々に対してひらかれた主日礼拝を行っています。「チ

ャペル」は、「小さなエクレシア」の人数が増えたものや、「小さなエクレシ

ア」から「チャペル」に姿を変えたものではなく、「小さなエクレシア」に

よる共同体なのです。  

「チャペル」は、その地域において「教会」として存在することになりま

すから、教会の「五つの働き」を行うことになります。そのために「支える

働き」も必要となりますが、できるかぎり複雑な仕組みや働きはなくしたい

と願っています。これまでの経験から、チャペルが独自でそれらすべての働

きを行うのではなく、ニューコミュニティとしてチャペルの「五つの働き」

を具体的にサポートする取り組みを強めたいと考えています。  

 

４ 「チャペル」を生み出す 

 

 新約聖書において、教会は「キリストのからだ」であると教えられていま

す。「からだ」にはいろいろな機能がありますが、その中の一つに、「新しい

からだを生み出す」ということがあります。再生産です。このことは、「小

さなエクレシア」にも言えますし、またチャペルにもあてはまります。  
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 公同の教会としてのエクレシアは永遠ですが、地域教会としてのニューコ

ミュニティやチャペル、また小さなエクレシアは、新たに生まれることがあ

れば、その働きを終えることがあります。正確に言えば、聖霊降臨の時から

今日まで、同じ姿で存在し続けている教会はありません。しかし、一つのか

らだは終わっても、そのいのちは新しいからだに引き継がれていきます。あ

のエルサレム教会もアンテオケ教会も今はありませんが、そのいのちは私た

ちに受け継がれているのです。つまり、私たちが教会開拓の理念として掲げ

てきたように、「教会が教会を生み出し」、それは「地の果てまで、世の終わ

りまで」繰り返されていくのです。  

そのような意味で、教会を開拓し、教会を生み出すということは、教会に

とっては当然のことです。その働きが自然なかたちで行われて行くために

は、私たちはこれまでの「一教会・複数チャペル」のあり方をさらに柔軟に

して、地域における「チャペル」や「小さなエクレシア」という多様な規模

と種類のエクレシアが生み出されていくことをめざしていきたいのです。2 

  

５ 「ニューコミュニティ」を形成する  

 

このようなニューコミュニティのあり方は、「互いに愛し合う交わりを生

み出す」というビジョンに沿ったものです。ニューコミュニティは、各チャ

ペルや小さなエクレシアによって、そのビジョンを実現していくために、必

要なサポートを行い、教会全体としての必要な働きを行います。 

 
2 1992 年頃から私たちに教会開拓のビジョンが与えられ、祈りが始まりました。1994 年に

三田の地で具体的な開拓伝道の取り組みが始まり、1996 年主日礼拝がスタートしました。

その頃、私たちはどのような開拓を目指していくのかという「教会開拓の理念」として、

①教会が教会を生み出す ②地の果てまで世の終わりまで ③一つの教会・複数会堂（チャ

ペル）という 3 つの柱を掲げて進めていくことになりました。この理念にもとづいて、

1999 年に学園都市で開拓伝道の取り組みを始め、2001 年主日礼拝がスタートしました。 

次ページは、2000 年の教会総会の資料に掲載された「ニューコミュニティの形成と方向性

（各チャペルの位置づけ）」の図です。一部、表現を修正し、補足を追記しています。  
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 ニューコミュニティは、福音宣教が困難な日本社会において、宣教の働き

にチャレンジしていくために、「一教会・複数チャペル」に表された相互依

存の理念をもって教会を形成します。また、教会として信仰的、倫理的な健

全性を保ち続けるために、教団（基督兄弟団）に所属し、「大きなエクレシ

ア」である日本の教会に仕え、そして世界の教会全体に連なっていく姿勢を

持って歩みます。 

  

 

C． 「私の行動ビジョン」の取り組み  

 

「私の行動ビジョン」について、具体的にどのようなことから取り組める

でしょうか。一人一人が自らに問い、思い巡らしてみましょう。その問いに

対する答えは、それぞれ違うはずです。しかし、だからといって一人で取り

組むのではありません。神の家族の中で分かち合い、祈り合い、励まし合い

ながら取り組んでいくことがとても大切です。 

Ⅲ章では、３つの「私の行動ビジョン」を取り組む上で、私たちの意識を

変える３つ軸について簡単に説明しました。ここではさらに、聖書のみこと

ばを通じて、一人一人の取り組みを思い巡らすためのポイントを確認したい

と思います。 

 

１ 地域宣教：  

いつでもどこにいても、神を愛し、イエスキリストを証しする  

 

イエスキリストによる救いによって、私たちは永遠の命が与えられ、天の

御国を受け継ぐ者とされました。神様の永遠の愛のスケールの中では、私た

ちが生かされている地上の生涯は、わずかな時間です。イエス様は、十字架

を前にして、父なる神様に次のように祈られました。 
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「あなたがわたしを世に遣わされたように、わたしも彼ら（＝弟子たち）

を世に遣わしました。」 ヨハネ 17:18 

私たちは、地上の歩みにおいては、世に遣わされている者です。家庭、職

場、学校、趣味や地域のサークルなど、様々な生活の現場に私は遣わされて

いるということを意識しましょう。「地域宣教」ということを考えるとき、

私にとって、地域とはどこなのことでしょうか、私は具体的にどこに遣わさ

れているのでしょうか。これらのことを思い巡らして、下記の空欄に書いて

みましょう。 

 

 

 

 

２ 教会開拓：  

互いに愛し合う交わりを、日々の生活の中で生み出し、育てる  

 

Ⅲ章で、「あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。」という第２の戒

めについて触れました。では、隣人とはだれのことでしょうか。この問い

は、有名な「良きサマリア人」のたとえ話として聖書に記されています。あ

る律法学者が、『あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい』という大切

な戒めを守っていることを示そうとして、イエス様に「私の隣人とはだれ

か」という質問を投げかけました。イエス様は強盗に襲われた人のたとえ話

を用いて、次のように答えられました。 

「この三人の中でだれが、強盗に襲われた人の隣人になったと思います

か。彼は言った。『その人にあわれみ深い行いをした人です。』するとイエス

は言われた。『あなたも行って、同じようにしなさい。』」  ルカ 10:36,37 

イエス様は、「だれが隣人か」ではなく、「だれが隣人になったか」と問わ

れました。隣人とは、身近にいる漠然とした人ではなく、生活の現場におら

れる具体的な人のことです。あなたはだれの隣人になるのでしょうか、ある
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いはだれの隣人になっているでしょうか。これらのことを思い巡らして、下

記の空欄に書いてみましょう。その隣人に愛をもって具体的に関わっていく

とき、そこに交わりが生まれ、「小さなエクレシア」が生まれていくことを

願い祈っていきましょう。 

 

 

 

 

３ 家族的成長：  

主にある兄姉を愛し、互いに仕え、共に成長することを目指す  

 

私たちはイエスキリストの救いによって、神様の子どもとされました。そ

れは、神の家族の一員とされることでもあります。救われた私たちは、家

族の愛の交わりの中で祈られ、励まされ、時には癒されながら養われてい

きます。主にある家族の一員として育まれながら、家族全体が成長してい

くのです。聖書では、愛による質的な成長を強調しています。 

「キリストによって、からだ全体は、一つ一つの部分がその力量にふさわ

しく働く力により、また、備えられたあらゆる結び目によって、しっかり

と組み合わされ、結び合わされ、成長して、愛のうちに建てられるので

す。」 エペソ 4:16 

さらに聖書では、教会と私たちの関係をからだにたとえて、次のように生

き生きと記しています。そこには、お互いがかけがえのない一員として尊

重し合い、苦しみや喜びを分かち合う姿が表わされています。 

「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 12:4 

「一つの部分が苦しめば、すべての部分がともに苦しみ、一つの部分が尊

ばれれば、すべての部分がともに喜ぶのです。あなたがたはキリストのか

らだであって、一人ひとりはその部分です。」 Ⅰコリント 12:26 
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一人一人の成長と共に、神の家族としてのからだ全体の成長を願い求めて

行きましょう。 

 

これまで、このメンバーズクラス 101 のテキストを読み、学んでこられた

皆さんには、ぜひここで、あなたにとっての「私の行動ビジョン」を考えて

いただきたいと思います。もちろん様々な困難があり、そして失敗や試行錯

誤もあるでしょう。それが当たり前だと思います。でも、どんなに小さなこ

とでも、一歩踏み出すことに勇気をもって挑戦してみましょう。 

下記の空欄に、あなたの「私の行動ビジョン」を書き表してみましょう。

だれかと一緒に取り組みたいと思うことでも良いと思います。たくさん書く

必要はありません。本当に取り組んでみたい、挑戦したいことに絞って書い

てください。小さなエクレシアでそれを分かち合っていただき、祈り、励ま

し合うことができるとなお良いと思います。  

 

 


