2017 年 2 月 19 日 礼拝メッセージ
聖書：使徒の働き 7 章 51〜60 節
説教：神の右に立つイエス
あらすじ

神は、
正しい者がこのような目にあっている

二千年前、
エルサレムに建てられた最初の

のに助けないのか。
そして彼が最期に語った

教会では、
貧しいやもめのために食事の支援

ことばも疑問です。
「主よ。この罪を彼らに

の働きをしておりました。
その責任者に選ば

負わせないでください。
」自分を殺そうとす

れたのがステパノという人です。彼は、ギリ

る者のために、
どうしてこんなことが言える

シャ語を話すユダヤ人の所に出向いて支援

のか。そのことを考えてまいります。

活動をしながらご近所の人たちにキリスト
を伝道します。
ところがダヤ人たちは気にい

１ いつも聖霊に逆らっている

りません。とうとう彼を捕まえて、裁判所に

１）父祖たち

訴えてしまいます。起訴理由はこうでした。

まず 51，52 節のステパノのことばから考

自分たちが先祖から大切にしている神殿を

えます。
「あなたがたは父祖たちと同様に、

こわしてモーセの律法を変えるようなこと

いつも聖霊に逆らっているのです。
あなたが

を堂々と民衆に語っている。
彼は神に逆らう

たの父祖たちが迫害しなかった預言者が誰

危険なテロリストである。

かあったでしょうか。
」

この訴えに対しステパノは、
ユダヤ人たち

モーセは神から遣わされて、
エジプトで苦

も信じている旧約聖書を開いて、
聖書が神を

しむイスラエル人を救い出し、
ことあるごと

礼拝することや神殿のことについてどう教

に神のことばを人々に語り教えました。
とこ

えているのかを語っていきます。
結論はこう

ろが、
人々はつらいことや苦しいことが起き

です。
イザヤという預言者ははっきり語った。

るとすぐにモーセに逆らい、
あるときは金の

「神は人の手でつくったものには住まな

子牛の象をつくってそれを拝み、
お祭り騒ぎ

い。
」つまり神は建物の神殿の中におられる

をし、神の怒りに触れることもありました。

のではない、ということです。

先ほどふれた預言者イザヤは最期はのこぎ

ユダヤ人は、
神殿のなかに神が御臨在して

りでからだを引かれて殉教したと伝えられ

いると信じていましたから、
建物の神殿をこ

ています。またエレミヤという預言者は、

わすなどとても許せる話ではありません。
と

人々が聞きたくないことばを語ったために、

ころが聖書をよく読んだら神は神殿におら

穴に投げ込まれたました。

れないとある。
ということは神殿をこわす話
をしたからと言って神に逆らうことにはな

２）あなたがた

らない。それが前回までのあらすじです。

ステパノに言われるまでもなく、
ユダヤ人

今日の箇所ではそのステパノが殺されて

たちは父祖たちが預言者たちにひどいこと

いきます。いろいろ疑問が湧きます。正しい

を繰り返してきたことを知っています。
それ

ことを主張したのになぜ彼は殺されるのか。

は間違っていたということも学んでいます。
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そうしたらどうなりますか。
反省するわけで

のが見えます。
」人の子とは、イエス・キリ

す。
自分たちは父祖たちと同じ過ちを繰り返

ストのことです。
それが見えているのはステ

してはいけない。父祖たちは愚かだったが、

パノだけです。
ほかの人には見えていません。

自分たちは違う。
神殿で礼拝をきちんと守ら

ひねくれた言い方かもしれませんが、
何も証

なければならないと熱心に人々に教えてい

拠がありませんから嘘であるかもしれませ

きます。ですから、神殿をこわすとは何事か

ん。このままでは、ステパノのことばはすべ

と彼らが怒る理由はそれなりにあるのです。

てでたらめだと言われても、
反論できません。

でも熱心であればすべてが正しいわけでは
ありません。

２）主よ。この罪を彼らに負わせないでくだ

ステパノはこう言いました。52 節後半、53

さい。

節。
「今あなたがたが、この正しい方を裏切

では次のことばはどうでしょう。60 節。

る者、殺す者となりました。あなたがたは、

「主よ。
この罪を彼らに負わせないでくださ

御使いによって定められた律法を受けたが、

い。
」このステパノの祈りは、主イエスが十

それを守ったことがありません。
」

字架の上で祈ったことばにほぼ似ています。

絶対に父祖たちのようはことはしない。
こ

「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何

れがユダヤ人たちの誇りでした。
ところがス

をしているのか自分でわからないのです。
」

テパノは、
あなたがたは父祖たちと同じよう

(ルカ 23 章 34 節）主イエスは自分を殺そう

に、
正しい者を裏切り、
殺したと指摘します。

とするもののために祈っておられました。

いったいだれのことでしょう。
モーセはこう

なぜステパノはイエスと同じ祈りができ

語っていました。37 節。
「神はあなたがたの

たのでしょう。
ステパノが聖霊に満たされて

ために、私のようなひとりの預言者を、あな

いたからでしょうか。
すばらしい信仰者だっ

たがたの兄弟たちの中からお立てになる。
」

たからでしょうか。それもあるでしょう。で

もしこれがイエス・キリストを指すのであ

も、ただそれだけだったのか。

れば、
確かにユダヤ人たちは正しい方を裏切

無罪である自分、
殺される理由など一つも

り、殺したことになります。でもユダヤ人た

ないはずなのに、
それでも殺そうとする人た

ちは認めません。
いったいどちらが本当なの

ちのためにこんな祈りができるのでしょう

でしょう。
ステパノは正しいことを語ったの

か。
少なくとも私にはとてもできそうにあり

か、それとも間違ったことを語ったのか。ど

ません。

うすればわかるのでしょうか。
３ イエス・キリスト
２ ステパノ

１）神の右に立つ

１）天が開けて、人の子が神の右に立ってい

ステパノは天を見上げて、人の子、すなわ

るのが見える

ちイエス・キリストが神の右に立っておられ

ステパノが殉教する直前に語った二つの

ると証言しました。

ことばに注目します。56 節。
「見なさい。天

そのイエス・キリストは十字架で殺されま

が開けて、
人の子が神の右に立っておられる

した。それをみなが見ています。そのなきが
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らは墓におさめられました。
墓の前に番兵が

架で投げ捨てるまでして、
すべての人の罪を

立っています。
だれも盗み出すことはできま

赦そうとする方です。
その方の御顔が見えま

せん。ところが日曜日の朝、墓に行ってみた

した。そうしたら何が起こるでしょう。ステ

らなきがらはなくなっています。
イエスは墓

パノの中に大きな変化が起きたのではない

からよみがえられ、四十日間、弟子たちの前

ですか。

に現れ、その後、天に上げられていったと十

それまでは人を憎む心で一杯でした。
悔し

二人の使徒たちが証言しました。
天に上げら

さで混乱していました。
でもいますべてこと

れたのですから、
天を見上げたら主がそこに

は霧が晴れるようになくなり、
光が射し込ん

立っていたのが見えた、
ということは一応辻

でいます。人の罪を赦す光が満ちてきます。

褄が合います。

人を憎むのではなく、
たとえ自分を殺そうと

でも、
それを聞いて多くの人たちは言うで

する者さえをも慈しむ、
愛おしく思える心が

しょう。
「そんなことなどありえない。
嘘だ。

与えられていきます。
ステパノは苦しみの中

作り話だ。誰も証明できないじゃないか。
」

で、主の愛をまざまざと味わっていきます。
だから、あのように祈れたのではないか。決

２）人の罪を赦す

して自分の力で祈ったのではない。
主の励ま

イエス・キリストは、人々を救うために来

しがあったから自然に祈れた。
そう思うので

られたはずなのに、人々から憎まれ、ねたま

す。

れ、最期は十字架に追いやられました。十字

主は本当によみがえったのか。
主は本当に

架の周りには怒りに満ちた人々が立ってい

天に上げられたのか。
ステパノは本当に見た

て、こう叫びます。
「人を救うというのなら

のか。多くの人は、誰も証明できないと言い

まず自分を救ってみろ。
」
「神の子であるなら、

ます。

十字架から降りてこい。
」好き勝手なことを

でもステパノのことばが証ししているの

叫ぶ人々の声の真ん中に十字架は立ってい

ではないですか。
死の間際に嘘をつく人がい

ます。その十字架の下では、イエスの下着が

るでしょうか。
信仰者のふりをして体裁を整

欲しくてローマ兵が賭け事をしています。
主

えようとする人がいるでしょうか。
そんな余

は、そのような人たちのために祈りました。

裕はありません。むしろ、その人のすべてが

「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何

洗いざらい出て来るときです。ならば、ステ

をしているのか自分でわからないのです。
」

パノのことばは真実であるということにな

ステパノの周りには、
自分を憎む者が石を

らないでしょうか。

手にして歯ぎしりしています。
それを見たら、
怒りと悔しさ、そして恐怖で一杯です。とて

３）主にお会いするとき

も人を赦すことなどできそうにもありませ

旧約にダビデという信仰者が出てきます。

ん。

自分を殺そうとする者を赦さなければなら

でも、ステパノが天を見上げたとき、神の

ない。そのことで非常に苦しんだ人です。ダ

右に立っておられるイエスを本当に見たの

ビデでさえ苦しんだのですから、
まして私た

ならどうでしょうか。
ご自分のいのちを十字

ちが苦しむのは当然です。
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先ほど私たちは主の祈りをいたしました。

姿から教えられていきます。

そこにはこうあります。
「私たちの負い目を
お赦しください。
私たちも私たちに負い目の
ある人たちを赦しました。
」本当に赦してい
るのでしょうか。そこだけ声が小さくなる。
これが私たちではないか。
まして自分に石を
投げつけて殺そうとする者の罪の赦しを祈
れません。これが私たちの現実です。
いったいいつ人を赦せるのでしょうか。
赦
せないまま死んでいくのか。
赦せない心で苦
しんでいる自分を、
神はどう思っておられる
のか。何もしてくれない。そう思ってしまい
ます。
でも今日教えられます。
私たちはやがて主
にお会いすることができます。
その主の御顔
を見たとき、私たちは自分の力ではなく、主
の光をいただいて、
人を赦すようになってく。
いや、
人を憎んでいたことさえ忘れてしまう。
おそらく主にで会うとはそういうことなの
だろうと思います。
世の人々は、死はすべての終わりで、何も
なくなってただ灰になるだけと思っていま
す。でもステパノは言いました。
「主イエス
よ。わたしの霊をお受けください。
」死は終
わりではないのです。
死の先に主がおられま
す。もしそれが信じられるなら、今のこの時
はどのようになるでしょう。
確かに苦しみは
目の前にあるかもしれない。
解決されない問
題があるかもしれない。
神は何もしてくれな
いと不満をぶつけたくなるでしょう。でも、
神は既にあなたのためにしておられたので
す。十字架で、罪人である私たちのために
祈ってくださっておられました。
私たちがま
だ主に出会う前に、
いのちを捨ててください
ました。
それが真実であることを、
今朝ステパノの

4

