
◆2021 年 5 月第 4週の説教 

【日本基督教団西東京教区立川教会】 

■日時：2021 年 5 月 23 日（日） 

■説教題：「聖霊に満たされ。」 

■説教者：飯田仰牧師 

■聖書：新約使徒言行録 2：1－4（p214） 

■讃美歌：342「神の霊よ、今くだり」・403「聞けよ、愛と真理の」 

いつも中国語礼拝でお世話になっております飯田と申します。飯島先生が立川教会で牧会

をされて、この立川の地におられる中国の方々にもキリストの福音を伝えられたいという

先生の思いから、中国語礼拝が皆さんの教会の働きとして開始されました。以前、教会の

近くを私も通りました時に、中国語を話しておられる方々とすれ違いました。教会の近辺

にお住まいなのでしょう。ここに立川教会があるということで、この地にキリストの福音

が宣べ伝えられていきます。神さまは教会を通してご自身の宣教の働きをなさっておられ

ます。今日はそのことを覚えつつ、共にみことばに聴き入りたいと思います。 

本日はペンテコステ礼拝です。あの聖霊降臨の歴史的出来事が使徒言行録第 2章に記述さ

れています。主イエスさまの十字架での死の後、三日目に死から蘇られ、40 日間、ご自身

を弟子たちに示されました。その後、天にのぼられますが、50 日目の「五旬節の祭り」の

時に聖霊が降るという出来事が起こります。 

本日の箇所の少し前になる使徒言行録 1:4-5, 8 節にはこう記されています。「そして、

彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。『エルサレムを離れず、前にわたしか

ら聞いた、父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなたがた

は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。・・・あなたがたの上に聖霊が降る

と、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全

土で、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる。』」まさにこの主イエスさまの

約束のことばが成就したのがペンテコステの出来事でありました。 

五旬節の祭りとは、旧約聖書を辿りますと、あの出エジプトの出来事から 50 日目にあた

る祭りで、神さまからのことば、つまり、律法を授かった時の出来事と繋がりがありま

す。神さまから律法が与えられたことと関連付けて捉えられるのです。律法と言いますと

とても堅いイメージかもしれませんが、実はそうではありません。神さまが語りかけてく



ださることを意味し、神さまの深い愛と恵みのしるしとして人間に与えられていることを

意味します。 

神さまが人間とお語りになられる時とは、往々にして大きな自然界の変化が生じます。例

えば、出エジプト記 19:16にはこう記されています。「三日目の朝になると、雷鳴と稲妻

と厚い雲が山に臨み、角笛の音が鋭く鳴り響いたので、宿営にいた民は皆、震えた。」ま

た、20:18 では 

「民全員は、雷鳴がとどろき、稲妻が光り、角笛の音が鳴り響いて、山が煙に包まれる有

様を見た。民は見て恐れ、遠く離れて立ち、」とあります。「風」とか「炎」という現象

が神さまの臨在を示すと聖書は捉えているわけです。そしてあのペンテコステの時も似た

ような現象が起こったのです。 

しかし、人々のリアクションはまちまちでした。「あっけにとられ」（2:6）た者もいれ

ば、「驚き怪しん」（2:7）だ人たちもいました。人間の想いからして不可能である、あ

り得ないと思われることを神さまがなさる時、人々は様々なリアクションを示すようで

す。あの主イエスさまの復活の後もそうでした。「亡霊を見ているのだと思った。」（ル

カ 24:37）とも記されております。恐れ、驚き、良く分からない。そうしたリアクション

です。しかし、その後で人々は徐々に理解するように変えられていったのです。私たち自

身の神さまとの出会いも、もしかしたら似たようなところがあるのかもしれません。 

そうした中、弟子たちは聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろなことば

で話していたのです。神さまの偉大な御業を大胆に語り始めたのであります。 

弟子たちとは一体どのような者たちでありましたでしょうか。主イエスさまが仰られたこ

とを理解することなく、死からの復活についても誰も受け入れられないようでありまし

た。あのペトロは、主イエスさまのことを知らないと 3度言いました。どこまでも主に従

うと宣言していたのにも関わらず失敗したのです。しかし、そのペトロさえも変えられて

しまうほどのことが起こりました。人の目を気にしていた弟子たちですが、聖霊によって

変えられ、大胆に語り始めたのです。 

この出来事に対するペトロの説明が 2:32 以下に記されています。「神はこのイエスを復

活させられたのです。私たちは皆、そのことの証人です。それで、イエスは神の右に上げ



られ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなたがたは、今このこ

とを見聞きしているのです。」 

このことは人間から出たことではなく、神ご自身の御心でありました。神さまは以前から

何度もこのことが起こると約束なさっておられたのです。そしてその聖霊が降るという約

束が成就したというのです。 

例えば、ヨエル書 3:1-2 にこうあります。「その後／わたしはすべての人にわが霊を注

ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し／老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、わたしは

／奴隷となっている男女にもわが霊を注ぐ。」またイザヤ書 44:3 では「わたしは乾いて

いる地に水を注ぎ／乾いた土地に流れを与える。あなたの子孫にわたしの霊を注ぎ／あな

たの末にわたしの祝福を与える。」と神さまは仰っています。更に、ゼカリヤ書 12:10

「わたしはダビデの家とエルサレムの住民に、憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼らは、彼ら自

らが刺し貫いた者であるわたしを見つめ、独り子を失ったように嘆き、初子の死を悲しむ

ように悲しむ。」つまり、自分たちが何をしてしまったのかを理解することができ、この

ように神さまご自身を求めるようになるというのです。まさにこれらのことばが約束が成

就した。それがペンテコステの出来事だというのです。 

この時、そこに居合わせた人々は弟子たちのことを「ガリラヤの人」（2:7）たちと呼ん

でいます。どうして彼らが彼らにとっての外国語であることばによってこのように語るこ

とができるのかと、 

それは単に驚くばかりであったのです。しかし、彼らはこの出来事自体に驚いただけでは

なさそうです。彼らが驚いたのは、弟子たちが語った「内容」に対してでもあったようで

あります。それが 11 節にある「神の偉大な業」です。神の偉大な業について、自分たち

が理解のできる言葉によって聴くことができたのでありました。 

ペンテコステの出来事は私たちに依然としてたくさんのことを語っていると思います。今

日はその内の三つを確認しておきたいと思います。 

第一に、ペンテコステの出来事は「新しい時代の始まり」を示すということです。良く言

われるのが、ペンテコステは教会の誕生日であるということです。主イエスさまはペトロ

に対してこう宣べられました。「」あなたはペトロ。わたしはこの岩の上にわたしの教会

を建てる。陰府の力もこれに対抗できない。」（マタイ 16:18）このことばが成就したわ



けです。神さまは教会を通して働かれる。その教会がこの時に確立され、新しい時代が始

まったのです。 

第二に、「キリストによって人々が一つとなること」です。創世記 11 章にバベルの塔の

物語が記されています。このこと故に、人々が散り散りになり、多くの言葉で話し始める

ようになったと聖書は捉えています。散り散りにさせられた人々が再び一つになる。争い

が絶えない人類がキリストによって主の平安の実現へと確実に向かうことができる。その

ことを示すというのです。 

そして第三に、「神さまはご自身の約束を必ず守り成就されるお方である」ということで

す。その神さまはご自身の宣教のわざを教会という可視的な形を通して推し進めてくださ

っているのであります。 

余談になりますが、この点について興味深いことを 4世紀の教父が述べています。教会史

の中で多くの人がこのペンテコステの出来事を読み理解し語り継いできました。その中で

ナジアンゾスのグレゴリオスという教父がこのペンテコステの出来事についての説教

（『Oratio（講話）XLI』）を残しています。この教父はこう述べています。御子が受肉

され我々と同じ人のかたちを取られた故に、神がどのようなお方であるのかを私たちは理

解することができる。それと同じように、聖霊も私たちの身体を通して、可視的な形で表

されたのである。それ故に、神ご自身の働きを私たちは知ることができ、神が生きておら

れ、この方がまことのお方であることを知ることができる、体験できる。そのようなこと

について述べています。とても考えさせられる内容だと思います。つまり、教会こそが三

位一体の神が今も尚、働いておられる場であり、教会の存在がキリストの十字架と復活の

出来事、そしてペンテコステの出来事の証人なのだということを表しているのだというこ

とです。これが私たちの天にある希望のまことさと確実性を語っているというのです。そ

してその確実性を私たちが味わわせていただけるのがこの教会の礼拝の場なのだというこ

とだと思うのです。 

神さまは依然としてご自身の宣教のわざを進めておられます。 

このコロナ禍で様々なことが変わりました。礼拝もオンラインになっています。でもその

ような中、今まで礼拝に集うことができなかった家族が一緒に自宅から礼拝に参加できる

ようになったということを聞きます。また、イスラム圏では、人の目を憚って教会の礼拝

に集うことはできま 



せんが、でもオンラインになったからこそ私たちも神のみことばを聴くことができますと

言って喜んでおられる方々もいるということを海外の宣教師たちから教えられています。 

今朝あるメールをいただきました。それは今日転入式をなさる方の証しについてでありま

した。詳細は割愛しますが、その方が救われたのは、自身の祖母の信仰の姿があったから

ということが記されてありました。毎週欠かさず教会の礼拝に集っていたその姿を幼いな

がらも覚えていたようです。喜びながら、時には涙しながら教会の礼拝の場で静かに祈っ

ていた姿です。祖母が召天されたことがきっかけでこの方は洗礼へと導かれたそうです。

私たちの知らないところ、気付かないところで、実は、神さまは周囲の人々に語りかけて

くださり働いてくださっているのです。私たちの祈りを聞き届けてくださっているので

す。ペンテコステから始まった教会の働きが私たちの時代においても依然として変わらず

続いているのです。 

ペトロは神さまによって変えられました。失敗を繰り返しました。しかし神さまはそれで

も彼を赦し、力づけ、用いられました。私たちも同じなのです。キリストによって贖われ

罪赦されました。変えられました。生まれ変わりました。全ての汚れと恥が拭い去られま

した。永遠の生命が与えられました。私たちも益々「聖霊に満たされて」主イエスさまの

十字架と復活の福音、主イエスさまご自身のことを、教会を通して宣べ伝えていくものと

させていただきたいと思います。 

祈りましょう。 

主イエス・キリストの父なる神さま、あなたのみことばを感謝いたします。ペンテコステ

の出来事が今も尚、私たち教会を通して継続していることを覚えます。助け主としての聖

霊が与えられ、愛と生きる力が注がれ与えられていることを感謝いたします。どうか私た

ち一人ひとりをこの礼拝を通して、強めてください。この場から聖霊さまによって押し出

してくださり、あなたの福音のみことばを、愛を、そして真理を、世の全ての方にお伝え

し、分かち合うことができるように、助けてください。今週の私たちの歩みを通して、あ

なたの御心が成し遂げられますようにお祈りします。全てを御手に委ね、あなたを信じ切

って歩むことができるように私たちを助け導いてください。この祈りを主イエス・キリス

トの御名によって祈ります。アーメン 

主があなたを祝福し、あなたを守られるように。 



主が御顔を向けてあなたを照らし／あなたに恵みを与えられるように。 

主が御顔をあなたに向けて／あなたに平安を賜わるように。 

主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがこの場に集う会衆の皆

さんと共に、またオンラインで集われておられる全ての方と共に、世々限りなくあります

ように。アーメン。 

【日本基督教団東北教区小高伝道所】 

■日時：2021 年 5 月 23 日（日）ペンテコステ礼拝 

■説教題：「教会の始まり」 

■説教者：飯島信牧師 

■聖書：旧約ヨエル書 2章 23 節～3 章 2 節（旧約 1424頁） 

新約使徒言行録２章１節～13 節（新約 214頁） 

■讃美歌：７「ほめたたえよ、力強き主を」３４３「聖霊よ、降りて」 

４６２（はてしも知れぬ」 

教会の暦では、先週をもって復活節が終わり、今日から聖霊降臨節が始まります。 

参考までに、教会暦では、最も長いのが聖霊降臨節で、5月から 10 月半ばまで続きます。

そして、降誕前からクリスマスを迎える待降節（アドベント）となり、クリスマス、それ

以降が降誕節で、次に受難節、イースター、復活節となります。 

今日の聖霊降臨日ですが、ペンテコステと呼ばれるこの日は、皆様もご存知の教会の誕生

日です。イエス様の十字架以後、捕らえられるのを恐れて人の前に姿を現すことの出来な

かったペトロを始めとした弟子たちが、この日、神様からの聖霊を受けて、イエス様の福

音を大胆に語り始めます。その様子は、これがあの、人目を恐れて家の扉に鍵をかけ、隠

れて生活していた弟子たちかと驚かせるのです。 



聖書に入る前に、先月から、代務ではありますが、小高伝道所に関わるようになった私の

心の想いを少しだけお話ししたいと思います。 

礼拝を終えた翌週でしょうか、Sさんからお手紙をいただきました。 

私を労わるお言葉と共に、教会の収入支出に関わる丁寧な会計報告、そして Sさんが教団

婦人会連合の機関誌「教会婦人」に書かれた文書が同封されていました。「東日本大震災

から 10 年」と題されたもので、お読みになられた方もいらっしゃると思います。 

私がこの文章を読んで改めて知らされたことがあります。 

Sさんご自身の、信仰に生き、伝道所を守り続けられたお働きは勿論のことですが、この

教会の礼拝が、教区の、特に相双・宮城南地区の牧師や教会員の汗と祈りによって再開さ

れた教会であることをです。言葉を換えて言えば、この教会の新たな出発の土台は、相

双・宮城南地区と言う信仰共同体に置かれていることです。 

教区事務所から届いた教区の総会報告や、同じく送られて来た相双・宮城南地区総会資料

を読ませていただきながら、さらには『信徒の友』先月号に書かれた保科先生の教区報告

文書、遡って『信徒の友』2006年 1月号に載った浪江伝道所の記事に目を通しながら、こ

れからの 1年、小高でも浪江でも、代務としての私にどのような準備が必要なのか 

を考える時となりました。 

小高の駅前に、小高周辺地図が書かれた大きな看板があります。 

先月、見るともなく見ていたその看板には、お寺が 5か所、神社が 6か所、合わせて 11

ヶ所の神社仏閣が記されているのに気が付きました。それほど広くはない小高に、これだ

けの宗教施設があることは、この地域がいかに宗教心に富む土地柄であるかを教えてくれ

たように思いました。又同時に、この教会が、先に述べたように、相双・宮城南地区の教

会に覚えられ、共に涙と喜びを分かち合える教会であることが、どんなに心強いことであ

るのかをも思うことでした。 

それでは、聖書の 1節、2節から見てまいりましょう。 

１：五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、 



２：突然、激しい風が吹いて来るような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響い

た。 

五旬祭、即ちギリシア語で言うペンテコステとは、元来、大麦の初穂を献げる日から 50

日目にあたる祭りでした。過ぎ越しの祭りの安息日の翌日から数えて 7週目にもあたるた

め、7週の祭りとも言われていました。この日は、後になって、出エジプト、即ちエジプ

トからの解放を感謝し、又シナイ山でモーセに律法を与えられたことを感謝する日ともな

ります。 

この日、弟子たちは、一堂に集まっていました。彼らも又祭りを祝うためであったのでし

ょう。そして、神様は、この五旬祭の日を選んで、聖霊を弟子たちに降されます。 

何故でしょうか。 

神様は、何故、この日を選ばれたのでしょうか。 

それは、ユダヤ民族にとって、彼らが生活する上での大切な事柄が、この日の祭りの内容

に全て盛り込まれているからです。 

第一に、この日は、収穫を覚える日でした。それ無くしては生きることの出来ない日毎の

糧をです。 

第二に、この日は、モーセによる出エジプト、即ち苦役からの解放を思い起こす日でし

た。 

そして第三は、モーセを通して十戒が与えられたことを覚える日でもありました。 

日毎の糧と、苦役からの解放、そして十戒。 

五旬節の祭りの内容となっているこの 3つの出来事に想いを寄せる時、この日は、彼らに

とって、改めて神様の恵みと、民族の歴史と、守るべき教えを思い起こす大切な時であっ 

たのです。 

その時突然、激しい風が吹くような音が、弟子たちが集まっていた家中に響きます。 



3 節、4節です。 

３：そして、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。 

４：すると、一同は聖霊に満たされ、“霊”が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話し

出した。 

「“霊”が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話し出した」。この驚くべきことの具体

的内容が、5節から 11 節に書かれています。読んでみます。 

５：さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰って来た、信心深いユダヤ人が住んで

いたが、 

６：この物音に大勢の人が集まって来た。そして、だれもかれも、自分の故郷の言葉で使

徒たちが話しているのを聞いて、あっけにとられてしまった。 

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。 

９：わたしたちの中には、パルティア、メディア、エラムからの者がおり、また、メソポ

タミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、 

１０：フリギア、パンフリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もい

る。また、ローマから来て滞在中の者、 

１１：ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もい

るのに、彼らがわたしたちの言葉で神の偉大な業を語っているのを聞こうとは。」 

ここで挙げられている地名は、ユダヤを中心として、その周囲にある、当時知られていた

世界です。 

東にパルティア、メディア、エラム、メソポタミア、 

北西にカパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフリア、 



そして南西にはエジプト、キレネに接するリビア地方がありました。 

それから遠く離れてローマがあり、クレタは西の海の民、アラビアは東の陸の民を指しま

す。 

つまり、この場所には、当時知られていた世界のほぼ全ての地域に住む人々が集まってい

ました。 

その只中で、ガリラヤで使われている言葉以外は知るはずもない弟子たちが、それぞれの

地域の言語で神様の偉大な業を語り始めたと言うのです。 

12、13 節。 

１２：人々は皆驚き、とまどい、「いったい、これはどういうことなのか」と互いに言っ

た。 

１３：しかし、「あの人たちは、新しいぶどう酒に酔っているのだ」と言って、あざける

者もいた。 

人々の驚きと戸惑いが渦巻く中、ペトロが語り始めました。 

14 節から 21 節。 

１４：すると、ペトロは 11人と共に立って、声を張り上げ、話し始めた。「ユダヤの

方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。わた

しの言葉に耳を傾けてください。 

１５：今は朝の 9時ですから、この人たちは、あなたがたが考えているように、酒に酔っ

ているのではありません。 

１６：そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。 

１７：『神は言われる。 

終わりの時に、 

わたしの霊をすべての人に注ぐ。 



すると、あなたたちの息子と娘は預言し、 

若者は幻を見、老人は夢を見る。 

１８：わたしの僕やはしためにも、 

そのときには、わたしの霊を注ぐ。 

すると、彼らは預言する。 

１９：上では、天に不思議な業を、 

下では、地に徴を示そう。 

血と火と立ち込める煙が、それだ。 

２０：主の偉大な輝かしい日が来る前に、 

太陽は暗くなり、 

月は血のように赤くなる。 

２１：主の名を呼び求める者は皆、救われる。」 

深い感慨を持たずにはいられません。 

これが、本当に、私たちの知るあのペトロなのかと。 

イエス様の裁判が行われている最中（さなか）、イエス様の仲間ではないかと怪しまれた

時、三度イエス様を知らないと言い、後悔の涙を流したペトロです。 

復活の主に出会った後でも、ガリラヤに戻り、失意の内に漁を始めたペトロです。 

さらに、「私を愛しているか」と三度もイエス様から尋ねられ、悲しくなったペトロで

す。そのペトロが、人々に語ります。主イエス・キリストの十字架と復活をです。 

使徒言行録の著者ルカが記しているこの時のペトロは、それまでのペトロとは全く違って

いました。12 使徒を代表し、人前で、公然と、福音を語り始めたペトロでした。 



主イエス・キリストに替わって神様から送られた聖霊は、ペトロを始め、使徒たちを福音

伝道の第一線に立たせるのです。彼らにとって、そのキリストを証しすることこそ、喜び

となり、生きる力の源となるのです。 

そうした彼らは、どのような生活を送ったかが、43 節以下、47節までに記されていま

す。 

４３：すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な業としるしが行われ

ていたのである。 

４４：信者たちは皆一つになって、すべての物を共有にし、 

４５：財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて、皆がそれを分け合った。 

４６：そして、毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、

喜びと真心をもって一緒に食事をし、 

４７：神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして、主は救われる

人々を日々仲間に加え一つにされたのである。 

家の教会の誕生であり、私たちの教会の始まりです。 

ペトロの、そして弟子たちの確信に満ちた言葉と、2,000 年と言う時を経た今もなお、私

たちがこのように呼び集められて礼拝を行っている事実、それこそが、ペンテコステのこ

の日この時、何が起きたかを証ししています。 

主イエス・キリストの誕生と死を打ち破っての復活、それによって示された神様の意思

は、この聖霊降臨をもって完結します。 

聖霊を受けよと、神様は日々私たちに呼びかけられています。 

この小高の地で、聖霊を受けるに相応しい者として、整えられ、歩みたいと祈るのです。 

祈りましょう。 

 


