


エフェソ教会を取り巻く状況 
 

 いろいろな分派が起こってきた。 
ニコライ派 

Situation Surrounding the Church at Ephesus 
 

  Various offshoots gave rise. 

Nicolaitans 

 いろいろな新しい教えが出てきた。 

バラムの教えを奉じるグループ 
女預言者イゼベルを中心をしたグループ 
「サタンの会衆である人たち」と呼ばれるグループ 

  Various “new teachings” circulated. 

A group who held the teaching of Balaam 

A group who held to the teaching of Jezebel 

A group called “those are of the synagogue of Satan” 



1ヨハネ2:24～25 



「その手紙には難しく理解しにくい個所があって、
無学な人や心の定まらない人は、それを聖書のほ
かの部分と同様に曲解し、自分の滅びを招いてい
ます。それで、愛する人たち、あなたがたはこのこと
をあらかじめ知っているのですから、不道徳な者た
ちに唆(そそのか)されて、堅固な足場を失わない
ように注意しなさい。」 (1ペトロ3:16～17） 



“As for you, see that what you have 

heard from the beginning remains in you. 

If it does, you also will remain in the Son 

and in the Father.” 

 (1 John 2:24-25)  



“His letters contain some things that are hard to 

understand, which ignorant and unstable people 

distort, as they do the other Scriptures, to their 

own destruction. 17 Therefore, dear friends, since 

you have been forewarned, be on your guard so 

that you may not be carried away by the error of 

the lawless and fall from your secure position.” 

(2 Peter 3:16-17) 



1ヨハネ 1 John 
2:27~28 

ヨハネの黙示録 Revelation 
2:2～5 

「あなたは初めのころの愛から離れてしまった。」 
(ヨハネの黙示録2:4） 



1ヨハネ 1 John 
2:27~28 

ヨハネの黙示録 Revelation 
2:2～5 

“You have forsaken the love you had at first.” 

(Revelation 2:4) 



「わたしにつながっていなさい。わたしもあな
たがたにつながっている。ぶどうの枝が、木
につながっていなければ、自分では実を結
ぶことができないように、あなたがたも、わた
しにつながっていなければ、実を結ぶことが

できない。」（ヨハネ15:4） 



「わたしの愛にとどまりなさい。 
わたしが父の掟を守り、その愛にとどまっている
ように、あなたがたも、わたしの掟を守るなら、
わたしの愛にとどまっていることになる。」 

（ヨハネ15:9～10） 

「この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。」 
（1ペトロ5:12） 



“Remain in me, as I also remain in you. 
No branch can bear fruit by itself;  

it must remain in the vine.  
Neither can you bear fruit  
unless you remain in me.” 

(John 15:4)  



“…Now remain in my love.  

If you keep my commands, you will remain 

in my love, just as I have kept my Father’s 

commands and remain in his love.” 

(John 15:9-10) 

“I have written to you briefly, encouraging 

you and testifying that this is the true grace 

of God. Stand fast in it.” 

(1 Peter 5:12) 



自信は揺らぐ。 







「あなたが根をささえているのではなく、 
根があなたを支えているのです。」 

（ローマ11:18） 

“You do not support the root, 

But the root supports you.” 

(Romans 11:18) 



１．混乱した教えが散乱する
中で、「初めから聞いていたこ
とを、心にとどめなさい」とヨハネ
は言いました。あなたにとって、
「初めから聞いていたこと」とは
何でしょうか？  

John suggested, “Remain in what you have heard 
from the beginning” while the confused thoughts 
are circulated. What are the “things you have 
heard from the beginning” for you? 



２．あなたの土台はどーだい？ 
考えてみてください。今まで何を
土台として生きてきたでしょう
か？イエス様を土台とする人生
を始めるには、どうしたらいいで

しょうか？  

How’s your foundation? What has been your 
foundation in your life till now? How can you 
build your life on the foundation of Jesus Christ? 



３．「初めのころの愛」から離
れないために、イエス様により
太く、より深くつながるために、
恵みにしっかりと踏みとどまるた
めに、あなたは日頃の信仰生
活の中で、どんなことを心がけ
て実践していますか? 

In order not to “forsake the first love,” to connect 
thicker and deeper with Christ, to stand fast in the 
grace of God, what do you intentionally practice 
daily in your faith walk? 


