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使徒の働き6章1-7節「執事の働き」 
（はじめに） 
・私たちは、クリスチャンになれば、人生や生活の問題が全部すぐにきれいさっぱり解決して、バラ色
の人生を送れるに違いないと思いやすいものです。あるいは、教会は愛とあわれみに満ちた人たちの
コミュニティであるので、人間関係がうまくいかなかったり、こじれたりすることのない夢のような
パラダイスを期待しやすいものです。正直に言いますが、残念ながらそうではありません。 

・皆さんの夢や期待を壊したくて言うのではないのでご理解ください。もちろん、福音は私たちの人生
とコミュニティを新しくします。キリストの福音のゆえに、皆さんには決して変わることのない神の
愛と罪の赦しがあります。ただし私たちはキリストを信じる神の子どもでありながら、同時に弱さを
抱えた罪人でもあるのです。究極的な解決と希望があるので喜んでいますが、問題にぶつかります。 

・それは今に始まったわけではありません。紀元1世紀の最初の教会からそうなのです。これから読む聖
書には、食糧配給のことでイザコザが生じていたことを告げています。そして、どのような解決が図
られたのか記されています。後に「執事」と呼ばれる「長老」とは別の新しい働きを設けたのです。 

【使徒の働き6章1-7節】 
・さて、グレースシティは来週（26日）初めての信徒総会を開いて、牧師や長老、執事を選出しようと
しています。そこで、今日は執事の働きがどんなものなのかにフォーカスして学びましょう。今日の
聖書は執事の起源について書いているからです。 

・第1に教会のミニストリーとしての愛と正義の働き、あわれみや慈善活動の重要性に注目します。第2
に、愛と正義の働きを担う執事の役割を考えましょう。執事とは誰であり、どんなことをするのでし
ょうか。そして3番目に、宣教の進展、神の言葉の前進があったことに目を止めたいと思います。あわ
れみの働きの重要性、執事の役割、宣教の前進。 

 
1． あわれみの働きの重要性 
・さて、今日の聖書の背景である紀元1世紀の初代教会には、イエスの宣教の直接的な影響力がまだ色濃
く残っていました。イエスの姿を鮮明に記憶にとどめている目撃証人たちが活躍しています。教会は
聖霊の生き生きとした息吹に触れて、宣教の情熱に満ちあふれるコミュニティであったはずです。 

・しかし、問題も起こっていました。イザコザが生じて悩まされていたのです。この歴史的な現実を知
ることは、ある意味で21世紀のクリスチャンと教会をホット安心させる要素かもしれません。という
のも、私たちは聖書の時代を必要以上に理想化（美化）しやすく、逆に現代の自分たちを過小評価（卑
下）する傾向があるからです。自分たちのように問題や失敗があるのは、理想的なクリスチャンや教
会ではないからだと失望するのは悪魔のささやきだからです。 

・1節をもう一度見てください。それによればギリシヤ語を話すユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人との
間に、同じユダヤ人でありながら言語や文化の違いもあってか、行き違いとイザコザが生じていまし
た。特に社会的なサポートを必要としていたやもめたちがないがしろにされてしまったのです。 

6:1 そのころ、弟子たちがふえるにつれて、ギリシヤ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対

して苦情を申し立てた。彼らのうちのやもめたちが、毎日の配給でなおざりにされていたからである。 

・詳細は書かれていませんが、不平や不満は怒りや敵意に変わりやすいものです。リーダーたちへの批
判やコミュニティに対する失望は、波紋のように広がったことでしょう。夫に先立たれたやもめたち
は、家族や身近なコミュニティによって支えられなければ、生きていくことはできません。ある聖書
学者は、やもめたちの中には首都エルサレム「聖なる都」を死ぬ前に一目見たいとやって来て、死に
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場所を求めていたやもめもいたことだろうと言っています。 
・皆さん、クリスチャンと教会は、このように社会的に苦しみの中にある人たちを助けなければなりま
せん。生きていくこともままならず、失意と落胆の中にある人たちを愛するように召されているので
す。神の愛と正義を具体的、実践的に、社会／コミュニティの間であらわすのです。聖書によれば、
クリスチャンはだれもこの愛と正義を行なう働きから免除されている人は一人もありません。 

・このとき教会のリーダーである使徒たちは、「私たちは宣教（祈りとみことばの奉仕）のために忙しい
ので、食卓の働きに仕えることはできませんから、もうこのような実践は終わりにしましょう」と言
うこともできたかもしれません。「優先順位で言えば、みことばの宣教が第1ですから、あわれみの働
きはできるようになってから後で始めましょう」とも言えたでしょう。しかし、そうしませんでした。 

・むしろ使徒たちは、「弟子たち全員（すなわちクリスチャン全員）を呼び集めて」食糧配給のあわれみ
事業を継続すると宣言したのです。弟子たち全員を集めたように、すべてのクリスチャンが、やもめ
の食糧配給（あわれみと正義の働き）にかかわっているとみなしました。 

・なぜでしょうか？それは、第1にイエスがそうしたからです。イエスは神の国の福音を述べ伝えてみこ
とばを教えましたが、それだけではありません。飢えた人々に食べさせ神の国がどんなものなのかを
体験させました。病人をいやし、汚れた者たちから悪霊を追い出して社会復帰させたのです。 

・第2に、旧約聖書は繰り返し愛と正義を社会の中で実践するように教えています。エジプトから救い出
されたイスラエルは、貧しい奴隷や外国人、やもめ孤児を特別に助けるべきことを何度も教えられて
います。預言者は、正義と愛が失われ、弱い者や貧しい者が苦しむことについてこう言いました。 

6:8 主はあなたに告げられた。人よ。何が良いことなのか。【主】は何をあなたに求めておられるのか。それは、

ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神とともに歩むことではないか。（ミカ書6:8） 

・そして第3に、キリストの福音が、苦しみ、弱さ、貧しさ、差別、抑圧の中にある人たちを愛して正義
を行なうように促すのです。なぜならキリストの福音によって、私たちが持っているすべての物質的
なものは、神からの贈り物（恵み）であると知っています。神が私たちの必要のために与えてくれた
のですから、その必要が満たされていない人たちに対して分かち合うのは当然のことなのです。 

3:17 世の富を持ちながら、兄弟が困っているのを見ても、あわれみの心を閉ざすような者に、どうして神の愛が

とどまっているでしょう。 18 子どもたちよ。私たちは、ことばや口先だけで愛することをせず、行いと真実を

もって愛そうではありませんか。（1ヨハネ3:17-18） 

 
2． 執事の役割 
・今、あわれみの働きの重要性についてみてきましたが、このような働きを継続的かつ効果的に行うた
めには、どうしても働き人が必要です。福音宣教（みことばの奉仕）のためには、すでに12使徒が任
命され、長老や牧師たちがこの働きに加わりました。そのように、あわれみと正義の働きのためには、
後に「執事」と呼ばれる7人の働き人が立てられたのです。 

6:2 そこで、十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。「私たちが神のことばをあと回しにして、食卓の

ことに仕えるのはよくありません。 3 そこで、兄弟たち。あなたがたの中から、御霊と知恵とに満ちた、評判の

良い人たち七人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。 4 そして、私たちは、

もっぱら祈りとみことばの奉仕に励むことにします。」 

・いいアイディアですね。愛と正義の働きが重要だからこそ、新約の教会は旧約時代にはなかった新し
い職務を制定しました。後に執事と呼ばれる新しい職務を制定することによって、ギリシャ・ローマ
の新世界に福音を携えて出て行き、神の国を広めていく教会の働きを強めることになったのです。 

・実はこの時点では、まだ「執事（diakonos）」というタイトル（肩書き）は使われていません。しか
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し、後に執事が担当するようになる働きを指す「仕える（diakonein）」が何度も使われています。こ
の語は非常に広い意味を持っており、衣食住などの物質的な必要のために仕えること、奉仕すること、
調整したり、準備したり、お金の算段をするようなすべてのことを含んでいます。しかも、使徒たち
がする「みことばの奉仕」についても、（みことばの）diakoniaという同じ語が当てられています。 

・皆さん、やもめたちを現実的にサポートするためには、どんな働きが必要でしょうか。食べ物や献金
を集めること、それを適切に配分すること、誰が受けることができるのか審査すること。そして、日
用品や衣料品を提供したり、住まいの手当ても必要です。病気であれば医療が、さまざまな調整や精
神的なサポートのためにカウンセリングが、また仕事ができるように援助することも必要でしょう。 

・もしこのような働きを継続的かつ効果的に進めたければ、新たに選ばれた7人（執事たち）だけがこの
働きをするのではなく、より多くのクリスチャンたちの助けと協力を動員する必要があります。どん
な必要があるのか情報を集め、どのような助けや協力をしてもらいたいのか発信し、働き人やボラン
ティアを募集し、聖書からこの働きの基礎について学びを提供したり、あるいはリーダーになる人た
ちを見つけてトレーニングすることになります。 

・それゆえ、この働きのためには「御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち」が必要でした。すでに問題
が勃発しており、苦情が生じる難しい段階に入っていました。ですから問題解決のための実践的な知
恵が必要でしたが、何よりも御霊に満ちている人が求められていました。なぜなら、福音によって変
えられた心でキリストを愛し、主に従順に従いながら、隣人を愛して仕えることだからです。 

・しかも、あわれみの働きを行なうときに求められるのは、人々の痛みや悲しみを共感しながら深く理
解することと、愛と正義がバランスをもって行なわれるように深い洞察と正しい判断が必要なのです。 

横浜で牧師をしていたときに、あるホームレスの方のお世話をしたことがあります。教会敷地の草取りや整備など

をする代わりに、教会堂の軒下で夜寝ることを許し、食べ物を提供する約束をしました。一ヶ月くらい経ったとき、

ぼくは幼稚園の運動会のためにその土曜日は教会に行きませんでした。楽しい運動会を終えて帰宅すると、警察官

が訪ねてきました。「山の上教会の牧師の福田さんですね。ホームレスが教会の窓を壊して侵入しました。隣家の

方が110番して、侵入者は警察で身柄を預かっています。すぐ来てください。」ぼくは怒り心頭でした。世話をし

てやったのに、なんていう仕打ちだと。話を聞くと、カップラーメンを食べたくて、教会の窓ガラスを壊して中に

入ってお湯を沸かして食べたそうです。あちゃー、カップラーメンを渡したのはぼくでした。お湯はコンビニでも

らえるということでしたが、ぼくが浅はかだったのです。知恵が足りませんでした。愛を行なうためには犠牲が伴

い、愛と正義のバランスが必要で、正しい判断と深い洞察、霊的な知恵は不可欠なのだと学びました。 

・もちろん、私たちはだれも完璧ではありません。しかし、神は必要な働き人を送ってくださいます。
すでにグレースシティの中にいらっしゃるでしょう。絶えず御霊に満たされて歩もうとしている人、
キリストの福音を聞きながら隣人を愛することを学んでいる働き人を、神が与えてくださいます。 

 
3． 宣教の前進 
・こうして教会は、愛と正義の働き、あわれみのミニストリーを継続的かつ効果的に進めていきました。
しかも、新しい働き人を任命してあわれみの働きを推進した結果、驚くべき福音宣教の進展が見られ
ました。7節。 

6:7 こうして神のことばは、ますます広まって行き、エルサレムで、弟子の数が非常にふえて行った。そして、多

くの祭司たちが次々に信仰に入った。 

・ここで強調されているのは、福音に基づく慈善事業を行なったら伝道が進んで、より多くの人々がキ
リストを信じるようになったことです。それはどうしてなのでしょうか？一般的に私たちが心配する
のは、あわれみの働きを始めれば、さらに多くの働き人が必要ですし、お金もかかるので、かえって
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神の言葉を伝える伝道が弱くなり、聖書の学びが衰退し、教会が社会活動団体のようになってしまう
のではないかという恐れです。みことばの伝道がないがしろにされやしないかと思うのです。 

・しかも、この世の中には教会以外にも慈善事業を行う団体は他にもあります。しかし、神の言葉を伝
え、福音を伝道するのは教会以外にはありません。そうであるなら、教会はむしろ神のことばを伝え
る伝道だけにフォーカスして、ことばのミニストリーを強調すべきだと言われることもあります。 

・ところが、聖書によれば現実は逆の効果を立証しているのです。愛と正義の働きをするなら、神のこ
とばの宣教が前進します。なぜなら、あわれみの働き、愛の行為が、福音のリアリティや真実さ、そ
の確かさを証明するからなのです。 
・ロドニー・スターク（宗教社会学者）Rodney Stark, THE RISING OF CHRISTIANITY, pp.161 

キリスト教は、ホームレスや困窮者で満ちている都市に対して、希望とともに慈善を差し出し、転居者や新来者に

満ちている都市に対しては、定着するためにすぐに必要なものを提供しました。またキリスト教は、孤児ややもめ

に満ちた都市に対しては、拡大された新しい家族を提供し、暴力的な民族対立によって引き裂かれた都市に対して

は、社会的な連帯のために新しい基盤を差し出しました。そして、伝染病や火災、地震に直面した都市に対しては、

効果的な奉仕を提供したのです。 To cities filled with the homeless and impoverished, Christianity offered 

charity as well as hope. To cities filled with newcomers and strangers, Christianity offered an immediate 

basis for attachments. To cities filled with orphans and widows, Christianity provided a new and 

expanded sense of family. To cities torn by violent ethnic strife, Christianity offered a new basis for 

social solidarity. And to cities faced with epidemics, fires and earthquakes, Christianity offered effective

… services. 
・周りの人々は、クリスチャンたちがしている愛の行いを見て、彼らが述べ伝え、分ち合っている福音
（神のことば）は真理だと、理解するようになります。キリスト教とは口先だけの教えではなく、実
際に人の心と人生をつくり変え、人間関係やコミュニティを再生する生きた力であることを知るよう
になるのです。そして、あわれみの働きは、ことばによって福音を分かち合う機会を作り出します。 

・とりわけ聖書には、神のことばの専門家であり、旧約聖書に精通して神殿で神に仕えていた「多くの
祭司たちが次々に」クリスチャンになったことが特筆されています。彼らは聖書をよく知っていまし
たし、イエスの福音のメッセージに対して最も強くかたくなな人々でした。彼らの心を大きく動かし
た理由の一つは、教会が行なうあわれみの働きにあったのです。 
・3.11東日本大震災のときに、グレースシティでは石巻の渡波地区にフォーカスして支援活動をしてきました。支援

活動を続けて1年以上が過ぎたとき、渡波地区の市民リーダー（地区長）の鶴岡さんが、ボランティアセンター「ホ

ープハウス」に訪ねて来ました。いろいろな話をした後、彼は最後にこう言いました。「今日ここに来たのは、クリ

スチャンになるためです。これまでいろいろなボランティア団体の人々を見てきました。あなたがた『キリストさ

ん』（グレースシティリリーフなどはそう呼ばれていました）は他の団体の人々とは違います。本当に喜びを持って

人々に仕えてくれました。私もクリスチャンになりたいです。」 

・皆さん、このように神のことばの宣教とあわれみの働きとは車の両輪のように進んでいくのです。な
ぜなら、人の心と肉体は分けることができず、神はキリストの十字架と復活の福音によって、心とか
らだからなる人間を救ってくださるからです。皆さん、是非あわれみの働きのため、また働き人やボ
ランティアのために祈り、ご協力ください。 
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【使徒の働き6章1-7節】 
 

6:1 そのころ、弟子たちがふえるにつれて、ギリシヤ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユ 
ダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのやもめたちが、毎日の配給でなおざりにされ 
ていたからである。 
6:2 そこで、十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。「私たちが神のことばをあと回しに 
して、食卓のことに仕えるのはよくありません。 
6:3 そこで、兄弟たち。あなたがたの中から、御霊と知恵とに満ちた、評判の良い人たち七人を選 
びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。 
6:4 そして、私たちは、もっぱら祈りとみことばの奉仕に励むことにします。」 
6:5 この提案は全員の承認するところとなり、彼らは、信仰と聖霊とに満ちた人ステパノ、および 
ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの改宗者ニコラオを選び、 
6:6 この人たちを使徒たちの前に立たせた。そこで使徒たちは祈って、手を彼らの上に置いた。 
6:7 こうして神のことばは、ますます広まって行き、エルサレムで、弟子の数が非常にふえて行っ 
た。そして、多くの祭司たちが次々に信仰に入った。 


