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感謝の 50 年、栄光の 50 年

　月間「信仰界」（韓国版しなんげ）が創刊 50 周年を迎えました。

インマヌエルである主が、50 年の歳月を共にしてくださいまし

た。エベネゼルである主が、文書宣教の道をここまで導いてこ

られました。信仰界を立たせ、守り、導いてくださる主に栄光

を捧げます。また、「信仰界」が、1 号も欠かさず 50 年間たゆ

まず発刊してこられたのは、読者の皆さまの祈りと声援、励ま

しがあったことを告白します。読者の皆さまの前向きな愛がな

ければ、「信仰界」は、今まで存続できなかったはずです。読者

の皆さまの愛に、心より感謝申し上げます。主の恵み、読者の

皆さまの愛を常に大事にし、初心を忘れず、それこそ初めて発

刊した時の使命と感激を常に大事にしながら、使命の道を進み

ます。「神はわれらを生きながらえさせ、われらの足のすべるの

をゆるされない。」（詩篇 66：9）

イ・ヨンフン 牧師

　「信仰界」は、急変する時代と共にしてきました。1967 年、

荒廃した社会、人々に希望がなく、苦しんでいた時に、チョウ・

ヨンギ牧師が福音によって魂を救い、真理によって希望の光を

伝えるため、信仰月刊誌を創刊しました。以後「信仰界」は、

韓国教会と牧会者、そして信徒の過分な愛を受け、差別と警戒

を超越し、これまでの文書宣教の道を歩んできました。雨風に

耐え、半世紀の年輪を重ねた「信仰界」は、今後文書宣教のア

イデンティティを確固たるものにする中で、より内容豊富に、

美麗な編集で、読者の皆さまに近づいていきます。より明るい

真理の灯、希望の灯を高く掲げます。そして、読者の皆さまと

共に泣き、共に笑いながら、栄光の 50 年を喜びとし、誇りをもっ

て進んでいきます。主に栄光を捧げます。読者の皆さま、あり

がとうございます。†
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　＜しなんげ＞が創刊 50 周年を迎えた。1967 年 2 月の創刊号

から＜しなんげ＞は韓国基督教界、更には世界基督教の大衆誌

として、聖徒達の信仰生活の教養誌、そして信じてない人々へ

の伝道誌の役割まで担うことを目指して、作られた。去る 50 年

間、1 回も休まず発刊された＜しなんげ＞は、名実共に基督教

総合月刊誌として、現代韓国教会史の歴史を忠実に書き下ろし

ている。

＜しなんげ＞創刊 50 周年を迎え、創立者であるヨイド純福音教

会チョウ・ヨンギ元老牧師と現在＜しなんげ＞の発行者である

ヨイド純福音教会担任牧師、イ・ヨンフン牧師に会って、＜し

なんげ＞に対する所懐と願いを伺った。

■＜しなんげ＞が今年、創刊 50 周年を迎えました。チョウ・ヨンギ

元老牧師は、＜しなんげ＞を最初創刊した方として感懐深いだろう

と思います。

　チョウ・ヨンギ元老牧師　＜しなんげ＞を始めてから毎月＜

しなんげ＞の赤字をうずめるために大変だったのを思い出しま

す。更に当時は純福音教会と聖霊運動に対して理解が不足して

いた時だったから、一部の別の教派の雑誌から＜しなんげ＞が

誤解されて困っていたり、廃刊の危機に直面したりもしました。

その時、私達の教会のチャ・イルソク長老（前ソウル市副市長）

が立ち上がって、堂会で廃刊しようとしていたのを引き続き発

行するように助けて下さいました。そんな＜しなんげ＞が創刊

50 周年を迎えるというのは、まさに感無量です。

■いつのまにか＜しなんげ＞は、世界至る所で出会える信仰の雑誌

として、救いの灯台の役割を担うまで成長しました。元老牧師は＜

信
し な ん げ

仰界 50 周年インタビュー

■	チョウ・ヨンギ　ヨイド純福音教会元老牧師
17 歳に肺結核を患って死を目前にしていたが、神様に出会って奇跡

的に癒された。以後、福音伝播に献身、ソウル・大
デ ゾ ド ン

棗洞の天幕教会

で 5人の聖徒から始まって、ヨイド純福音教会が世界最大の教会へ

成長するのに用いられた。海外に行って韓国から来ましたと言うと、

「ヨンギ・チョウを知っているか」という質問を多く受ける程、韓国

を代表する世界的な牧師、チョウ・ヨンギ牧師は五旬節の聖霊運動

を主導して、全世界教会の霊的更新と成長に莫大な影響を及ぼした。

現在、霊山チョウ・ヨンギ慈善財団理事長として、苦難と困難に処

している隣人にイエス様の愛を伝え、仕えることに献身している。

■	イ・ヨンフン　ヨイド純福音教会担任牧師
ヨイド純福音教会2代目の担任牧師、4代目の基督教の家で生まれて、

延世大学と韓世大学、連合神学大学院を卒業した後、アメリカのウェ

ストミンスター神学大学院で修士課程 (Th.M.) を修了して、テンプル

大学で宗教哲学修士学位 (M.A.) と博士学位 (Ph.D.) を取得した。平素、

熱情的な霊性と合理的な知性、人格的で温厚な品性で教会内外から

信頼が厚く、チョウ・ヨンギ牧師の牧会と霊性を継承、発展させて

五旬節聖霊運動と聖霊充満の調和、仕えと分かち合いの実践、世界

宣教と教会連合運動に注力している。現在、韓国基督教総連合会代

表会長、（社）NGO	Good	People 理事長、純福音宣教会理事長など

で活動して、韓国教会と隣人に仕えている。

絶対肯定の信仰から
社会を変える力が出ます

-5 -- 4 -



しなんげ＞を最初、どのような志

を持って作ったでしょうか。

　チョウ・ヨンギ元老牧師　既

に五旬節の信仰が全世界に広

まっていますが、それを返って、

発展させるメディアがないこと

が残念でした。それで牧師から

平信徒に至るまで、みな五旬節

の信仰を体験出来るようにした

いという願いから＜しなんげ＞

を出刊しました。

■＜しなんげ＞を見ながら育って来られたイ・ヨンフン牧師は現在、

＜しなんげ＞の発行人です。＜しなんげ＞に絡んだ思い出と所感を

聞かせて下さい。

　イ・ヨンフン牧師　私はチョウ・ヨンギ元老牧師をお供して

53 年目です。元老牧師が＜しなんげ＞を最初作られた時、草創

期編集長がヤン・テフン牧師でしたが、私達の教会学校の校長

先生でもありました。それで、＜しなんげ＞に関心が多く、読

み物が不足していた時代だったから、毎月＜しなんげ＞の発売

日を待っていました。チェ・ジャシル牧師の「私の牧会の余話」

が＜しなんげ＞に連載されていたのを憶えていますし、＜しな

んげ＞を通して元老牧師がどのようにデゾ洞で働き始めたのか

も分かることが出来ました。＜しなんげ＞は全ての聖徒に信仰

のアイデンティティ、純福音教会のルーツ、チョウ・ヨンギ元

老牧師の牧会ミッションの出発の事や、どのようにここまで来

たかを学ぶことが出来て、体験出来る切掛けとなりました。

■お二方の牧会哲学と座右銘、好きな聖書の箇所、賛美歌があ

れば、聞かせて下さい。

　チョウ・ヨンギ元老牧師　五重福音 1)、三拍子祝福 2)、4 次元

の霊性 3) は私の神学的根源であり、説教の材料です。また、イ・

ヨンフン牧師の絶対肯定の信仰に感動を受けて、私は教会成長

について語る度に、絶対信仰、絶対肯定で臨まないと、教会は

生かされなく、発展出来ないと主張するようになりました。

　私は霊・魂・肉、この三拍子が祝福を受けて自身も生かされて、

他の人も生かす事が出来ると思います。イ・ヨンフン牧師がセ

ウォル号事故で落ち込んでいた安山市民を励ますために安山在

来市場に 11 回も訪問しましたが、これは韓国教会のリーダーと

して、たましいが恵まれ、すべてのことに恵まれる様にお見せ

した見本であります。

　イ・ヨンフン牧師　聖霊を受けて、信仰が絶対肯定に変わり

ました。元老牧師は西大門聖殿の時、説教されたのを集めて発

行した本の中で＜信仰とは何か＞があります。この本を通じて、

信仰は結局聖霊充満を維持する

唯一の道であるのを知りました。

「4 次元の霊性」と解釈され、表

1) 新生の福音（ヨハネ 3:16）、聖霊充満の福音
（使 :8）、癒しの福音（マルコ 16:17-18）、祝福

の福音（Ⅱコリント 8:9、ガラテヤ 3:13-14）、
再臨の福音（Ⅰテサロニケ 4:16、黙示録 21:1、
黙示録 22:5）
2) 三拍子の祝福は五重福音の実践編である（Ⅲ
ヨハネ 1:2）。たましいが恵まれ、すべてのこと
に恵まれ、健やかである生活
3) 考え、信仰、夢、言葉、4 次元の霊性が 3 次
元を変化させる
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とも、信仰生活をすることも出来ず、もしそのようにしたら、

監獄に行くか、命が脅かされるほど大変で苦しい時代でした。

マーティン・ルタは、ただ信仰によってこの偉大な使命を担っ

た方ですから、感謝して尊敬しています。私達はこのような信

仰の先祖に対する感謝を忘れてはいけません。

　イ・ヨンフン牧師　宗教儀式主義、律法主義、過去中心の教

会が御言葉中心の教会へ変わって、聖霊の御業が強く現れまし

たが、それが使徒の働き的教会の姿だと思います。ヨイド純福

音教会が去る 59 年間強調したのは、使徒の働き的教会の再現、

要するに御言葉運動と聖霊運動が一つになって、社会を変えよ

うとしましたが、これが宗教改革 500 周年を迎えて更に火のよ

うに燃え上がらなければなりません。

■最後に、大変で苦しい時代を生きる私達は、どのような信仰

を持って生きるのが真のクリスチャンの姿勢でしょうか。

　チョウ・ヨンギ元老牧師　私達は使徒の働き的信仰を伝授し

なければなりません。これは純粋なイエスキリストの贖いを信

じ、聖霊の御業を全的に信じて、実践する事です。私は毎主日、

説教の後、講壇で病人を癒すお祈りをします。イエス様の働き

の中の 2/3 が病の癒しで、残りの 1/3 は罪を赦すことでした。

私達も聖書の御言葉の通り、イエス様の働きを見習わなければ

ならないと確信しています。

　個人、家庭はもちろん、社会、団体も同様ですが、考えと信

仰が進取的だと、どんな環境の中でも生き残ることが出来ます。

しかし、考えと信仰が否定的で破壊的だと、否定的な言葉を使っ

て、結局は滅ぶのを見ます。今の苦しみを克服して、勝ち抜く

ためには肯定的な考えをするようにサポートして、希望を伝え

現されていますが、「4 次元の霊性」の裏には絶対肯定の信仰が

居座っています。

　韓国歴史の中にチョウ・ヨンギ元老牧師ほど絶対肯定の信仰

と聖霊充満な信仰を強調された方はいません。私は弟子として

この大きな二つの柱をしっかりと継承して、絶対肯定の信仰と

肯定的な信仰、聖霊充満な信仰を調和して、社会を変える為、

先頭に立ちます。ヨハネの第三の手紙 2 節の御言葉、「愛する者

よ。あなたのたましいがいつも恵まれていると同じく、あなた

がすべてのことに恵まれ、またすこやかであるようにと、わた

しは祈っている。」が、ローマ人への手紙 8 章 28 節、「神は、神

を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召された者たちと

共に働いて、万事を益となるようにして下さることを、わたし

たちは知っている。」と結論されますと、絶対肯定の信仰は共に

働いて万事を益とする神様の御業として現れると思います。

　私が好きな聖歌は 726 番「わが友にます」で、私達のイエス

様が全てになられるということです。私の信仰告白でもあるの

で、度々歌って、強調しています。

■2017年はマーティン・ルタの宗教改革500周年になる年です。

宗教改革 500 周年を迎えたクリスチャン達に特別に言いたいお

話があれば聞かせて下さい。

　チョウ・ヨンギ元老牧師　宗教改革は誤った教えと宗教的横

暴で異端となって行く基督教を、神様の御言葉中心、イエス様

中心に、聖霊の力で諭し、変革を起こした基督教の非常に重要

な出来事です。500 年間私達は自由に信仰生活をして、新約聖

書をそのまま信じて生きてきて、感動がないかもしれませんが、

マーティン・ルタの時代は今のように自由に御言葉に接するこ
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る役割が必要です。その役割を＜しなんげ＞が先頭に立って担っ

てくれることを期待しています。

　イ・ヨンフン牧師　先ほど申し上げたお話を総合すると、元

老牧師の十字架の贖い中心の信仰、これが聖霊充満の御業を通

して絶対肯定の信仰をもたらし、私達の中で社会を変える力と

なりました。

　使徒の働き 1 章 8 節の御言葉に「ただ、聖霊があなたがたに

くだる時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、ユダヤとサ

マリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであ

ろう。」とありますが、私達にはある新しい教理が必要ではあり

ません。聖書の御言葉の通り、祈って、悔い改めて、聖霊を受

けて、聖霊充満となって、福音の証人になり、聖霊の御業で霊・

魂・肉の疾病（最近の病とは肉身の疾病以外も、心の病、家庭

と社会の病を含んでいる）を癒される私達であってほしいです。

< 対談＝キム・サンギル牧師、整理＝チェ・ソンミ記者、写真＝タク・ヨンハン作家 >†

メッセージ

神様の御旨と時
ピリピ人への手紙 2章 13 節

純福音東京教会	志垣重政	牧師

　人々は神様に対して間違った認識を持っています。神様の御

旨に従うことは、苦難の道、貧しい道、辛い道だと勘違いし、

あたかも幸福を犠牲にするものだと思っているのです。まさに

誤解であり、神様は私たちが苦難に遭い、病で苦しみ、試練を

受けるのを喜んでご覧になるようなお方ではありません。

「ご自分の御子をさえ惜しまないで、わたしたちすべての者のた

めに死に渡されたかたが、どうして、御子のみならず万物をも

賜わらないことがあろうか。」（ローマ 8：22）――神様は良き

ものを持って私たちを飽き足らせようとし、救いと永遠の命を

お与えになった方なのです。

　第一に、神の御旨がどこにあるのかを悟りましょう。私たち

に働きかけて願いを起させ、かつ実現させるのがその御旨です。

つまり、祈っても願いが湧きあがって来ないとしたら、御旨で

はないのです。人間的願いはすぐに冷めてしまいますが、神様

による願いは、時が経てば経つほど、熱く燃え上がっていきます。

だからこそ、私たちは祈り続けなければならないのです。なお
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い生命の誕生のために、苦痛を甘受するように、神の御旨を悟

り、勇気を得た者は、苦痛を受け入れ、耐えることができます。

そして、同時に喜びを見出すことができます。喜びがないとし

たら、まだ神様の時が来ていないということです。真の喜びが、

犠牲的従順の原動力となるのです。

　第四に、神の御旨と時を知り、勇気と喜びを得たら、環境の

奇跡の門が開かれるのを待たなければなりません。人間の手段

や方法で環境の門を無理やり開けようとしたら、失敗してしま

います。モーセは、荒野で四〇年間の訓練を受け、その後も多

くの患難に遭いました。しかし、いつも紅海という環境の門を、

神様が開いてくださいました。

　燃えるような願いがあるか、大胆な勇気があるか、どんな犠

牲でも受け入れることができるか、この三つが揃えば、必ず環

境の門は開かれ、奇跡が起きます。その祝福が皆さんの上に豊

かにありますよう、主イエス・キリストの御名によってお祈り

いたします。†

あなたがたのうちに働きかけて、

その願いを起させ、

実現に至らせるのは神であって、

それは神のよしとされるところだからである。

（ピリピ 2 ： 13）

かつ、願いが御言葉と一致するのなら、信仰をもって第一歩を

踏み出すべきです。目に見えず、耳も聞こえず、手に触れるこ

とができなくても、間違いなく、神様の無限なる資源が成功へ

と導いてくれるはずです。神の御旨は、祈りと御言葉によって

与えられます。

　第二に、神の御旨と時が一致すれば、実践する勇気が与えら

れます。条件や環境が整っていても、勇気がなければ事をなす

ことはできません。人間の真の幸福とは、目標を定め、目標に

向かって前進することです。しかし、人間の力では実践するこ

とができないから、神様の助け、勇気が必要なのです。神様の

時を知れば、勇気は百倍となります。ヨシュアはモーセが世を

去った時、不安に陥りましたが、神の御旨と時を知り、イスラ

エルの民を率いて、約束された乳と密の流れるカナンの地に入

ることができました。ダビデが、すべてのイスラエルの兵士が

怖れたゴリアテに立ち向かい、イスラエル軍を勝利に導くこと

ができたのも、神の御旨と時を知っていたからです。

　第三に、犠牲的従順も必要です。子を授かった母親が、新し

- 12 - - 13 -



　母から徹底的に教育されたことは一つだ。それは、主のしも

べの御言葉に言葉を返さないことだ。聖書に登場する「従順す

るものの祝福」を教えられた。特にチョウ・ヨンギ牧師が祈ら

れ、伝える御言葉に絶対に「なぜですか？」または「今は少し

難しいです。」というような返事をしていけないということだっ

た。ただ「はい」と「感謝します」という肯定的な言葉で従順

しなければならないという教えだった。知的好奇心から始まっ

た質問は良いが、信仰的決断や使命を前にして、文句で返事を

することや、言い訳をすることは絶対にゆるされないことだと

いう母の教えだ。私は自分なりに、このことについて生活を通

して実践しようと努力している。

　その間、韓国—アメリカ - 日本を 7 回転々とし、引越しの荷造

りもした。その過程で、妻に申し訳ない心を持った。事実、私

は家庭のことにほとんど神経を使わなかったからだ。荷作りな

ど、複雑な仕事はすべて妻の仕事だった。妻は私の決定に文句

も言わずに付いてきてくれた。ただの一度も引越しの理由を聞

母から学んだ
従順する信仰

信仰の明文化を成し遂げますように⑫｜ イ・ヨンフン牧師　ヨイド純福音教会

いたり、不満を言うことがなかった。夫が「従順の祝福」を見

せることで、妻もそのような夫を見て、従順を実践しているの

だと考える。いつも夫の気持ちを尊重し、黙々と従順してくれ

る妻に感謝の気持ちでいっぱいだ。

　

「もう韓国に戻りなさい」

　1991 年、アメリカ・ワシントン近郊  バージニア週アレクサ

ンドラに３千坪の大地を購入し、1 千名が入ることのできる教

会を、1 ドルも借りることなく、純粋に聖徒の献金で建築した。

私と聖徒たちは新しい夢とビジョンで膨らんでいた。今は宣教、

救済活動など、すべての分野で滞りなく働きを広める準備万端

な状態だった。

　聖殿が竣工され、主日礼拝出席聖徒も 1 千名を突破した。主

日礼拝の聖歌隊だけで 150 名を超えた。ワシントンで 3 番目に

大きな韓人教会となった。より希望をもったのは、毎週、初来

者が少なくても 10 〜 20 名、多い時には 30 〜 40 名ずつ登録し
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　「チョウ牧師様。お願いですので、イ・ヨンフン牧師を韓国へ

連れて行かないでください。今、牧会の実がだんだんと花開い

てきています。」

「本教会へ戻ります」

　すべてのことを最終決定するのは、私だ。私はこの問題を置

いて、毎日祈りを捧げた。しかしある日、心の中からはっきり

とした内的な声が聞こえた。

　「あなたが、今からここで受けることは栄光だけだ。大きく美

しい教会を建築したのだ。すべてを下ろして去りなさい。これ

以上、何を求めるのか。平安な現実に安住してはいけない。」

　私はチョウ牧師様に報告した。

　「牧師様、本教会に復帰します。」

　チョウ牧師様は、とても喜んでおられた。

　「よく決心してくれた。ありがとう。イ牧師が来ると思い、住

むところを既に手配してある。」

　私は、今もこの判断が正しいと考える。チョウ牧師は私がこ

のような決定をすることを既に知っておられ、チョウォンアパー

トに住む場所まで準備してくださった。この出来事があってか

ら、ヨイド純福音教会は海外で働き、牧会者たちがヨイド教会

の召しを受け復帰する時には、住む場所を用意してくれるとい

う慣例が作られた。

母は偉大な師だ

　私は、母から「従順の祝福」を学んだ。人生の決定的な瞬間

に母の教えが思い起こされ、判断の基準となる。

　「主のしもべが祈られ、決定されてお話される時、そのまま従

たということだった。アメリカで 1 千名の教会を建てるという

ことは本当に難しいことだ。全ては神様の恵みだ。

　しかし、チョウ・ヨンギ牧師が献堂礼拝に参席され、メッセー

ジを伝えられる時、このように語られた。

　「この間、イ・ヨンフン牧師を私がみなさんにお貸ししていま

した。これで再び、イ牧師を韓国に連れていこうと思います。」

　聖徒たちはその言葉を聞いて、笑い、チョウ牧師に感謝の意

を込め、拍手した。しかし、その言葉が現実となって現れた。

1992 年 5 月ヨイド純福音教会宣教大会に参席した時、チョウ・

ヨンギ牧師に呼ばれた。

　「もう韓国に帰ってきなさい。」

　チョウ・ヨンギが言葉を続けられた。

　「私は、イ牧師が本教会に戻り、私を助けてくれればと思う。

しかし聖霊様がずっとワシントンに留まりなさいと言われれば

どうしようもない。3ヶ月間、祈りながらよく考えてみてほしい。

もしワシントンに留まるならその間、ヨイド純福音教会が支援

した奨学金をすべて返納しないといけない。」

　私はアメリカに留学にきて、ヨイド純福音教会から毎月 1 千

ドルの奨学金を受けていた。ワシントン第一純福音教会の長老

たちはむしろ良かったという反応だった。

　「奨学金をすべて返還するようにしよう。そして牧師様が気を

楽にして牧会ができるように伝えよう。」

　ワシントン第一純福音教会の聖徒たちは韓国に本当に呼ばれ

たという話を聞き、驚いた。物質的に少し余裕があったある勧

士様は私のところにきて、本人が奨学金全額を韓国に返すとま

で提案してくださった。

　長老たちは議論の末、チョウ牧師に意見を申し立てた。
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順しなさい。」

　その教えは、今も私の心の中にそのまま刻まれている。

　一人の少年が偉大な師匠に出会うため家を出て長い間さま

よった。少年は深い森と広大な砂漠を歩き回ったが、偉大な師

匠を探すことはできなかった。少年はあまりに疲れて木の下で

座り込んでいた。その時、ある老人が現れて少年に聞いた。

　「少年よ、なぜそのようにさまよっているのか？」

　「偉大な師匠を探しています。」

　老人は顔いっぱいの温和なほほえみを消して言った。

　「あなたが探す偉大な師匠がどこにいるか教えてあげよう。今

すぐにあなたの家に帰りなさい。そうすれば一人の人が靴も履

かずにそのまま走って出てくるだろう。その人こそ、あなたが

探している偉大な師匠だ。」

　少年は偉大な師匠に早く会いたいと思い、家に走って行った。

少年がドアを叩くと一人の女性が靴を履かないまま出てきて少

年にぶつかった。その偉大な師とは、少年の母だった。

　母は最高の教育者だ。母はこの世界で最も偉大な師だ。†

イ・ヨンフン牧師と母 キム・ソンシル牧師

「最初を覚えよう」

　1994 年、神学校 1 年生になったばかりの時の最初の授業を、

私は今でもはっきり覚えている。父親を亡くし、母、弟と一緒

に引っ越してきた貧民街。そして、屋上の部屋で苦労しながら

勉強していた高校 3 年生時や、ただお金を稼ぎたくて始めた一

般大学電子工学徒の時間を超え、高 3 の時よりもひどく勉強し

なければならなかった浪人時代の涙の出る時間は終わり、紆余

曲折の末に訪れた使命の道。いや、神が私に会いに来られたそ

の特別な話の最初のページ、まさにその神学校の最初の授業で

私に最も大きな感動を与えたものは、ほかならぬ「最初の祈り」

だった。

　だれかはそれがなぜ感動なのかとがっかりする反応を見せる

十字架の檀上／カン・サン	牧師十字架教会、＜私は本物なのか＞著者
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　神は私たちに理由もなく新しい始まりを与えることはしない。

しかし、神の御心と期待が見えないから、感謝もなく、期待も

なく、祈りもない。このように数えきれないほど無意味に繰り

返された最初は結局、一度もまともな最初がないから意味ある

最後もなく、結び目のない紐のように、ゆるい連結の輪のよう

につながったかのように見えて切れていて、私たちの人生の次

の階段に開かれている新たな最初さえ無感覚で無意味なものに

認識され失われる。そういうわけで、無数に繰り返しされるが

積もらず、絶えず苦労するが実はない。

　だから、私は今日貴重な提案を一つしたい。それはまさに「最

初を覚えよう」ということだ。私たちは、時折、配偶者や家族

に失望することあり、言い争ったあげくひどい時は、別れの危

機が迫ってくる。しかし、そういう時、その愛する人に初めて会っ

た時を覚えよう。愛する子どもが気に入らず辛い時、その大切

な命が生まれた時を覚えよう。その時、心に抱いた特別な気持

ちと最初の感動を覚えよう。

　数日の断食の末に初めて飲み込んだおかゆ一口や、長い間喉

が渇いていた時に飲んだ一口の水を覚えよう。学校や職場での

生活が辛くなった時、やっとの思いで仕事が与えられ、出勤し

た初日の感激を覚えよう。特に教会や信仰生活において怠慢に

なり試練が来る時、初めて恵みの場所に来たあの頃を覚えよう。

初めて神に会った時、初めて恵みの中で祈った時、初めて大き

な感動で涙と祈りを捧げた時、初めて御言葉が主の御声として

聞こえた時、初めて御言葉通り従った時の恵みと感謝と感動を。

　そして、私は「その最初を覚えること」は、まさに「その最

かも知れないが、それまで生きてきた 20 年余りたくさんの授業

を聞いてきたけど、祈りで始まった授業はそれが初めてだった。

その授業の科目名も、教授の名前も覚えていないが、その先生

はとても自然に、そして真剣に短い祈りで授業を始められた。

そう。私にその授業、いやその祈りで始まった授業は、祈りで

すべてを始めさせる生涯の、初めての新しい始まりだった。

　よく考えてみると、私たちは一日にもたくさんの「最初」と

いうスタートラインに立って、「チャンス」という大切なプレゼ

ントを頂いていることがわかる。朝目覚めた瞬間、私たちは夜

の間死ぬこともあり得たけれど、生きて一日という時間の最初

を頂き、夜を越え迎えた朝はまるで太初の一日目のように、最

初の一言でその日の最初の言葉が始まる。起きて初めて飲んで

食べる水や食べ物、初めて鏡を通して見る自分の顔や、初めて

会う家族や道端の人たちも同じだ。初めて私たちは各自の職場

や生活の場に向かいながら、初めて私たちはそれぞれに与えら

れた電話や業務及び本の 1 ページを開くチャンスを得る。だれ

かが言ったように、私が今日、無意味に始めるかも知れないこ

の一日は、昨日死んだ人がそれほど求めていた明日である。

　問題は私たちがたくさんの「最初」を享受しながらも、それ

を「新しく」始められないということだ。昨日と変わらない今

日という考え方や毎日繰り返される日常という重みが、私たち

の大切な出会いや事件の中から展開される最初という大切な新

しさを、新鮮に受け入れられないようにする。人生が新しくな

いからではなく、私たちの心が新しくないからだ。最も大きな

理由はその最初を神から頂いたプレゼントであるという悟りと

感動がないことである。
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初のように生きること」であることに挑戦しようと思う。一人

一人が生まれたばかりの時、一人一人が初めて愛する人に出会っ

た時、一人一人が初めて感動を受けて初めて自分の道に立ち入っ

た時、神から与えられた心を回復し、もう一度生きてみよう。

ヨハネの黙示録 2 章でエペソ教会に主が仰せられたように私た

ちはその最初の愛を回復しなければならない。それは、私たち

の人生において働かれる創造主を日々享受することであり、日々

主を覚えることであり、日々主に感動する人生に導いてくれる

だろう。そうなると、私たちはしきりに繰り返される落胆と死

亡の連鎖反応を断ち切り、むしろ生涯、その初日の感動と感激

を蘇らせる希望と復活の人生を生きることができるだろう。

　旧正月を前にして二時間ほどかけて教会の週報を作っている。

2017 年は十字架教会が創立されてからもう 12 年目になる年だ。

小さな週報の表紙の右端には十字架教会が始まってから、積もっ

てきた痕跡のように 12 で始まる一連番号が刻まれている。今年

の番号は 12-1 で始まった。翌年を約束することができなかった

十字架教会は神の恵みでもう十二年目を迎えることになった。

　しかし、私は心の中でその 12 の上に 1 を書いてみる。初め

て神が私を召してくださった、その最初の心に戻る。一人一人

の座布団を敷いて祈りながら待っていたその最初の気持ちで、

十二番目の扉を新たに開いてみる。いつも新しい主が今年もス

ペクタクルな御業をなされることを期待する。新年を始めて一ヶ

月が経ったが、まだ新しい一年をスタートできずにいるあなた

にこの文を捧げる。神はいつも新しい方だ。新しい神を期待し

よう。そうすれば神はいつも新しいことをなされる。あなたが

まさに新しい御業になるだろう。†

ヘンリー・グルーバー牧師の

主と歩く

暗い世に
山上の町のような教会

「世を歩くとりなし祈祷者」で知られた筆者は 18 歳の時からアメリカのアリジョー
ナ州フェニックスの犯罪多発地域で主と共に歩き始め、今も主と共に歩いている。
彼は全世界のどんな場所でも、出会った人たちのために祈り、福音を伝えている。
彼の人生には超自然的な不思議が多くあったが、より大事なことは、彼が主の御
言葉に従順しながら歩き、祈っているという事実だ。

ヘンリー・グルーバー	
（Henry	Gruver）牧師

　ミカ書には国が滅びる三つの要因が書いてある。一つ目は、

民が偶像礼拝をすることと、二つ目は富んだ者が貧しい者を虐

待すること。そして三つ目は、民が偽りを確かめもせずに信じ

ることだ。

　へブル人たちはモーセが 11 個の戒めを受けたと信じている。

第一の戒めは、出エジプ 20 章 2 節の「わたしはあなたの神、主

であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出した者

である」である。聖であられ、義であられるイスラエルの主は、

隣国の人たちが仕えている神々とはあまりにも違う方だった。

イスラエルの主は人間がわいろであおることや腐敗させること

のできない方だった。中東の神々は人間のように生まれては死

ぬ、またねたんでむさぼる神だった。そして、人間からわいろ

を受けて願いに応えた。このような神に仕えるとたましいが腐
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は懸命に、誠実に、創造的に働きながら偉大な業績をかなえられ、

多くのことを成就できると信じた。

　町の中心には教会があって教会を中心に共同体が動いた。第

2 次世界大戦と韓国戦争を経験しながら、アメリカは祈りを覚

えた。大規模の天幕集会がアメリカの各地で開かれた。聖霊の

熱い炎が集会に臨み、アメリカ人のたましいには困難を乗り越

え勝利するという大胆な自信感があった。私の家の隣には見る

ことも聞くこともできない夫婦が住んでいた。その二人が住ん

でいる家は、町の中でも一番きれいでピカピカ光っていた。二

人は点字で聖書を読み、教会に通うすべての人の耳を手で触っ

て識別していた。この二人の 5 人の子どもたちは奇跡的に成長

し、両親のようにまっすぐで素直で誠実に育った。子どもたち

はみな医者や法律家、教授になったので町全体の自慢だった。

　あの時は、信仰の自由を求めて 1620 年にメイフラワー号に

乗ってアメリカに渡った清教徒たちが夢見ていた「山上の町」、

「地上に建設された神の都市」にアメリカが建てられなければな

らない。これに反する意見をもつアメリカ人は、少なくとも私

の町には一人もいなかった。公共の建物や学校に十戒が飾って

あって、どこに行っても星条旗がなびいていて、神の御言葉が

刻まれてあった。

教会が沈黙するとき

　1954 年上院議員リンドン・ジョンソンが、税金免除を受ける

機関は選挙で特定政治家を支持することができないという法令

を通過させた。リンドンが教会に害を与えるつもりで作った法

敗して束縛される。私たちは、私たちが仕えている相手に似て

行き、私たちが愛する相手にたましいを差し出す。

　へブル人たちがシナイ山で、神の御言葉に従って生きると誓っ

た時、神とイスラエルの結婚が成立したと、彼らは理解した。

すでに旧約で、神のみこころ通りに生きると、誓いを立てたこ

とで、神と結婚したという概念が成立したのである。結婚は容

易い。しかし、愛することは困難だ。熱くて情熱的な愛を持続

することは、聖霊充満によってだけ実現できる。偶像の神々は、

自分のことだけを清い心と清い手で愛せよなどと言わない。偶

像の神々は、隣人に正しい愛を施しなさいとも言わない。偶像

礼拝が蔓延している時、持っている者はより多くを手に入れる

ために貧しい者を虐待し始め、民は分別力を失って、偽りを真

実だと信じ始めるのである。国家が滅びる三つの要因は結局、

神を愛する気持ちが冷めたことから来るのである。

過去のアメリカの姿

　アメリカで同性結婚が合法化されたのは過半数のアメリカ人

が、同性結婚が不道徳的なことではないと信じたからである。

アメリカ人の 70％は自らをクリスチャンだと告白する。その中

の 20％が同性愛を人間が持つ権利だと認めているのだ。

　私は、偉大なアメリカを見て来た世代だ。私が成長した時期

である 1940 年から 50 年代には、私だけではなく多くの少年が

明け方に起きて新聞を配ったり、休みには農場に行って働いた

りもした。私たちは正直で勤勉に働く事を好んだ。私は小学生

の頃、野原でお花を摘んでは花束を作って売ったこともある。

創造的なアイディアで一種の創業をしたようなものだ。私たち

- 24 - - 25 -



案ではなかった。しかし、この法案によってアメリカと教会の

運命が分かれた。教会やその関連団体はすべて税金免除機関と

して分類されていた。教会とその関連団体は税金免除を望んで

おり、聖徒たちは献金に対する税金を免除されることを望んで

いたため、教会とその関連機関はジョンソン法案にサインした。

徐々にこの法案は、政治家や法律家たちによって、牧会者が教

会の講壇で政治的発言をすると、税務調査を受けられる対象と

なっていった。教会とその関連団体は税金免除を受けたいため

に、政治的問題は一切言及しなくなった。

　リンドン・ジョンソン法制定後、アメリカ社会の最も重要な

求心点であった教会は、反キリスト教的法律が作られても沈黙

した。1964 年、宗教と世俗を分離させなければならないという

理由で、公共機関と学校から十戒が除去された。教会の沈黙の

中で 1973 年、堕胎を許容する法律が作られた。2015 年教会の

沈黙の中で同性結婚が合法化された。リンドン・ジョンソン法

制定以後、教会が政治的問題に沈黙してから、社会に対する影

響力を喪失した途端、アメリカ言論は急激に進歩的な価値観を

伝えることで、反キリスト教的になっていった。ジョンソン法

制定以後、政治界と言論と学会は継続して反キリスト教的な価

値観を伝えた。

　アメリカの憲法を作った人々は世界歴史上はじめて、平民た

ちが王や貴族に束縛されることなく、自由と多くの権利を味わ

えるように民主的な法律を制定した。アメリカ建国の父たちは、

子孫たちが宗教（キリスト教）と正義を守るときのみ、平民に

まで尊敬と自由が与えられたアメリカ憲法の恩恵を味わえると

警告した。

　主は、束縛の家から

私たちを放して自由を

与えたので、主を愛し

ながら隣人には義に満

ちた愛を施すようにと

された。公共の教育機

関で自由という名で性

的な乱れを、女性の体

に対する権利と自由と

いう名の下で、生命を

殺す堕胎許容を、結婚

の神聖さが少数の人の

人権を侵害すると教え、

言論はそれを広めてアメリカの政治家たちが法律を作っている

時、教会は税金免除を受けるために沈黙した。アメリカの教会

は政治、経済、高等教育機関の笑いものになっていった。

　この世が教会に沈黙を要求するときは、教会が大きな危機の

状態に陥ることになる。主が大いなる恵みを与えて下さり、ア

メリカの 45 代大統領になったトランプ氏は選挙期間中、ジョン

ソン法を解除すると公約をした。主は、アメリカ教会が世の出

来事に対し、「聖書的観点は何であるか」を聖徒たちにはっきり

と教えられるように、もう一度チャンスを与えて下さったので

ある。アメリカ建国時期にアメリカ教会の講壇では申命記を一

番多く説教した。「主の公義と正義とは何か」が教会の関心だっ

た。世に対するおきてが崩れ落ちて、言論がうそを言い、学校

で子どもたちに反逆を教える時、教会は真理を明確に分別し宣

言しなければならない。†
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　筆者は、慶尚南道統営 ( キョンサンナムド・トンヨン ) で生

まれた。 南道の小都市で、小規模に漁業を営んでいた父の下で、

7 人兄弟の末っ子として成長した。歳月が流れ、幼少期の海は、

いつも白黒映像のように心のどこかを占めている。60 年代がそ

うだったように親の人生はいつも忙しく、子供らを食べさせて

着せて、事業を維持することはいつも大変だった。駆けずり回

る父を見ながら、私は、3 つのことを心得た。一つは、人生は

最初から簡単ではないということである。そこで私の人生には、

常に何かを一生懸命しなければならないということが深く植え

付けられている。時を大切に、現在に満足せず、常に未来を準

備する姿勢と心構えは、親から受け継いだ遺産であると、今も

考えている。

　何をしても、いい加減にしないで最善をつくし、一生懸命行

うことも、親からもらったことの一つである。誰かが、あなた

の人生のプラスは何かと聞いたら、この中の一つである両親か

ら受け継いだ無形の遺産であることを挙げざるを得ない。 他の

一つは自立精神である。今日、この国には、国庫に頼って生き

ようとする人たちがどんどん増えている。筆者の人生観や価値

　時間が経てば多くのものが変わる。その中の一つが、何かを

眺める視点や観点である。世の中には重要なものも多いが、「観

点」（perspective）のように重要なものがあるだろうかと私は

思う。価値観、人生観、職業観、人間観、神観などは、実際に

大きな変化をもたらす。 

　人が、世の中の基準で最悪の状況に置かれたとしても、苦難

や逆境を眺める観点によって、完全に違う態度を取るようにな

る。逆境に圧倒され、二度と再起できない人もいるが、逆境に

対抗し、最後まで戦って勝つことで、周りの人たちに深い感動

を与える人たちも、珍しくはあるが、存在する。いわゆる逆境

を眺める視点、つまり逆境観や苦難観によって、完全に違う人

生を生きていくことができる。私たちは長い間、教育を受けるが、

実際に人生で重要なことは見逃す時がある。それが、まさに誤っ

た「観点」ではなく、健康な「観点」に関する教育を受ける機

会を見逃すことなのでなる。自分の人生と関連した観点は、親

や先生、または知人から影響を受ける場合が多いが、世の中の

ように広いものに関する場合は、親が教えられることだけなの

で制限されることが多い。

私が一番好きなこと

ゴン・ビョンホ
ゴン・ビョンホ経営研究所所長
経済学博士

我が人生のプラス｜我が人生の最高の贈り物
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観にとって非常に重要な中心軸は、自ら責任を負うべきだとい

うことだ。止むを得ない理由のために、国の財政に頼ることし

かできない方もいるが、身体が丈夫な人たちが意図的に国に頼

るのは、長い人生から見ると、人の人生を破壊することとかわ

らない思う。このような考えが、後に形成され、筆者はある意

味では保守主義であり、自由主義者になった。彼らは国の政策

ができれば社会的な責任を軽減し、個人の責任を増やすべきだ

等という主張を展開している。たまに筆者は、体系的な教育を

受けていなくても生まれつきの保守主義者（あるいは自由主義

者）ではないかという考えが浮かぶ。なぜ、あなたが私の人生

に深く関与するのか？あなたたちが何をよく知って、その業界

に介入するのか？人は自由が与えられれば、自からの人生を開

拓するために乗り出す存在だと信じていないのか？このような

質問を自分自身によく投げかける。

　最後の一つ、親からは信仰的な遺産は受け継がなかった。筆

者の記憶が正しければ、家から約 50 〜 60 メートルの距離に、

結構歴史が深かった統営 ( トンヨン）再建教会（？）があった。

付属幼稚園の統営幼稚園と一緒に建っていた礼拝堂であった。

珍しいのは、筆者の家が信仰をもった家でもなく、幼稚園に通っ

たこともないのに、今ではなくなった礼拝堂の建物が記憶には

薄く、意識の部分を占めている。礼拝堂の入口と、クリスマス

の前日に、白い蒸し餅を与えた幼稚園などはまだ幼年期の記憶

として、忘れたくても忘れられない。

　いつも不確実極まりない海を相手に漁業をしていた親は、コ

サ（一身や家庭の厄運を祓い、 幸運を神霊に祈る祭）を頻繁に

行った。その時には、間違いなく巫女たちが来てグッ ( シャー

マニズムの儀式 ) もして食べ物も準備した。出漁する時、時に

は漁場が緩まない時はグッをすることもあった。浜はほとんど、

シャーマニズムと仏教の影響が強い。筆者は、成長した後も静

かに寺を不規則に訪ねたりした。来蘇寺、浮石寺など韓国の有

名な寺は、若い時、力強く走っていた時代、人生にくたびれた

時に訪れたりした場所である。それにもかかわらず、寺を訪ね

た筆者は、大雄殿に入ってお辞儀など、そのようなことをして

いなかった。今も確かに不思議に思っていることの一つだ。お

寺は見学対象だったが、それ以上の所ではなかった。

　頂上に向けて跳躍した 20 代、30 代、40 代の頃に、筆者が世

の中を眺める視点は「制御に対する信頼」であった。私が努力

すれば、非常に多くのことを制御することができ、管理するこ

とができるという考えを持った。少しの暇があれば、それはひ

たすら幸運と不運の領域だと思った。今でも達成志向の傾向が

強い人や、世の中の基準で大きく成功した人々は、ほとんどこ

のような世界観を持っているだろう。「私の人生の多くのものを

制御することができ、管理することができる。努力すれば何で

も達成することができる。」

　イエス・キリストに出会った時、春風のように筆者を訪ねて

きた。しかも、50 代前半にだ。大きな苦難や逆境を経験してい

ない状態で、「人生は私が制御することができるものではない」、

あるいは人間は自らの力だけで幸せになれる存在ではない」あ

るいは「存在（被造物）は存在（神）を離れて決して幸せにな

ることができない」と言うようなことを、50 代前半のある日に

悟った。その瞬間は、ある牧師の「人間はなぜ幸せにすること

ができないのか」という映像説教を聞いて訪れた。もちろん、
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韓国教会は、
なぜお酒を禁じて
いるのか？

これが知りたい｜シン・ソンジョン 牧師、＜クリスチャン文学の木＞ 編集者

　聖書にはなぜ、酒に酔ってはいけないと明示しているだろう

か？ エペソ人への手紙 5章 18 節には、「酒に酔ってはいけない。

これは乱行のもとである」と記されている。お酒は、肝硬変、

肝臓がん、心臓病を誘発する重要な原因となるからだ。それだ

けでなく、聖書にはこれに関する警告が多数記録してあること

がわかる。それは、健康問題以外にも四つの重要な理由がある

からだ。

　第一に、神の国を受け継ぐことの妨げとなるからだ。――「欲

な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は、いずれも神の国

をつぐことはないのである。」（Ⅰコリント 6:10）、「ねたみ、泥酔、

宴楽、およびそのたぐいである。わたしは以前も言ったように、

その説教が心に深く刻まれたのは、西洋の古典の勉強を 3 年ほ

どして、5 冊の本を書いた後に起こったのだ。根本的な真理を

古典から見つけることができず、根本的な幸せを古典から得る

ことができないという結論を得た頃だった。

　このようにして、私はクリスチャンになった。クリスチャン

になるということは、ただ教会に行ったり来たりするだけでは

なく、人生観、価値観、世界観、神観などを通して大きな変革

を経験することを意味する。私の人生にプラスとなったことが

いろいろあるが、このうち欠かせないのが、50 代前半にクリス

チャンになったことだ。人は誰でも年をとると、自分だけの砦

を築き、固定観念と先入観が強くなりがちである。勉強をたく

さんした人やお金をたくさん稼いだ人や、名声を築いた年を取っ

た人が、イエス・キリストを救い主として受け入れる事は、人

間の努力だけで可能なことではないだろう。なぜなら、聖書の

御言葉が神話のように、時にはとんでもない話のように思わざ

るを得ないからである。

　聖霊が臨まれなくてはクリスチャンになりにくい。年配の人々

は、さらにそうでなくてはならないと思う。私が制御できるこ

とがどれくらいなのか？明日の事を私がどうやって分かるだろ

う？私が背負った荷物をどのような方におろすことができるの

か？

　誰かの「あなたが好きなことは何ですか ?」という質問に、

私はためらうことなく、聖書の御言葉で自分自身を満たすこと

であると言いたい。どれほど驚くべき変化なのか ! イエスの道

に従うことは、真の幸せと平安に導く道であることを分かるよ

うになった。†
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今も前もって言っておく。このようなことを行う者は、神の国

をつぐことがない。」（ガラテヤ 5:21）

　第二は、泥酔は暴行、放蕩、そしり、好色、淫乱、誅求する

ようにさせるからだ。

　第三は、倫理の帯を解いて自身を快楽に投げ出す、放蕩と同

類になるからだ。――「あなたがたが放縦や、泥酔や、世の煩

いのために心が鈍っているうちに、思いがけないとき、その日

がわなのようにあなたがたを捕えることがないように、よく注

意していなさい。」（ルカ 21:34）、「そして、宴楽と泥酔、淫乱

と好色、争いとねたみを捨てて、昼あるくように、つつましく

歩こうではないか。」（ローマ 13:13）

　第四は、間もなく訪れる主の再臨に備え、霊的に目を覚ます

べき時なのに眠らせるからだ。――「その僕仲間をたたきはじめ、

また酒飲み仲間と一緒に食べたり飲んだりしているなら」（ルカ

24:49）、「しかし、もしその僕が、主人の帰りがおそいと心の中

で思い、男女の召使たちを打ちたたき、そして食べたり、飲ん

だりして酔いはじめるならば」（ルカ 12:45）、「あなたがたが放

縦や、泥酔や、世の煩いのために心が鈍っているうちに、思い

がけないとき、その日がわなのようにあなたがたを捕えること

がないように、よく注意していなさい。」（ルカ 21:34）

　ですからお酒の問題は、聖書の御言葉と私たちの社会的現実

の中から見てみる必要がある。ある人は、イエス様はお酒を全

く口にされなかったと考えます。しかし、それは事実ではあり

ません。なぜなら、ユダヤ人がイエス様に、「大酒を飲む者」（マ

タイ 11:19）と非難したことから、主は多くの場合ではないか

もしれないが、ぶどう酒を飲まれていたことがわかる。

　更に驚くことは、パウロがテモテへの手紙に、ぶどう酒を少

しずつ飲むように勧めていたということである。――「これか

らは、水ばかりを飲まないで、胃のため、また、たびたびのい

たみを和らげるために、少量のぶどう酒を用いなさい。」（Ⅰテ

モテ 5:23）

　ですから、ぶどう酒はどちらも取れる、＊アディアフォラ

（Adiaphora）である。それゆえ、ぶどう酒を飲むことが罪で

あるか否か、こういう判断をしてはいけない。テモテの場合の

ように、飲むこともあり得るからだ。それでも韓国では、クリ

スチャンはお酒を飲まないと見られるのが、未信者からの一般

的観点なのである。そのためにクリスチャンがお酒を飲む姿を

見ると、偽クリスチャンだと批判しているのである。ですから、

「あなたの食物によって、兄弟を滅ぼしてはならない。」（ロー

マ 14:15）――この御言葉のように、徳のために飲まないほう

が良いのである。

　今は主の再臨が近い時なので、私たちが霊的に目を覚まして

いなければならないため、お酒を断ったほうが良い。霊的に満

たされるためには、お酒に酔っていてはならないからだ。お酒

とは、最初は人が酒を飲むけれど、次は酒が酒を飲み、最後に

は酒が人を飲むという属性のゆえである。しかし、お酒を一杯、

二杯飲んだからといって、人を罪に定めてはならない。†

＊アディアフォラ――無関心なもの、善でも、悪でもなく、神に命じられても

おらず、禁じられていないこと。
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と共に作り上げた場所 ) で子供たちに勉強を教え、共に泣き、

笑いながら彼らの人生に共感している。「アフリカに対する宣教

の気持ちはありましたが、父の方法に従いたくなかった。」と話

すキム・ウンヘ宣教師。

　このような考えが変化する転機が訪れた。それは 2009 年、急

性心臓麻痺で天に召された父親の葬式でのことだった。20 年で

も 10 年でもなく、たった 3 年しか働きをしなかった父、キム・

ゾンソン牧師をウガンダ・ディンギーディ村の人々は本当に愛

した。キム・ウンヘ宣教師は不思議に思った。「一体、ここで父

は何を望み、何を発見したのだろうか？……」しかし、今の彼

女はここで彼らと共に人生を分かち合いながら父の気持ちを学

んでいる。

　小さな店舗を経営した両親はその経営が難しくなり、父はダ

ンボール拾いを始めた。母は鬱になり、弟はダウン症候群だった。

人々は、キム・ヨンハ宣教師が、内戦状態のシリアから逃れた

難民のキャンプがあるレバノンに発つと聞いた時、それを理解

することができなかった。しかし、神様からきた気持ちに逆ら

えないキム・ヨンハ宣教師は妻と幼い子供たちを連れて、一番

危ないとされる地域に入った。

　ここで難民たちと生活を共にした。家族を失い、住む場所も

失って傷まみれの彼らの手を握り、「あなたの傍に私がいる。」

と慰めた。彼らは同じ宗教を持つ人々からの攻撃を受け、生き

る場所と愛する人々を失ったため、果たして自分自身が信じて

いる神とは、どのような神なのかと悩んでいる。それゆえ、人々

はキム・ヨンハ宣教師に質問する。「あなたが信じる神とは何な

のか？」

映画「従順」を通じて
真の「従順」に出会う

世を変える｜幸福な人たち／キム・ドンミン＆リ・ジュフン 監督

　小さな女学生が一つのインスタントラーメンを買うのにお金

が足りず、片方の手にはチョコパイ、もう片方の手にはゆでた

まごを持って悩んでいる。「この二つのうち、どちらを選べば、

もっとお腹を満たすことができるだろう？」映画『従順』の中

のウガンダ宣教師キム・ウンヘ宣教師の告白場面だ。

　牧師である父はすべての時間と物質、そして情熱を海外の宣

教地と教会の貧しい人々に注いでいた。そのため、彼女は幼い頃、

「私は父親の重荷になっているのでなかろうか？」と悩んでいた

という。

　しかし父が亡くなった後、いつの間にか自分が夫（ハン・ソ

ング）と共にディンギーディ村 ( 父親が内戦を経験した人たち
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　1年6ヶ月の準備期間を経てようやく2016年11月、映画『従順』

が全国 100 か所の映画館で上映された。キム・ドンミン監督は

アフリカのウガンダに、リ・ジュフン監督はレバノンに向かった。

キム・ドンミン監督は毎日 40 度を超える暑さと向き合いながら、

宣教師とディンギーディ村の人々を密着取材した。密着取材で

あるため、15 時間以上、撮影が続くことが常だった。

　「働き中心よりは、人生中心の物語を大事にしたため、時間と

場所に関わらず共に過ごして撮影しました。」

　私たちは、宣教師といえば自分と違う、何か天に近い存在の

ように誤解することもあるが、私たちと同じように悩み、また

失敗して、失望に陥りながら神様に向かって行くのを見たとい

うキム・ドンミン監督。映画の中には、キム・ウンヘ宣教師と

フローレンスという女の子がキム・ゾンソン牧師の墓地を訪れ

る場面がある。墓石の前で牧師先生を呼び、泣き叫ぶフローレ

ンスをキム・ウンヘ宣教師は、抱き抱えて一緒に泣く。

　「フローレンスの涙には象徴的意味があり、結局、キム・ウン

ヘ宣教師は彼らの中にある父キム・ゾンソン牧師の姿を一つ一

つ理解しながら、父が自分を愛してなかったのではなく、彼ら

に対する愛の中に自分に対する愛があったことを悟ります。そ

の過程を経験しながら、ドキュメンタリー映画のなかで、それ

が手紙の形で表現されます。」

　もう一つの内容のレバノンでは、内戦が今も続いており、入

国からが簡単でなかった。危険分類がレベル 3 になると宣教師

までも本国に帰らなければならない。幸いリ・ジュフン監督が

入国するときはレベル 2 だったので、撮影が可能だった。

しかし、難民キャンプに、偽装した IS 戦闘員が一緒に混ざって

いる恐れがあるために、セキュリティーが途轍もなく厳重であ

り、個人的に出かけることもできなかった。「入国した日の夜か

ら砲声があり、実際に砲弾が飛び交う様子を見て本当に危ない

所だと感じました。」

　一ヶ月間、20 万名のシリア難民が共に生活するレバノン国境

地域のキャンプでの撮影は、奇跡のようなものだった。

　「ある韓国の地上波放送局が取材に来た時、3 泊 4 日で撤退し

なければならなかったにもかかわらず、一般放送でもない基督

教メディア（CBS）の私たちが、なんと一ヶ月も共にできた事実

を、キム・ヨンハ宣教師は神様の恵みだと言っていました。私

が考えても、一ヶ月間、難民キャンプで大きな事故もなく、す

ごせたことが奇跡です。」

　キム・ドンミン監督、リ・ジュフン監督は宣教師たちにまっ

たく同じ質問を投げかける。「あなたにとって、従順とは何です

か？」――驚くことに宣教師たちはまるで約束したように同じ

答えをした。

　「傷を負った人たちと一緒に泣き、嬉しいことに一緒に笑い祝

い、彼らと共に食べて暮らすこと、友達と家族になってあげる

こと、そうしながら神様が望むここに私がいることです。」

人々は宣教師といえば、とても特別で自分となにかが違う人だ

と考える。そして、従順をもの凄く難しいものと考える。とこ

ろが、映画『従順』を見た人々は「宣教師たちの物語に胸が痛

むが、自分の人生を振り返らせてくれるメッセージが含まれて

いた。一番身近な自分の家族、隣人を考えて、手を握って共に

生き、小さなことから従順する人生を生きていきたい」と話す。

これは、映画『従順』の主題である「泣く者と共に泣きなさい」、

すなわち、ローマ人への手紙 12 章 15 節の御言葉と結びついて

いる。†
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会が力を合わせて打開策を探せばよく、問題を積極的に解決で

きる専門家も育てていく必要がある。

　今回、お話ししたいことは青少年や少年、また壮年層に至る

まで深く浸透し、極めて強い影響力をもつウェブトゥーンにつ

いてだ。ウェブトゥーンは急速に成長し、今後も急速な成長が

予想される代表的な文化コンテンツだ。人気のあるウェブトゥー

ンには数千から数万件のコメントが付く。「いいね」をつける人

の数もおびただしい。

　ウェブトゥーンをアップする作家達は読者から崇められてい

るかのような様相である。作家が好きでたまらないといった読

者は決して少なくない。作家が作家の言葉を一言公表するとそ

の反応は火が燃え広がるかのように湧き上がる。評論家達の言

葉などより注目を集めるウェブトゥーン作家たちの言葉の方が、

波及効果が大きいくらいだ。作家が痛いと言えば、読者たちは

大騒ぎで作家の心配をする。

　このような状況を見るに、ウェブトゥーンの人気を利用して

映画化しようとする動きも見受けられる。「内密に偉大に」が映

画として作られ、ウェブトゥーン「内部者たち」は未完結にも

関わらず映画化された。2016年 10月にはウェブトゥーン「子供」

が映画版権の契約が締結された。斬新で重厚なストーリーを求

めている映画製作者達が既に大衆的から支持されているウェブ

トゥーンの映画化の動きはこれらも加速していきそうだ。

　問題はウェブトゥーンの内容のほとんどがキリスト教的価値

観と相反するという点だ。ウェブトゥーン「感染者」に登場す

る内容の一部を紹介する。「こんにちは。EBB 生物専門講師の

世の中へ｜アン・ヒファン 牧師、イエス・ヴィジョン協会

　次の世代を逃さないようにすべきだという話が、教会で、非

常によく聞かれるようになりました。教会から若者が離れてい

き、教会学校の弱体化に歯止めがかからない状況の中、当然、

出てくる話題です。彼らに強い影響を与える、世の中の文化は、

子供たちに信仰よりも、その他の事に興味を持たせます。もっ

と言えば、信仰生活をすることが時代遅れで愚かなことである

かのような歪曲した考えを持たせることもある。

　このような社会的状況、文化的な状況を、きちんと把握する

ことができず、適切な対策を立てることができないまま、次世

代を育てなければならないと叫んでいるだけでは、何も進まな

い。一つの教会だけではできないことであれば、いくつかの教

ウェブトゥーンの
破壊力をご存じですか？
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キム・ウォンスンといいます。新しい種はこのように発生する

のでしょうか？ここについての説明として進化論を唱えたダー

ウィンの系統漸進説とイルトゥリジとグールドが主張した断続

平衡説についてお話してみたいと思います・・・説明・・・進

化はどのような選択をしたのでしょうか？」

　進化論という間違いに染められてしまう青少年達が教会で学

ぶ創造について拒否感を感じるようになるとすればそれは信仰

を捨てることになる要因として作用する。ところでウェブトゥー

ンを通じて進化論が正しいかのような表現をするとは、まだ分

別のない若い読者達は間違った影響を受けることになる。

　絶大な人気を誇る「ハイスクールの神」は神観を揺るがすも

のだった。出てくる台詞、何か所かを引用してみます。「世の中

は荒廃しています。私たちはこのまま見ている訳には行きませ

ん。私たちは、しばらく愚民に世の中をゆだねましたが、いま、

取り戻す時が来たのです」、「お前らのやり方はそうじゃないか？

堕落しすぎたと言って滅亡させたことは良しとしても、塔を高

く積み上げたと言って滅ぼし、繁盛しすぎたと言っては滅ぼし、

力が強くなりすぎたと言っては滅ぼす。お前たちの気に入らな

ければ、おかしな理由を付けては審判だなんて、俺たちを虐殺

させたじゃないか」、このウェブトゥーンを見てみると、神とい

う存在に対して歯ぎしりをするようになってしまう。

　幽霊、お化け、魔王などを扱うウェブトゥーンは多い。無条

件に見てはいけないというのもおかしな話だ。ネイバーやダウ

ンなどのインターネットサイトなどに抗議をするのも意味がな

い。多くの人が支持しそれが利益の生んでいる世の中で、キリ

スト教の抗議によって、ウェブトゥーンをやめさせることは出

来ないからである。いい方法があれば才能のあるクリス

チャンの若者達が、このような分野へ入ってもらうこと

が出来れば、このような文化に対する影響力強めること

が出来るだろう。以外に、その道に関心を持ち、才能の

ある人というのは多いものである。彼らを励まし、必要

であればもっと勉強できるように支援し、現場に出ると

きには、必要な地位につけるように力を貸してあげられ

るシステムが必要だ。

　ウェブトゥーン「マルハン――九玄童話伝」は主人公

が紆余曲折を経て強く生き抜いていくという時代小説的

な物語の漫画だ。そして内容を分析しているとキリスト

教的匂いがするように思えた。その部分の台詞を引用し

てみる。「お前も、肝に銘じるがいい。お前の命は、別

の方の犠牲の上にある。だから、お前の命はもうお前だ

けのものではない。生き延びろ。そうすればお前に与え

られたその方の意志に報いよ」　ある人の犠牲の上に別

の人が生き残るというところはイエス様の贖いの物語を

思い出させる。

　次の世代を育てることは前に書いた通り、スローガン

だけではだめだ。社会と文化が反キリスト教的なことで

一杯になってしまったら、その中で息をして生きている

子供たちは当然ながら反キリスト教的になるしかなく、

教会から遠ざかるしかない。今の世代の若者たちに強い

影響を与えている事柄は何なのかを把握し、具体的な対

策を立てる作業が本当に急がれる、重要な案件と言わざ

るを得ない。†
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アンとの戦争が止み物質的繁栄が得られるようになると、イギ

リス国王チャールズⅠ世と大司教ロードの迫害を逃れて移住し

て来た 4 千人余りの初代清教徒たちの信仰は風前の灯となった。

1720 年頃に、＜ニューイングランドから消え去る栄光＞という

本が出版された。「栄光が消え去ってしまう。ああ、恐ろしい。

消え去ってしまう。あなたたちは 50 年前のニューイングランド

がどんなであったか知っているはずだ。初めて栄光の中に包ま

れたこの教会を目撃した世代なのだから。その時は、神の栄光

がこのように痛ましく色褪せて消えるとは考えられなかった。

黄金の光がどれほどかすんでしまったことか。」

　1950 年に朝鮮動乱が起きてからおよそ 70 年、韓国は『漢江

（ハンガン）の奇跡』を引き起こし、物質の豊かさに溺れている。

平壌（ピョンヤン）大リバイバル [1907 年 ] の信仰が、共産主

義の北朝鮮を離れて南へと移り韓国にもたらされたが、それが

今や消えつつある状況であるのと非常に類似している。

　そうした時期に、アメリカにはジョナサン・エドワーズが出

現し、「決して自己決心によって得られない、自分自身による救

いが必要だ」と唱えた。彼のメッセージは、17 世紀の真理に立

ち返ることを促すラッパの音のようであったという。その時か

ら「大覚醒運動」と呼ばれる復興が始まった。

　歴史は記録する。「神が私たちの集会に共におられる。聖霊が

説教者と会衆の上に臨まれた。人々が自分の前に開かれた地獄

を見、自分たちが間もなくそこに堕ちるかもしれないと悟った。」

――彼らはこれを聖霊の臨在と表現する。また、「殆どの人の心

に罪に対する恐れがあり、罪を指摘する神の御怒りに対する恐

れがあった。罪の恐れへの覚醒は全般的であったように思われ

世の終わりの日まで
ソン・ヒョンギョン	牧師　アメリカ・ニュージャージ・ゴスペル・フェローシップ教会

失われた真の救い

　神の御怒りのゆえに国を

失い、バビロン捕囚の憂き

目に会うとは予想もしてい

なかったイスラエルに対し

て、預言者エレミヤは叫ん

だ。――主はこう言われる、

「あなたがたはわかれ道に

立って、よく見、いにしえ

の道につき、良い道がどれ

かを尋ねて、その道に歩み、

そしてあなたがたの魂のた

めに、安息を得よ。しかし

彼らは答えて、『われわれ

はその道に歩まない』と

言った。」（エレミヤ 6:16）

　彼らの答えは、『われわ

れはその道に歩まない』で

あったと、エレミヤは書き

記している。

　1625 ～ 1640 年 に か け

て、アメリカン・インディ
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る。だから、集会の中で金と銀、そして貴重品を置きっ放しに

しても心配はなかった。だれもそれを自分のものにしようと、

罪を犯すことはなかった。主日の休息の時間に、虚しい世間話

で時間を浪費することはなかった」と伝えている。

　当時、ジョナサン・エドワーズが語った有名な説教は、申命

記 32 章 35 節に基づく「怒れる神の御手の中にある罪人（Sinners 

in the hands of an angry God）」というメッセージだ。申命記

の御言葉はこうである。「彼らの足がすべるとき、私はあだを返

し、報いをするであろう。彼らの災の日は近く、彼らの破滅は、

すみやかに来るであろう。」――今日、このような本文を用いて

主日礼拝のメッセージを語ることができるだろうか？

　ところが当時は、説教が始まる前に、礼拝堂は崩れ落ちそう

な嘆きと叫び求める声で満ち溢れたという。「私が救われるため

に何をすべきだろうか。私は地獄に落ちてしまう。私がキリス

トのために何ができるだろうか？」と。会衆たちが静かになって、

ようやくメッセージを語ることができた。多くの人々がエドワー

ズの説教が終わらないうちに、自分の罪を悟り、ひれ伏した。

　その時の説教は、このように始まった。『聖書を知らない人は、

神を愛の神としか考えていません。しかし聖書は、神が、救い

を受けられなかった者に対して激しく怒っておられると明示し

ています。皆さんは、無限なる神の猛烈な御怒りに耐えること

はできません。ある人には神に受け入れられる大いなる恵みの

時であるのに、皆さんにとって恐ろしい呪いの時になってよい

でしょうか？　キリストから離れているすべての人々よ、もは

や目を覚まし、近づく神の裁きから逃れるようにしましょう。

恐るべき神の御怒りがいま、この瞬間、新生し

ていない皆さんの上に落ちる準備は、もはや完

了しているのです。今すぐ、ソドムから抜け出

してください。』

　その日、次のような言葉も語られた。『罪人は

いつでも滅びる危機に置かれています。罪人が

地獄に落ちないように守ってくれるものは何も

ありません。』

　今は、信仰によって受け入れるだけで救われ

るという福音が宣べ伝えられているが、18 世紀

の彼らにはなぜそんなに恐ろしく感じられたの

だろうか？ 300 年経って、今のアメリカ・ク

リスチャンたちにはとうてい受け入れ難いメッ

セージであるが、その時は救いの道具になった

という。現在アメリカでクリスチャンと自称す

る人々は、こういう説教は決して私たちを救う

ことができず、恵みではなく裁きを与える律法

的な説教だと批判するかもしれない。ヨブの友

人たちの如く。「同性愛も大丈夫だ、イエスを知

らないだけだ、他の宗教にも救いはある」と言

いながら。

　若い子どもたちを救えないまま沈んでしまっ

た「セオル号」のように、主日礼拝に出席する

だけで生き方そのものに変化のない多くの魂は、

地獄に落ちるかもしれない、今の私たちの姿が

恐ろしくてならない。†
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のイスラエルは、150 年前にユダヤ人――ユダとベニヤミン、

レビ部族の子孫が故郷の地に帰還することによって始まった国

です。彼らは少人数で、大部分が沼や砂漠だった地を開拓し、

植物が良く育ち多くの収穫が得られるよう、土質を変えようと

多くの血と汗、涙を流しました。今のイスラエルは、イスラエ

ルの破滅を願う全体主義者たちの国に囲まれた民主主義の要塞

です。とにかく、イスラエルはユダヤ人という単一民族によっ

て建てられた国です。しかし、その地自体はユダヤとアラブ、

イスラエルとパレスチナ、この二つに分かれているのです。

　私たちはイエス院で、韓国の地が癒されるように、神が成し

遂げられる統一なる新しい韓国のために、東方のエルサレムの

回復のために祈る韓国のクリスチャンに会いしました。また、

エルサレムの平和のために、イスラエルの地の癒しのために、

世界至る所で執り成す祈り手たちにも会いました。私たちはイ

スラエルの地に住むすべての人たち――ユダヤ人、クリスチャ

ン、そしてムスリムのために祈りました。

　「エルサレムのために平安を祈れ、『エルサレムを愛する者は

栄え、その城壁のうちに平安があり、もろもろの殿のうちに安

全があるように』と。わが兄弟および友のために、わたしは『エ

ルサレムのうちに平安があるように』と言い、われらの神、主

の家のために、わたしはエルサレムのさいわいを求めるであろ

う。」（詩篇 122:6 ～ 9）

　「エルサレムよ、もしわたしがあなたを忘れるならば、わが右

の手を衰えさせてください。もしわたしがあなたを思い出さな

いならば、もしわたしがエルサレムをわが最高の喜びとしない

ならば、わが舌をあごにつかせてください。」（詩篇 137:5 ～ 6）

　この御言葉にある通り、私たちは皆エルサレムの平和のため

「分断された国」から
「分断された地」へ

イエス院四番目の講義プロジェクト　　統一時代を開く
ベン・トレイ／イエス	院理事長

　韓国のクリスチャンたちは長い間、歴史の中のイスラエルと

自分自身を同一視してきました。1907 年に大リバイバルがあっ

た日から、平壌（ピョンヤン）は『東方のエルサレム』と呼ば

れてきました。多くの人たちは、日本の支配下に置かれていた

時代をイスラエルのエジプトでの奴隷時代に重ね合わせます。

甚だしくは、分断された今の韓国状況を、ユダとベニヤミン部

族で構成された南ユダと、残りの 10 部族で構成された北イスラ

エルの状況に比較したりもします。また、70 年間イスラエルが

バビロンの捕虜になったことと、平壌（ピョンヤン）が北朝鮮

の共産体制に入った後 70 年経ているという事実も非常に一致し

ています。

　以前にイザヤ 62 章の御言葉をもって文を書き、神がバビロン

捕虜期とソロモン神殿の崩壊後にエルサレムの回復を約束され

たように、同一なる神は「東方のエルサレム」の回復をも約束

されているのだということを分かち合ったことがありました。

これらのすべての状況を関連付けて、多くの人は今の韓国とイ

スラエルが霊的に繋がっていると考えます。

　韓国は北と南に分断された国であり、分断された地です。今
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に祈るよう、そしてエルサレムを記憶するように召されたので

す。また、イスラエルに対する神の御約束が決して失敗に終わ

らないことを、神の御口から出たいかなる言葉も虚しく帰する

ことはないということを覚えておかなければなりません。

　こういう思いを心に抱き、丁度一年前に私たちは「執り成す

祈り手イスラエル訪問特別巡礼」を計画しました。ここには韓

国、北と南に特別な思いを持つ人ばかりでなく、イエス院の執

り成す祈り手、そして韓国や世界至る所から来た様々な執り成

す祈り手たちが集まりました。そして私たちは去る 12 月 6 日か

ら 16 日まで、特別巡礼のために旅立ちました。私たちの想像を

超えた、いとも素晴らしい時間でした。神様は、満ち溢れるほ

どの豊かな祝福を与えてくださいました。一日一日が素晴らし

い宝と祝福で満ち溢れました。私は毎朝、「神様はまたどのよう

なみわざを起してくださるのだろうか」と、わくわくと期待し

ながら目覚めました。旅行中、ずっと共にいてくださる主のご

臨在を心から感じることができました。

　巡礼に参加した人たちは、私たち 30 人と立派な旅行ガイドエ

キシ、そしてエルサレムでキンスルムメディア (�ingsroo��e-(�ingsroo��e-

dia.co�) を運営する、卓越な通訳と熱い想いを持って仕えてく

れた H.J（ミョン・ヒョンジュ）宣教師がいました。私の妻リ

ズと私は結婚の初期からエキシを知っており、彼女と共にイス

ラエルを旅することを心から願っていました。また、H.J は以

前エルサレムの旅行で彼女に出会って後、長い間友人として付

き合ってきました。

　韓国、ウェールズ、カナダ、そしてアメリカから来た執り成

す祈り手たちが巡礼者名簿を埋め尽くしました。一方、中国や

韓国にいる脱北者たちを助ける若い北朝鮮カップルもおり、ま

た脱北者たちを助けたという理由で、1 年 8 カ月間も中国の監

獄で苦痛を受けた人もいました。韓国の宣教歴史や聖地歴史専

門家もおり、特にイスラエルを愛する人たちがいました。私と

リズのように、イエス院と「命の川」学校から来た人もいました。

本当に特別な人たちの集まりです。

　ガリラヤのテベリヤで三日間過ごし、エルサレムで五日、死

海で一泊を過ごしながら、その地の至る所を巡りました。主イ

エス、そしてパウロと他の使徒たちの足跡をたどって歩き、考

古学的な場所も探検しました。また、メシアニック・ジュー（イ

エスがメシヤであることを信じるユダヤ人）と一緒に礼拝をも

捧げました。イスラエルに住む古い友人と連絡が取れ、エルサ

レム周囲の「祈りの家」の執り成す祈り手の方々と共に祈り、

死海で水泳を楽しみました。

　行く所々で声高く上げ神を賛美、礼拝し祈りました。北朝鮮

と韓国に、ユダヤ人とクリスチャンとムスリムの間に癒しと赦

しのみわざが起きますように、この尊い地に平和をもたらして

くださいと叫び求めました。私たちは巡礼者として、和解と連

合を待ち望み、分裂と憎悪のゆえに苦痛を受けるとはどういう

ものか、わかっている者たちです。私たちは分断された国、韓

国で、分断された地イスラエルとして、そして、神が働いてお

られること、私たちの祈りに答えてくださるのだということを

目にしてきました。

　エルサレムの城壁の見張りのように、イスラエルの地のため

に、祈りをもって見守っている他の兄弟姉妹に会った時（イザ

ヤ 62:6 ～ 7）、私たちは謙遜になり、激励と祝福を受けました。

また、この地の真実な人々に激励と祝福を伝える神の道具とし

て用いってくださったことに喜びを感じました。
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　聖書に書かれた出来事の地に行く時は、祈りの方向をそこに合

わせました。地中海の海岸の都市カイザリヤに行ったときは、神

がペテロをお呼びになり、占領国であるローマの軍人コルネリオ

とその家族に福音を宣べ伝えなさいと言われたことを思い出しま

した。その時主は、「神がきよめたものを、清くないなどと言っ

てはならない」と言われました。この御言葉を思い出しながら、

私たちはユダヤ人と異邦人の間、クリスチャンとユダヤ人とムス

リムの間、また北朝鮮と韓国の間、支配する人と支配される人の

間にある壁を取り除いてくださいと叫び祈りました。

　それ以外にも、多くの出会いと特別な祝福がありましたが、

限られた紙面にすべてを書き尽くすことはできません。私たち

は韓国のために、そしてイスラエルのために持続的に祈ってい

ます。このような「執り成し祈りのための巡礼」により多くの

人が参加し、私たちの主が歩まれ、世界の癒しと回復のために

祈られたその地に、皆さんと共に行ける日を楽しみに待ってい

ます。どうぞ、私たちと共にお祈りください。†
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