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「こうして神は私達を用いる」 
 
この度、私達は４９人乗りのバスで修養会に行きました。帰りは４８人と定
員ギリギリでしたが、それは嬉しい悲鳴でした。ところで皆さんの中でこの
４９人乗りのバスを乗用車としている人はいますか。 
 
私が知る限り、教会にバスを運転して来られる方はいませんし、買い物に行
くのにもバスを運転していくという方は聞いたことがありません。 
 
大型バスを作る人は４９人の人が乗るのを想定して作りました。それだけの
人を乗せて、中にはトイレもつけて、多くの人たちが快適に移動できるよう
にと大型バスは作られています。 
 
それでは私達が乗用車として使っている例えばトヨタのカローラはどうでし
ょうか。それは五人乗りですが、運転しやすく、小回りが聞いて、燃費がよ
く、街中を快適に運転できるように作られています。 
 
ですから、私達はあの観光バスを乗用車とはしないのです。観光バスとカロ
ーラは明らかにその大きさ、かたち、機能が異なるのです。なぜなら、それ
らはその使用目的に沿って作られているからです。バスや車を設計し、製造
する方達はこの機能や目的を踏まえて組み立て、ゆえにその販売方法も異な
ります。 
 
なぜ、今朝このようなことをお話ししたかと言いますと、バスや車がその目
的に沿って作られたように、私達もそれぞれの目的のために作られ、また何
かに貢献するためにこの地上に置かれているということを、今日は見ていき
たいと願っているからです。 
 
どちらが優れているとか劣っているということではなく、観光バスとカロー
ラがそれぞれ異なった目的を持っているように、私達もそれぞれ異なります。
姿形はいうまでもなく、私たちの性格、私達ができる事、できない事、得意
な事、不得意な事、私たちには互いに多くの違いがあります。 
 
神様はそんな私達一人一人を通して、この世界に違いをもたらそうと考えて
おられるのです。そして、その違いとは、あなたを通して、この地上に神の
栄光が現わされるということなのです。 
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このようなことを聞くと私たちは驚きます「私がこの世界に何かの違いをも
たらす？」。「そんなことは夢にも思っていなかった」。「私は何のとりえ
もないし、年だから、若いから、体が弱いから・・・」と思われる方がいる
かもしれません。これらの問いに対して、聖書は私達全ての者が神の栄光を
表すために命が与えられているといいます。それなら、私たちはどのように
して神の栄光を表すことができるのか、そのことを今日は３つお話ししたい
と思うのです 
 
あなたの賜物によって 
 
まず、先々週もお話ししましたが、神様は私たち一人一人に与えて下さって
いる賜物を用いて、この世界に違いをもたらそうとしているのです。賜物と
いう言い方は難しいかもしれません。しかし、それは賜っている物、すなわ
ち、私たちに与えられているギフト、贈物ということです。 
 
私たちがどんなに否定しても、遠慮しても、私たちには誰しも神様からのギ
フトがあると聖書は言っています。アメリカでは何かに飛びぬけている子供
を指して  Ｇｉｆｔｅｄ Ｃｈｉｌｄと言います。とてもいい言葉だと思
います。贈り物を受けている子供という意味です。すなわち、それが数学の
計算であっても、絵を描くことであっても、それらの才能は与えられている
ものなのだということです。そして、与えられているということは、与えて
くださった存在がいるわけで、この言葉の背後には人間を超えた存在、すな
わち神様がいるのです。  

パウロはこの賜物についてローマ１２章６節―８節においてこう言っていま
す「このように、わたしたちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった
賜物を持っているので、もし、それが預言であれば、信仰の程度に応じて預
言をし、奉仕であれば奉仕をし、また教える者であれば教え、勧めをする者
であれば勧め、寄附する者は惜しみなく寄附し、指導する者は熱心に指導し、
慈善をする者は快く慈善をすべきである」。 

 6 We have different gifts, according to the grace given to each of us. 
If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your 
faith; 7 if it is serving, then serve; if it is teaching, then teach; 8 if it is 
to encourage, then give encouragement; if it is giving, then give 
generously; if it is to lead, do it diligently; if it is to show mercy, do it 
cheerfully (Romans 12:6-8) 

ここには色々なギフトが一人一人に与えられているということが書かれてい
ます。 
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すなわち、教えるもの、奉仕するもの、勧める者、寄付するものというよう
にです。 
 
そして、それは新しいものではなく、古くは出エジプト記３１章１節－５節
にもこの賜物について書かれています「主はモーセに言われた、見よ、わた
しはユダの部族に属するホルの子なるウリの子ベザレルを名ざしで召し、こ
れに神の霊を満たして、知恵と悟りと知識と諸種の工作に長ぜしめ、工夫を
凝らして金、銀、青銅の細工をさせ、また宝石を切りはめ、木を彫刻するな
ど、諸種の工作をさせるであろう」というような言葉があります。これは、
明らかに、神様がある特定の人達に上手に宝石や木を彫刻するギフトを与え
ておられたことを示しています。  
 
Then the LORD said to Moses, 2 “See, I have chosen Bezalel son of Uri, 
the son of Hur, of the tribe of Judah, 3 and I have filled him with the 
Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge and 
with all kinds of skills̶ 4 to make artistic designs for work in gold, 
silver and bronze, 5 to cut and set stones, to work in wood, and to 
engage in all kinds of crafts (Exodus 31:1-5) .  

そして、申命記８章１８節などを見ますと、この賜物について、こんな御言
葉すら発見できるのです「あなたはあなたの神、主を覚えなければならない。
主はあなたの先祖たちに誓われた契約を今日のように行うために、あなたに
富を得る力を与えられるからである」。  
18 But remember the LORD your God, for it is he who gives you the 
ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which he 
swore to your ancestors, as it is today (Deuternomy 8:18). 

ここには「神があなたに富を得る力を与えられるからである」と書かれてい
ます。これは現代的に解釈するならば、ビジネスを成して富を得る賜物と言
っていいのかもしれません。与えられたギフトによってビジネスを広げてい
く。そして、それによって富を得ていくということ。それも神から与えられ
たギフトだというのです。      

アメリカ合衆国が他国の追随を許さない一つのことがあります。それは、こ
の国の寄付金の多さです。アメリカでは年間、約２５００億ドルの寄付金が
様々な団体や個人に捧げられます。それに対して日本の総寄付金額は年間５
０億ドルで、アメリカの寄付金は日本の５０倍以上になります。もちろん、
この国では寄付をする者達に対して税金が優遇されるというようなシステム
がしっかりしているということもあるのですが、それらを差し引いてもその
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寄付の多さは際立っています。特に際立っているのは自分の卒業した母校に
対する寄付金の多さです。アメリカの大学において卒業生のドネーションは
大きな財源となっています。 
  
これらの背景には、自分の才能によって得る事ができた利益は、神が自分に
与えてくださったギフトを用いて得たものであり、ゆえにそれは社会に還元
されるものなのだというような意識が根底にあると言われています。 
 
そして、それはまさしく聖書が言っていることなのです。聖書において賜物
が触れられてる時には必ずと言っていいほどに、それらは自分のために用い
るのではなく、誰かのために用いるということが書かれています。そして、
それは今、お話したようなことだけではなくて、私達自身が神から与えられ
ているギフトを神のために用いるのです。そして、それはイコール人のため
に用いるのです。お互いのために役立てるのです。 
 
パウロはコリント第一の手紙１２章４節から７節において「霊の賜物は種々
あるが、御霊は同じである。 務は種々あるが、主は同じである。働きは種々
あるが、すべてのものの中に働いてすべてのことをなさる神は、同じである。
各自が御霊の現れを賜わっているのは、全体の益になるためである」。 
 
 There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes 
them.5 There are different kinds of service, but the same 
Lord. 6 There are different kinds of working, but in all of them and in 
everyone it is the same God at work.7 Now to each one the 
manifestation of the Spirit is given for the common good (1 
Corinthians 12:4-7).  

第一ペテロ４章１０節には「あなたがたは、それぞれ賜物をいただいている
のだから、神のさまざまな恵みの良き管理人として、それをお互のために役
立てるべきである」とあります。 
10 Each of you should use whatever gift you have received to serve 
others, as faithful stewards of God’s grace in its various forms (1 
Peter 4:10) 

この二つの御言葉が私達に語りかけることは与えられている賜物は管理され
るべきものであり、全体の益、お互いのために役立てるべきであるというこ
とです。 
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そして、先々週タラントのたとえ話でもお話ししましたように、私達が神様
から与えられている賜物を用いるのなら、神様はその賜物をさらに増してく
ださり、私達はますますその賜物を豊かに主のために用いることができるの
です。 

あなたの個性によって                     

二つ目のこと、それは自分の個性を生かすということです。私たちは誰もが
個性というものを持っています。 

私たちは自分がどれほどユニークな存在であるのかを理解していません。私
たちの体の中にある“私”というものを作りあげるDNA遺伝子の組み合わせは
１０の２４億乗あります。これは１０の２乗というのは１０×１０、すなわ
ち１００のことで、１０の三乗とは１０×１０×１０、すなわち１０００のこ
とです。 １０の２４億乗というのは、こんな計算を２４億回することです。
こんな数字を言われても私たちは何も分かりません。 

そこで、このゼロを一センチごとに書いていくと、２３６８０キロ（１４８
００マイル）に達する紙が必要となるということです。これはニューヨーク
とロサンゼルスの三倍の距離です。この数字は、私達のような人をこの地球
上に見つけることは決してないということを示しています。そして、それは
過去の歴史においてもそうですし、これからの未来においても私達と同じ人
間がこの地球に誕生することはないのです。 

この教会に集まっている人を見回してみても、皆、バラエティに富んでいま
す。物静かな人もいます。いつも動き回っている人もいます。論理的な人も
いれば、感受性豊かな人もいます。人前で話すのが好きな人、絶対にイヤだ
という人。私たちは皆、それぞれが違うのです。 

聖書は神があらゆるタイプの人を用いて下さるという数多くの例を示してい
ます。ペテロは楽天家でした。パウロは情熱家でした。ルカは冷静でした。
旧約のヨセフは沈思黙考する人でした。ヤコブは策略家でした。エレミヤは
繊細な人でした。マルタとマリアは姉妹でありながら、その性格が全く違い
ました。これらの人たちは、それぞれの個性をもって神に仕えていきました。
そして、神様はその個性を用いられたのです。 

福音書を書いたマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネはそれぞれ違う人物です。そ
して、それぞれイエスを中心として起きた共通の出来事を多く記録していま
すが、それぞれの福音書には著者、それぞれ著者の個性が現れています。そ
して、その違いが、それぞれの書を際立たせています。それは福音書以外の
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著者、たとえばペテロやヤコブ、パウロと言った人達の個性もそれぞれ違い
ます。その違いが聖書を立体的にし、神の存在というものを際立たせている
のです。 

「個性」は「賜物」とは区別されます。賜物は神様から与えられたものです。
そして、その賜物に自分なりの磨きをかけていくと、それが個性となるので
す。 神様は「あなたの個性」を用いられて主の栄光をあらわすお方です。 

あなたの経験によって                           

３つ目のこと、それは私たちが自分の経験を生かすということです。私たち
の人生に経験することは互いに違います。夫婦であっても違う。親子であっ
ても、兄弟姉妹であっても違います。そして、その経験がその人をかたち造
ります。 

人生に世界で最も高い山のベスト１０全てを登頂する人がいます。日本人で
あっても私のように富士山にすら登頂したこともない人もいます。世界８０
カ国を旅しましたという人もいれば、私は自分の生まれた町から出たことが
ないという人もいます。私たちはそれぞれ異なる経験をします。 

そして、この経験を私たちは生かすことができるのです。パウロはコリント
第二の手紙１章４節―５節においてパウロはこんなことを記しています「 神
は、いかなる患難の中にいる時でもわたしたちを慰めて下さり、また、わた
したち自身も、神に慰めていただくその慰めをもって、あらゆる患難の中に
ある人々を慰めることができるようにして下さるのである。それは、キリス
トの苦難がわたしたちに満ちあふれているように、わたしたちの受ける慰め
もまた、キリストによって満ちあふれているからである」。 
4 who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in 
any trouble with the comfort we ourselves receive from God. 5 For 
just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our 
comfort abounds through Christ (2 Corinthians 1:4-5).  

このパウロは今、言った言葉をすぐにこの経験を用いています。この後、す
ぐの８節―１０節を読んでみましょう。『兄弟たちよ。わたしたちがアジア
で会った患難を、知らずにいてもらいたくない。わたしたちは極度に、耐え
られないほど圧迫されて、生きる望みをさえ失ってしまい、心のうちで死を
覚悟し、自分自身を頼みとしないで、死人をよみがえらせて下さる神を頼み
とするに至った。神はこのような死の危険から、わたしたちを救い出して下
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さった、また救い出して下さるであろう。わたしたちは、神が今後も救い出
して下さることを望んでいる』。 
8 We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about 
the troubles we experienced in the province of Asia. We were under 
great pressure, far beyond our ability to endure, so that we 
despaired of life itself. 9 Indeed, we felt we had received the sentence 
of death. But this happened that we might not rely on ourselves but 
on God, who raises the dead. 10 He has delivered us from such a 
deadly peril, and he will deliver us again. On him we have set our 
hope that he will continue to deliver us, 11 as you help us by your 
prayers. (2 Corinthians 1:8-10)  

ここにはパウロが経験した困難が書かれています。そして、同時にパウロは
そんな困難の中にいる自分を神は私を救い出してくださったと、コリントの
人達を慰め、希望を与えているのです。このようにパウロの困難と経験が神
様によって用いられたのです。 

ルカ 22:31-32 

ルカによる福音書２２章３２節においてイエス様が弟子ペテロに言われた言
葉を私達は忘れてはなりません「シモン、シモン、見よ、サタンはあなたが
たを麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし、わたしはあ
なたの信仰がなくならないように、あなたのために祈った。それで、あなた
が立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい」。 

 32 But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And 
when you have turned back, strengthen your brothers (Luke 22:32). 

シモンとはペテロが後にどうなるかということをイエス様は知っていました。
彼はその時「主よ、わたしは獄にでも、また死に至るまでも、あなたとご一
緒に行く覚悟です」（ルカ２２章３３節）と言いましたが、その彼はこの直
後に自分がイエス様の弟子であるということを自らの保身のために三度も否
むのです。イエス様を裏切るのです。 

“Lord, I am ready to go with you to prison and to death.” (Luke 
22:33) 

しかし、イエス様はそのような、自己嫌悪に陥ってしまうような、大きな挫
折を経験をしたペテロのために「あなたのことを祈っているぞ。そして、あ
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なたが立ち直った時には兄弟達を力づけるのだぞ」と言われるのです。イエ
スは知っていました。彼の経験は必ず用いられるようになると。そして、こ
の経験は実際にペテロにとって大きな力となったことでしょう。 

私たちの経験は、私たちが他者を励ます、慰める力となります。これら励ま
す、慰めの源になる経験というものは当初、当人にとって辛い経験、悲しい
経験であることが多いのです。しかし、主がそれらをも用いられるのだとい
うこのことに目が開かれてくると、そのような経験の中にも神の希望の光が
見えてくるのです。  

母の恩師で米田豊という先生がいました。この先生は東京聖書学院の教授と
して重責を担われ、東京新宿にある西落合教会という教会の牧師として生涯
を歩みました。米田先生の生涯は苦難に満ちていました。先生には８人も子
供がいましたが、その内の６人を亡くすという生涯で、昭和のヨブと人は先
生を呼びました。  

ある時、ある牧師の子供がまだ、幼児なのに亡くなりました。周りのいかな
る人の慰めも力がありませんでした。しかし、この米田先生が一言も言葉を
言わず、ただ先生の方に手を置いたそうです。それだけでその先生は大きな
慰めと励ましを受けたというのです。 

時々、お話しします牧師に藤巻充という私の恩師がいます。私達夫婦の母校
である東京聖書学院の教授でもあり、院長もつとめた方です。その生涯はユ
ニークでした。先生曰く、私はおそらく当時、まだそんな言葉も生まれてい
なかったであろう日本における「引きこもり」と「家庭内暴力」の先駆けと
なるような青年時代を送りました。 
 
色々なコンプレックスに悩み荒れに荒れ、学校は合計１７回退学となりまし
た。行く先々の学校で、先生や同級生とケンカして数日で退学させられてし
まうのです。そして、とうとう行ける学校がなくなり、横浜にある中華中学
（中国人の学校）にどうやらこうやら入れてもらいました。しかし、そこは
中学校、先生はその時１９歳であり、小学校を卒業したばかりの同級生と机
を並べて学びました。 
 
先生は学校が大嫌いで、人間が大嫌いでした。しかし、先にもお話ししたよ
うに自分の荒れ狂った過去を赦してくださるイエス・キリストに出会いまし
た。そして、その生涯が変わりました。先生の言葉を借りて言うならば「あ
んなに嫌いだった学校と勉強が大好きになった。人は会う人が皆、いい人に
思えるようになった」と言うのです。そんな先生が神学校の院長となったの
です（主にある皆さん、主は時にこのように人を用いられます）。 
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現在、先生は哲学と神学における博士でもあり、１０カ国の言葉を巧みに話
す稀有の人です。あの中華中学で学んだ中国語の通訳をつとめていることを
私も度々拝見しました。このような藤巻先生の経験を私達は挫折と言います
が、この藤巻先生の経験こそが藤巻先生たらしめるものであり、かつて荒れ
に荒れた先生の経験から語られる「神の恵み」にはほんとうに力がありまし
た。 

私達の経験はそれぞれ違います。ひとりの人が全ての人を励まし、慰めるこ
とはできません。でも、あなたが通ってきた経験が、あなたの隣人を勇気づ
けることがあるのです。私たちが一つの経験を通るということによって、私
達は幾人もの人達を励ます力を神様からいただくのです。 

私は最近、思うようになりました。生きていれば色々な経験をする。楽しい
経験もあれば、試みを通らされるような経験もある。その経験が増えるとい
うことは、それだけ私自身の心の引き出しが増えるということなのではない
かと。 

もし、同じようなところを通っている方がいたら、そのひきだしから、その
人が引き上げられるような、慰めとなるように、励ましとなるようなものを
取り出して、それを用いさせていただこうと。そのように自分の経験を考え
るのなら、私達の経験は無意味なものではないと・・・。 

今日は賜物、個性、経験ということについてお話ししてきました。私の人生、
色々な方々から、多くのことを教えられ、良き影響を受け、またこの方を通
して主の栄光があらわれているというような方達と出会いましたが、それら
の方々は普通の人達であり、テレビや雑誌の中に取り上げられているような
人達ではありませんでした。私はそれらの方達の日常の言葉や行いに多くの
事を教えられ、励まされ、希望をいただき、主の栄光を見させていただいた
のです。そして、それは今も続いているのです。 

神様は私たちの賜物を通して私たちを用いてくださいます。そして、その賜
物から形成される私たちの個性をも主は用いてくださいます。さらには私達
の経験をも思いがけない方法をもって神様は用いて下さって、それを益と変
えて下さるのです。お祈りしましょう。 

 
  


