
重要-無名-な女性たち

誰が、そして何が重要ですか？  
 

フィベは、ローマ書の最後の章でパウロ
が言及した何人かの女性のうちの一人で
あるだけです（左の聖書箇所で赤で記さ
れている10人の女性に注目して下さい)。
しかしながら、いくつかの理由で、彼女
はその中にあって目立った存在です。 
 

私たちがフィベについて知り得る事は、
ローマ16章の最初の２節に書かれている
事だけですが、彼女の名前は最初に出て
来ているし、彼女についてはパウロの挨
拶のリストの中で一番多く書かれていま
す。さらにローマの教会に正式に紹介さ
れているのは、彼女だけです。この理由
から、多くの人は、彼女がローマ人への
手紙を持って行く責任を持っていたと考
えています。手紙はパウロの秘書である
テルティオという男性によって書かれま
した(22)が、それを届けたのは女性だっ
たかもしれません。  
 

フィベは、コリントの一つの港の近くに
あった、彼女の家の近くを通って旅した
クリスチャンの働き人たちをよく助けた
のは明らかです。しかしローマでは、彼
女自身も、そこで物質的な援助を受けた
でしょう。互いの支援の重要性が16:1-2
で強調されています。

ローマ 16:1-16 
 

16:1 私たちの姉妹で、ケンクレアにある教会
の奉仕者であるフィベを、あなたがたに推薦し
ます。 16:2 どうか、聖徒にふさわしく、主に
あって彼女を歓迎し、あなたがたの助けが必要
であれば、どんなことでも助けてあげてくださ
い。彼女は、多くの人々の支援者で、私自身の
支援者でもあるのです。  
 

16:3 キリスト•イエスにある私の同労者、プリ
スカとアキラによろしく伝えてください。
16:4 二人は、私のいのちを救うために自分の
いのちを危険にさらしてくれました。彼らには
、私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝
しています。 16:5 また彼らの家の教会によろ
しく伝えてください。キリストに献げられたア
ジアの初穂である、私の愛するエパイネトによ
ろしく。16:6 あなたがたのために非常に労苦
したマリアによろしく。16:7　私の同胞で私
とともに投獄されたアンドロニコとユニアによ
ろしく。二人は使徒たちの間でよく知られてお
り、また私より先にキリストにある者となりま
した。 16:8主にあって私の愛するアンプリア
トによろしく。 16:9 キリストにある私たちの
同労者ウルバノと、私の愛するスタキスによろ
しく。16:10 キリストにあって認められてい
るアベレによろしく。アリストブロの家の人々
によろしく。 16:11 私の同胞ヘロディオンに
よろしく。ナルキソの家の主にある人々によろ
しく。16:12 主にあって労苦している、トリ
ファイナとトリフォサによろしく。主にあって
非常に労苦した愛するペルシスによろしく。
16:13 主にあって選ばれた人ルフォスによろ
しく。また彼と私の母によろしく。 16:14 ア
シンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、
ヘルマス、および彼らとともにいる兄弟たちに
よろしく。16:15 フィロロゴとユリア、ネレ
ウスとその姉妹、またオリンパ、および彼らと
ともにいるすべての聖徒たちによろしく。
16:16 あなたがたは聖なる口づけをもって互
いにあいさつを交わしなさい。すべてのキリス
トの教会が、あなたがたによろしくと言ってい
ます。

ローマ 16:21-23 
 

16:21 私の同労者テモテ、また私の同胞、ル
キオとヤソンとソシパテロが、あなたがたに
よろしくと言っています。 16:22 この手紙を
筆記した私テルティオも、主にあってあなた
がたにごあいさつ申し上げます。 16:23　私
と教会全体の家主であるガイオも、あなたが
たに　よろしくと言っています。市の会計係
エラストと兄弟クアルトもよろしくと言って
います。

16

フィベ



下の文を読み、正しいと思うものには(○)正しくないものには(X)、部分的に正しいと
思うものには(△)をつけて下さい。

否定的に見ると... 
 

主のための働きを支援し、助ける事
が重要である事は、疑いのない事で
す。しかしそのテーマと、またフィ
ベの働きの事は、ローマ書の最後の
章になるまで言及されていません。
パウロはこの手紙では、教理的な事
に、より強調を置きました。  
 

フィベも含めて、ローマ書16章に出
てくる個人について言われている全
ての事は、肯定的ですが、そこには
いくつかの重要な警告の事もありま
す。フィベは、歓迎されるべきでし
たが、偽教師たちに対しては、警戒
して遠ざかるべきでした。(16:17-
20)。  

  
一般的には、様々な人々の重要性を
比べて語るのは良くない事であり、
少なくとも益になる事ではありませ
ん。しかし聖書の中で、ある人々は
他の人々に比べて、ずいぶん多く言
及されています。この事が下のワー
クシートの問答文で取り上げられて
います。 
 

フィベについてはいくつかの肯定的
な点があげられています(次のページ
の問答文)。しかし、彼女の教会にお
ける地位や何をしたかについては、
議論があります。彼女については、
私たちがはっきりと知らない事が様
々あります。

A (      )   フィベは、目立つ人物ではない。

A-1 (     )  彼女はただの２節にしか言及されていない。(ローマ16:1-2)

A-2 (     )  彼女はローマ書の最後の章に来るまで、言及されていない。

A-3 (     )  テモテが彼女よりも先に言及されている。(使徒16:1,ローマ16:1,21)

A-4 (     )  彼女はローマの教会に対して紹介される必要があった。(ローマ16:1)

A-5 (     )  プリスカとアキラの方が良く知られている。(使徒18:2,ローマ16:1-4)

A-6 (     )  彼女の夫や家族の事は何も書かれていない。(16:1-4,7,15)

B (      )   私たちはフィベが何をしたか、詳しい事はわからない。

B-1 (     )  彼女がなぜローマに行ったかは、わからない。

B-2 (     )  誰が彼女と共にローマに行ったか、わからない。

B-3 (     )  彼女がどのようにパウロや他の人たちを助けたか、わからない。

B-4 (     )  ドルカスの働きの方がもっとはっきり説明されている。(使徒9:36-39)

B-5 (     )  ローマ16:1-2は、フィベが富んでいたとは直接書いていない。

B-6 (     )  ローマの信者たちを助けるより、彼女が彼らの助けを必要とした。



下の文を読み、正しいと思うものには(○)正しくないものには(X)、部分的に正しいと
思うものには(△)をつけて下さい。

肯定的に見ると... 
 

聖書に何が書かれているか、またな
ぜそれが書かれているか、私たちが
注意深く考える事を神様は望んでお
られます。ですから、フィベについ
てはただの２節しか情報がない、と
不満を言うより(A-1)、例えばなぜ
16章の多くの人のリストの一番先に
書かれているかというような事を考
える方がいいでしょう。(彼女がプリ
スカとアキラの前に出ているのも、
何か意味があるでしょう。)私たちは
その理由の全てははっきりと知る事
はできませんが、C-4とD-2は突飛な
推測ではありません。彼女が他の人
たちよりも先に名前が出されたのは
明らかに理由があっての事です。  

 
最も議論になりそうなのは、おそらく
C-5とD-5でしょう。彼女が教会で積
極的に働いていた事は疑いの余地があ
りません(16:1)。しかしそれが女執事
という地位だったかどうかは、はっき
りしません。(1テモテ3:11も議論の
ある箇所です。) 
 

フィベの働きについてのほとんどの問
答文は、正解です。しかしそれぞれを、
注意深く考える必要があります。例え
ば、彼女のもてなしについてのD-4の
問答文は、彼女の家庭についての事も
考慮に入れながら、答えなければなり
ません（A-6, D-2を参照)。

C (      )   フィベは、いろいろ肯定的に説明されている。

C-1 (     )  パウロは彼女を推薦した。(16:1)

C-2 (     )  彼女は自分の教会で、積極的に奉仕した。(16:1)

C-3 (     )  彼女は姉妹であり(16:1)、聖徒だった(16:2)。

C-4 (     )  彼女はおそらく、パウロの手紙をローマに届けた。

C-5 (     )  彼女は女執事だったかもしれない。(16:1, 1テモテ3:11)

C-6 (     )  彼女は明らかに、彼女の富を主のために用いた。(16:2)

D (      )   フィベの事は正しく理解され、手本にされるべきである。

D-1 (     )  彼女の働きが強調されている。(16:1-2)

D-2 (     )  彼女は主のために喜んで旅する事ができた。

D-3 (     )  彼女は、教会のメンバーシップが大事である事を示している。

D-4 (     )  彼女はおそらく、パウロを自分の家でもてなした。(16:2, 23)

D-5 (     )  パウロは彼女の地位より、彼女のした事を強調した。

D-6 (     )  支援をする事も受ける事も良い事である。(3ヨハネ7-8,ルカ22:36)



ワークシート答え  
 

 

初代教会における、もてなしの重要性を
考える時(３ヨハネ7-8参照)、フィベがパ
ウロや他の人々を自分の家でもてなした
と考える事は自然でしょう。しかし、そ
れはなかったようです(D-4)。パウロは彼
女ではなくガイオのもてなしを受けてい
ました(16:23)。さらに、フィベの夫や
家族の事が言及されていないので(A-6)、
彼女はおそらく結婚しなかったか、未亡
人だったでしょう。彼女が進んでローマ
に行く事ができた事も(D-2)、こう考えれ
ば納得できることです。ですからおそら
く彼女は旅する働き人たちを経済的に支
援したでしょうが、家でもてなす事はし
なかったでしょう。彼女の働きは、彼女
の属している教会に深く関係していまし
た(16:1, D-3)。彼女の家を使う事は、何
も言及されていません。（これはプリス
カとアキラとは異なる点です。16:3-5)　
B-3の問答文は部分的に正解です。 
 
フィベの裕福さについては直接言及はあ
りませんが(B-5)、彼女の住んだ町(16:1)
や彼女の支援について(16:2)見ると、彼
女が貧しくはなかっただろうという事が
わかります。しかし彼女はローマに行く
時、大金を持って行きませんでした。途
中他の信者たちに支援してもらった方が
安全で、また行きやすかったからでしょ
う。しかしクリスチャンの働き人は、未
信者の世話になるべきではありません。
D-6とB-6は、部分的にだけ正解です。

それで？ 
 

 

多くの信者のように、フィベは様々な点
において、素晴らしい女性でした。彼女
はローマ16章で、テモテよりもずっと始
めの方に言及されていますが、使徒の働
きや他の箇所では彼のように言及されて
はいません(A-3)。彼女は、おそらく地域
や教会において良く知られていたでしょ
うが、ローマの教会に対しては紹介状が
必要でした(A-4)。彼女は、自分の教会の
関係を大事に持っていましたが(16:1, D-
3)、それでも彼女は、ローマに旅し
(16:2)、パウロの一番長い手紙をそこの
信者たちに届けるという責任を持ちまし
た(C-4)。彼女はローマの信者たちからの
物質的な支援を必要としましたが、彼女
の地元では、旅する主のための働き人た
ちを経済的に支援する事ができました。
彼女はそのようにして、パウロのように
「人に知られていないようでも、よく知
られて」いたのです(2コリ6:9)。  
 
フィベから学べる最も重要な事は、たぶ
ん２つの矛盾するように聞こえる事かも
しれません。第１は、教会のメンバーシ
ップと、自分の教会で積極的に働く事は
とても大事なことである事(D-3)。そして
第２は、主の働きはただ地域に限られな
いという事。パウロがコリント(ギリシャ)
やローマ(イタリア)に友人や同労者がいた
事は驚く事ではありません。しかし、良
く知られていない者でも、主のために働
く者は、国際的な働きをする事が可能で
ある事を、私たちはフィベから学ぶ事が
できます。

適用
あなたが一番重要、また必要と思われる事柄を上から選んで適用して下さい。


