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III. 私たちのビジョン 

私たちは何を目ざしているのか  

 

 

「人の子は、失われた者を捜して救うために来たのです。」ルカ 19:10 

「私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。」  

2 テモテ 4:7 

 

 

 

   教会は何のために存在しているのでしょうか。  

   私たちがみんなで共有するゴールは何でしょうか。 

 

 

A. なぜビジョンをかかげるのか  

  

  ビジョンとは、私たちの存在と活動の目的を表現したものです。たとえ

ば、Google は「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使え

るようにすること」とか、Amazon なら「地球上で最もお客様を大切にす

る企業となる」ということをビジョンとして掲げています。 

  

  「ビジョン」をかかげることには次の三つの意味があります。 

  ①私たちのゴールとめざす方向を明確にする 

  ②私たちを一つのチームにする 
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  ③私たちが行う具体的な働きを示す  

  

  では、私たちの教会のビジョンはどのようなものでしょう。そのことを

見る前に、教会（どこの教会であってもという意味です）とは何かという

ことをあらためて確認しておきましょう。  

 

1.  教会とは 

  

  教会は、イエスキリストを救い主と信じた人たちの共同体です。新約聖

書では「エクレシア」（神によって召し出された人々）と呼ばれています。 

  聖書は、神によるこの世界の創造、そして神を離れて本来の目的と祝福

を失った世界と人間、そのような世界と人間を回復されるイエスキリスト

の十字架と復活、そして最終的な神によるこの世界と人間の完成の計画を

記しています。その中に「教会」がどのように位置づけられるのかという

ことについて、付録「神のご計画全体を知る」を読んでください。  

  

2.  最高の戒めと、最高の命令  

  

  では、イエスキリストを信じてクリスチャンとなった私たち（教会）は

どこをめざして、どのように生きればいいのでしょう。イエスキリストは

そのことを次のように教えてくださいました。それは、「最高の戒め」と

「最高の命令（大宣教命令）」と呼ばれます。 

  

  □最高の戒め（Great Commandment ） 

  そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ね

た。「先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか。」イエスは彼に言われ

た。「あなたは心を尽くし、いのちを尽くし、知性を尽くして、あなたの

神、主を愛しなさい。」これが、重要な第一の戒めです。「あなたの隣人を
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自分自身のように愛しなさい」という第二の戒めも、それと同じように重

要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。  

 ﾏﾀｲ 22:35-40 

  □最高の命令（Great Commission）  

  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、すべての権威が与えられています。ですから、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。父、子、聖霊の名におい

て彼らにバプテスマを授け、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。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 28:18-20 

  

  イエス様が語られたこの二つのみことばは大切ですので、その内容を覚

えてください。私たちは、「最高の戒め」と「最高の命令」にそって教会の

ビジョンをさだめて、教会の働きを行っているのです。 

B. ニューコミュニティのビジョン 

  

 私たちは「ニューコミュニティのビジョン1」を次のように定めています。 

 

  

 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をめざし、  

 聖霊によって互いに愛し合う交わりを生み出していく」ことです。  

  

 
1 【コラム】私たちの教会では、創立初期には「燃えて輝く教会、福音のためには何でもす

る」という教会の標語を掲げました。その後、教会創立 40 年を迎えた 1998 年には、「失わ

れている人をキリストの花嫁に」とのビジョンを掲げ、そして教会創立 60 年に向けて二年

間の学びと語り合いを経て 2018 年に現在のビジョンを制定しました。 
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  私たちは、次の二つのことをめざして、ビジョンに表しています。 

  

1.  イエスキリストの弟子として愛に生きる  

 

  「最高の命令」には、「行きなさい」「弟子としなさい」「バプテスマを授

けなさい」「教えなさい」という４つの言葉がありますが、その中心は

「人々を弟子としなさい」という言葉です。他の三つはすべて「弟子とす

る」という言葉にかかっています。私たちは、私たち自身がイエスキリス

トの弟子として歩みながら、弟子とする働きに取り組んでいくのです。 

  では「イエスキリストの弟子」とは、どのような人のことでしょう。そ

れは、神の愛に生きる人のことです。何よりも、この「最高の命令」にし

たがって生きようとすることが、神を愛することです。なぜなら「神を愛

するとは、神の命令（また戒め）を守ること」だからです（１ヨハネ 5:3、

ヨハネ 14:15）。私たちは神に愛され、神を愛しています。ですから「最高

の命令」に従っていくのです。 

  もう一つの「最高の戒め」には、自分の全存在をもって神を愛すること

と、隣人を自分のように愛することについて、この二つが、最も大切なこ

ととして教えられています。イエス様は次のように語られました。  

  「わたしはあなたがたに新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさ

い。わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いな

さい。互いの間に愛があるなら、それによって、あなたがたがわたしの弟

子であることを、すべての人が認めるようになります。」ヨハネ 13:34- 

  主の弟子として「神を愛する」姿は、「互いの愛に生きる」ことに表され

ます。聖書は、愛がもっともすぐれているものであり、愛を求めることが

最高の生き方だと教えています。これは私たちの価値観です。 

  「いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番

すぐれているのは愛です。愛を追い求めなさい」（1 コリント 13:13）。  
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2.  互いに愛し合う交わりを生み出す  

  

  イエス様は、弟子たちを交わりの中で育てられました。12 人の弟子集団

として、ある時は二人ずつとなって、彼らはその交わりの中で主の弟子と

して訓練され、成長していったのです。  

  交わりの中で生きること。それは聖書の人間観において最も重要なこと

です。なぜでしょうか。 

 ①愛に生きるため  

  愛することは一人ではできません。交わりの中でこそ愛することができ

るのです。愛に生きることと、交わりに生きることは表裏一体です。  

 ②ともに生きるため 

  神は、私たち人間を「助け手」として造られました。人は一人では存在

できない者なのです。ともに生きる者として造られているのです。  

 ③成長と再生産のため2

  人は、交わりの中で成長します。そして、さらに新しい交わりを生み出

し、そこにまた新しいいのちが生まれて、成長していくのです。 

  このように、私たちは「交わりに生きる者」です。イエスキリストの十

字架は、私たちに神との交わりを与えるだけではなく、互いの交わりを与

えてくださいました。イエスキリストによって与えられた新しい共同体が

教会であり、教会の本質でもあります。私たちはこの交わりの中でクリス

チャンとなりました。教会は、新しいクリスチャンと、新しい交わりを生

み出していく。これが教会の使命であり、ビジョンなのです。 

C. 私の行動ビジョン ～ 神の愛に生き、交わりを生み出す歩み  

  

 
2 【コラム】私たちは、「教会が教会を生み出す」「地の果てまで、世の終わりまで」「一つ

の教会、複数チャペル」という三つの理念にそって教会開拓に取り組んでいます。この働き

については、第 4 章に記します。 
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  「ニューコミュニティのビジョン」は、私たちが「イエスキリストの弟

子」であり、「交わりの中に生きる」ことをめざしていくことであることを

学びました。 

  前者については、教会は、私たちが五つの姿において成長していくため

に教会の 5 つの働きを行い、そして後者については「小さなエクレシア」

を生み出していくために必要な働きを行います。 

  

  次に、いっしょに考えたいことは、この「ニューコミュニティのビジョ

ン」は、私たち一人一人のビジョンとなってはじめて文字通り「教会のビ

ジョン」となり、実現が可能になるということです。「ニューコミュニティ

のビジョン」の後半に掲げられている「神の愛に生き、互いに愛し合う交

わりを生み出す歩み」とはどのような歩みなのか、どのように行動してい

くことなのか、ということを一人一人が考え、具体的な行動ビジョンとし

て明確にしていきたいと思います。 

  ニューコミュニティのビジョンを受けて、2019 年にビジョンチームが発

足し、一人一人が行動していく指針を３つの軸からまとめました。そし

て、2021 年第 63 回の教会総会において、「私の行動ビジョン」として以下

のように確認しました4。 

  

  次の３つの軸は、このビジョンにしたがって私たち一人一人が新たな意

識を持っていくポイントといってもよいでしょう。どのような意識の改革

が必要なのか、説明していきたいと思います。 

 

１．地域宣教：私は、いつでもどこにいても、神を愛し、イエスキリス

トを証しします。 

２．教会開拓：私は、互いに愛し合う交わりを、日々の生活の中で生み

 
4 【コラム】ビジョンチームでは、私たちの教会の歴史を振り返り、教会員へのヒアリン

グ、日本の教会に関する調査資料、他教会への訪問を通じて検討を重ねました。そして浮か

び上がってきたことは、単にビジョンを掲げるだけではなく、一人一人の意識を変え、私の

具体的な取り組みにしていくための「私の行動ビジョン」が必要ということでした。  
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出し、育てます。 

３．家族的成長：私は、主にある兄姉を愛し、互いに仕え、共に成長す

ることを目指します。  

 

１． 私は、いつでもどこにいても、神を愛し、イエスキリストを証しします。   

【地域宣教】 

 

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。聖書の中に、信仰の

人と賞賛された人たちについて次のように記されています。 

「これらの人たちはみな、信仰の人として死にました。約束のものを手

に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、

地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。」  

へブル 11:13 

 

① 私はどこに遣わされているのでしょうか 

最も大切なポイントは、「私はどこに遣わされているのか」を認識するこ

とです。イエス様は、弟子たちのことを次のように言われました。  

「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、この世に「遣わされている者」だということです。家庭、

職場、学校、趣味や地域のサークルなど、この地上において、様々な生

活の現場に私は遣わされているという意識を持ちましょう。私はどこに

遣わされているのかということを具体的に考えてみましょう。 

 

② 私にとって「地域」とはどこでしょうか  

教会堂は、その地域の方々にとって、教会が所在しているというシン
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ボルであり、またキリスト教であるというシンボルとなっています。し

たがって、教会堂を中心に宣教の働きを進めていくという取り組みはと

ても大切です。しかし、同時に、私たちクリスチャンも地域に存在して

います。一人一人の日常の生活の中で、身近に触れ合う人々に対して、

私自身はどのような存在でありたいのか、どのように人々に寄り添う者

でありたいのか、そこにもっと私自身の心を向けていきたいのです。 

【地域宣教】の軸から私の行動ビジョンを考えるとき、「教会堂がある

地域」から、一人一人の「日常生活の現場」へと、私にとっての地域の

意識を変えていくということです。  

 

③ イエスキリストを証しするとは 

         「イエスキリストを証しする」というのは、具体的にどうすることでし

ょうか。直接的には、イエスキリストを人に紹介すること、神様の愛や

神様から受けた恵みを人に伝えることを「証しする」と言います。しか

し、証しとは、単に説明したり、伝えたりということではありません。

もっと言うなら、説明がうまくできなかったとしても、神様の恵みを喜

び、感謝しているなら、それは証しとして神の愛が伝わるのです。言葉

で表現できなくても、神様の恵みに生き、輝いている姿を通じて、喜ん

で人に仕え、兄弟姉妹を受け入れ合う姿を通じて、イエスキリストを証

しすることができるのです。 

 

２． 私は、互いに愛し合う交わりを、日々の生活の中で生み出し、育てます。  

【教会開拓】 

 

神様の恵みによって、私たちは神様との愛の関係の中で生きる者とされ

ました。しかし私たちの救いは、神様と私との個人的な関係だけに留まっ

ているものではありません。イエスキリストによる救いは、私たちの隣人

との交わりを回復し、愛し合い、互いに生かされていく関係へと及んでい

くのです。イエス様は、次のように勧めておられます。 

「わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いな
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さい。」 ヨハネ 13:34 

 

① 私にとって隣人とは誰でしょうか 

A．２．の中で「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、私たちにとって隣人とは誰のこと

なのでしょうか。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のことではなく、あなたが遣わされている生活の

現場に実際におられる具体的な人々のことです。あなたにとって隣人とは

だれのことでしょうか、そしてあなたはだれの隣人になるのでしょうか、

思い巡らしてみましょう。 

 

② 隣人との間に何を生み出すのか 

隣人になるとは、その人に「関わっていく」ことです。その人の悩みや

痛みに、悲しみや喜びに、愛をもって関わり、寄り添っていくことです。

そこに主にある愛の交わりが生まれます。そして聖霊の働きによって、そ

の交わりは育まれていきます。  

これまでニューコミュニティとして、教会開拓のビジョンに沿って、

三田チャペルや学園都市チャペルの開拓に取り組んできましたが、最初

は小さな主にある交わりからスタートしました。これからの教会開拓を

考えるとき、チャペルを生み出すということの前に、一人一人が主にあ

る愛の交わりを生み出し、育てていくというところに焦点をあてたいと

思います。私たちの主にある交わり「小さなエクレシア」から教会開拓
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が始まる、という意識をもっていきましょう。 

 

③ 愛し合う交わりを生み出すとは 

         あなたの身近な隣人に愛をもって関わっていくときに、そこに交わりが

生まれることを説明しましたが、そのきっかけには様々な形があると考え

られます。具体的な説明は次章でしたいと思いますが、最初は自分の興味

や必要によって集まったグループであっても、その交わりは、イエスキリ

ストを中心とするならば、お互いが隣人として、受け入れ合い、仕え合い、

愛し合う交わりへと成長していくことができます。 

 

３． 私は、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します。  

【家族的成長】 

 

私たちはイエスキリストの救いによって神の子とされました。そして

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、

一人一人が愛の交わりの中で祈られ、励まされ、時には問題にも直面し

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。聖書は、人数や教会数が増えるという

量的な成長にまさって、愛による質的な成長が強調されています。  

「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 

 

① キリストのからだの各器官として 

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。そのような所属感と

つながりを大切にしましょう。  
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「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 12:26,27 

② 家族全体が成長すること 

一人一人が神の家族の一員とされていることを再認識しましょう。そ

れぞれが主の弟子として成長することだけではなく、お互いの交わりが

主の愛によって豊かに成長し、からだ全体が建て上げられていくので

す。赤ちゃんからお年寄りまで、恵みによって共に成長し続ける家族で

ありたいと願います。  

「このキリストにあって、建物の全体が組み合わされて成長し、主に

ある聖なる宮となります。」 エペソ 2:21 

 

③ 共に成長するとは 

家族全体の成長が一人一人の成長となることを覚えたいと思います。

神様の子供とされた私たちは、決して一人で歩んでいるのではありませ

んし、一人で成長していくのでもありません。私たち一人一人は、神の

家族の一員として、またからだである教会の各器官として、お互いが愛

によって有機的につながっています。私の成長がお互いの成長に、全体

の成長になっていくと共に、家族の成長、兄弟姉妹の成長が、私自身の

成長となっていくのです。 

 


