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書」を読むことが出来ます。登録をすると、自分
のメアドに、毎週、励ましのメッセージが届きま
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す。イエスキリストを信じ、新しい価値観を与え

【新共同訳】 一ペト 1:3 わたしたちの主イエス・

られた宣教熱心なクリスチャン技術者が、AI プロ

キリストの父である神が、ほめたたえられますよ

グラムを駆使して創り出したプロダクツです。利

うに。神は豊かな憐れみにより、わたしたちを新

用をおすすめします。

たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリス
トの復活によって、生き生きとした希望を与え、

新たに生れさせ
みことばに戻ります。トピックは、「新たに生

タイトル：復活とわたしたち

まれさせ」、「新生」の体験です。私は、この新
生の体験を賛美にしました。「悲しい心はなくな

緒論

ったイエス様を知ってから」、「暗い心はなくな

神様は、憐れみ豊かなお方です。その憐みの極

ったイエス様を知ってから」、「弱い心はなくな

みは、わたしたちを救うために、御子イエスキリ

ったイエス様を知ってから」、「憎む心はなくな

ストを十字架につけ、罪の代価として死に渡され

ったイエス様を知ってから」、・・「誰でもキリ

たことです。そして、死者を復活させられたこと

ストにあるならば新しく生まれ変わる」・・・。

です。この復活の力は、今も信じるもの上に働い

新生の体験、心の変化は、人の行動を根本から

ています。今日のみことばには、復活の力がもた

変えるのです。この心の奥深くで生じる変化のコ

らす、二つのことが書かれています。

アな部分は、いったい何でしょうか。それは、ク

最初は、「新たに生まれさせた」こと、言い換

リスチャンだけが体験する「キリストの平安」、

えるなら、「新生の体験」です。次は、「生き生

「シャローム」です。よみがえらされたキリスト

きとした希望」が与えられることです。この「生

が、その弟子たちに語った言葉、「平安があなた

き生きとした希望」は、英語の聖書では、不定冠

がたにあるように。」は、有名です。ヨハネ福音

詞

書 20 章では、「平安があなたがたにあるよう

a

が付けられ、“a living hope” と翻訳され

ています。今日は、新共同訳聖書でみことばを学

に。」が、3 回も記されています。19、21、26 節

んでいます。他の日本語聖書では、「生ける望

です。

み」と訳されています。しかし、新共同訳聖書で

この平安をいただいているクリスチャンでも、気

は、不定冠詞 a を翻訳に加え、「生き生きとした

を付けていないと、最近の言葉だと、「気が緩

希望」と、広さ、深さ、躍動感を現わす意訳にな

む」でしょうか。信仰の「気が緩むと」、平安を

っています。

失い、恐れの中に埋没してしまうこともあるので

先週は、無料の聖書研究アプリ You Version を
紹介しました。このアプリでは、「新共同訳聖

す。水の上を歩いていたペテロが、イエス様を見
つめるのではなく、現実の世界を見て、恐れた瞬

2
間に、水に沈み込んでしまいました。恐れが、平

1:7 敬虔には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさ

安のバリアを消してしまったのです。

い。

AG 教団の HP の最新の『[第４版] 新型コロナウ

1:8 これらがあなたがたに備わり、ますます豊か

ィルス（COVID-19）への JAG ガイドライン-

になるなら、私たちの主イエス・キリストを知る

2020/4/27Up-』には、次のような、文章が追加

点で、あなたがたが役に立たない者とか実を結ば

されました。

ない者になることはありません。
1:9 これらを備えていない人は盲目です。自分の

普段と違う不安な日々だからこそ、自分自身や周

以前の罪がきよめられたことを忘れてしまって、

囲への「いたわり」と「感謝」を、言葉や態度で

近視眼的になっているのです。

示すことに、普段より意識して行動してみません

1:10 ですから、兄弟たち。自分たちの召しと選び

か。

を確かなものとするように、いっそう励みなさ
い。これらのことを行っているなら、決してつま

心に平安がなければ、「感謝」「いたわり」を

ずくことはありません。

言葉や態度で隣人に示すことはできません。この
文章で大切なのは、「普段より意識して」という

9 節には、「近視眼的」ということばがあります。

メッセージだと思います。緊急事態宣言の解除は

私が近視のメガネをかけるようになったのは、中

延期されるとのことです。普段よりも高いレベル

学生の時です。50 歳ころから、老眼が入り込み、

の「我慢」「辛抱」「忍耐」が、この戦いには必

このメガネは、遠近両用の物です。老眼が入ると

要です。先ほど、ペテロの失敗談をお話しまし

近くの物も見えなくなってしまいます。ペテロ

が、ペテロの手紙第 2 の 1 章４節から 10 節をお

は、「近くしか見えない人」は、実を結ぶことが

読みします。

出来ないと警告を発しています。木が豊かな実を
結ぶには、みずみずしさ、潤い、剛くしなやかで

【新改訳 2017】 Ⅱペテロ

丈夫な枝、みずみしく、潤った、生き生きと生い

1:4 その栄光と栄誉を通して、尊く大いなる約束

茂った葉っぱが、必要です。木は、生き生きとし

が私たちに与えられています。それは、その約束

ていないと、豊かな実を結ぶことは出来ないので

によってあなたがたが、欲望がもたらすこの世の

す。

腐敗を免れ、神のご性質にあずかる者となるため
です。

生き生きとした希望

1:5 だからこそ、あなたがたはあらゆる熱意を傾

ここで、第２のポイントに入ります。もう一度、1

けて、信仰には徳を、徳には知識を、

Ⅰペテロ

1:6 知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には

【新共同訳】 一ペト 1:3 ・・・神は豊かな憐れ

敬虔を、

みにより、わたしたちを新たに生まれさせ、死者

1 章３節の後半をお読みします。

3
．
の中からのイエス・キリストの復活によって、生
．．．．．．．．
き生きとした希望を与えてくださった。

私たちは、4/5 の日曜日から、いっしょに集まる
事が出来なくなりました。ネット礼拝の HP の告知
には、「5/31(日)まで、 新型コロナウイルスの感
染拡大を阻止するため教会のすべての集会を中止
いたします。
各自の家庭、自宅での礼拝の時をお守りくださ
い。

使徒パウロは、復活後のイエス様が、信じる者
に対してどのように働いてくださっているのかを
聖霊により知りました。そのキーワードは、「神
の右の座」です。ロマ書 8 章 34 節をお読みしま
す。

ロマ 8:34 だれが、私たちを罪ありとするのです
か。死んでくださった方、いや、よみがえられた
．．．．．
方であるキリスト・イエスが、神の右の座に着
き、しかも私たちのために、とりなしていてくだ
さるのです。

自由に集まる事ができるようになりましたら、
各自の礼拝をいかに皆様が主と共に過ごしたのか
．．．．．．．．．．．．．．．
喜びをもってお証を致しましょう。

この期間、この HP 上で皆様とのお交わりを
深めてまいりたいと思います。」

と、ポスト・新型コロナウイルスの時を見据え、
その時の喜び、解放感、躍動感、達成感を想いこ
の告知文をしたためました。まさに、この聖句が
語る「生き生きとした希望」と同じ発想です。
ペテロは、復活のイエスキリストの姿を目撃し
ました。そのペテロが、「死者の中からのイエ
ス・キリストの復活によって、生き生きとした希
望を与えてくださった。」と励ましの言葉を語っ
ています。今日は、時間がないのでお話しするこ
とは出来ませんが、ペテロの頭の中にあった「復
活のキリストの姿」を想像することは、私たちの
信仰の質を向上するイメージ・トレーニングだと
私は信じています。

ここには、罪の赦しのために、イエス様が、死
んでくださったことだけでなく、私たちのため
に、「とりなして」くださっていることが書かれ
ています。この私たちとは、誰のことでしょう
か？

それは、教会の各器官である私、皆さんの

ことです。神の右の座におられるイエス様は、私
たちの教会のために「とりなし」てくださってい
るのです。
先に紹介した AG 教団の最新メッセージには、次
のようなことも追加されています。

⑴ 各教会の礼拝・諸集会の開催・出席の是非につ
いて
− 各教会の礼拝・諸集会の開催や中止について、
信徒の皆様は各教会の主管者、担任教師、役員会
の議を経た決定を尊重し、祈りつつ実行してくだ
さい。
− 最終的な礼拝出席の是非に関しては個人の判断
（信仰）を尊重します。

4
− 教会での礼拝を中止する場合は、教会員が家で

ビデオは、新宿の某ビルの中にあるクリニック

も礼拝が捧げられるよう努力してください。賛

に、元気ではいってゆく姿です。5/10 のネット礼

美、祈り、・・、文書やメール、ネット配信等、

拝では、「一声メッセージ」ビデオの第三回を録

様々な形でメッセージが提供できるように努めて

画してアップする予定です。

ください。
もう一度、今日のみことばをお読みします。
ネット礼拝に様々な理由で、参加できない方々
もおられます。連絡係の方は、郵送、または、手

1 ペテロ

渡しでメッセージの原稿を届けています。生き生

一ペト 1:3 わたしたちの主イエス・キリストの父

きとした奉仕に感謝申し上げます。

である神が、ほめたたえられますように。神は豊
．．．．．．．
かな憐れみにより、わたしたちを新たに生まれさ
．
せ、死者の中からのイエス・キリストの復活によ
．．．．．．．．．
って、生き生きとした希望を与え、

さあ、ここで、皆さんと賛美を致しましょう。

(^^♪「霊に燃え主に仕えよ」です。一番の歌詞
だけを歌いましょう。

(^^♪ 花咲く野原のように

生き生きイエスに

つかえよ
(^^♪ 恵みとビジョンをにぎり

炎と燃えた心

で
※
(^^♪ 霊に燃え
(^^♪ その報いは

主に仕えよ

×3

とこしえ

お祈りをします。

このライブの後で、山田牧師の「近況報告」ビデ
オをご覧ください。

今週、山田牧師は、体調管理のために箇所の病院
に行かなければなりませんでした。ですので、
「一声メッセージ」の録画は出来ませんでした。
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