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クリスチャンの人生のネクスト・ステップ

ステップ８ 
家族 

ネクスト・ステップは、クリスチャン
との交わりの中で、私たちがキリスト
の弟子として成長するための学びです。
それぞれの学びは「神のことば」と「神
の使命」の２つのセクションに分かれ
ています。 

神のことば 

分かち合いましょう： 
d 前回は財産と献金について学びま
した。そのとき学んだ神のことば
に従うことが出来たでしょうか。
少し時間を取って、正直に分かち
合ってみましょう。 

自分の家族1人1人を愛することは、ク
リスチャンとしての歩みにおいて大切
な一部です。聖書は、私たちが父、夫、
母、妻、子ども、そして兄弟姉妹とし
て、どのように生きるべきかを理解す
る助けとなります。 

家族のはじまり 

家族は人間社会の中でなくてはならな
いものです。これは、神が世界を創造
されたときに定められた仕組みに基づ
くものです。 

神が初めの人間であるアダムを造られ
た後のことについて、聖書にはこう記
されています。 

創世記２章１８～２４節 
b 神である【主】は仰せられた。
「人が、ひとりでいるのは良くな
い。わたしは彼のために、彼にふ
さわしい助け手を造ろう。」神で
ある【主】は土からあらゆる野の
獣と、あらゆる空の鳥を形造り、
それにどんな名を彼がつけるかを
見るために、人のところに連れて
来られた。人が生き物につける名
はみな、それがその名となった。
人はすべての家畜、空の鳥、野の
あらゆる獣に名をつけた。しかし
人には、ふさわしい助け手が見つ
からなかった。神である【主】は
深い眠りをその人に下されたので、
彼は眠った。そして、彼のあばら
骨の一つを取り、そのところの肉
をふさがれた。神である【主】は、
人から取ったあばら骨をひとりの
女に造り上げ、その女を人のとこ
ろに連れて来られた。人は言った。
「これこそ、今や、私の骨からの
骨、私の肉からの肉。これを女と
名づけよう。これは男から取られ
たのだから。」それゆえ男はその
父母を離れ、妻と結び合い、ふた
りは一体となるのである。 

これは、神が定められた結婚制度です。
１人の男と１人の女が結ばれ、一体と
なり、死によって別れるまで共に生き
るというものです。 

神はまた、結婚した夫婦が子供をもつ
ように定められました。 

創世記１章２８節 

b 神は彼らを祝福された。神は彼ら
に仰せられた。「生めよ。ふえよ。
地を満たせ…」 

世界で初めの男と女は、神が造られた
本来のかたち通り、家族として存在し
ていました。しかし現在の世界は、罪
で崩壊しています。完全な家族はもは
や存在しません。家族を持たない人や、
家族を持っていたとしても、その家族
を愛することに苦悩している人も多く
います。しかし、神が家族を造られた
のは、とこしえに続く神の家族という、
より深い奥義に導くためです。そして
神は私たちをその家族の一員としてく
ださったのです。 

クリスチャンにとって、家族とは？ 

私たちはほとんどが息子または娘、父
または母、兄弟または姉妹です。聖書
は、神を敬い、私たちに喜びをもたら
す家族としての素晴らしい生き方を教
えてくれます。 

１．夫と妻 

エペソ人への手紙５章２２～３３節 
b  妻たちよ。あなたがたは、主に
従うように、自分の夫に従いなさ
い。なぜなら、キリストは教会の
かしらであって、ご自身がそのか
らだの救い主であられるように、
夫は妻のかしらであるからです。
教会がキリストに従うように、妻
も、すべてのことにおいて、夫に
従うべきです。 
夫たちよ。キリストが教会を愛し、
教会のためにご自身をささげられ
たように、あなたがたも、自分の
妻を愛しなさい。キリストがそう
されたのは、みことばにより、水
の洗いをもって、教会をきよめて
聖なるものとするためであり、ご
自身で、しみや、しわや、そのよ
うなものの何一つない、聖く傷の
ないものとなった栄光の教会を、
ご自分の前に立たせるためです。
そのように、夫も自分の妻を自分
のからだのように愛さなければな
りません。自分の妻を愛する者は
自分を愛しているのです。だれも
自分の身を憎んだ者はいません。
かえって、これを養い育てます。
それはキリストが教会をそうされ
たのと同じです。私たちはキリス
トのからだの部分だからです。「そ
れゆえ、人は父と母を離れ、その
妻と結ばれ、ふたりは一体とな
る。」この奥義は偉大です。私は、
キリストと教会とをさして言って
いるのです。それはそうとして、
あなたがたも、おのおの自分の妻
を自分と同様に愛しなさい。妻も
また自分の夫を敬いなさい。 

役割 

聖書は、夫と妻にはそれぞれ違った役
割があり、家族の中では双方に同じ価
値があると教えています。夫は妻の、
そして家族の、かしらであるようにと
神から委任されています。夫はリーダー
としての役割を担っているのです。こ
れは、夫が妻より勝っているという意
味ではありませんし、また、何でも夫
の思うようにできるという意味でもあ
りません。夫が委ねられている家族の
リーダーという役割は、神の絶対的な
権威のもとに与えられています。つま
り、夫は妻や家族を率いる上で、神の
御前に正しくある責任があるのです。 

妻たち 

クリスチャンの妻たちは、夫に従い、
夫を尊敬するようにと命じられていま
す。人間本来の性質や文化は、時に私
たちが自分の権威を確立し、思いのま
まに行動し、自分の道を突き進むこと
が幸せへの鍵だ、と囁きます。しかし、
私たちを形造られた創造主である神は、
妻には夫のリーダーシップに従う義務
があるとされました。キリストに従う
ように夫にも従うことによって、結果
として、自分の道を進むよりも、神に
あって大きな喜びが与えられるのです。
従順であるということは、受け身で盲
目的に夫に付いていくという意味では
ありません。夫婦ならば、難しい決断
を下すときは共に議論し祈り合うのが
健全でしょう。しかし、夫婦で意見が
一致しない時、妻は夫の下す判断に任
せるべきです。そして、結果は神に委
ね、愛と尊敬をもって喜んで夫を支え
るのです。しかし、夫に従うことで罪
を犯すことになる場合、クリスチャン
の妻は決して夫に従ってはいけません。
注：場合によっては、夫婦間に複雑で
難しい問題が出てくることがあります。
結婚生活に関する質問や心配事などあ
れば、スモールグループのリーダーや
牧師に遠慮なく相談してください。 

夫たち 

夫たちにはリーダーシップが委ねられ
ていると同時に、キリストが教会を愛
されたように妻を愛するように命じら
れています。キリストは私たちを、そ
して教会を、このように愛されました：

ピリピ人への手紙２章３～８節 

b 何事でも自己中心や虚栄からする
ことなく、へりくだって、互いに
人を自分よりもすぐれた者と思い
なさい。自分のことだけではなく、
他の人のことも顧みなさい。あな
たがたの間では、そのような心構
えでいなさい。それはキリスト・
イエスのうちにも見られるもので
す。キリストは神の御姿である方
なのに、神のあり方を捨てられな
いとは考えず、ご自分を無にして、
仕える者の姿をとり、人間と同じ
ようになられました。人としての
性質をもって現れ、自分を卑しく
し、死にまで従い、実に十字架の
死にまでも従われました。 

夫たちは自己中心的な思いを捨て、妻
と子供たちにとって最善であることだ
けを心から求め、家族を愛し、養い、
守り、助けることに日々全身全霊を尽
くさなければなりません。キリストが
教会を聖めるためにご自身を捧げられ
たように、夫たちは妻と子供たちの霊
的成長のために、毎日数えきれないほ
どの犠牲を払う必要があります。夫た
ちは、家族のリーダーとなり責任を持
つ、という、栄光ある重荷を背負って
いるのです。 

夫たちは、家族を導き家族に仕えるこ
とを通して、喜びに満ちた自己犠牲の
人生に招かれています。妻の霊的恵み
のために愛をもって自分自身を捧げる
クリスチャンの夫と、夫に従い、夫を
尊敬し支えるクリスチャンの妻は、神
を敬いキリストと教会の奥義をたたえ
る素晴らしい関係です。 

では、夫または妻のどちらかがクリス
チャンでない場合はどうでしょうか？
クリスチャンは信仰を持っていない相
手との結婚を禁じられていますが、（コ
リント人への手紙第二６章１４～１６
節、コリント人への手紙第一７章３９
節）夫婦のどちらかが結婚後に信仰を
持ち、もう一方は信仰を持たないまま
であることがあります。そのような状
況にある夫婦に対して、聖書は次のよ
うに励ましています。 

ペテロの手紙第一３章１～２節 
b 同じように、妻たちよ。自分の夫
に服従しなさい。たとい、みこと
ばに従わない夫であっても、妻の
無言のふるまいによって、神のも
のとされるようになるためです。
それは、あなたがたの、神を恐れ
かしこむ清い生き方を彼らが見る
からです。（コリント人への手紙
第一７章１２～１６節も参照。） 

d 考えましょう：あなたの知り合い
で、一方のみがクリスチャンとい
う夫婦はいますか？あなたのグルー
プの中に、このような状況にある
人はいますか？そのような人を私
たちはどう励まし支えることがで
きるでしょうか？ 

２．両親と子供たち 

エペソ人への手紙６章１～４節 
b 子どもたちよ。主にあって両親に
従いなさい。これは正しいことだ
からです。「あなたの父と母を敬
え。」これは第一の戒めであり、
約束を伴ったものです。すなわち、
「そうしたら、あなたはしあわせ
になり、地上で長生きする」とい
う約束です。父たちよ。あなたが
たも、子どもをおこらせてはいけ
ません。かえって、主の教育と訓
戒によって育てなさい。 

子供たち 

神は家族内での権威を両親に与えられ
たので、子供たちは両親を敬い、両親
に従わなければなりません。クリスチャ
ンは最高の権威である神への従順と服
従を前提に、私たちの上に置かれてい
る権威（両親、上司、政府を含む）に
従うように命じられています。神が私
たちの上に権威ある存在を置かれたの
は、私たちがその権威に従うこと自体
が、自分自身の罪深い誇りを捨てる訓
練となり、神への従順へと導くからで
す。（ローマ人への手紙１３章１～７
節、エペソ６章５～９節、コロサイ人
への手紙３章１８節～４章１節、ペテ
ロの手紙第一２章１３節～３章７節参
照。） 

クリスチャンの子供たちは、両親がク
リスチャンでない場合でも、両親に従
うべきです。ただし、両親が子供たち
に罪を犯すよう命じたり、神が望まれ
ることを禁じる場合は例外です（使徒
の働き５章２８～２９節参照）。しか
し、どのような状況にあっても、子供
たちは常に尊敬と敬意を持って両親と
接する必要があります。両親に反して
キリストに従っている場合でも同じで
す。 

子供たちにとって、両親を敬い、尊敬
し、愛することが難しいと感じること
もあるかもしれません。そのような場
合は、隣人を愛し、敵を愛しなさいと
命じられたイエスの言葉を思い出し、
その命令が私たちの家族にも当てはま
ることを覚えましょう。このような愛
を持つことは、自分の力では不可能で
す。しかし、聖霊の助けによって、過
去に自分自身を深く傷付けた人をも愛
することができるようになるのです。
イエスも十字架上でこのように祈られ
ました。「父よ。彼らをお赦しくださ
い。彼らは、何をしているのか自分で
わからないのです」（ルカによる福音
書２３章３４節）。 

両親 

神は両親に、子供たちが権威に従うよ
うに教える、という大切な役割を与え
られました。この訓練は最終的に神の
権威に従うことを教え、子供たちが自
分の罪に気付き、神の恵みへと導かれ
るためのものです。両親は、決して子
供たちを怒らせたり、罪深い方法で親
としての権威を乱用してはいけません。
両親は自分自身の足りなさを頻繁に子
供たちに告白し、赦しを求める必要が
あるでしょう。このような正直で謙遜
な姿勢は、子供たちの心を掴み、恵み
と愛に満ちた天の父なる神に導く助け
となるはずです。 

上記のエペソ人への手紙６章４節では、
両親は子供たちを教育するように、と
教えています。私たちは、面倒だから、
または教育を強いるのが不安だからと
いう理由で、子供たちの罪を見過ごし
てはいけません。最終的に、主にある
教育は子供たちへ両親の愛を教えるか
らです（ヘブル人への手紙１２章５～
６節）。 

さらに両親には、子供たちに主の道を
教える、という大切な役割が与えられ
ています。私たちは子供たちの心を変
えることはできませんが、福音の忠実
な証し人となることはできます。 

申命記６章４～９節 

b 聞きなさい。イスラエル。【主】
は私たちの神。【主】はただひと
りである。心を尽くし、精神を尽
くし、力を尽くして、あなたの神、
【主】を愛しなさい。私がきょう、
あなたに命じるこれらのことばを、
あなたの心に刻みなさい。これを
あなたの子どもたちによく教え込
みなさい。あなたが家にすわって
いるときも、道を歩くときも、寝
るときも、起きるときも、これを
唱えなさい。これをしるしとして
あなたの手に結びつけ、記章とし
て額の上に置きなさい。これをあ
なたの家の門柱と門に書きしるし
なさい。 

申命記６章でモーセが神の民に命じた
ように、両親は子供たちを常に神の道
に導かなければいけません。夕食を共
にする時も、居間で一緒に座っている
時も、街を一緒に探索している時も、
その他どのような時にも同じことが言
えます。日々の生活の中で、神につい
て話す機会を生かしましょう。映画や
テレビのどの内容が神に喜ばれるもの
か、喜ばれないものかを話したり、お
互いの喜びや悲しみを福音の光に照ら
して分かち合ったり、誰か助けを必要
としている人を選び、家族皆で助ける
機会を作るなど、様々な方法があるで
しょう。子供たちを教育するのは、両
親の責任です。教会としての役割は、
そのような両親と共に歩み、子供たち
の教育を助け、子供たちを教える両親
を整えることです。 

３．家族に手を差し伸べる 

聖書はまた、助けを必要としている家
族に手を差し伸べるように、とクリス
チャンに命じています。 

テモテへの手紙第一５章３～８、１４
～１６節 
b やもめの中でもほんとうのやもめ
を敬いなさい。しかし、もし、や
もめに子どもか孫かがいるなら、
まずこれらの者に、自分の家の者
に敬愛を示し、親の恩に報いる習
慣をつけさせなさい。それが神に
喜ばれることです。ほんとうのや
もめで、身寄りのない人は、望み
を神に置いて、昼も夜も絶えず神
に願いと祈りをささげていますが、
自堕落な生活をしているやもめは、
生きてはいても、もう死んだ者な
のです。彼女たちがそしりを受け
ることのないように、これらのこ
とを命じなさい。もしも親族、こ
とに自分の家族を顧みない人がい
るなら、その人は信仰を捨ててい
るのであって、不信者よりも悪い
のです。…ですから、私が願うの
は、若いやもめは結婚し、子ども
を産み、家庭を治め、反対者にそ
しる機会を与えないことです。と
いうのは、すでに、道を踏みはず
し、サタンのあとについて行った
者があるからです。もし信者であ
る婦人の身内にやもめがいたら、
その人がそのやもめを助け、教会
には負担をかけないようにしなさ
い。そうすれば、教会はほんとう
のやもめを助けることができます。

４．神の家族 

素晴らしい家族を持っている人も、複
雑な家庭環境にある人も、地上の家族
がいない人も、すべてのクリスチャン
は父なる神によって、ひとり子イエス
の死と復活を通して、神の家族の一員
とされています。 

マタイによる福音書１２章４６～５０
節 
b イエスがまだ群衆に話しておられ
るときに、イエスの母と兄弟たち
が、イエスに何か話そうとして、
外に立っていた。すると、だれか
が言った。「ご覧なさい。あなた
のお母さんと兄弟たちが、あなた
に話そうとして外に立っていま
す。」しかし、イエスはそう言っ
ている人に答えて言われた。「わ
たしの母とはだれですか。また、
わたしの兄弟たちとはだれです
か。」それから、イエスは手を弟
子たちのほうに差し伸べて言われ
た。「見なさい。わたしの母、わ
たしの兄弟たちです。天におられ
るわたしの父のみこころを行う者
はだれでも、わたしの兄弟、姉妹、
また母なのです。」 

エペソ人への手紙２章１９節 

b こういうわけで、あなたがたは、
もはや他国人でも寄留者でもなく、
今は聖徒たちと同じ国民であり、
神の家族なのです。 

エペソ人への手紙１章４～５節 
b すなわち、神は私たちを世界の基
の置かれる前から彼にあって選
び、…　みむねとみこころのまま
に、私たちをイエス・キリストに
よってご自分の子にしようと、愛
をもってあらかじめ定めておられ
ました。 

イエスにあって、私たちは、みな神様
の家族です。 

神の使命 

これから紹介する考え方は、あなたに
とっては聞いたことのない考え方かも
しれません。それは、あなたの家族は
あなたの「隣人」でもある、というこ
とです。つまり、イエスが隣人を愛せ
よと命じられたことば―「あなたの隣
人をあなたの自身のように愛せよ」、
「何事でも、自分にしてもらいたいこ
とは、ほかの人にもそのようにしなさ
い」、「あなたがたは言って、あらゆ
る国の人々を弟子としなさい」―は、
あなたの家族全員にも当てはまるので
す（マルコの福音書１２章３１節、マ
タイの福音書７章１２節、２８章１９
節）。 

子供・孫としての役割： 
神は、あなたが神に愛されているよう
に、両親や祖父母を愛することを願っ
ておられます。両親と祖父母に従い、
仕え、彼らを祝福し、助け、彼らのた
めに祈りましょう。あなたには、彼ら
を赦し、敬う義務があります。また口
を開き、敬意を持って、大胆に福音を
伝えなければいけません。もし彼らが
イエスを拒否したり、あなたの信仰に
反対したりする場合はどうすれば良い
でしょうか？あなたがイエスを信じる
ことを、彼らが禁じるとしたら？私た
ちは両親に従い、敬意を払うべきです
が、神の権威は彼らの権威を上回りま
す。ですから、このような極端な場合
は、両親に従うよりも神に従うべきで
す。しかし、決して、両親に対する謙
遜な態度や、尊敬と愛を忘れてはいけ
ません。もしかすると、いつの日か神
の愛に触れて、彼らの心が開かれるか
もしれません。そのような希望をもっ
て、生き、祈り、証しましょう。 

親としての役割： 
神に弟子を作るようにと招かれたとき、
そこには私たちの子供たちも含まれて
います。私たちには、子供たちがキリ
ストを信じるように動かすことはでき
ませんし、信仰を強制するのは良くあ
りません。しかし、私たちが子供たち
にとって良き証し人であることはでき
ます。寝る前にイエスの物語を話した
り、家族で一緒に聖書を読んだり、共
に祈ったり、教会で一緒に礼拝に参加
したりしましょう。子供たちが不従順
であるときは恵みと赦しをもって彼ら
と接し、あなたが彼らに対して罪を犯
したときはへりくだって謝りましょう。
家族内の価値観やスケジュールにおい
て、神を最優先し、神が最も大切であ
り、あなたの行動すべての土台である
ことを、常に示しましょう。 

使徒の働き１６章３１節 

b 「主イエスを信じなさい。そうす
れば、あなたもあなたの家族も救
われます」 

互いに励まし合いましょう： 
d あなたが誰かにキリストを伝える
ために、神はどのような機会を与
えてくださいましたか？ 

d あなたがキリストのもとに導きた
いと思っている人に対して、神は
どのように働きかけられておられ
ますか？ 

互いのために祈りましょう： 
d あなたがキリストのもとに導きた
いと思っている人のうち、少なく
とも１人の名前を分かち合いましょ
う。その人がもう一歩キリストに
近づくことができるように、あな
たが次にしようと思っていること
がはっきりしていれば、それを分
かち合いましょう（例：教会に誘
う、夕食に招待してあなたの証を
分かち合う、ファースト・ステッ
プの学びを一緒にする、聖書また
はクリスチャン書籍をプレゼント
する、など）。 

互いのために日々祈るようにしましょ
う。（１）大胆さと知恵が与えられる
ように。（２）良い機会が与えられる
ように。（３）相手の心が開かれるよ
うに。 

他の祈りの課題： 
d 何か祈って欲しいことはあります
か？ 

神の使命と、その他の祈りの課題、感
謝していることについて、共に祈りま
しょう。

Step 8 
Family 

Next Steps are designed to help 
us grow as Christians, in the 
context of Christian community, 
by focusing on two categories: 
obeying God’s Word and doing 
God’s Mission. 

God’s Word 

Share: 
d Take a few minutes to 

honestly share what it has 
been like as you’ve tried to 
obey what you learned from 
God’s word last time as we 
talked about finances and 
offering. 

An important part of the Christian 
life is loving those in our families. 
The Bible helps us understand 
how we are to live as fathers, 
husbands , mothers , w ives , 
children, brothers, and sisters. 

The Origin of Family 

Family is a vital part of human 
society. This is according to the 
order God designed when he 
created the world. 

After God created the first man, 
Adam, the Bible says: 

Genesis 2:18-24 
b Then the LORD God said, “It 

is not good that the man 
should be alone; I will make 
him a helper fit for him.” Now 
out of the ground the LORD 
God had formed every beast 
of the field and every bird of 
the heavens and brought 
them to the man to see what 
he would call them. And 
whatever the man called every 
living creature, that was its 
name. The man gave names 
to all livestock and to the 
birds of the heavens and to 
every beast of the field. But 
for Adam there was not found 
a helper fit for him. So the 
LORD God caused a deep 
sleep to fall upon the man, 
and while he slept took one of 
his ribs and closed up its 
place with flesh. And the rib 
that the LORD God had taken 
from the man he made into a 
woman and brought her to 
the man. Then the man said, 
“This at last is bone of my 
bones and flesh of my flesh; 
she shall be called Woman, 
because she was taken out of 
Man.” Therefore a man shall 
leave his father and his 
mother and hold fast to his 
wife, and they shall become 
one flesh. 

This was the inst i tut ion of 
marriage as God designed it—
one man and one woman, joined 
together as one flesh, until they 
are separated by death. 

God also designed married 
couples to have children. 

Genesis 1:28 
b And God blessed them. And 

God said to them, “Be fruitful 
and multiply and fill the 
earth….” 

The first man and woman, as God 
originally created them, existed 
within a family. Today the world is 
broken from sin. There are no 
perfect families. Many people do 
not have a family, and all of us 
with a family struggle to love the 
family that we have. But God 
created family to point us toward 
the deeper reality of the eternal 
family of God into which he has 
adopted us. 

The Christian Vision of Family 

Most of us are a son or daughter, 
father or mother, brother or sister. 
The Bible gives a wonderful vision 
of the type of family life that 
honors God and gives us joy. 

1. Husbands and Wives 

Ephesians 5:22-33 
b Wives, submit to your own 

husbands, as to the Lord. For 
the husband is the head of the 
wife even as Christ is the head 
of the church, his body, and is 
himself its Savior. Now as the 
church submits to Christ, so 
also wives should submit in 
everything to their husbands.  
Husbands, love your wives, as 
Christ loved the church and 
gave himself up for her, that 
he might sanctify her, having 
cleansed her by the washing 
of water with the word, so that 
he might present the church 
to himself in splendor, without 
spot or wrinkle or any such 
thing, that she might be holy 
and without blemish. In the 
same way husbands should 
love their wives as their own 
bodies. He who loves his wife 
loves himself. For no one ever 
hated his own flesh, but 
nourishes and cherishes it, just 
as Christ does the church, 
because we are members of 
his body. “Therefore a man 
shall leave his father and 
mother and hold fast to his 
wi fe, and the two shal l 
become one flesh.” This 
mystery is profound, and I am 
saying that it refers to Christ 
and the church. However, let 
each one of you love his wife 
as himself, and let the wife 
see that she respects her 
husband. 

Roles 
The Bible teaches that husbands 
and wives have different roles of 
equal value within the family. 
Husbands are mandated by God 
to be the head of their wives and 
families; they have the role of 
leader. This does not mean that 
husbands have more value than 
their wives. Nor does this mean 
that husbands can do whatever 
they wish. Leadership of the 
family is delegated to husbands 
under the ultimate authority of 
God, to whom husbands will give 
account for the way they led their 
wives and families. 

Wives 
Christian wives are commanded 
to submit to and respect their 
husbands. Nature and culture 
sometimes tells us that we will be 
happier if we assert our authority, 
preserve our preferences, and get 
our own way. However, God, our 
designer and creator, mandates 
that wives submit to thei r 
husband’s leadership. Ultimately, 
submitting to one’s husband out 
of submission to Christ will bring 
greater joy in God than getting 
one’s own way. Submission does 
not mean passivity or blindly 
following one’s husband. It is 
healthy for a married couple to 
discuss and pray together about 
difficult decisions. And when a 
couple cannot agree, the wife 
should let the responsibility of the 
decision fall to her husband; 
entrust the outcome to God; and 
gladly support her husband out of 
love and respect. A Christian wife, 
however, should never follow her 
husband into sin. Note: there can 
be complex, difficult marital 
situations. Please always feel free 
to talk to your small group leader 
or a pastor about questions or 
concerns you may have in this 
area of marriage. 

Husbands 
Though leadership is delegated 
t o h u s b a n d s , t h e y a r e 
commanded to love their wives as 
Christ loved the church. Christ 
loved us, his church, in this way: 

Philippians 2:3-8 
b Do nothing from selfish 

ambition or conceit, but in 
humility count others more 
significant than yourselves. Let 
each of you look not only to 
his own interests, but also to 
the interests of others. Have 
this mind among yourselves, 
which is yours in Christ Jesus, 
who, though he was in the 
form of God, did not count 
equality with God a thing to 
be grasped, but emptied 
himself, by taking the form of 
a servant, being born in the 
likeness of men. And being 
found in human form, he 
humbled himself by becoming 
obedient to the point of 
death, even death on a cross. 

H u s b a n d s m u s t d e n y a l l 
selfishness, wholly seek the good 
of their wives and children, and 
daily expend all energy and effort 
i n l o v i n g , p r o v i d i n g f o r, 
protecting, and caring for their 
families. Like Christ sacrificed 
himself to purify his church, so 
husbands must make countless 
sacrifices each day to spiritually 
edify their wives and children. 
Husbands bear the glorious 
bu rden o f l eade r sh ip and 
responsibility for their families. 

The husband is called to a life of 
joyful, self-sacrifice as he leads 
and serves his family. A Christian 
husband sacrificing himself in love 
to seek his wife’s spiritual good, 
supported by a submissive and 
respectful Christian wife, is a 
beautiful relationship that honors 
God and exalts the deeper reality 
of Christ and his church. 

What about when one’s husband 
or wife is not a Christian? Though 
Christians are forbidden to marry 
outside the faith (2 Corinthians 
6:14-16 and 1 Corinthians 7:39), 
sometimes one member of a 
marr ied couple becomes a 
Christian but the other does not. 
The Bible gives the following 
encouragement to those in such 
situations. 

1 Peter 3:1-2 
b Likewise, wives, be subject 

to your own husbands, so that 
even if some do not obey the 
word, they may be won 
without a word by the conduct 
of their wives, when they see 
your respectful and pure 
c o n d u c t . ( S e e a l s o 1 
Corinthians 7:12-16.) 

d Consider: Do you know 
anyone who is a Christian 
while their spouse is not? Is 
anyone in the group in this 
sort of situation? In what ways 
c a n w e e n c o u r a g e a n d 
s u p p o r t t h o s e i n t h i s 
situation? 

2. Parents and Children 

Ephesians 6:1-4 
b Children, obey your parents 

in the Lord, for this is right. 
“Honor your father and 
mother” (this is the first 
c o m m a n d m e n t w i t h a 
promise), “that it may go well 
with you and that you may live 
long in the land.” Fathers, do 
not provoke your children to 
anger, but bring them up in 
the discipline and instruction 
of the Lord. 

Children 
God has delegated authority in 
the family to the parents, and 
children are required to honor 
and obey their parents. Christians 
are commanded to obey all 
authority over us (including 
p a r e n t s , b o s s e s , a n d 
governments) out of obedience 
and submission to God, our 
ultimate authority. God places 
authority figures over us, and 
obedience to them trains us to lay 
down sinful pride and leads us 
towards obedience to God. (See 
also, Romans 13:1-7, Ephesians 
6:5-9, Colossians 3:18-4:1, 1 Peter 
2:13-3:7.) 

Christian children should obey 
even non-Christian parents, 
except when parents command 
children to sin or forbid them 
from doing that which God 
requires (see Acts 5:28-29). But 
children must always act with 
honor and respect towards their 
parents, even when following 
Christ as opposed to their 
parents. 

Sometimes children may find it 
very difficult to honor, respect, 
and love their parents. In these 
cases, we must remember that all 
of Jesus’ commands to love our 
neighbors and our enemies also 
apply to the members of our 
family. Such love is not possible 
with our own strength but the 
Holy Spirit helps us to love those 
who may have hurt us very 
deeply. Even Jesus prayed while 
hanging on the cross, “Father, 
forgive them, for they know not 
what they do” (Luke 23:34). 

Parents 
God has given parents the 
important role of teaching their 
children to obey their authority. 
This trains children to ultimately 
obey God’s authority and reveals 
to children their own sin and leads 
them toward God’s grace. Parents 
must never provoke their children 
nor misuse their position of 
authority in sinful ways. Parents 
will frequently need to confess 
their own failings as parents to 
the i r ch i ld ren and ask fo r 
forgiveness. Such honest humility 
will win the hearts of our children 
and help guide them toward our 
gracious and loving heavenly 
Father. 

In Ephesians 6:4 above, parents 
are told to discipl ine their 
children. We should not overlook 
our children’s sins just because we 
are too lazy to address them or 
too insecure to enforce disciple. 
Ultimately, godly discipline will 
show our children that we love 
them (Hebrews 12:5-6). 

Furthermore, parents have the 
important role of instructing their 
children in the way of the Lord. 
We cannot change our children’s 
hearts, but we can be a faithful 
witness to the gospel. 

Deuteronomy 6:4-9 
b “Hear, O Israel: The LORD 

our God, the LORD is one. 
You shall love the LORD your 
God with all your heart and 
with all your soul and with all 
your might. And these words 
that I command you today 
shall be on your heart. You 
shall teach them diligently to 
your children, and shall talk of 
them when you sit in your 
house, and when you walk by 
the way, and when you lie 
down, and when you rise. You 
shall bind them as a sign on 
your hand, and they shall be 
as frontlets between your 
eyes. You shall write them on 
the doorposts of your house 
and on your gates.” 

Like Moses commanded God’s 
people in Deuteronomy 6, 
parents should instruct their 
children in the way of God all the 
time—as you eat dinner together, 
as you sit together in your living 
room, as you travel together 
throughout the city, etc. Use 
opportunities in daily life to talk 
about God. Talk about what is 
pleasing or displeasing to God in 
a movie or TV show you watch 
together, process together the 
joys and sorrows of life in light of 
the gospel, take advantage of 
opportunities to together as a 
family randomly help someone in 
need, etc. It is the parent’s 
responsibility to disciple their 
children. The church’s role is to 
come alongside parents, aid in 
the discipleship of children, and 
equip parents to disciple their 
children. 

3. Caring for Family 

The B ib le a l so commands 
Christians to care for our family 
members who need help. 

1 Timothy 5:3-8, 14-16 
b Honor widows who are truly 

widows. But if a widow has 
children or grandchildren, let 
them first learn to show 
god l i nes s to the i r own 
household and to make some 
return to their parents, for this 
is pleasing in the sight of 
God. She who is truly a 
widow, left all alone, has set 
h e r h o p e o n G o d a n d 
continues in supplications and 
prayers night and day, but she 
who is self-indulgent is dead 
e v e n w h i l e s h e l i v e s . 
Command these things as 
well, so that they may be 
without reproach. But i f 
anyone does not provide for 
his relatives, and especially for 
members of his household, he 
has denied the faith and is 
worse than an unbeliever. … 
So I would have younger 
widows marry, bear children, 
manage their households, and 
g i v e t h e a d v e r s a r y n o 
occasion for slander. For some 
have already strayed after 
Satan. If any believing woman 
has relatives who are widows, 
let her care for them. Let the 
church not be burdened, so 
that it may care for those who 
are truly widows. 

4. God’s Family 

Whether we have a wonderful 
family, a challenging family, or no 
earthly family, every Christian has 
been adopted by God the Father, 
t h r o u g h t h e d e a t h a n d 
resurrection of his Son Jesus, into 
the family of God. 

Matthew 12:46-50 
b While he was still speaking 

to the people, behold, his 
mother and his brothers stood 
outside, asking to speak to 
him. But he replied to the 
man who told him, “Who is 
my mother, and who are my 
brothers?” And stretching out 
his hand toward his disciples, 
he said, “Here are my mother 
and my brothers! For whoever 
does the will of my Father in 
heaven is my brother and 
sister and mother.” 

Ephesians 2:19 
b So then you are no longer 

strangers and aliens, but you 
are fellow citizens with the 
saints and members of the 
household of God… 

Ephesians 1:4-5 
b In love he predestined us for 

adoption as sons through 
Jesus Christ, according to the 
purpose of his will… 

In Christ we all have a place in the 
family and household of God. 

God’s Mission 

Here is a potentially revelatory 
idea—the members of your family 
are also your “neighbors.” In 
other words, Jesus' commands to 
love your neighbors—"Love your 
neighbor as yourself"; "Whatever 
you wish others would do to you, 
do also to them"; and "Make 
disciples of all nations"—apply to 
your family members as well 
(Mark 12:31, Matthew 7:12, 
28:19). 

Your Role as a Child or Grandchild 
God wants you to love your 
parents and grandparents with a 
love like his love for you. God 
wants you to obey, serve, bless, 
care for, and pray for your parents 
and grandparents. You need to 
forgive them. You need to respect 
them. And you need to open your 
mouth and respectfully and boldly 
share the gospel with them. What 
if they reject Jesus or even 
oppose your faith? What if they 
forbid your faith in Jesus? We are 
told to obey and honor our 
parents, but God’s authority 
supersedes their authority, so in 
extreme cases like this, we must 
obey God rather than our parents. 
However, this must be done with 
humility, respect, honor, and love 
toward our parents. Perhaps 
someday their hearts will soften to 
God’s love. Live, pray, and witness 
to them with such a hope. 

Your Role as a Parent 
God has called us to make 
disciples, including our own 
children. We cannot cause our 
children to believe in Christ, and 
pressuring them to believe is not 
good. But we can be a faithful 
witness to our kids. Tell them 
stories of Jesus at bedtime, read 
the Bible together as a family, 
pray together, and worship 
together at church. Model the 
gospel to your children by 
offering grace and forgiveness 
when they disobey and by humbly 
apologizing yourself when you sin 
against them. Uphold family 
values and a family schedule that 
prioritizes God as most important 
and as the foundat ion for 
everything you do. 

Acts 16:31 
“Believe in the Lord Jesus, and 
you will be saved, you and your 
household.” 

Encourage One Another: 
d What opportunities has God 

provided to lead others closer 
toward knowing Christ? 

d How have you seen God 
working in the lives of those 
you want to lead to Christ? 

Pray for One Another: 
d Share at least one name of 

someone you want to win to 
Christ. If you know, share your 
next action step in leading 
them closer to knowing Christ 
(for example: invite them to 
church, take them out to 
d i n n e r a n d s h a re y o u r 
testimony, study First Steps 
together, give them a Bible or 
Christian resources, etc.). 

Commit to praying for one 
ano the r eve r yday : ( 1 ) Fo r 
boldness and wisdom, (2) for 
opportunities, (3) for other’s open 
hearts. 

Other Prayer Requests: 
d How can we pray for you? 

Pray together about God’s 
Mission and other requests and 
thanksgivings.


