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過去を忘れる（旧約聖書：箴言31章）2020.06.18
https://www.youtube.com/watch？ v=pBlzlNE-Ug0

『過去を忘れる』こんばんは。オンラインで見ている皆さんを歓迎します。ライブ配信をご覧になっている
か、そうでなければ、ライブ配信後の動画をご覧になっていますね。私たちは、今夜で「箴言」を終えます。
木曜日の夜、私たちは聖書を、書ごと、章ごと、節ごとに取り組んでいます。今夜は、箴言の３１章です。オン
ラインの皆さんも、ここに居られる皆さんも、まだであれば、その箇所をお開き下さい。今夜、主が私たちの
ために用意されている事を私は本当に楽しみにしています。これは間違いなく非常によく知られている章で、こ
の章を通して、この事を教えるのは奇妙に思えるかもしれませんが、
しかし私は、”過去を忘れる事”　についてお話ししたいと思います。その理由を説明します。皆さんがこれをご
存知かどうか分かりませんが、ソロモンはこの章で、自分の母親について書いていると信じられています。面白
いですよね。ソロモンの母親が誰だか知っていますか？ 　バテ シェバです。
「ほんとですか？ ああ、ちょっと待って…」「彼女にはある過去がある。」
ーはい。どちらかと言うとスキャンダラスな過去が。何が起こったか知っていますね？ ええ、彼女はある夜水
浴していて、戦いに出ているべきダビデ王が、戦場に行かず、彼女を見て、彼女を呼びに行かせ、彼女と姦淫を
犯しました。
それがバテシェバです。その彼女が今や、この高潔な女性なのですか？ この敬虔な妻？ バテシェバ？ 
－はい。彼女のスキャンダラスな過去にも関わらず、神だけが出来る方法で、神は彼女を許し、そして、彼女は
人生のこの時点では、この敬虔な女性、この高潔な妻となっています。この章を見ていく中で、私は皆さんに
神の憐みと恵みというレンズを通してこれを見て欲しいのです。ソロモンの父親が誰だったか知っていますね？ 　
今週の日曜日は父の日ですね。完璧です。完璧なタイミング。非常に興味深いのは、ソロモンの母親が持ってい
た役割は、神の言葉(聖書)の中にあるこの章によると…　だから、神はこの章を聖書に含める必要があると考え
られたのだと思いますが、彼の母親が、息子の人生に深く強力な影響を与えていた事を示しているようです。母
親が子どもたち、特に息子の人生の中で果たす役割を決して過小評価しないで下さい。確かに、父親にも役割
はあります。しかし、敬虔な母親の役割と影響力には、何かがあるのです。母親の祈りの力。この章の要点は、
これから見ていきますが、
バテシェバが、息子ソロモンの成長過程において、彼に教えた事、彼女が彼の人生に与えた影響のことです。
私は、世の救い主の家系について考えていました。それは2つの福音書に記録されています。マタイの福音書と
ルカの福音書です。それはとっても興味をそそられる学びです。系図の箇所にくると、私たちは何となく読ん
で、退屈だなーと感じると思います。ただその箇所の要点を見ていくだけのような...
それで、あなたはただ「生まれ」という所を読んで、「誰々に誰々が生まれ、誰々に誰々が生まれ…」
ひとつに、中には発音が難しい名前があります。それで、言ってみれば、それらの名前をほとんど無視しがちに
なります。そして、そうする事は、あなた自身を危険にさらす事になります。理由を説明します。世の救い主の
系図を見て行く時、そこで何を発見するかを知っていますか？ 　売春があり、近親相姦があります。このよう
に言えるなら、つまり、最も選別された祖先が、世界の救い主の家系図の中にあるのです。疑問は、「なぜ
か？ 」なぜなら、それは私たちの過去に依らない神の恵みと憐みを表しているからです。ソロモンの父親であ
るダビデについて、父の日に敬意を表して少しだけ話しましょうか。皆さんが良ければ。良くないと言って
も、私はともかく話しますが。これについて考えてみてください。
ダビデ...　イスラエルの甘美な詩人。神の心にかなった男。彼の心は神の心にかなっていました。彼は神を愛し
ていました。しかし、彼は姦淫を犯しました。彼は殺人を犯しました。当時の法律の下で、死罪に価する2つの
重大な犯罪です。これは同じダビデです。私たちが第一および第二サムエル記を学んで、列王記に入った時、ダ
ビデの人生について学び、確かに、私たちは、ダビデがその多くを書いた「詩編」でも、彼の人生を再び見て
行きました。ダビデの人生を学んでいる間に、白状すれば、私には、「そこまで知りたくなかった！」と思う
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こともありました。私はダビデのそんなところは知りたくない。私は知りたくなんかないんです。彼がヘテ人の
ウリヤを連れ帰らせ、自分の罪を隠すために、ウリヤを酔わせ、彼の妻と一緒に寝させようしたなんて！　ど
うしてだと思いますか？ なぜなら、彼女が妊娠しているから。それで、彼はどうするつもりか？ 彼は「詩篇」
の中でこう言っています。一年間の大半、彼は内側で死につつあったと。罪を示す聖霊の予型である預言者ナ
タンが送られるまで。罪を示すためで、責めるためではありません。ナタンは、裁くべきこの事例をダビデに提
示します。ダビデは知らなかったのですが、ダビデこそがその男だったのです。「どういう男か？ 」あぁ…彼
は、多くの羊を所有しており、どれでも好きな羊を選ぶことが出来た男です。しかし、彼は別の男が所有してい
たその男にとって唯一の羊を奪い、自分のものとしたのです。それでナタンは、この事例を彼に提示してこう言
います。この男はどうなるべきか？ すると、ダビデは激怒するのです。そして、彼はこう言います。「この男は
償わなければならない！」そしてナタンは彼にこう言うのです。「あなたがその男です。」（第二サムエル記12
章参照)　ダビデはどうしましたか？ 彼はひれ伏します。そこでナタンはどうしますか？ ナタンはこう言いま
す。「ダビデ、神はあなたを赦してくださった。」「神はあなたからこの罪を取り去ってくださった。」それは、
神の憐みと恵みです。理解するのは難しいのですが、しかし、このダビデから、世の救い主が出るのです。皆さ
ん、準備はいいですか？ 救い主が他に誰から出るか知っていますか？ バテシェバです。バテシェバ。何が言い
たいのか？ 
言いたいのは、私たちの過去に関係なく、神には可能だという事です。あなたが今夜ここにいらっしゃるとし
ても、ビデオで視ていらっしゃるとしても、あなたが敵に、このような考えをあなたの頭に入れさせていると
します。「お前には過去があるから、神は決してお前を使うことは出来ない。」「お前がやった事の故に。」
「ほら、お前は何回離婚したんだっけ？ 」「神が実際に、お前を用いることが出来ると思うのか？ 」神は知恵
ある者を恥じ入らせるために、この世の愚かな者を選び、(皆さん、その内の一人を見ていますよ。）強い者を
恥じ入らせるために、弱い者を選ばれます。なぜ私たちには、ダビデのような人物のおぞましく、想像もでき
ない罪についての、こんなにも生々しい詳細が与えられているのか？ なぜ神は、御言葉の正典、聖書のページ
に、そのような浅ましい詳細を記録する必要があると考えられるのか？ ダビデがどれほど悪かったかを私たち
に示すためですか？ バテシェバがどれほど悪かったかを？ 　いいえ、それは私たちがどれほど悪かったかと
か、私たちの過去がどれほど酷かったかにも関わらず、神が常に、どれほど良い方であるかを示すためです。神
が私たちを見る時、神は私たちの罪を見るのではなく、ご自分の御子を見ているのです。それが神が見ている
ものです。そして、まるで私たちが罪を犯した事がないかのように、神は私たちの罪を赦し、東が西から遠く離
れているほどに、その罪を遠く離されます。そして、神はもうそれらを思い出さない。しかし、ここに敵がい
て、過去を持ち出し続けようとします。時には彼は、そんなに遠く遡る必要はありません。彼はただ…（今日
は何曜日でしたっけ？ 木曜日？ ）（今、木曜日の夜の聖書の学びをしているんですから、そのはずですよ
ね。）火曜日に遡るだけで済むかもしれません。
彼はあなたがした事を絶えず思い出させています。またやってしまった事を。敵の唯一の目標は何でしょうか？ 　
彼の唯一の目標は、罪悪感と罪責感という基盤を構築することです。なぜなら、あなたの過去に関して、あなた
の人生に罪悪感と罪責感の基盤を構築することが出来れば、彼はあなたを捕らえたも同然だから！　それには
問題があります。それは常に、それが聖霊であるのか、または敵であるのかを知るためのリトマス試験になり
ます。なぜなら、
「今や、キリスト・イエスにある者が　罪に定められることは決してありません」から。（ローマ8:1）
だから、もし私が罪責感と罪悪感を感じているなら、何が起こるでしょうか？ 私は主から遠ざかっていくので
す。もしそれが聖霊であり、罪責感ではなく、罪の自覚があるなら、その時、私はさらに主に近づくのです。サ
タンはこうするんです。彼はあなたの天の御父をこんな感じに描こうとするのです。「お前には、もう我慢なら
ん！」「何回同じ事を言わすのだ！」私たちには、地上の父親というレンズを通して、天の父のことを考えてし
まう傾向があります。それはまさに敵の思惑通りです。それで、私が騙されて、天の御父が私に腹を立てている
と信じたら？ 「じゃあ、隠れた方がいいな。」でしょう？ 逆に、神が情け深く、ただ待っていて、すぐに慈悲
を与えて下さる事を知っていれば...　彼は真実なお方です。
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もし私が自分の罪を告白すれば、神は真実で正しい方ですから、私の罪を赦し、私をすべての不義から清めて
くださいます。（1ヨハネ1:9参照）
敵は、あなたにそうさせたくない。なぜなら、あなたがそうするや否や、罪悪感と罪責感の基盤が崩れ落ちる
事を知っているからです。そして彼はもはや......なぜなら、私たちを主から遠ざける事が彼の唯一の目的だから
です。私たちがキリストのもとに来る前の彼の唯一の目標は、私たちを主から遠ざけておく事でした。私たち
が主のみもとに来ると、サタンは戦略を変更します。今のサタンの全戦略は、私たちを主から遠ざけることで
す。それはこんな風に聞こえ、こんな風に見えます。「私だったら、そんな事をした後に、教会には行かない
な。」「え、マジで祈るの？ 」「どんな効果があるの？ 」「今さら神があなたの祈りを聞くって？ 」サタンが
何をしているかと言うと、彼は、神をこんな風に描いています。神が御座に座って、「へぇ。祈るつもりなの
か？ 」「そうです。あなたはそう仰ったんです。」
「重荷を負い、疲れ、罪の重さに押し潰されているすべての者は、わたしのもとに来なさい。わたしがあなた
がたを休ませてあげます。」（マタイ11:28参照）
主は、両手を広げて待ってくれています。そのたとえ話を私たちは親しみを込めて、「放浪息子のたとえ話」と
呼びますが、しかし私は、それは、どちらかと言うと、こう言ってもよければ、「愛情あふれる父親のたとえ
話」だと思います。私たちは、それを見逃してしまいがちです。ちゃんと箴言31章に入りますからね（笑）10
時か、10時30分頃には。しかし、悲しいことに、私たちの文化では見逃してしまう事です。しかし、中東の私
の文化では、当時のあの文化では、父親が長衣をたくし上げる姿を見る事はありませんでした。現代に至って
も、父親が息子に駆け寄る姿を見る事はありません。しかしながら、それが、神が私たちの頭と心に消えない
ように焼き付けたいと望んでおられる絵なのです。愛に満ちた天の父としてご自分がどういうお方であるかを示
して。ただ待っていて、私たちがご自分のもとに来るのを遠くから見守っています。そのたとえ話はとても説得
力があります。と言うのも、息子は何を言おうかと、リハーサルしているようなものですから。お父さん、本当
にごめんなさい。相続財産を全部持って行って、完全に浪費してしまいました。また私を受け入れて下さい。息
子でなくていい、私はあなたの召使いになります。彼はおそらく家に帰る途中ずっとリハーサルをしていたで
しょう。よしっ....お父さん、ごめんなさい...　イヤイヤ、そんな言い方は良くない、お父さん......。彼は練習し
ていて...そして、すごく驚いたことに、（すごく驚いたと思いますよ）彼の父親が遠くから彼を見つけると、
彼は息子に駆け寄り、息子を抱き寄せます。それが私たちの天の父です。
「でも、本当にしくじったんです！」「ああ、知っている。わたしが驚いたと思うか？ 」
そんなの想像できますか？ 　神が驚いた？ ？ 
「JDが何をしたって？ ？ あぁ..........。」そんな事はありません。神は、私たちに慈愛を示そうと、私たちのこ
とを待っておられるのです。「私が何をしたか」ではなく、「主が既に何をして下さったか」なのです。それは、
すでに支払い済みなのです。私は赦されています。私は、出来るだけ早く十字架のもとに行きさえすれば良いの
です。そして赦しを求めるのです。そこが私の罪が贖われた場所だからです。
そして、過去はそこに留まるのです。こういう言い習わしを知っていますか？ 本当はイヤなんですが…
普段はしないのですが、世俗的な格言を、神聖化した意味で使ってみます。はい、その世俗的な格言とは、「べ
ガスで起こった事は、ベガスに留まる」（「旅の恥はかき捨て」に似た意）ああ、ほら、もうその反応...　言
わなければ良かった。私が十字架に持って行く罪は、十字架にとどまります。なぜなら、それはそこで支払わ
れたからです。私の問題は、それを十字架に持って行って、それから、それを持ち帰ってしまう事です。私はそ
れを持ち歩き始めます。長く持てば持つほど重くなるし、それこそサタンの思う壺です。彼は、あなたの過去を
しつこくなじり続けます。神が私をミニストリーに、それも牧師職に召命しておられるのがはっきり分かった時
のことを告白せねばなりません。かつてこう言ったのはゲイル・アーウィンだったと思います。「神について、
私が唯一不思議に思うのは...　「神が私を召し、私を選ばれた事だ。」私が「う～ん」と不思議に思うのはそれ
だけです。私が疑問を持つ唯一のことは、神が私のような者を用いることを選ぶということです。そして、暫く
時間がかかりました。私は、抵抗して、蹴って、噛んで、引っ掻いて...　そう言うのは全部しました。ところ
で、私には結構仲間がいますよ。モーセや、ギデオンや、ヨシュアなど、神が召した人たち皆に尋ねてみてくだ
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さい。
彼らは皆、こう言いました。「ファイルが間違ってますよ。あなたが探してるのは私じゃありません。」
それに対し、神はあなたの返事を使って答えられます。「わたしが聞きたいのは、そういう返事だ。」
「だからこそ、あなたを召しているのだ。」なぜなら、神は知恵ある者を恥ずかしめるために、愚かな者を召
し、用いられるからです。それは、なぜだと思いますか？ 神だけが栄光を得ることが出来るためです。この章
を勉強していく中で見えてくるのは、神のあわれみです。神のみに出来る事ですが、ここに、その過去にも関わ
らず、高潔で、敬虔な妻であり母親である女性がいます。1節。私たちには、これらはレムエル王の言葉である
と告げられています。レムエル王とは、ソロモンのことです。母親のバテシェバが彼をそう呼んでいたと信じら
れています。母親がどういうものかご存知でしょう？ 　かわいい男の子の赤ちゃんにニックネームをつけま
す。私のが何だったかは教えませんが....　母は、私を名前で呼びませんでした。もし母が私を名前で呼んだ
ら、私はすごくヤバい事になってました。彼女があなたをフルネームで呼ぶなら、それはマジでヤバいことにな
ります。しかし、この親しみと愛情のこもったニックネームが与えられていると、それが、彼女がソロモンを呼
んでいた名前だと信じられてます。おいで、レムエルちゃん。「母から受けた戒めのことば。」さて、２節は、
ほとんど身近な感じがして面白いですね。「私の子よ、何を語ろうか。私の胎の子よ、何を語ろうか。私の誓
願の子よ、何を語ろうか。」
これは言ってみれば修辞的で詩的です。ちなみにこの箴言はアクロスティックで、各節がヘブライ語のアルファ
ベットの文字で始まっています。その意味では詩的な文章であり、アクロスティックなのですね。これは特に詩
篇の中でよく見られましたが、いくつかの聖句が、アクロスティックの形で書かれている理由は、そうやって覚
えるからです。実際に、私は、聖書の全巻の名前を書物の頭文字を使って覚えることが出来ました。意味をなさ
なくても、アクロスティックを使って、暗記することが出来ました。私の場合….とにかく、私の問題はここま
でで。ということで、これはアクロスティックな箴言です。

箴言31章
3「あなたの力を、女たちに費やしてはいけない。王を滅ぼす者たちに、歩みを委ねてはいけない。」
4「レムエルよ、これは王がすることではない。ぶどう酒を飲むのは王がすることではない。強い酒を飲むのは
君主がすることではない。」
5「酒を飲んで、定められたことを忘れ、苦しむ者みなへのさばきを曲げるといけないから。」
6「強い酒は滅びようとしている者に、ぶどう酒は心の痛んでいる者に与えなさい。」
7「その人は飲んで自分の貧しさを忘れ、もう自分の労苦を思い出すことはない。」
ソロモンの母親からの神の御心に沿ったアドバイスとは何でしょうか？ それはこれです。共通項はこれです。
責任と権限がある指導者の立場にある王として、酒と女に、酔いしれてはいけません。なぜなら、そうした
ら、判断が歪んでしまうからです。あなたは正しく賢明に裁くことが出来なくなります。なぜなら、両方とも、
あなたがその影響下に置かれるなら、王という立場の者にとって壊滅的なものとなり得るからです。
8節は、実にその理由です。
8「口のきけない人のために、口を開きなさい。すべての不幸な人の訴えのために。」
9「口を開いて、正しくさばき、苦しむ人や貧しい人のためにさばきを行いなさい。」
もしあなたが強いワインと魅惑的な女性から過度に影響を受けるなら、それは、あなたが正しく裁く能力を損
ない、妨げます。さて10節、ここでちょっと方向が変わります。この章を読んで、このように思わせられない女
性はいないでしょう。「............」付け加えますが、この章を読んで「ハニー、話があるんだ」と、妻に言わな
かった男性のことも知りません。「箴言31章を読んだことがあるか？ 」罪悪感と言えば、どのくらいの罪悪感
が…この可哀そうな奥さんたちに課せられて来たことでしょう？ 　この基準を満たすために。箴言31章の女性
に見合うように。これを読んで思うのは.......「え？ ...ナニ？ ...」
では、読んで行きましょう。どうせだから楽しみましょう。
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10「しっかりした妻をだれが見つけられるだろう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。」
よかった、スタートはいいです。
「妻を見つける者は、幸せを見つけ、主から恵みをいただく。」（箴言18:22）
そうこなくちゃ。ここまでは悪くないです。
11「夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。」
12節、さらに良くなります。
12「彼女はその一生の間、夫に良いことをし、悪いことをしない。」
言外の意味は？ 　妻は、夫に悪いことをし得る。
「…彼女はその一生の間、夫に良いことをなす。」
皆さんもこの言葉を聞いたことが絶対にあるでしょう。「成功した男性の背後には必ず、女性がいる」
まんざら間違ってはいません。さて、男としてハッキリさせておきましょう。私は我が家の家長です。
私は家庭の頭だ。でも妻が首です。（彼女が命じます...）私の家庭では私がズボンを履く！（主導権を握る）で
も、どのズボンを履くか、妻が決めます。明らかに冗談で言ってますけど、要点は伝わると思います。妻は影の
ヒーローです。男にすれば。私は、率直に言えば、妻がいてくれなかったら、ここには居ないでしょう。それだ
けは、断言できます。彼女は、私を支えてくれてます。彼女が私にしてくれる良い事、私を支えてくれる事、私
を愛してくれる事...　言いますけど、私はとても落ち込んで落胆することがあります。ミニストリーは時々キツ
イことがあるんです。私は同情を求めているのではありませんが、ミニストリーは大変なんです。特にこの終末
の日々には。一日が終わると、もうボロボロの時もありました。彼女が来ると、私のチアリーダーみたいです。
あなたなら出来る。♪ビッグ”G" ＆ リトル"o"　Go！Go！♪ ホントに、それであと一ヶ月は頑張れる。それだけ
でいいんです。逆に、彼女がそうでなかったら？ 想像できますか？ 長い一日が終わって、家に帰った私はボロ
ボロで、妻は私を見て言います。「さっさとおしまいにしなさいよ、神を呪って死ねば？ 」おっと、うわぁ。
それは止めておきましょう。ヨブの妻の話は、もうしました。何でやっちゃったんでしょう？ 
13「羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。」
頑張り屋さんです。
14「商人の船のように、遠い所から食糧を運んで来る。」
15「夜明け前に起きて、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。」
大丈夫ですか？ 
16「よく調べて畑を手に入れ、自分の稼ぎでぶどう畑を作り、彼女はブドウを植えている。」
「素晴らしいね？ 」「あなたは何をしているの？ 」だから言ったでしょう？ 頑張って下さいよ。
17「腰に力強く帯を締め、腕に力を入れる。」
18「収入が良いのを味わい、そのともしびは夜になっても消えない。」
19「糸取り棒に手を伸ばし、手に糸巻きをつかむ。」
20「苦しむ人に手を差し出し、貧しい人に手を差し伸べる。」
驚くべき女性ですよね？ 　でしょう？ 　精力的で高潔で、とても勤勉なんですね。早起きして、家族のために
全ての準備を確実に整えている。彼女は召使い、または従業員に非常に思いやりがあります。彼女は彼らを気遣
い、貧しい人々に、とても思いやりがあります彼女は彼らのことを考え、手を差し伸べ、与える。
21「家の者のために雪を恐れることはない。家の者はみな、紅の衣服で身を包んでいるから。」
さて、ハワイにいる私たちにとっては馴染みの無いものですが、しかし、ワシントンのスポケーンから来た者と
して、請け合います。1月、時には12月、それに2月も、私は絶対に忘れません。1997年だったかな、87年だっ
たかも、とにかく今となっては、記憶が曖昧ですが、かなり昔の話です。私たちはスポケーンにいました。2月
でしたが、体感温度じゃなくて、実際の気温が零下40度でした。はい。
そしてこう言われていました。マスクが要るとはまさにこの事で、そんなに冷たい空気を吸ってしまうと、肺に
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悪影響を及ぼす可能性があるから、外に出るなと言われました。実際、マスクを着けろと言われたんです。う
わー、全てが一巡して元に戻ってる。理由が異なりますけど。防寒具をつけます。6枚くらい重ね着しないと、
外に出ようなんて、思いもしません。手も、頭も、顔も、全部カバーしないと。骨までしみる寒さです。私はオー
クションで一日中外にいた日々を覚えています。家に帰ってきても2日間くらいは暖まれないんです。ずっと暖
炉の前にいました。そして、雪.......　オオ、あの雪。。。。玄関まで車道がありまして、かなり長い車道でし
た。雪国では、車道の長い家はやめた方がいいですよ。昔は...「俺は男だ」と言って、運動も必要だし、手で雪
かきしていました。突然6フィート(180cm)の雪が降るまでは......大げさではなく、6フィートの雪です！それ
で、除雪機を買いました。除雪機を押して、終わるのに30分～45分くらいかかります。　なにぶん長い車道で
すので。終わったらすぐに中に入って、服を脱いで仕事の成果を確認します。そして、何が起こったかと言え
ば？ もっと降り積もる雪。。。。とにかく、私はここで彼女の痛みが分かります。しかし、彼女は雪を恐れ
ず、寒さを恐れてません。なぜでしょうか？ 　それは、彼女の家族は紅の服を着て暖かくしているからです。
22「自分のための敷き物を作り、衣服は亜麻布と紫の撚り糸でできている。」
紫は王族にちなんだ色です。「夫は...」聞いて、これはちょっとユーモラスですよね。すこしお付き合いくださ
い。私たちが外出していると、…最近は、明らかな理由から、あんまりしてませんが、でも外出先で誰かが妻
に「あなたはJDの奥さんですか？ 」と聞くとします。それに対して彼女は、大抵こんな答え方をします。「場
合によっては...」それはまた別の話なのですが...33年間結婚しているとそうなるんです。でも、忘れられない事
があります。最初の頃は・・・彼女はカイルアの女の子で、生まれも育ちもカイルアです。だから、私たちがこ
こに引っ越して来たら、突然、「あなたJDの奥さんなの？ 　ではなくなりました。むしろ、「ねぇ、あなたケ
リーの旦那さんなの？ 」彼女は満足そうに振る舞います。
23「夫は町囲み（町の門）の中で人々によく知られ、」
ねぇ、あの人が、彼女の旦那さんですよ。そうなのですか？ はい。　ほぉ～そうなんだ。
「…町の門（町囲み）の中で」
門がどういうものか知っていますか？ そこは商務や、商売やすべての事務を行っていた場所です。ここは町全
体の中心であり、社会活動はすべて町の門で行われました。彼がここに現れて歩いてきても、「ああ、何某さ
んだ」とは言われない。いいえ、彼らはこう言います。「あの人の旦那だ....」なんと恵まれた人でしょう。
23「（夫は）土地の長老たちとともに座に着く。」
彼は、彼女の夫として知られています。
24「彼女は亜麻布の衣服を作って売り、また、帯を作って商人に渡す。」
笑ってしまい申し訳ありませんが、もういいでしょう！という気分です。彼女がしない事はナニ？ 
どうやら何もないようです。彼女は何でもします。
25「力と気品をまとい、ほほえみながら後の日を待つ。」
これは重要です。見逃さないで下さい。この女性が、どれほど喜びを感じる事になるか想像できますか？ この
女性がどれほど喜べるか？ 彼女は、どれほど恵まれているのでしょうか。
26節、これ以上興味深くはならないだろうと思っていた矢先にもっと面白くなります。彼女は手仕事に恵まれ
て、勤勉で働き者であるだけでなく、彼女が口を開くと…これを聞いてください。
26「知恵をもって口を開き、その舌には恵みのおしえがある。」
中には、こういう人たちもいて...つまり、彼らは誰もが望み得るもの全てを持ち、それ以上のものまで持ってい
ます。外面的には、あなたは彼らを見て、「彼らは本当に恵まれているな」と考えます。それはその通りです。
しかし、時にそれに伴うのが意地悪な精神と傲慢さです。彼女は違います。そして、ここに書かれているのは富
です。この章に描かれている事すべては、彼女が裕福であった事を示しています。彼らは裕福で、資産がありま
した。そして、人は時々、世の富を得ると、本当に意地悪になる事があります。そして、それはプライドのせい
です。罪深いプライドです。彼らは、人々に非常にきつく当たりますが、彼女は違います。彼女は優しい女性で
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す。私はこの「優しさ」という一語だけで一回分のメッセージをする事ができます。ただ、優しくする事...それ
は聖霊の実ですよね？ 　優しさ。彼女が話す時はどうでしょうか？ 　時には..　以前に箴言で話しましたが、
何も言わない人がいます。彼らはただ黙っていて、あなたは彼らが賢者だと思います。でも、彼らが口を開く
と、あなたは、わぁ！　と思う。
このことは、私にある話を思い出させます。許して下さい、大好きな話なのです。最高です。妻が夫に何かを言
い、夫は彼女を見て言います。「どうしてこんなに美しい人からこんな馬鹿げたことが出てくるのか？ 」彼女
の反応を聞いてください。彼女は夫を見て、「ハニー、神様が私を美しくしてくれたのは、あなたが私と結婚す
るためよ。神様が私を愚か者にしたのは、私があなたと結婚するためよ。」
それは機知ですね。彼女が言いそうな事ですよね？ 　しかし.....知恵と優しさ。27節...申し訳ありません。「う
わー」と思ってる人もいるでしょう。「そんな話聞かなくても良かったんだけど…」と。旦那さんたち、絶対
に奥さんにそんな事は言っちゃいけませんよ。
27「家の者の様子をよく見守り、怠惰のパンを食べない。」
つまり、彼女は一日中座ってメロドラマを見たり、恋愛小説を読んだりしているわけではないのです。一日
中、何もしないで食べてばかりではない。さて、28節は面白いです。
28「その子たちは立ち上がって彼女をたたえ、」
朝一番、子どもらが目覚めると、彼女はすでに起きている。そう書いてありますよね？ そして、子供たちは母
親に何と言ってますか？ 「朝食はまだ！？ 」いいえ、彼らは立ち上がり、母親をたたえます。言い換えれば、
「あなたが私の母だから、私はとても恵まれている」「私はとても恵まれている。」彼女の夫もですよ！いいで
すか、男性の皆さん。現実に目を向けましょう。現実の話。
「夫も彼女をほめたたえて言う。」（28節）
そこで止まりましょう。彼は妻をけなしたりしません。見下してもいません。彼は、妻をほめたたえてます。こ
れは、三つのAとして知られてます。以前にもお話しましたがAffection（愛情）Attention（注目）Affirmation
（肯定）妻はこの三つなしでは、生き残れません。成功するなどもってのほかです。
死と生は舌に支配されることを知っていますね。（箴言18:21参照）
われわれ夫は妻にどう話しかけるか、非常に注意する必要があると思います。私たちは妻を粉々に砕くことも
出来ます。私たちは、妻を言葉でズタズタに切り裂くことも出来ます。私が夫婦の人たちと話す時はいつも使
う、興味深い例証があります。私はその奥さんが、何と言うか、よろめいているのを見て取りました。彼女の
夫のせいで。彼女への接し方や、彼女に向かって言う事が…それで私は彼らに、バッファローと蝶の話をしまし
た。バッファローと蝶がいます。小石を取ってバッファローの上に乗せてもバッファローは気づきません。小石
は背中から転がり落ちるだけです。なに？ うーん、そんな感じ....どちらがバッファローか、分かりますよね？ 
そして、あなたはこの繊細で敏感な蝶に、同じ小石を蝶の羽の上に置くと？ 石は蝶を潰してしまう。それが夫
と妻の関係です。ペテロの手紙で、言い方が悪いですけど、本当に恐ろしい節がありますよね。正直に言えば、
嫌いです。聖書にある聖句が嫌いと言うのは、牧師的でないことは分かってます。私はその言外の意味が嫌なの
です。基本的にこう言っていますから。夫として、あなたがわきまえて妻と生活せず、妻に対する思いやりも、
優しさもなければ、…彼女はともに受け継ぐ者です。弱い器として。知的、霊的、感情的に劣っているのではな
く、肉体的に弱い器です。共同相続人です。もし、あなたが彼女に対しそのように接するなら、あなたの祈りは
答えられません。祈っても無駄です。天井から跳ね帰って来ますから。神は、それほどそれを重要視されるので
す。私たちはリーダーになりたがります。「俺は家長だ」って。私たちは、場合によってはリーダーシップを取
りたがりません。リードしたいという点で私たちは選り好みするのです。結婚初期の頃、私はすごく嫌な奴で
した。言いましたよ。私はホントにイヤな男でした。すごく高慢で、信心ぶって、厭みったらしく、霊的優越
感を漂わせて...　「女よ…」私の妻は、素晴らしい女性です。妻だけにしか出来ない見方で、私を見ました。妻
は言います。「言いつけるわよ。」私：「えっ？ 」妻：「十字架に行って、主にあなたのことを言いつけるわ
よ。」私は、「待って待って待って待って…」という感じです。それで、妻は私より先に十字架に行き着きま
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す。一度この話をした時の事を覚えていますが、私は「夫たちよ、妻を打ち負かして」（＊"beat your wife"=妻
を殴って）と言ったところで、一息ついたんです。そこで息を継ぐべきではありませんでした。私が言いたかっ
たのは、こういう一文だったからです。
「夫たちよ。妻を打ち負かして、彼女が先に到達する前に、十字架に行きなさい。」(beat your wife to the 
cross)なぜなら、妻が先に行ったら、告げ口されて、厄介な事になるから。神はそれを重要視されますから。夫
は彼女をほめたたえます。彼は彼女をほめたたえる。夫は彼女を称賛する。夫が妻にかける言葉は、励ましの
言葉で、励みになり、ためになります。妻たちは花が開くように魅力を増します。ああ、そんな夫がいる奥さん
を見せてくれたら、そういう妻を見せてあげますよ。そういう妻を見せますよ。
ここまで踏み込むつもりはありませんでしたが、もうすぐ終わりですから、我慢してくださいね。エペ人への
手紙では…私が結婚式の司式をする時に大抵する事ですが、最初に訊ねます。以前はそうしなかったのです
が。ある時、カップルが入ってきて言いました。
「私たちは本当はそれはやって欲しくなかったんです。質問されて本当に困りましたから。」
そこがポイントだったんですけど。エペソ人への手紙でパウロは妻に、一度だけ言っています。夫を敬いなさい
と。それも、夫に対して、妻を愛せよと ”3度” 言った後にです。キリストが教会を愛し、ご自身を捧げられたよ
うに、妻を愛しなさい。自分を愛するように妻を愛しなさい。あなたは自分を愛していますよ。自分の体を大
切にするように、妻を愛し、養い、大切にしなさい。あなたは自分の体を大切にしています。店のショーウィ
ンドウの前を通るたびにあなたは自分の姿を見つめます。あなたは自分を愛している。そのように妻を愛しな
さい。そして、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を献げられたように、あなたがたも妻を愛しなさ
い。
そのように妻を愛せば、彼女はあなたを尊敬するでしょう。神は彼女をその様に造られたからです。夫を敬わな
い妻がいたら、その理由を教えてあげますよ。それは、その夫が妻を愛していないからです。私は、妻から尊敬
を受けたくない男にまだ会ったことがありません。「女よ、俺を尊敬しろ！」ちなみに、例の服従の件ですけ
ど…「妻たちよ、自分の夫に従いなさい。」我々はこの節が大好きです。しかしその前の、エペソ5章20節に何
と書いてあるか知っていますか？ 　いいですか？ 
「キリストを恐れて、互いに従い合いなさい。」
これはどうなのですか？ 　妻に、「従え」と強要するのは止めましょう。あなた自身がキリストに服従せねば
ならないのですから。あなたが主に従っていないなら、彼女はあなたに従いません。主が教会を愛するよう
に、あなたが妻を愛さないなら、彼女はあなたを尊敬しません。神は、彼女をその様に造られたのです。彼は
妻をほめたたえます。褒めたたえます。「幸せな妻、幸せな人生」って聞いたことがありますね？ 　ちょっと
違う言い方をした人がいたと思います。「ママが幸せじゃないと、誰も幸せじゃない。」かなり本当の事です。

29「『力ある働きをする女は多いが、あなたは、そのすべてにまさっている』と。」
30節と31節は、神の御言葉の中でも最も美しい章の一つに、リボンを添えるようなものですね。お気づきかど
うか分かりませんが、これまでに読んできた中に、彼女の美しさについては一言も触れられていません。気づい
てましたか？ 　彼女は手を使って一生懸命働き、知恵を語り、優しい話し方をします。
彼女については全部書かれていますが、外見の美しさだけは全くわかりません。さて、今からそれについて聞く
ことになります。聞いて下さい。
30「麗しさは偽り。美しさは空しい。」
もう一度読んでもいいですか？ 　麗しさ（魅力）は偽り。あなたは魅せられて、そして騙されます。それはと
ても欺瞞的であり得ます。美しさは一時的なものです。聞いて下さい。20代だったら......　　ハォーそれ以上言
う必要はないですね......とにかく...。言わなくてもいいでしょう、分かりますよね？ 
「しかし、主を恐れる女はほめたたえられる。」
言い換えれば、外見の美しさは何の意味もありません。それは心の問題です。男性にでも女性にでも言えるこ
とですが、外見的に、とてもハンサムで美しい人がいますが、しかし、主に対する恐れがなく、彼らが神を知
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らないなら、それは醜さです。逆に言えば、外見的には「オォッ」という人もいるかも。
私はレアの事を思います。彼女は目が弱々しかった。見づらかったという説もあります。目に易しい（見ていて
心地良い）って言いますね？ そのような意味です。レアが誰だか、分かりますよね？ ネタバレ注意です
が・・・頭の中が真っ白になりました・・・ヤコブだっけ？ 　ですよね？ 　危なかった。遅くなってきた、も
うすぐ終わります。ヤコブが死ぬ時、彼はラケルの隣に埋葬されないんです。彼はレアの隣に埋葬されます。考
えてみてください。とにかく、見づらい人もいますが、しかし、心の内はとても美しいのです。彼らは内側は美
しいのです。そして最後に
31「彼女の手が稼いだ実を彼女に与え、そのわざを町囲みの中でほめたたえよ。」
なんて美しい、美しい章でしょう。お立ちください。祈りましょう。

主よ、感謝します。ああ、主よ、この素晴らしい書を終えるに当たり、寂しいような嬉しいような気がします。
私たちは、この書の学びで、その中にある知恵と、私たちの生活への適用とで、とても豊かに祝福されました。
主よ、御言葉を本当にありがとうございます。ありがとうございます。主よ、私たちが箴言の学びの終わりを迎
えても、これが私たちの日常生活の一部となることを祈ります。この書には31の章があり、大体においてひと
月は31日ありますから、私たちが、御言葉に時間を費やす時、箴言に時間を割きますように....箴言には知恵が
ありますから....
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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