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7月14日 聖霊降臨節第六主日礼拝説教
｢生き生きとした希望｣武井 惠一牧師
ペトロの手紙一 1章1～5節 新約聖書428頁
今日は｢ペトロの手紙一｣を始めて取り上げ
ます。先ほど司式長老に朗読していただきまし
たけれども､最初ですので､改めて､言葉を少し
付け加えながら朗読いたします。
ペトロの手紙一1章1～6節前半
1

イエス・キリストの使徒ペトロから､ポントス､

ガラテヤ､カパドキア､アジア､ビティニアの各
地に離散して仮住まいをしている選ばれた人
たち(そして､豊橋東田教会の人たち)へ。
2

あなたがたは､父である神があらかじめ立てら

れた御計画に基づいて､“霊”によって聖なる者

使徒ペトロは､ここにいる皆さんに向かって

とされ､イエス・キリストに従い､また､その血

ペトロの手紙一1章3後半～4節「神は豊かな憐れ

を(それぞれが)注ぎかけていただくために選

みにより､わたしたちを新たに生まれさせ､死

ばれたのです。恵みと平和が､あなたがたにま

者の中からのイエス・キリストの復活によって､

3

すます豊かに与えられるように。わたしたちの

生き生きとした希望を与え､4また､あなたがた

主イエス・キリストの父である神が､ほめたた

のために天に蓄えられている､朽ちず､汚れず､

えられますように。神は豊かな憐れみにより､

しぼまない財産を受け継ぐ者としてください

わたしたちを新たに生まれさせ､死者の中から

ました。
」と､はっきり言われたのです。

のイエス・キリストの復活によって､生き生き

ここにおいでの皆様は､心から喜んでいます

4

とした希望を与え､ また､あなたがたのために

か。…いいえ､手を挙げてくださる必要はあり

天に蓄えられている､朽ちず､汚れず､しぼまな

ません。

5

い財産を受け継ぐ者としてくださいました。あ

けれども､使徒ペトロが聖書を通して､今､わ

なたがたは､終わりの時に現されるように準備

たしたちに向かって､言われたことは確かです。

されている救いを受けるために､神の力により､

ペトロはここで､キリスト教が生まれてから現

6前半

信仰によって守られています。

それゆえ､あ

在まで､多くの国で､多くのキリスト者が知り

なたがたは､心から喜んでいるのです。

たいと思いつつ知ることのできなかった事柄

６節の一行目を付け加えました。

の一つに､ハッキリしたキリスト教での｢神の
国｣理解の一端を明らかにしています。
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わたしたち人間が主イエスのもたらされた

キリスト教理解は､様々な分野､様々な世界

福音を知り､主イエス・キリストの十字架での

に今も広がり多くのキリスト者､天に召された

贖いと､主イエスご自身が父なる神によって

キリスト者が喜びの生涯に入っていることは

｢人間すべてが(イエス・キリストをその身代わ

確実ですが､｢その､生涯に入る入り口｣で､この

りとして)創造主である神に捨てられ､主イエ

ような疑問と不安を持ち｢これは宗教の――自

スがすべての人間の罪を負い､神様との和解が

分に関係ない世界だろう｣と､目を背けてしま

成し遂げられたこと｣を知りました。

う､福音の喜びを味わわないまま去ってしまう

けれども､天にある神様の国､神様の王国が

現実が､わたしたちの人間世界に沢山あると知

何を指し示し､天に召されたキリスト・イエス

り､とても､とても､残念です。

を主と仰ぐすべての人間が､何によって生かさ

付け加えれば､これは､主イエスに与えられ

れ､何によって永遠の命に係わるかは計り知れ

た理解､三位一体の神様による理解､聖霊の主

ない領域でした。

の理解に｢実際に・現実に｣関わりつつその中に

そして､人間にとって必要なのは､それが､神様

飛び込めないで立ち止まり､進むのを止めてし

の国であり､神様によって生かされることが示

まう多くの方々に､大きく関係することです。

されても､その｢神様の国＝神の国でどのよう

今日､ペトロ第一の手紙を開いたばかりのわ

に生き､どのように働き､主なる神様に喜んで

たしたちは､早々に､ペトロの理解によって今

いただけるか｣は､ぜひとも知りたいことです。

までになかった理解が示され､わたしたちに､

人間には､人間としての｢自己意識｣が与えら

また､キリスト教を知らない人々の前に開かれ

れ､主イエス・キリストによって｢求めなさい､

たと受け止めます。

そうすれば与えられる｣という基本的な在り方

それは､

が示されました。もちろん､主イエス・キリスト

ペトロの手紙一1章3後半～4節

の福音を信じ､福音全体の中に何が存在し､人

3後半

間である自分がどう生かされるかを深く深く

たに生まれさせ､死者の中からのイエス・キリ

求め続ける者は､｢神の国で､自分がどう生かさ

ストの復活によって､生き生きとした希望を与

れるか｣の道を与えられるでしょう。

え､4また､あなたがたのために天に蓄えられて

「神は豊かな憐れみにより､わたしたちを新

けれども､キリスト教についてあまり理解が

いる､朽ちず､汚れず､しぼまない財産を受け継

得られないままに。｢神の国｣に向い､｢永遠の

ぐ者としてくださいました。」

命｣に向い､｢無一物の現在の自分｣に戸惑う多

という､ペトロの言葉によります。

くの方々、成長過程にあるまま､『神の国に向か
おうとしているキリスト者』は､どのように｢神
の国｣で生かされるのか､神の国で働き､喜びを
与えられる道があるのか､これが明らかとは言
えません。
もちろん､三位一体の神を信じつつ天に､神
の国に召されたキリスト者には必ずその存在
に応じた｢生きる場｣が与えられるでしょう。そ
れは確信をもって理解できますが､実はそこに
｢信じたいけれど､分からない｣洗礼前の人間の
求めがあります。
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この言葉の中には幾つもの画期的な言葉が

これは､キリスト教と関係ない｢利益追求を

あります。｢わたしたちを新たに生まれさせ｣は

中心にするグループ｣が常に考えることとも言

その一つです。洗礼を理解し､志している方々

えます。けれど､ここでは､そのような社会慣習

には一番大切な現実の認識と自覚､これからの

や関係を別にして考えるべきでしょう。

生涯を支え方向付ける言葉と言えます。

4節の言葉は､集団的あるいは個人的損得関

｢死者の中からのイエス・キリストの復活に

係をまったく別にして考えると､違う側面が見

よって､生き生きとした希望を与え｣という言

えてきます。

葉も､かけがえなく重要です。また､それぞれの

｢あなた方のために天に蓄えられている､朽

人間は､その年齢にもよりますが｢復活｣にあこ

ちず､汚れず､しぼまない財産を受け継ぐもの｣

がれ､また､単に蘇るだけではなく｢主イエス・

という言葉は､相続の関係､あるいは｢同じ組織

キリストと共にある｣ことを願います。大切に

内で個々に求める願い｣についての言葉として

します。

受け取ると､どのようものが見えるかが問題で

これもまた､キリスト教信仰以外ではありえ

す。あなたが､わたしたちが蓄えたのではなく､

ない､｢神の国｣につながる重要な言葉です。

神が蓄えられ管理されたものです。

これはまさしく｢生き生きとした希望｣そのも

話が違う局面だとは､考えないでください。

のです。

むしろ､わたしたち自身に関係する重要性とし

そして､大切なことがもう一つ記されています。
後半

ペトロの手紙一1章3

～4節

て､採りあげてください。なぜならば､新しく課
題として与えられた｢神の国｣における｢責任｣

3後半

「死者の中からのイエス・キリストの復活に

｢働き｣そして｢これからの､わたしたちそれぞ

4

よって､生き生きとした希望を与え､ また､あな

れの､継承の課題｣と理解される内容です。

たがたのために天に蓄えられている､朽ちず､

｢神の国｣に招かれるのは､このような｢責

汚れず､しぼまない財産を受け継ぐ者としてく

任｣・｢働き｣そして｢発展的継承の課題｣があり､

ださいました。
」

それを担う者がいなければならない。神の国で

ここが重要です。｢洗礼｣や｢復活｣に比べると､

の｢実際の日々につながること｣がここに求め

｢世間的な､財産についての願い｣に見えます。

られるからです。

しかし､果たして､そう言い切ってしまってよ

それとも､｢神の国｣は､神様御自身がすべて

いか？

の事を整えてくださる｢場｣と理解するべきで
しょうか。そのようなことは､もちろん､神様に
予定されているとも理解できます。
わたしたちは､｢神様､三位一体の神様を真実
であり､真理であり､愛である｣と信じ､わたし
たち自身が､至らない,幼い理解を鵜呑みにし
てしまうのではなく､わたしたち自身の貧しさ､
至らなさを思い起こし､また､｢神様は『造られ
た存在＝人間』を生かし､用いてくださる方｣と､
自分たちの思いと求めを､知られている神様に
祈りましょう。
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イエス・キリストは神様の独り子で､｢母マリ

ません。もしもこの思いが間違いであるならば､

アから生まれたまったき人間｣でありつつ､｢全

主なる神様､どうかわたしたちに正しい思いを

き神｣でした。わたしたちは｢主イエス｣と呼び

お与えください。わたしたちを､その真理に従

ます。この主イエスが､弟子たちと共に｢喜びの

わせてください。

訪れ＝キリスト教では『福音』という､神様から

わたしたちは､神様の御前で､実に､実に､小

の喜びを受け入れる活動｣と行い､目や体の不

さい者です。

具合の人々を癒やす活動と共に人間すべてが

ペトロの手紙一を与えられたばかりで､ペト

神様に対して行った｢『背き・反逆』の『罪』を

ロの言葉で言わば立ち止まってしまったわた

全部主イエス自身が身に受け､十字架の拷問刑

したちですが､逆に言えば､この手紙によって

によって『人間全体が犯した神への贖い・償い

｢新しい課題｣｢新しい理解｣が早速与えられた

を自分一人で負い､その犠牲』として殺されま

と言えます。

した。

ヨハネの手紙ではとても大切なこと｢神は愛

十字架の最後の時､父なる神は､主イエスの

です｣を与えられました。わたし自身､｢ペトロ

｢『わが神､わが神､どうして私を見捨てられた

の手紙｣は何度も読み､大切な既に与えられて

のですか』の叫び｣を聞いた父なる神は､なお､

いますが､今日､ここで立ち止まるとは思いも

人間の罪すべてを赦し､和解実現のため御子を

よりませんでした。

『捨てられた』｣のです。

今日の説教題は｢生き生きとした希望｣です。

この､主イエスは､死んで三日後に神様によっ

1章3節にこの言葉があり､先に朗読しましたが､

て｢復活｣しました。この主イエスの復活を信じ､

ペトロの手紙一1章3節

教会に集い｢イエス・キリストはわたしの主で

3後半

｢神は豊かな憐れみにより､わたしたちを新

す｣と信仰を告白した人は､水と霊とによる｢洗

たに生まれさせ､死者の中からのイエス・キリ

礼｣を授けられ､肉体の体が死んでからも｢霊｣

ストの復活によって､生き生きとした希望を与

によっていつまでも｢神の国｣で生きる｢喜びの

え､｣がもともとの言葉です。

生涯｣に入ります。

言うまでもなくこの｢希望｣は､わたしたちが

わたしたちの豊橋東田教会でも､この同じ洗

主イエス･キリストにならって､肉体の体が死

礼を受けて｢キリスト者｣となることが出来た。

んだあと､｢霊の体｣が与えられ､｢復活して､永

＝できます。あなたもどうぞ！

遠の命を生きる｣ことが､洗礼を受けることに

祈り 讃美歌(21) 485｢この世を愛する神は｣

よって約束されていることを｢生き生きした希
望｣としました。
この言葉は何の説明もしないでそのまま鵜
呑みにされる方がおられたら､訳が分からなく
てあたりまえです。しかも､これは､キリスト教
の中心にあたりますので､改めてお話しします。
キリスト教と言われる語源でもあるイエス・
キリストは､｢父である神様｣のただ一人の息子
で､父なる神によって人間世界に派遣され,｢マ
リア｣の子供として､全き人間として生まれま
した。クリスマスはそのお祝行事できっとご存
知でしょう。
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