
2010.11.14 Tucson          「聖霊に励まされて前進する」            使徒Acts 9：31 
       “Encouraged by the Holy Spirit”            
 
私たちはこれまでに「教会とは」というテーマのもとで、合計4回のメッセージを見てきました。初めに教会は主イエ
スの教会であるということを見ました。その主イエスの教会は、キリストをかしらとするキリストのからだとして存

在しています。教会はキリストのことばに留まることによって、真理の柱また土台として建てられています。また教

会はキリストと神の国を代表するキリストの使節として、「和解の務め」という大切な使命のために選ばれた者です。 
 
So far I have given 4 messages based on the theme 'What is the church?'.  First, we have learned that the church is the 
church of the Lord Jesus.  His church exists as His body, whose head is Christ.  When the church abides in word of 
Christ, it is built as a foundation or a pillar of the truth.  The church is also a chosen instrument for 'reconciliation' as an 
ambassador of Christ, representing the kingdom of God and Christ. 
 
教会は「生ける神の教会」（�テモテ3:15）です。教会は生きものです。ですから、教会には神のいのちが満ちており、
川の流れのように常に動きがあります。教会がいつも同じ状態であり続けるといったことはありません。今日のテキ

ストに「聖霊に励まされて前進し続けた」とあるように、生ける神の教会は聖霊の励ましを受けて前進していくのです

。それが教会を建てられた神様の御心であり、主はこれまで聖霊の励ましをもってご自分の教会を導いてこられまし

た。聖霊の励ましを受けて教会が結んできた実が私たちクリスチャンであり、今日世界中にある一つの主の教会です

。 
 
It is 'the church of the living God' (1 Timothy 3:15).  It is alive.  Therefore, it is filled with the life of God and always 
flowing like the river.  It never stays in the same way.  Just as today's verse says that it is 'encouraged by the Holy 
Spirit, it grew in numbers,' the church of the living God will grow, encouraged by the Holy Spirit.  That's the will of God, 
who built the church.  The Lord has been guiding His church by encouraging it through the Holy Spirit.  The fruit that 
came from the church which was encouraged by the Holy Spirit was us Christians, and God's universal Church we see 
today all over the world. 
 
では、その「聖霊の励まし」とは、教会がどのような状態にある時に受けられるものなのでしょうか？聖霊の励ましは

いつでも、どのような状態においても、受けられるものなのでしょうか？テキストを見ると、「聖霊に励まされて」の

前に「主を恐れかしこみ」とあります。聖霊の励ましは、教会が主を恐れかしこむところに与えられるのです。という

ことは、「主を恐れかしこむ」ことが教会にとってどれだけ大切なことであるかがわかると思います。 

 

Then, when do we receive such 'encouragement by the Holy Spirit'?  Can we receive it under any circumstances?  
Look at the today's verse again.  After '..encouraged by the Holy Spirit', it also says 'living in the fear of the Lord'.  The 
church receives the encouragement of the Holy Spirit when it lives in the fear of the Lord.  This tells us how important it 
is for the church to 'live in the fear of the Lord'. 
 

「主を恐れかしこむ」とはどういうことでしょうか？それは第一に主の前にへりくだることです。第一ペテロ5章5節に

「神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる」とあります。神様はご自分の前に高ぶる者ではなく、へ

りくだる者に目を留められます。ですから、教会が主の前にへりくだることを忘れ、自分自身を誇る時に、聖霊の励

ましが教会に臨むことはありません。教会がへりくだるとは、もちろん個々のクリスチャンが主の前にへりくだるこ

とを意味しています。 

 

What does it mean to 'live in the fear of the Lord'?  First of all, it means to be humble before the Lord.  1 Peter 5:5 says 
“God opposes the proud but gives grace to the humble.”  God looks on not the proud in the presence of Him, but the 
one who humbles himself.  Therefore, if the church forgets to be humble and being proud of itself, it cannot receive the 
encouragement of the Holy Spirit.  Humbled church means, of course, for each Christian within the church to humble 
himself before the Lord. 
 

主イエスは、「心の貧しい者は幸いです」（マタイ5:3）と言われましたが、心の貧しい者とは、心砕かれた者、へりく

だった心をもつ人のことです。神様以外に本当の救いはないことを知っている人のことです。そういう人に神様は目

を注がれるのです。しかし、自分を知者、または正しい者だと考えて、神様の前に自分を誇る者を主はさげすまれる

のです。聖霊の励ましは、主の目に自らを低くし、主を仰ぎ見る教会の上に臨みます。 

 

Jesus said, “Blessed are the poor in spirit” (Matthew 5:3).  The poor in spirit are those whose heart was broken and 
humbled.  They know there's no other salvation besides God.  God looks onto such people.  However, He opposes 



those who are proud before Him because they think they're wise and righteous.  The Holy Spirit encourages those who 
are humble, and those who look upon the Lord. 
 

「主を恐れることは悪を憎むことである」（箴言8：13）、「主を恐れて、悪から離れよ」（箴言3:７）とは、それぞれ

箴言の御言葉です。「主を恐れかしこむ」とは悪を憎み、悪から離れることです。なぜそうなのでしょうか？答えは簡

単です。主が悪を憎まれるお方だからです。主は義なる方ですから、悪ではなく、公義と正義を愛されます。ですか

ら、もし教会のうちに偽りや不正といった悪があるならば、神様は励ましではなく、聖霊による罪の指摘をされるの

です。つまり、神様はご自分の教会を悪から守るために、聖霊を通して罪を示されるのです。罪を指摘されることは

誰にとっても嬉しいことではありませんが、聖霊の啓示を受けて悪から離れようとする者のうちに聖霊の助けは臨み

ます。 

 

“To fear the Lord is to hate evil” (Proverbs 8:13), “fear the Lord and shun evil”(Proverbs 3:7).  To 'live in the fear of the 
Lord' is to hate and shun evil.  Why?  It's easy to answer this question.  It is because the Lord hates evil.  He is 
righteous, therefore He loves righteous, not evil.  If there was evil such as unrighteous or dishonesty, He would not give 
us the encouragement but point out the sin through the Holy Spirit.  In short, He reveals the church's sin through the 
Holy Spirit to protect His church from evil.  It is not pleasant to be pointed out our sin, but if we try to shun evil when 
shown by the Holy Spirit, He will give us an encouragement. 
 

主イエスは、パリサイ人のパン種に注意するようにと言われましたが、教会はうちに悪のパン種が入り込んで、それ

が大きく膨んでしまうことのないようにいつも注意していなくてはいけません。真理のみことばにしっかりと立つこ

とによって、何が主に喜ばれることか、またそうでないかを見極める力を養うことが大切です。そのようにして教会

が悪はどんな悪でも憎み、そこから離れようとする時、聖霊は大いなる励ましをもって教会を助けてくださるのです

。 

Jesus told His disciples to be careful of the yeast of Pharisees.  The church needs to be careful so that the yeast of evil 
invades it to influence negatively.  It is important to stand on the word of truth and have a discernment of what is 
pleasing to the Lord or not.  When the church hates evil and tries to depart from it, the Holy Spirit helps the church with 
great encouragement. 
 

イザヤ59章1‐2節には「見よ。主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて、聞こえないのではない。あな

たがたの咎が、あなたがたと、あなたがたの神との仕切りとなり、あなたがたの罪が御顔を隠させ、聞いてくださら

ないようにしたのだ」とあります。主を恐れかしこむとは、悪を憎み、悪から離れることです。そこに聖霊の励ましは

あります。 

 

Isaiah 59:1-2 says “Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear.  But your iniquities 
have separated you from your God: your sins have hidden his face from you, so that he will not hear.”  To live in the fear 
of the Lord is to hate evil and depart from it.  Then you can receive the encouragement of the Holy Spirit. 
 
次に、「主に信頼する」ということを見ます。詩篇115篇11節を開いてください。「主を恐れる者たちよ。主に信頼せ

よ。この方こそ、彼らの助け、また盾である」。もし主がただ怖いだけの方で、愛とは無関係の方だとしたらどうでし

ょうか？主を恐れることが、恐怖心からただ怯えるようなことになってしまいます。もし主が私たちのうちに一つで

も悪を見出すなら、恐ろしい罰を与えるという方なら、どうでしょうか？私たちはいつもさばきを恐れてビクビクし

ていないといけません。そのような状態のところに愛、喜び、平安といった聖霊の実が結ばれるはずがありません。 

Now, let's look at 'trust in the Lord'.  Please open your Bible to Psalm 115:11; “You who fear him, trust in the Lord- he is 
their help and shield.”  What if the Lord was just fearsome and not loving?  Then, to fear Him would be just to be afraid 
of Him because we were so scared.  What if the Lord punished us harshly when He found even one evil in us?  We 
would always have to be scared of His judgment.  There's no way that kind of situation produces the fruit of the Holy 
Spirit, such as love, joy, and peace. 
 

ここで「主を恐れる者たちよ。主に信頼せよ」と呼びかけられているということは、主なる神が私たちが信頼するにふ

さわしいお方であるということです。主はご自分に信頼する者を決して見放さず、見捨てることをなされません。む

しろ、その者とともにいて、天からの助けをもって守って下さるのです。ですから、主によって贖われ、主のものと

された私たちが主に信頼し続けるならば、そこに聖霊の励ましが豊かに臨むのです。 

 

Psalm tells us “You who fear him, trust in the Lord”.  This means that the Lord God is worthy of our trust.  The Lord 
never abandons those who trust in Him.  Rather, He will be with them to protect them with the help from above.  We 
were redeemed by Him and were made into His possession.  If we continue to trust in the Lord, the Holy Spirit will 



abundantly encourage us.  
 

最後に、主を恐れかしこむとは、主の恵みを待ち望むことであるということを見ます。詩篇33篇18節、「見よ。主の目

は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に」。ここで「恵み」と訳されている言葉は、他の訳では「いつく

しみ」となっています。聖書では、「恵み」と「いつくしみ」とが一つセットになってでてくることがあります。それ

は「恵み」と「いつくしみ」とが主の愛から出てくるものだからです。主はその恵みといつくしみを待ち望む者に応え

てくださるお方です。私たちはそのことを実際の体験を通して知ることができるのです。 

 

Lastly, let's look at that to live in the fear of the Lord means to have hope in his blessings.  Psalm 33:18 says “But the 
eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love”   For some translations, the 
word 'unfailing love' is translated as 'blessing'.  In the Bible, we often see 'blessing' and 'unfailing love' in the same 
context.   It's because they both originate from the love of the Lord.  He is the one always responds to those who wait 
upon his blessing and unfailing love.  We know this through our experience in our faith. 
 
 
主イエスはこのように私たちに約束しておられます。「あなたがたがわたしにとどまり、わたしのことばがあなたがた

にとどまるなら、何でもあなたがたのほしいものを求めなさい。そうすれば、あなたがたのためにそれがかなえられ

ます」（ヨハネ15：7）。主は私たちを愛して下さっているゆえに、私たちに良いものを与えてくださいます。「何でも
」というのは、文字通り、何でもです。それは物質に限らず、私たちがどうすることもできない孤独、悲しみ、苦しみ

、不安といったあらゆる問題に至るまで、主はいつくしもをもって解決を与えて下さるのです。ですから、この主に

信頼し、その恵みを待ち望むなら、決して失望に終わることはありません。主はそのように主を恐れる人、その恵み

を待ち望む者に聖霊の励ましを与えて下さるのです。 
 
Jesus promised us; “If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you.” 
(John 15:7)  Because the Lord loves us, He will give us good things.  'Whatever' is, literary, whatever.  Not only He 
meets our materialistic needs, with His love, He also gives us the answers to our problems, such as our loneliness, 
sadness, suffering, anxiety.  As long as we trust in the Lord and wait upon His blessing, we will never be disappointed.  
To those who fear the Lord, or wait upon Him, He will give them the encouragement through the Holy Spirit. 
 
 
教会が主を恐れかしこむ時、それは祈りの姿となって現れます。なぜなら、祈りを通して、私たちは主の前にへりく

だることを学ぶからです。祈りは私たちを悪から離れる信仰の決断へと導きます。祈りを通して、主への信頼は強め

られ、私たちは恵みが与えられる前に、すでにそれが与えられたという確信をいただくことができるのです。そのよ

うに祈りはいよいよ私たちを主を待ち望む者へと造り変えてくれるのです。十字架の死後、よみがえられ、まもなく

天に昇ろうとしておられた主イエスから聖霊の約束を受けた弟子たちは、ともに集まり、熱心に祈っていました。聖

霊はその彼らのうちに下られたのです。同じように、教会がともに祈るならば、そこに聖霊の励ましは臨むのです。 

 

When the church lives in the fear of the Lord, we often pray.  Through the prayer, we can learn how to be humble before 
the Lord.  Prayer leads us to make a decision to depart from evil.  Through the prayer, our faith in the Lord is 
strengthened, and we receive the assurance from Him even before it is given that it will be given.  That's how the prayer 
transforms us to wait upon Him.  Jesus' disciples gathered and prayed eagerly after Jesus promised them the Holy 
Spirit as He was taken up to heaven after his death on the cross and resurrection.  Then, the Holy Spirit came down on 
them.  In the same way, if the people of the church pray together, the Holy Spirit will come down to encourage them. 
 

 

聖霊の励ましは、私たちのすぐ近くにあります。主の前にへりくだり、悪から離れ、主に信頼し、主の恵みを待ち望

むところに聖霊は豊かに臨んでくださるのです。聖霊の励ましを受ける時、教会は前進していきます。私たちは初代

教会のように、一度に三千人が救われるというような出来事を体験することはないかも知れません。しかし、聖霊の

励ましによって教会が前進し続けるならば、そこに新しく救われる人々は起こされていくのです。 

 

The Holy Spirit's encouragement is all around us.  When we humble before the Lord, depart from the evil, trust in the 
Lord and wait upon His blessing, The Holy Spirit will come down abundantly.  When we are encouraged by the Holy 
Spirit, the church grows.  We may not experience the salvation of 3,000 people at once, as it had happened at the early 
church.  However, if the church grows through the encouragement of the Holy Spirit, there will be more people who are 
going to be saved. 
 



 

最後に、ある聖書の箇所を開いて終わりにします。これまで私たちは「教会とは何か」ということを見てきました。し

かし、今回見てきたのは一部分でしかありません。そういう意味でも、このテーマを終えるに当たり、もう一つ大切

なことに触れておきたいと思います。それは私たち教会が羊の群れのようであるということです。 

 

As I close, I would like us to look up another verse from the Bible.  My message series' theme was 'What is the church?'  
However, what we had looked into were just a tip of the iceberg of that topic.  As I finish this series, I would like to touch 
on this important truth; the church is like a herd of sheep. 
 

羊という動物は、頑固で、目が悪く（近視眼）、外敵から自分を守ることができず、一度転んだら、なかなか起き

上がれません。食べすぎで死んでしまうこともあるそうです。ですから、そんな羊が生きていくためには飼い主であ

る牧者が必要なのです。これを愛し、養い、守り、導いてくれる牧者の存在が羊の群れには絶対に欠かせません。主

イエス・キリストは、私たち羊の群れである教会の飼い主であり、大牧者です。この方が私たち教会を愛し、養い、

守り、導いて下さいます。私たちはそのことをもう一度深く覚えさせていただこうではありませんか。 

 

Sheep is stubborn, have a bad eyesight, very vulnerable.  Once they fell, it's hard for them to get up.  Sometimes they 
die because they ate too much.  That's why they need a shepherd, who loves and takes care of them, protects and 
leads them.  The Lord Jesus Christ is the Shepherd of the church.  He loves us, takes care of us, protects and leads 
us.  Let us not forget this truth. 
 

詩篇23篇。「主は私の羊飼い。私は、乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、いこいの水の

ほとりに伴われます。主は私のたましいを生き返らせ、御名のために、私を義の道に導かれます。たとい、死の陰の

谷を歩くことがあっても、私はわざわいを恐れません。あなたが私とともにおられますから。あなたのむちとあなた

の杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事をととのえ、私の頭に油をそそいでくださいま

す。私の杯は、あふれています。まことに、私のいのちの日の限り、いつくしみと恵みとが、私を追って来るでしょ

う。私は、いつまでも、主の家に住まいましょう」。 

 

Psalm 23 “The Lord is my shepherd, I shall not be in want.  He makes me lie down in green pastures, he leads me 
beside quiet waters, he restores my soul, He guides me in paths of righteousness for his name's sake.  Even though I 
walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they 
comfort me.  You prepare a table before me in the presence of my enemies.  You anoint my head with oil; my cup 
overflows.  Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord 
forever.” 


