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聖霊降臨節第十四主日礼拝説教

｢キリストは模範｣武井 惠一牧師
ペトロの手紙一 2章18～25節 新約聖書431頁
ペトロの手紙一 2章18～25節
18

召し使いたち､心からおそれ敬って主人に従

いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく､無
慈悲な主人にもそうしなさい。19不当な苦しみ
を受けることになっても､神がそうお望みだと
わきまえて苦痛を耐えるなら､それは御心に適
うことなのです。20罪を犯して打ちたたかれ､そ
れを耐え忍んでも､何の誉れになるでしょう。
しかし､善を行って苦しみを受け､それを耐え
忍ぶなら､これこそ神の御心に適うことです。
21

あなたがたが召されたのはこのためです。と

いうのは､キリストもあなたがたのために苦し
みを受け､その足跡に続くようにと､模範を残
されたからです。
22

このペトロの手紙の小見出しは｢召し使いた

｢この方は､罪を犯したことがなく､その口に

ちへの勧め｣となっていますが、｢召し使い｣と

23

は偽りがなかった。｣ ののしられてもののしり

言う言葉が使われているのは小見出しではこ

返さず､苦しめられても人を脅さず､正しくお

の箇所だけです｡

24

しかし｢召し使い｣を意味す

裁きになる方にお任せになりました。 そして､

る｢僕｣は小見出しだけ見ても様々な箇所で使

十字架にかかって､自らその身にわたしたちの

用されております｡

罪を担ってくださいました。わたしたちが､罪

(例)
◆忠実な僕と悪い僕(新約聖書 49 頁)
マタイによる福音書24章45～51節

に対して死んで､義によって生きるようになる
ためです。そのお受けになった傷によって､あ
なたがたはいやされました。25あなたがたは羊

◆目を覚ましている僕(新約聖書 132～133 頁)
ルカによる福音書12章35～48節

のようにさまよっていましたが､今は､魂の牧
者であり､監督者である方のところへ戻って来

また聖書本文になりますが、下記には良い僕

たのです。

と悪い僕について書かれています｡
◆｢ムナ｣のたとえ(新約聖書146～147頁)
ルカによる福音書19章11～27節
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た方が近いとみられます。
一般の人々｢主人のいない庶民｣は､農業や漁
業などをそれぞれの家族が営み､土地も､舟や
漁具も代を越え､苦労に苦労して自分のものに
した貧しい財産､それが､生きるための飯のタ
ネです。そのような庶民の立場から見ると｢召
し使い｣は主人によって立場を保証され､それ
ぞれの立場で主人に依存する者とも言えます。
また､逆に｢主人｣の飯のタネでしょう。
｢召し使い｣の立場は､庶民の家や､一族では
とても手の届かない報酬に手が届き､うまく立
ち回れば主人と同じような顔で仕事を取り仕
切ることさえ出来る､中流以上の力を持つ人々
であり､その一家と見るほうが当時の現実に近
いと考えられます。
ですから､逆に言えば｢召し使い｣と一言で言
うよりも､それぞれの仕事内容､それぞれの立
場､それぞれの信用や信頼などで､｢専門職｣と
さきほど､聖書個所を司式長老に朗読してい

さえ言える立場。

ただきましたが､先ず聖書の言葉が意味する

多くの責任や行動範囲があり､一旦一定程度

｢召し使い｣或いは｢僕｣について丁寧に解き明

の立場を獲得すると仕事の中をかいくぐり､知

かし､お話しします。

恵を働かせて自分の利益を確保する。

ペトロの手紙一 2章18節
18

召し使いの多くは､暗黙の不忠な――要領を

召し使いたち､心からおそれ敬って主人に従

心得た働き人､チャンスがあれば不正を働き､

いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく､無

自分たちで｢甘い汁｣を得る｢召し使い｣たちが

慈悲な主人にもそうしなさい。

むしろ一般的だったではないかでしょうか。

これは､お分かりのように召し使いたち全員

もちろん｢主人｣も､そのような裏の実態を多

に向かってペトロが話しかける言葉です。けれ

かれ少なかれ知っていたはずです。

ども､聖書の言葉が意味する｢召し使い｣は､古

そこで､｢召し使い｣の側にとって寛大な主人､

い古い年代の言葉をほとんどそのまま用いて

無慈悲で暴力も用いる主人など､それぞれ｢顔

いますので､現代の言葉とはかなり違う内容と

色を伺いながら｣その人生を歩んでいたと見ら

言えます。

れます。

現在のわたしたちの言葉で｢召し使い｣は用

もちろん､これは個人的読書や､歴史の世界

いられません。けれど､その当時の召し使いは

的・各地域的特色などを追いかけての理解なの

主人に絶対服従し､特別の仕事を専門的に扱う

で､しっかりした根拠はありません。ご留意く

身分をわきまえている接客のプロ､社会的には

ださい。

――多分それ以上の､言わば認められた職業に

ペトロの手紙一 2章19節

ついている人物。

19

それも､主人に関わる大切な仕事のノーハウを

そうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら､

全部身に着けたバリバリの人々だと､受けとめ

それは御心に適うことなのです。
2

不当な苦しみを受けることになっても､神が
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その言葉が､ここに､まさしく､この手紙に込
められています。
ペトロの手紙一 2章21節
21

あなたがたが召されたのはこのためです。と

いうのは､キリストもあなたがたのために苦し
みを受け､その足跡に続くようにと､模範を残
されたからです。
21節の言葉は2000年経っても実際の迫力を
内にしっかりと込め､わたしたちを今､直撃し
ました。
｢あなたがたが召されているのはこのためで
す！｣
何と大胆な､恐れを知らない叫びでしょう！
｢あなたがたが､つまり､ここにいるわたしたち
が召されているのは！ このためです！！ ｣
これは､全世界・全歴史に対して放たれたペ
聖書に顕われる人々を聖書によって知る､手

トロの咆哮(吼える怒号)です。

紙の執筆者によって考える。ここには色々な視

わたしは現在81歳です・・・せめて､いくらか

点があります。決して一様ではありませんが､

でも力が残されているでしょうか？

歴史的視点から想像しますと､現代世界での各

この言葉を､ビリー・グラハム級の説教者が､

地､各社会の在り方が少し参考になり､想像さ

この豊橋市で叫んでいただきたい！

れ､理解につながります。

ペトロの手紙一 2章22節

ペトロの手紙一 2章20節

22

20

は偽りがなかった。｣

罪を犯して打ちたたかれ､それを耐え忍んで

も､何の誉れになるでしょう。しかし､善を行っ

｢この方は､罪を犯したことがなく､その口に
ペトロはまさしく主イエス・キリストの肉声

て苦しみを受け､それを耐え忍ぶなら､これこ

をしっかり聞いた本人です．．．｡

そ神の御心に適うことです。

ペトロの手紙一 2章23～25節
23

ペトロのこの手紙は､使徒ペトロ自身のしっ

ののしられてもののしり返さず､苦しめられ

かりした信仰によって記されています。そのよ

ても人を脅さず､正しくお裁きになる方にお任

うに理解しますと､ペトロは主イエス・キリス

せになりました。24そして､十字架にかかって､

トがユダヤ・イスラエル国内を丁寧に訪れ､そ

自らその身にわたしたちの罪を担ってくださ

の各地で｢弟子として実際に見て､聞いて､受け

いました。わたしたちが､罪に対して死んで､義

とめました｣。

によって生きるようになるためです。そのお受

信仰による理解､更に､主イエスと共に歩ん

けになった傷によって､あなたがたはいやされ

で与えられた理解はただならない理解です。

ました。25あなたがたは羊のようにさまよって

それは､根っからの庶民として主イエス・キリ

いましたが､今は､魂の牧者であり､監督者であ

ストに従い､毎日毎日主イエスの言葉を聞き､

る方のところへ戻って来たのです。

受けとめ､時には厳しく叱責され､厳しくとが

これは､主イエス・キリストが最初に声をか

められたこともある本人でないと､このように

け､すぐ同意して最初の弟子になったシモン・

記すことが出来ない言葉。

ペトロ､｢サイモン・ピーターとも言われます｣。
3
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その､第一の弟子ペトロが自ら綴った牧会書簡。

今､誰を模範にして歩めば良いか。

と言うより､むしろ､宣教書簡､あるいは喧嘩腰

今､イエス・キリストは､わたしたちにとって

の｢非キリスト者｣に向かって叫んでいる――

どんな人か。

―今もなお､叫び続けているメッセージです。

まぎれもない､主です。

祈り 讃美歌(21)

わたしは､今年になって初めて､この宣教書

419｢さあ、共に生きよう｣

簡を豊橋東田教会で取り上げなければ､と自覚
し､連続講解説教の一端として採りあげていま
す。
このペトロの手紙の前には､ヨハネの手紙と
取組みました。ヨハネによって｢神は愛であ
る！！｣は､生きている､人間世界に在る――存
在する現実だと実感いたしました。
それで､今､ペテロは何を言おうとしている
か？
私たちは異教徒の中にいます。現在の日本社
会に現在｢国教｣はありませんが仏教､神道だけ
ではなく､様々な宗教が活動し､私たち自身も
微かに働きかけている社会です。
わたしたちの力は､日本古来の伝統的な｢神
道｣をはじめとする｢仏教｣や､様々な宗教に比
べるとまるで力がありません。
力どころか､｢信仰｣さえ細く貧しくなった。
｢心の貧しい者は幸い｣とキリスト教は信じ
ますが､信仰が細く貧しくなったら､心はどこ
かに飛んで行ってしまって｢お金が欲しい｣｢利
益が欲しい｣｢繁栄が欲しい｣の三大太りを求め
る。いや､日本はトランプに先駆けて｢ババ｣を
思い切り取り込み､むさぼり込み､｢飢え・餓き・
何でも自分のモノ｣にしようと､目の色を変え
ている。
良くないことは､信じる皆様がお分かりです。
ペトロの手紙一 2章25節
25

あなたがたは羊のようにさまよっていました

が､今は､魂の牧者であり､監督者である方のと
ころへ戻って来たのです。
今日のペトロの言葉は､現代の世界の､極端
な急所をまっすぐに指しています。

聖書の言葉はすべて以下から引用しています。
聖書 新共同訳：
(c)共同訳聖書実行委員会
Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988

今､魂の牧者は誰を指すのか。今､魂の監督者
である方はどなたか。
今､羊のようにさまよっているのは誰か。
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