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未婚者へ贈る愛の言葉
1 コリント 7:1-16
「独身とはステータスではない。それは、他の人たちに頼らずに人生を楽し
んで生きることのできる力を持った人のことを示す表現である。」
「独身でいることは、間違った相手と一緒にいることよりもはるかに良い。
」
「あなたは独身でいることが嫌かもしれないが、神様はこの時期にあなたが
神様に集中することを必要とされている。神様があなたを誰かに託される前
に、主にあなたを整えていただきなさい。
」

・独身であることと結婚という

を楽しむことを学ぶ

1 さて、「男が女に触れないのは良いことだ」と、あなたがたが書いてきた
ことについてですが、2 淫らな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を
持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。3 夫は自分の妻に対して義務を
果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。 4 妻は自
分のからだについて権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じよう
に、夫も自分のからだについて権利を持ってはおらず、それは妻のものです。
5 互いに相手を拒んではいけません。ただし、祈りに専心するために合意の
上でしばらく離れていて、再び一緒になるというのならかまいません。これ
は、あなたがたの自制力の無さに乗じて、サタンがあなたがたを誘惑しない
ようにするためです。6 以上は譲歩として言っているのであって、命令では
ありません。7 私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。
しかし、一人ひとり神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの
生き方があります。8 結婚していない人とやもめに言います。私のようにし
ていられるなら、それが良いのです。9 しかし、自制することができないな
ら、結婚しなさい。欲情に燃えるより、結婚するほうがよいからです。10
すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と
別れてはいけません。11 もし別れたのなら、再婚せずにいるか、夫と和解
するか、どちらかにしなさい。また、夫は妻と離婚してはいけません。12
そのほかの人々に言います。これを言うのは主ではなく私です。信者である
夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は、
離婚してはいけません。13 また、女の人に信者でない夫がいて、その夫が
一緒にいることを承知している場合は、離婚してはいけません。14 なぜな
ら、信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また、信者でない
妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかっ
たら、あなたがたの子どもは汚れていることになりますが、実際には聖なる
ものです。15 しかし、信者でないほうの者が離れて行くなら、離れて行か
せなさい。そのような場合には、信者である夫あるいは妻は、縛られること
はありません。神は平和を得させようとして、あなたがたを召されたのです。
16 妻よ。あなたが夫を救えるかどうか、どうして分かりますか。また、夫
よ。あなたが妻を救えるかどうか、どうして分かりますか。
(1 コリント 7:1～16 新改訳 2017)
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LOVING WORDS FOR NOT YET MARRIED
1Corinthians 7:1-16

“Single is not a status. It is a word that best describes a person who is strong
enough to live and enjoy life without depending on others.”
“Being single is definitely better than being with the wrong person”
“You may not like being single but God needs your attention in this season.
Let God prepare you before He gives you to someone”
・ LEARN TO ENJOY

OF SINGLENESS AND MARRIAGE

“Now regarding the questions, you asked in your letter. Yes, it is good to
abstain from sexual relations. 2 But because there is so much sexual
immorality, each man should have his own wife, and each woman should
have her own husband. 3 The husband should fulfill his wife’s sexual needs,
and the wife should fulfill her husband’s needs. 4 The wife gives authority
over her body to her husband, and the husband gives authority over his body
to his wife. 5 Do not deprive each other of sexual relations, unless you both
agree to refrain from sexual intimacy for a limited time so you can give
yourselves more completely to prayer. Afterward, you should come together
again so that Satan won’t be able to tempt you because of your lack of
self-control. 6 I say this as a concession, not as a command. 7 But I wish
everyone were single, just as I am. Yet each person has a special gift from
God, of one kind or another. 8 So I say to those who aren’t married and to
widows—it’s better to stay unmarried, just as I am. 9 But if they can’t control
themselves, they should go ahead and marry. It’s better to marry than to
burn with lust. 10 But for those who are married, I have a command that
comes not from me, but from the Lord. A wife must not leave her husband.
11 But if she does leave him, let her remain single or else be reconciled to
him. And the husband must not leave his wife. 12 Now, I will speak to the
rest of you, though I do not have a direct command from the Lord. If a fellow
believer has a wife who is not a believer and she is willing to continue living
with him, he must not leave her. 13 And if a believing woman has a husband
who is not a believer and he is willing to continue living with her, she must
not leave him. 14 For the believing wife brings holiness to her marriage, and
the believing husband brings holiness to his marriage. Otherwise, your
children would not be holy, but now they are holy. 15 (But if the husband or
wife who isn’t a believer insists on leaving, let them go. In such cases the
believing husband or wife is no longer bound to the other, for God has called
you to live in peace.) 16 Don’t you wives realize that your husbands might be
saved because of you? And don’t you husbands realize that your wives might
be saved because of you?” (1Corinthians 7:1—16 NLT)
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