
PERSECUTION (#2) 

Read 1 Peter 4:12-19.


[12] Beloved, do not be surprised at the fiery trial 
when it comes upon you to test you, as though 
someth ing st range were happening to 
you. [13] But rejoice insofar as you share Christ's 
sufferings, that you may also rejoice and be glad 
when his glory is revealed. [14] If you are insulted 
for the name of Christ, you are blessed, because 
the Spirit of glory and of God rests upon 
you. [15] But let none of you suffer as a murderer 
or a thief or an evildoer or as a meddler. [16] Yet 
if anyone suffers as a Christian, let him not be 
ashamed, but let him glorify God in that 
name. [17] For it is time for judgment to begin at 
the household of God; and if it begins with us, 
what will be the outcome for those who do not 
obey the gospel of God?  [18]  And 'If the 
righteous is scarcely saved, what will become of 
the ungodly and the sinner?'  [19]  Therefore let 
those who suffer according to God's will entrust 
their souls to a faithful Creator while doing good.


Considering that our evangelistic efforts are 
motivated by our love for others and a desire for 
their happiness, it can be surprising when we 
face opposition and even persecution! But just 
as Christ, the kindest and most loving person to 
ever live, was hated, so we as his followers will 
be persecuted. John 15:18.


"'If the world hates you, know that it has hated m
e [Jesus] before it hated you.’"


Expect to be persecuted.


迫害 (#2) 

 第一ペテロ 4:12-19を読みましょう。 


[12] 愛する者たち。あなたがたを試みるためにあな
たがたの間に燃えさかる火の試練を、何か思いがけ
ないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、
[13] むしろ、キリストの苦しみにあずかれるのです
から、喜んでいなさい。それは、キリストの栄光が
現われるときにも、喜びおどる者となるためです。
[14] もしキリストの名のために非難を受けるなら、
あなたがたは幸いです。なぜなら、栄光の御霊、す
なわち神の御霊が、あなたがたの上にとどまってく
ださるからです。[15] あなたがたのうちのだれも、
人殺し、盗人、悪を行なう者、みだりに他人に干渉
する者として苦しみを受けるようなことがあっては
なりません。[16] しかし、キリスト者として苦しみ
を受けるのなら、恥じることはありません。かえっ
て、この名のゆえに神をあがめなさい。[17] なぜな
ら、さばきが神の家から始まる時が来ているからで
す。さばきが、まず私たちから始まるのだとしたら、
神の福音に従わない人たちの終わりは、どうなるこ
とでしょう。[18] 義人がかろうじて救われるのだと
したら、神を敬わない者や罪人たちは、いったいど
うなるのでしょう。[19] ですから、神のみこころに
従ってなお苦しみに会っている人々は、善を行なう
にあたって、真実であられる創造者に自分のたまし
いをお任せしなさい。

  

私たちの伝道に対する動機が、私たちの他の人に対
する愛やその人たちの幸福を望む気持ちに根ざして
いるということを考えると、反対や迫害にさえ直面
するときに驚くかもしれません。しかし、キリスト
のように地上で生きただれよりも親切で、愛にあふ
れた人でも、嫌われました。なので、私たちもイエ
スに付き従うものとして、同じように迫害に遭うで
しょう。ヨハネの福音書15:18。


[18]「もし世があなたがたを憎むなら、世はあなた
がたよりもわたし [イエス] を先に憎んだことを知っ
ておきなさい。」


迫害されることを予期しておきましょう。




第一ペテロ 4:16  「クリスチャン」という言葉は
「小さなキリスト」を意味しています。クリスチャ
ンであることやクリスチャンとして生きていること
によって迫害に遭うどんなときも、あなたはキリス
トのような者として認識されることによって神様に
栄光を返すことができます。 

  

第一ペテロ 4:13 私たちは苦しいときに大いに喜ぶ
ことができます。なぜなら、近い将来にキリストが
戻って来られるときに喜び、楽しむことができるか
らです。そのときすべての間違ったことは正され、
キリストの栄光がすべての人にはっきりと明らかに
なります。 

  

第一ペテロ 4:14  あなたがクリスチャンとして侮辱
されるとき、あなたは苦しむことが痛みをともなう
としても、祝福されています。神の霊が私たちとと
もにあります。 

  

第一ペテロ 4:19 あなたの創造者が良い方であり、
主権者であられるということを覚えましょう。神の
親切さ、強大さをあたかもすべての試練や困難の中
でもあなたをしっかり抱きしめている腕のようによ
り頼みましょう。あなたを迫害する人たちも含め、
すべての人に引き続き良いことを行っていきましょ
う。   


1 Peter 4:16 - The word “Christian” means “little 
Christ”. Whenever you are persecuted for being 
and living as a Christian, you can glorify God 
because you are being recognized as a 
representation of Christ.


1 Peter 4:13 - We can rejoice and be glad when 
we  suffer because we will also rejoice one day 
soon when Christ returns. At that time all wrongs 
will be made right and Christ's glory will be 
plainly seen by everyone.


1 Peter 4:14  -  When you are insulted as a 
Christian, you are blessed by God for though it is 
painful to suffer,  God’s Spirit is with us.


1 Peter 4:19  -  Remember that your Creator is 
good and sovereign. Entrust yourself to his kind, 
strong, just arms as they hold you through every 
trial and hardship. Continue to do  good to all 
including those who persecuted you. 



