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10月6日 聖霊降臨節第十八主日礼拝説教

｢希望の説明｣武井 惠一牧師
ペトロの手紙一 3章13～18節 新約聖書432頁
今日の聖書個所はペトロの手紙一3章13節か

て苦しむよりはよい。18キリストも､罪のために

らと週報に記していますが､13節に｢もし､善い

ただ一度苦しまれました。正しい方が､正しく

ことに熱心であるなら…」と前置きがあります

ない者たちのために苦しまれたのです。あなた

ので､大きな前置きを含めて全体をもう一度読

がたを神のもとへ導くためです。キリストは､

んで､進めます。

肉では死に渡されましたが､霊では生きる者と

ペトロの手紙一 3章10～18節

されたのです。

10

｢命を愛し､

使徒ペトロのこの言葉に､改めて驚かれる方

幸せな日々を過ごしたい人は､

もおられるでしょう。この手紙は､間違いなく

舌を制して､悪を言わず､

最初に主イエスに招かれたあの弟子､｢岩ちゃ

唇を閉じて､偽りを語らず､

ん｣とか｢岩さん｣と呼ばれていた荒くれ漁師の

11

悪から遠ざかり､善を行い､

ボス､ペトロ。

平和を願って､これを追い求めよ。

もちろん､主イエスに従い､あのペンテコス

12

主の目は正しい者に注がれ､

テでファリサイ派など､反キリストの有力者に

主の耳は彼らの祈りに傾けられる。

敢然と主イエス・キリストを正面から宣べ伝え

主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。」

たペトロです。

13

もし､善いことに熱心であるなら､だれがあな

今日の最初の言葉は小見出しで｢正しいこと

14

たがたに害を加えるでしょう。 しかし､義のた

のために苦しむ」と記されています。

めに苦しみを受けるのであれば､幸いです。

これは､2章22節からの主イエスが成し遂げ

人々を恐れたり､心を乱したりしてはいけませ

られた――この手紙を読む人々がすでに良く

15

ん。 心の中でキリストを主とあがめなさい。あ

知っている｢イエス・キリストの贖い｣を指して

なたがたの抱いている希望について説明を要

います。

求する人には､いつでも弁明できるように備え

それはまた､同時に､この手紙を読んでいる

16

ていなさい。 それも､穏やかに､敬意をもって､

一人一人､この教会だけでなくペトロの手紙を

正しい良心で､弁明するようにしなさい。そう

回して読む諸教会の人々について､｢正しいこ

すれば､キリストに結ばれたあなたがたの善い

とのために苦しむ」現実の苦難を予告していま

生活をののしる者たちは､悪口を言ったことで

す。だから､8節で｢終わりに｣と改めて､これま

17

恥じ入るようになるのです。 神の御心による

で呼びかけてきた手紙の読者全員に呼びかけ

のであれば､善を行って苦しむ方が､悪を行っ

ました。

1

豊橋東田教会月報

くまさんだより

2019 年 10 月号

ですから､この手紙は世界の各地でイエス・

日本でのキリスト教宣教は主にアメリカ合

キリストの福音を宣べ伝え､困難と迫害に遭っ

衆国からの宣教師によって進められました。そ

ているすべてのキリスト者に伝えようとして

して､わたしは､その最初に交わり､信仰を受け

います。もちろんこれは､遥か東の果てにいて､

入れた人々は明治政府から敵視された旧幕臣

同じ信仰を持っている豊橋東田教会の私たち

の武士階級だったと聞いています。

に向かっても呼びかけている言葉です。

その人たちは英語を学び､もちろん漢文は得

だから､ペトロは8節で｢終わりに､｣と区切り､

意とするところでした。そして､日本での宣教

｢皆心を一つに､同情し合い､兄弟を愛し､憐れ

初期に日本に持ち込まれた聖書をわたしは一

み深く､謙虚になりなさい。｣と､私たちを導い

冊だけ古書店で手に入れました。

ています。

｢『新約全書』耶蘇降生千八百八十二年 米国

当時の､国外追放され地中海沿岸､トルコの

聖書会社 明治十五年 日本横濱印行」という

ポントス､ガラテヤ､カパドキア､アジア､ビテ

天地190mm 左右132mm 厚さ38mmのハードカバ

ィニアの各地に､イスラエルから強制退去させ

ーの一冊で､もちろん旧字旧かなです。

られ､更に新しいイエス・キリストの福音に出

価格は記されていませんが､この聖書が一般

会い､信じて共に生きているキリスト者は､こ

の人々に沢山購入され､読まれたとは考えにく

の日本の私たちと似た苦境にあるとペトロは

いと思いました。漢字は総ルビで､カタカナに

言っているのです。

は傍線が引かれています。

私たちも､この日本の現在で､迫害を受けて

でも､現代のわたしたちが読むのはかなり難

いるキリスト者です。殉教の死や､生命の危険

しいでしょう。もし､ご覧になりたい方が居ら

や､生活での阻害を私たちが受けているのでは

れれば､お見せしますので声をかけてください。

ありません。

ただし､持ち出しはご遠慮いただきたいので

けれども､既に百年を大きく超す私たちの

どうぞよろしく。

｢福音伝道｣が､未だに日本人の1％にさえ達し
ていない事実は､わたしたちが大きな困難にず
ーっと直面し続けている厳しい歴史の事実を
物語ります。
その意味で､ペトロの手紙はヨハネの手紙と
同じように､わたしたちに向けられた切実な便
りであり､応援の手紙です。
そして､9節はペトロの心の底からの､切実な
注意と戒めです。
ペトロの手紙一 3章9節
9

悪をもって悪に､侮辱をもって侮辱に報いては

なりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福
を受け継ぐためにあなたがたは召されたので
す。
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10

少し横道にそれてしまいました。改めて､ペ

主の聖なる人々よ､主を畏れ敬え。

トロの手紙3章10節から続けます。ここからは

主を畏れる人には何も欠けることがない。
11

ペトロの詩文になっています。

若獅子は獲物がなくて飢えても

ペトロの手紙一 3章10～12節

主に求める人には良いものの欠けることがない。

10

｢命を愛し､

12

子らよ､わたしに聞き従え。

幸せな日々を過ごしたい人は､

主を畏れることを教えよう。

舌を制して､悪を言わず､

13

喜びをもって生き

唇を閉じて､偽りを語らず､

長生きして幸いを見ようと望む者は

11

悪から遠ざかり､善を行い､

14

舌を悪から

平和を願って､これを追い求めよ。

唇を偽りの言葉から遠ざけ

12

主の目は正しい者に注がれ､

15

悪を避け､善を行い

主の耳は彼らの祈りに傾けられる。

平和を尋ね求め､追い求めよ。

主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。｣
この詩は､引照付聖書では詩編34編13～17節

16

主は､従う人に目を注ぎ

が引照箇所に掲げられています。

助けを求める叫びに耳を傾けてくださる。

また､旧約聖書注解では特に9節a､15節､19節

17

主は悪を行う者に御顔を向け

が指摘されています。

その名の記念を地上から絶たれる。

また貧しい人について指摘していますので､

18

主は助けを求める人の叫びを聞き

下記の詩編34編をぜひお読みください。

苦難から常に彼らを助け出される。
19

主は打ち砕かれた心に近くいまし

詩編34編(アルファベットによる詩)

悔いる霊を救ってくださる。

1

ダビデの詩。ダビデがアビメレクの前
で狂気の人を装い､追放されたときに。

20

主に従う人には災いが重なるが

2

どのようなときも､わたしは主をたたえ

主はそのすべてから救い出し

わたしの口は絶えることなく賛美を歌う。

21

骨の一本も損なわれることのないように

3

わたしの魂は主を賛美する。

彼を守ってくださる。

貧しい人よ､それを聞いて喜び祝え。

22

主に逆らう者は災いに遭えば命を失い

4

わたしと共に主をたたえよ。

主に従う人を憎む者は罪に定められる。

ひとつになって御名をあがめよう。

23

主はその僕の魂を贖ってくださる。

主を避けどころとする人は

5

わたしは主に求め

罪に定められることがない。

主は答えてくださった。

これは､ペトロの言葉と､ペトロが指摘され

脅かすものから常に救い出してくださった。

た詩編です。

6

主を仰ぎ見る人は光と輝き

福音書でのペトロの行動､ペトロの言葉､そ

辱めに顔を伏せることはない。
この貧しい人が呼び求める声を主は聞き

のゴッツイ印象はどなたもそのイメージを持

苦難から常に救ってくださった。

っておられるでしょう。

7

そして､今､ここに引用した聖書に記された

8

主の使いはその周りに陣を敷き

手紙､そして､ペトロが指摘した詩編の断片は､

主を畏れる人を守り助けてくださった。

イスラエルが国として歴史の幕をいったん閉
9

味わい､見よ､主の恵み深さを。

じ､ローマ帝国の命令に服したユダヤ・イスラ
いかに幸いなことか､御もとに身を寄せる人は。 エルの人々､特に主イエスの復活を実際に体験
3
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した人々､手元にあるだけの物――貧しいとし

今年になってからは尾﨑長老がインターネッ

か言えない物を携え､一家でトルコなどへ強制

トにアップロードしている｢豊橋東田教会のフ

的に移住を求められたキリスト者への心と､揺

ェイスブックページ｣にアプローチし､既に｢い

るがない神様への信頼を､その熱い心をふりし

いね！｣にとどまらず､礼拝に来会される方が

ぼってわたしたちに伝えています。

あることを喜び､ぜひこのルートでも……と願

ここに顕われているペトロが､実際のキリス

っています。

ト者ペトロです。

ご存知の方もありますが､中日新聞への折込

わたしたちは､どれくらいの親しい方々にペ

案内は､ごくごく少ししか反応が得られず､印

トロの事を紹介したでしょうか。

刷機のリース料もそれなりにかなりの負担に

この様なペトロの実際に近い言葉や行動､そ

なりますので今年をもって返却・終了し､必要

して手紙などを､知らせたでしょうか。

な場合は安直なカラー印刷､小規模な書類や週

わたしたちは神様から｢福音――早く言えば､

報などはプリンターで間に合わせる方向で計

神様と､イエス・キリストが本当に存在するこ

画しています。

と｣､｢神様が世界・宇宙すべてを造られ｣､｢わた

いずれにしても､2011年度からスタートした

したちと､世界の全てのものが､神様によって

｢豊橋市の方々に知っていただき､教会に来て

生かされている｣ことを｢喜びのおとずれ｣とし

いただく｣大量案内などの取組はここでより効

て､『周りの人たち､世界中の人たちに伝えなさ

果の上がる方向へ向かう方針となりました。

い』と命じられていることを知っています。

このような動きの中で｢正しいことのために

けれど､ほんのわずかしか周りの人々には呼

苦しむ｣｢皆､心を一つにして進もう｣という豊

びかけていません。

橋東田教会の姿勢を､今日から少しでも前進し

そのことを､わたしたちは承知しています。

たいと神様に願い､取り組みを進めます。

そして､わたしたちが､皆で動かなければ､福

どのような団体､何に取り組む活動でも手の

音どころか､教会活動も､わたしたち自身の信

内は明かさずに計画・実行するのが普通で､公

仰も動かないことを知っています。

のこのような礼拝で､このようなことをあけっ

今日のペトロの手紙一 3章8節の言葉は､聖

ぴろげにお話しすることには躊躇がありまし

書の小見出しに｢正しいことのために苦しむ｣

たが､牧師として､教会の責任者として､わたし

と記され､ペトロによる手紙の｢この言葉｣を中

は｢出来ることを行う｣ありかたから､どんなこ

心に話しました。話が少しピントを外れていた

とでもして､豊橋の人々に｢真理｣を伝えなけれ

かもしれません。

ばならないと心に決めて進みます。

豊橋東田教会の現状ではすでに行っている

わたしたちは｢正しいことのために苦しむ

オープンチャーチなどに｢三河ダルクの方々｣､

道｣に向かいます。共に進みましょう。

｢ゴスペルＭの方々｣を招き､すこしでも｢ゴス

祈り 讃美歌(21)

ペル＝福音｣を具体化したい。まだ､福音が何を

396｢喜べつねに｣

意味するか知らない方々へ是非伝えたいと心
から願っています。

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
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