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聖霊降臨節第一主日礼拝説教
｢聖霊が降る｣武井 惠一牧師
使徒言行録 2章 1～ 4節 新約聖書214頁
使徒言行録 2章36～42節 新約聖書216～217頁
今日は聖霊降臨日です。今日の聖書個所は毎

弟子たちが､それぞれ地元のイスラエル語で

年この日に朗読する使徒言行録2章1～4節と､

話したはずです。けれども､聞いた人々が｢それ

今日お話しする2章36～42節です。

ぞれ自分の出身地の言葉を聞いた｣と記されて

2章1～4節の聖書個所はもう皆さまがすっかり

います。ここは､｢聖書に記された様々な国々の

ご存知と思いますが､説教を準備する中で示さ

人々が､弟子たちから自分の国の言葉で福音の

れたことがありますので､そこからお話しいた

話を聞いた不思議｣です。

しましょう。

弟子たちそれぞれが｢自分が相手の人の国籍

2章1節と4節で｢一同｣と記されているのはイ

を知り､意識的に､その国の言葉を用いて話し

エス様の弟子たちです。

た｣とは､まったく考えられません。でも､相手

十二弟子は､主イエスがおおやけの活動を開

の外国人と話せたのです。これは奇跡です。

始されたとき､ガリラヤ湖畔で､ほとんど｢行き

この奇跡は､それぞれ個人の言語力の奇跡で

当たりバッタリ｣に近い形で､出会った漁師た

はなく､この場全体が｢個々の言語を超えた『分

ちに声をかけられました。

かりあう』触れ合いの『場』になり､弟子たちと

主イエスは､｢わたしについて来なさい。人間

外国人の間に実現した｣と理解されます。

をとる漁師にしよう｣と言われ､二人はすぐ網
を捨てて従った。と記されています。十二弟子
の多くは漁師でした。ほとんど全員がガリラヤ
の人間でした。
これは､続く2章7～8節で確認できます。
使徒言行録2章7～8節
7

人々は驚き怪しんで言った。｢話をしているこ

の人たちは、皆ガリラヤの人ではないか。8どう
してわたしたちは、めいめいが生まれた故郷の
言葉を聞くのだろうか。
続いて各地の地名が記されています。それは､
ローマ帝国全体とその周辺の国々です。けれど､
それだけではありません。
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この奇跡はイエス・キリストによる奇跡では

わたしたち､神に創造された人間､神様を信

ありません。けれども､主イエスが弟子たちに

じる者とされた人間､神様の愛によって生きる

意図され､成し遂げられたことは今､わたした

人間が､このような存在として『生かされる』こ

ちの手にある聖書自体が証ししています。三位

とを歴史の出来事を通して『垣間見る＝たまた

一体の神様の奇跡です。

ま､実際に知る』ことが許され､『歴史の現実』

神様からの言葉､キリストの言葉が世界中の

として､今､明らかになったのです。

国の言葉に訳され､世界中に広がっている事実

一度知り､記された現実は､永遠に残る現実

があります。福音の言葉は最大・最高の翻訳を

です。人間が存在する現実と同じです。

通して――神様のご計画によって世界中に・歴

わたしたちキリスト者は､このことを最初に知

史全体に伝わっています。

り､この驚きをいつか｢永遠の御国｣で喜び､こ

神様は､エルサレムのペンテコステのこの場

れを｢愛のひとつ｣に数えることが､約束されて

から､世界にいるすべての民族､すべての人種

います。これは､ペンテコステ・聖霊降臨の表れ

を｢共に理解できる存在｣にされています。

の一端です。

わたしたちは､この大きな､歴史上この時にし

この歴史的出来事は､ペンテコステで行われ

か存在しない出来事をここで知らされました。

た｢ペトロの説教｣に表れています。

それぞれの異邦人が､｢言葉を超えて共に理

次に知りたくなるのは､ペトロのこの迫力に

解する『場』を実際に体験し｣｢その出来事が､聖

満ちた説教がどこでなされたかです。

書という実際の歴史的文書に記されていた｣の

主イエス・キリストは復活され､多くの人々

です。この出来事は､このように聖書に記され､

の前に姿を現されました。復活のイエス・キリ

既に二千余年にわたって人間の前に､わたした

ストを実際に見て､信じた人は沢山いたでしょ

ちの前に､いま置かれていたのです。

う。エルサレムの人々はたとえ自分自身で見る

わたしたちは､ここに｢偉大な『神の愛』の歴

ことが出来なくても､見聞きした人の言葉を信

史的記録｣を見ています。読んでいます。

じた人は多かったはずです。
『歴史で初めて､主

これは､また､人間という生物において､｢永遠

イエスの復活が起こったのです。』

の命｣｢神の国｣が､どのような内実を含んでい

そして､三千人以上の人たちがペトロの説教

るのかを明らかにしています。

を聞いた場所。大勢が聞ける広い場所を考えま
した。｢この説教がどこでなされたか｣､ペトロ
は､ファリサイ派の拠点がどこかを､考えたは
ずです。ペトロが意図したのは彼ら｢ファリサ
イ派がいつもたむろする場所｣のような所の近
くで､大勢が集まれる場所を､ペトロが説教の
場に選んだその根拠は､ペトロの説教に示され
ています。
キリスト教大事典の聖書地図で｢新約時代の
エルサレム｣を見ますと,エルサレム城壁右側
中央より少し北側にエルサレム神殿があり､そ
の南側に二重門､少し南に下がって左の道にシ
ロア門があり､下の町に入ります。ガリラヤか
らの弟子たち一行は､裕福ではありませんから
安い下町の宿屋を根城にしていたでしょう。
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いるとおりです。23このイエスを神は､お定めに

シロア門は広い通りにつながり､広いまま下
ってシロアムの池の近くになります。ヨハネ福

なった計画により､あらかじめご存じのうえで､

音書9章13節に､ファリサイ派のたむろする場

あなたがたに引き渡されたのですが､あなたが

所が示唆され､ペトロはそこに決めて彼らに説

たは律法を知らない者たちの手を借りて､十字

教したと考えられます。(5頁の地図を参照)

架につけて殺してしまったのです。24しかし､神

ペトロは､真正面から彼らが行ったイエス・

はこのイエスを死の苦しみから解放して､復活

キリストの十字架の処刑を非難しました。イエ

させられました。イエスが死に支配されたまま

ス・キリストこそ旧約時代からユダヤ・イスラ

でおられるなどということは､ありえなかった

エルの民が待望していたメシア・キリストに他

からです。

ならないと言い切りました。

使徒言行録2章36節
36

普通の人間関係で考えると､喧嘩の当事者､

だから､イスラエルの全家は､はっきり知らな

その首謀者である相手に決定的な非難の言葉

くてはなりません。あなたがたが十字架につけ

を浴びせたと言えます。ペトロは､ファリサイ

て殺したイエスを､神は主とし､またメシアと

派の人々をはじめとするエルサレム神殿の高

なさったのです。」

位にある人々が｢イエス・キリストの十字架を

ペトロの物凄い信仰の確信！！

どのように意図したか｣はあまり知らなかった

｢自分は､この言葉によってどのような苦境に

はずです。

陥ってもよい。この言葉こそ､自分が最大の信

もちろん､ペトロは主イエスから直接｢受難予

仰を発揮して人々全体に､世界全体に告げるべ

告｣を聞いていました。覚悟しました。その覚悟

き言葉だ！！｣

は弟子たちの中でも飛びぬけて現実的であり､

ペトロのこの魂の思い。聖霊によってさらに強

おそらく､主イエスに近い自分たちも｢冒涜者｣

められた言葉が､集まっている大勢のユダヤ人､

に繋がるものとして非難され､少なくともむち

神殿ユダヤ教の祭司や祭司長､ファリサイ派の

打ちの刑は逃れられない､と覚悟していたでし

権威ある歴々の前で､疑う余地のない言葉で叫

ょう。

ばれました。

マグダラのマリアが｢空の墓｣を見て､ペトロ

この説教は､ペトロの全身から湧き出す信仰

とヨハネに｢主が､墓から取り去られました。｣

と､神の愛と､大きな希望によって､それらの総

と告げ､ペトロとヨハネが亜麻布しかない墓に

合された力によって､聞くものの魂を揺り動か

入って確認したとき､更なるファリサイ派や関

しました。

係した祭司たちなどの反イエス側の策動がや
がて弟子である自分たちに及ぶに違いないと
考えるのは当たり前です。
ペトロ説教の一部を聞きましょう。ペトロは
持ち前の大声で語りかけたはずです。
使徒言行録2章22～24節
22

イスラエルの人たち､これから話すことを聞

いてください。ナザレの人イエスこそ､神から
遣わされた方です。神は､イエスを通してあな
たがたの間で行われた奇跡と､不思議な業と､
しるしとによって､そのことをあなたがたに証
明なさいました。あなたがた自身が既に知って
3
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されたわたしたちキリスト者。その最初の群れ。

は､聞いていた人たちの心からの言葉に直面し

｢信者の生活｣が淡々と記されている驚きと喜

ました。ペトロたちには思いもよらないファリ

びの記事を朗読致します。

サイ派や集まった人々の反応に出会います。

使徒言行録2章43～46節

使徒言行録2章37～40節

43

37

人々はこれを聞いて大いに心を打たれ､ペト

て多くの不思議な業としるしが行われていた

ロとほかの使徒たちに､「兄弟たち､わたしたち

のである。44信者たちは皆一つになって､すべて

はどうしたらよいのですか」と言った。38する

の物を共有にし､45財産や持ち物を売り､おのお

と､ペトロは彼らに言った。「悔い改めなさい。

のの必要に応じて､皆がそれを分け合った。46そ

めいめい､イエス・キリストの名によって洗礼

して､毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り､

を受け､罪を赦していただきなさい。そうすれ

家ごとに集まってパンを裂き､喜びと真心をも

39

すべての人に恐れが生じた。使徒たちによっ

ば､賜物として聖霊を受けます。 この約束は､

って一緒に食事をし､47神を賛美していたので､

あなたがたにも､あなたがたの子供にも､遠く

民衆全体から好意を寄せられた。こうして､主

にいるすべての人にも､つまり､わたしたちの

は救われる人々を日々仲間に加え一つにされ

神である主が招いてくださる者ならだれにで

たのである。

40

も､与えられているものなのです。
」 ペトロは､

わたしたちの日本基督教団の諸教会はこの

このほかにもいろいろ話をして､力強く証しを

『初めての教会』にはまだまだ遠い教会です。

し､「邪悪なこの時代から救われなさい」と勧め

けれども､間違いなく｢初めての教会｣はわたし

ていた。

たちの教会につながる教会です。わたしたちは

ここで､聖霊の栄光がきっとペトロを､更に弟

同じ父なる神様､御子イエス・キリスト､そして､

子たちを輝かせたでしょう。

わたしたちの近くに､共にいてくださる聖霊の

使徒言行録2章41～42節

神と共にいるのです。

41

ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け､

ヨハネは｢神は愛です｣とわたしたちに告げ

42

その日に三千人ほどが仲間に加わった。 彼ら

ました。今も､この言葉は生きてわたしたちと

は､使徒の教え､相互の交わり､パンを裂くこと､

共にあります。

祈ることに熱心であった。

祈り

ここに､イエス・キリストの､聖霊の教会が誕
生したのです。
わたしたちは､使徒ペトロと､一緒に立ち上
がった弟子たちが目の前に文字どおり溢れる
人々を見て､それも､明らかにファリサイ派の
人々や､祭司長､神殿警察などの加わっている
3,000人を越える人々を見てペトロ以上の驚き
と怖れを感じることが出来ます。
弟子たちはペトロの大声の説教､それを聞いて
いる群集の有様を見て､怖れが消え､群衆が心
を傾けて熱心に聞き入る様子に､喜びが湧いて
きたのはわたしたちの心をも打ちます。
ここでお話を終える前に､ペンテコステのず
ーっと､はるかに後世､教会に集められ､一つと
4
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(注)シロア Shiloah シロアムの池の旧約聖書時代の名(イザヤ 8･6)
聖書事典(日本基督教団出版局) 526 頁より抜粋
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