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ゴミ箱の横に捨てられた孤児が

　ゴミ箱の横に捨てられた孤児がいました。1974 年、ソウルのある

路地でした。親が誰であるかも分からないまま、もしかしたら散って

しまう幼芽が幸いなことに、救いの手により養子縁組機関に導かれ、

4 歳になった年に、米国デトロイトに住むアルバート・ロイスミュー

アさん夫婦に養子として引き取られました。その時からキムミューア

（Kim Muir）にその子の名前は変わりました。44 年が過ぎた今日、世

界氷上界のスター、有名なスケート女子コーチとして、世界のマスコ

ミに注目される人物になりました。 

　先日、平昌五輪の時、AP 通信は、彼女の感動的な人生にフォーカス、

平昌の星として世界に知らされました。彼女は現在、米国、チェコ、

カナダなどの有名な、世界各国のアイスホッケー代表レギュラー選手

を養成した最高のトレーナーになったと報じられました。 

　再び捨てられることに怯え、養親の寝室に夜遅くじっと立ちすくん

でいた子供が、今や、世界のスターになって万人の前に立つようになっ

たのです。良い養親に出会い、歩むべき道を選びました。養父アルバー

ト氏はアイスホッケーのコーチ、養兄 2 人もホッケー選手でした。そ

うやって人生が変わっていったのです。

 　誰でもイエス・キリストに出逢うと身分と環境が変わります。そ

れだけでなく、常に復活の新しい命の中、命あふれる生活を営むよう

になります。復活の働きは、全人的救いの恵みを体験させます。主は

今も生きておられ、復活の命を吹き込んでくれます。だからエゼキエ

ル預言者は野原に捨てられ自分の血の中でもがいている私生児に、そ

の血の中で必ず生きよと言います。その子が王妃になることを知って

いたからです。「わたしは血の中にいるあなたに言った、『生きよ、」（エ

ゼキエル 16：6）。私たちが、どのような絶望的な状況でも、再び立

ち上がる理由はここにあるのです。†

イ・ヨンフン 牧師
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負って、私たちの罪を赦すために、罪がないのに大罪を犯した

かのように、十字架に高く架けられたイエス・キリストです。

　十字架に高く架けられたイエス・キリストの苦しい御顔をご

覧ください。私たちのために肉が裂かれて、余すことなく血を

全部流されたイエス・キリストをご覧ください。まさに私たち

を愛されるその愛のゆえに、十字架につけられたイエス・キリ

ストです。毛を切る者の前にいる羊のように、十字架を嫌がら

ずに背負い、ゴルゴダに行かれて十字架につけられたイエス・

キリストです。

　私たち皆は罪人です。罪の支払う報酬は死であるから、罪を

犯して滅びるしかなかった人間のために、誰かが罪の報酬を支

払わなければなりませんでした。しかし人類歴史上、このよう

な罪の報酬を担う人は誰一人いませんでした。

　イエス・キリストは私たちの罪と不義と醜さを咎めませんでし

た。なぜなら既に主が身代わりとなって背負われ、清算されたか

らです。今日私たちの心が砕かれて、主の御前に戻ってくるさえ

すればいいです。今日私たちはイエス・キリストの血潮を信じる

だけでいいのです。今日私たちは、イエス・キリストが私たちの

病を担って、苦しみを受けられたことを信じて、告白して、感謝

するだけで結構です。2千年前に流されたイエス・キリストの血

潮が、今も私たちの上に流れているからです。私たちのために体

を捧げて血を流されたイエス・キリストの御前に、真心を持って

感謝の祈りを捧げる今月になることを望みます。†

チョウ・ヨンギ 牧師
ヨイド純福音教会元老牧師

イエス・キリストを
　　　ご覧ください

　私たちのために十字架に架けら

れ死なれたイエス・キリストの姿

を一度描いてみてください。十字

架に架かる前日の夜、革の鞭で 39

回打たれました。革の鞭の先は 5

つに分かれて、その先端は釣り針

のような鉄の塊がついて、革の鞭

が皮膚に打たれる度、皮膚は破れ

て、血まみれとなりました。

　また、頭はいばらの冠をかぶせ

られ、額から血が流れて、釘に打

たれた両手と両足から血が流れ落

ちました。体重に勝てなく、釘づ

けにされた手と足は裂かれて、無

知な兵士の槍に脇を刺され、水と

血を全部注ぎ出しました。イエス

様の衣は兵士たちがくじ引いて分

け合って、裸にされたまま十字架

に高く架けられています。十字架

につけられたイエス・キリストを

ご覧ください。

　この方がまさに神様の御子です。

この方はまさに私たちの罪を背

ヨンサンコラム
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養分をやり、害虫を取り除きながら育てるのと同様、愛情を降

り注ぎ、慈しんでこそ、きれいな花を咲かすことができるのです。

　第一に、夫婦の間における対話の窓を開いておかなければな

りません。それぞれの暮らしをお互いにオープンし合い、対話

を重ねましょう。不満をため込んではだめです。対話を通して、

心の中から毒草や雑草を除きましょう。また、互いに相談相手

になるべきです。相談は、相手の話を聞くことから始まります。

要求する前に、話を聞き、理解してあげるのです。

　第二に、『愛そう』と決心しなければなりません。まことの愛

は、意志的なものです。感情的（浪漫的）な愛は長続きしません。

相手を愛しぬく決意が必要です。それが、結婚だったはずです。

また、離婚は神様の掟と摂理に背くものであり、双方に深い傷

を残すばかりか、子どもたちを含めて家庭全員を不幸に巻き込

みます。『離婚しよう』と決断することができるのなら、『愛そう』

と決心することができるはずです。そして、その愛する力を神

様に祈り求めるのです。相手の欠点を見始めるなら、不幸が始

まります。短所を覆ってあげ、良いところを見てあげましょう。

メッセージ 志垣重政	牧師　純福音東京教会 

 　キリストに対する恐れの心をもって、互に仕え合うべきであ

る。妻たる者よ。主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キ

リストが教会のかしらであって、自らは、からだなる教会の救

主であられるように、夫は妻のかしらである。そして教会がキ

リストに仕えるように、妻もすべてのことにおいて、夫に仕え

るべきである。夫たる者よ。キリストが教会を愛してそのため

にご自身をささげられたように、妻を愛しなさい。キリストが

そうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって、教会

をきよめて聖なるものとするためであり、また、しみも、しわも、

そのたぐいのものがいっさいなく、清くて傷のない栄光の姿の

教会を、ご自分に迎えるためである。それと同じく、夫も自分

の妻を、自分のからだのように愛さねばならない。自分の妻を

愛する者は、自分自身を愛するのである。

　社会の基本単位は家庭であり、その基本的構成員は夫婦です。

夫婦関係の破綻は、家庭の破綻を意味し、家族全員が不幸にな

ります。学者たちは、その原因を社会の都市化や産業化、組織化、

そして経済的困難に答えを求めますが、本当の原因は夫婦間の

対話の喪失にあるのです。家庭は、花園のようなもので、水や

家庭破断の理由
――	エペソ人への手紙 5章 21 ～ 28 節	――

社会の基本単位は家庭であり、その基本的構成

員は夫婦です。夫婦関係の破綻は、家庭の破綻

を意味し、家族全員が不幸になります。学者た

ちは、その原因を社会の都市化や産業化、組織

化、そして経済的困難に答えを求めますが、本

当の原因は夫婦間の対話の喪失にあるのです。
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復活祭を迎える私たちの姿勢

✿ 特集｜イエス、よみがえられた！　　
クォン・ヒョクチュン 文化評論家、広報法人㈱プロピアル代表

　復活祭は私たちに特別な意味がある。どの宗教も、どの信仰

も復活の力を述べられてはいない。しかし私たちが信じるイエ

ス・キリストは、ご自らよみがえるであろうと言われ、実際に

その御力を示してくださった。そのために、私たちキリスト教

は歴史的にも復活祭を最も栄光に輝く日として記念してきた。

また復活なさる前に、私たちのために血を流し、苦しみに遭わ

れた主イエスの犠牲と死も、四旬節、受難週を通して尊く思わ

れる。死に至るまで肉的にも精神的にも人間的にも耐えがたい、

私たちが四旬節、受難週、復活祭を迎えてイエス・キリストの受
難にあずかりたいと思うなら、主がそうであられたように、誰か
を愛すればよいのである。ただあずかるために犠牲するのではな
く、愛するがゆえに犠牲するのである。

　第三に、自分の理想像を相手に押し付けてはなりません。ま

ずは、相手の個性と人格を尊重し、適応するよう、努力しましょ

う。人の性格を変えることは、不可能に思うべきです。利己主

義とは、自分の理想を相手に強要することです。争いたくない

から、従順してくれるかもしれませんが、『私とあなた』との関

係から、『私とそれ』の関係に変わり、家庭が破綻します。

　第四に、想像の本分を素直に受け入れなければなりません。

男には男、女には女、夫には夫、妻には妻の本分があり、神様

の創造どおりに受け入れるのです。太陽には太陽、月には月の

役割があります。互いに認め合ったときに、家庭に調和が訪れ

ます。それぞれの本分に応じて、補完し合うべきなのです。

　第五に、知的及び霊的に、一緒に成長していかなければなり

ません。結婚当初は、そう差がなかったはずです。事故啓発と

向上心を持ち続け、互いに切磋琢磨（せっさたくま）し、知的

成長と霊的成長を成し遂げましょう。

　第六に、人間的な感情を互いに理解し合う心のゆとりが必要

です。元来、人は感情的で、先に感情を爆発させた後に、理性

で考える傾向があります。傷を負わせたとき、素直に『ごめん

なさい』『赦してほしい』と告白できるようになりましょう。勝

ち負けの問題ではありません。神様から与えられた家庭を最高

傑作にするために、先に赦し、先に謝る心を持つのです。これ

らのことを実行し、円満な家庭、幸せな家庭を築く皆さんであ

りますよう、主の御名によってお祈りいたします。†
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痛々しい苦しみに遭われた主イエスを思い浮かべながら、その

苦痛にあずかるようになる。ここで、私たちは一つの事実に注

目するようになる。それはすなわち、『なぜ？』という単純な質

問だ。「なぜ、主はそのような苦痛を受けられただろうか？なぜ、

主は苦難に遭わなければならなかっただろうか？」――と考え

るとき、やはり答えは一つである。

　「神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛して下さっ

た。それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、永遠の命を

得るためである。」（ヨハネ 3:16）

　神は私たちをあまりにも愛するがゆえに、独り子イエス・キ

リストを送ってくださり、私たちの代わりに罪の代価を受ける

ようにされた。それゆえ、四旬節と受難週は、キリストの苦難

と苦痛にあずかるという意味以上に、私たちを死に至るまでも

愛してくださったその愛を思い起こす時間となる。結局、復活

祭を迎える私たちがどういう姿勢を持つべきかは、明白になっ

たのである。ただ犠牲にあずかるという意味よりも、もっと霊

的価値のある『なぜ、犠牲となられたか』を黙想し、その永遠

なる「御愛」にあずかることである。主はその愛のゆえに苦難

に遭い、喜んで苦痛を耐え忍ばれたのである。

　それでは、私たちは復活祭を迎え、いかにしてその愛にあず

かることができるだろうか？大きくは、私自身を愛することと

隣人を愛することに分けられる。

私と隣人を愛すること

　第一に、私を愛する行動として、メディア断食を始めてみよう。

その理由は単純だ。4 次産業革命の軌道に立っている私たちは、

現在深刻なメディア中毒に陥っているからだ。これは時折、私

たちにとって偶像になり得るのである。デボーションを一日休

んでも大きな不安はない。しかし、スマートフォンを家に忘れ

てきた日は一日中不安で苛々するようになるのが、それを反証

してくれる。これがメディアの強力な力である。私と他の人た

ちを連結してくれるからだ。それゆえ、少しでもその連結が途

切れると非常に強い不安感を覚えるようになるのである。特に、

現在の子どもたちにＴＶよりも大きな影響を及ぼすユーチュブ

は、非常に深刻な状況にある。検証されてない多くの有害コン

テンツが、子どもたちにそのまま露出されている。

　すでに海外の事例として多く報道された、つまり望ましくな

いコンテンツ、特に暴力的かつ政治的な広告が自動露出されて、

まだ分別能力のない子どもたちに大きな影響を及ぼしている。

メディア学を専攻した私もまた、時々ユーチュブを子どもに見

せたりもしているが、知らない間に自動推薦してくれる広告映

像を観ると、あまりにも驚いてびっくりするときがある。暴力

的な映像予告編から恐怖感を覚える映像まで――。何よりも非

聖書的内容のコンテンツが無差別に出てくるたびに、親として

驚愕に耐えない。

　特に、ユーチュブを通してあまりにも自然に紹介している

同性愛やイスラム文化を観ると、事態の深刻性を感じ、解決

方案を悩むようになる（もちろん、ユーチュブ自体が悪いと

いう意味ではない。正しく用いれば福音伝播の道具となる。

両刃の剣のようなものだ）。大人も例外ではない。ゲームに夢

中になって子どもたちの面倒を見ず、アメリカでも大きな問

題となっていたことだが、恋愛チャットを通していとも簡単
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うこと、それは誠に尊いことである。考えているほど容易なこ

とではないからだ。献血に対する誤解も多く、特にクリスチャ

ンホームにおいても、子どもたちが献血をすると言うと、親の

心は内心「やめてほしいな…」と思うのが現実である。「もし貧

血でも起きたらどうしよう」と、誤解しているからだ。実際は、

献血する前に献血の可能な体なのかを測定したうえで行うため、

貧血が起こるということは稀である。それでも、自身の腕に針

を刺すということ、子どもたちの腕から血を出すということを、

本当に難しく考えている。献血について当為性は知っていても、

いざ実行しよとするとためらうのが、献血である。

　しかし、よく考えてみよう。その誰かはご自身の血と水を全

部注ぎ出された。それも惜しげなく、すべてを流し出されたの

である。その血が流れ出される間に覚える極度の苦痛と恐怖を、

喜んで耐え忍ばれた。その理由は単純である。ただ愛のゆえだ。

彼は悩んだ。ゲッセマネの丘で自身が受けるべき苦痛と苦難を

誰よりもよく知っていたから、自身をお遣わしになった御父に、

「この杯をわたしから取りのけてください」と懇請した。しかし

すぐに、「わたしの思いではなく、みこころが成るようにしてく

ださい」と告白する。そして静かに十字架を背負われた。まさ

しく私たちの主、イエス・キリストの物語である。四旬節と受

難週の意味も同じである。誰かをあまりにも愛するがゆえに代

わりに死ななければならなかったし、その誰かに永遠の命を与

えるために復活なさった。まさに＜しなんげ＞を通して、この

文を読む皆さんと私、すべての人のためにである。

　それゆえ、私たちが四旬節、受難週、復活祭を迎えてイエス・

キリストの受難にあずかりたいと思うなら、主がそうであられ

に性的堕落に露出されてしまうことである。これは自分自身

を愛していない結果である。程度の差はあるが、多くのクリ

スチャンたちも例外ではない。

　私たちが私自身を愛するならば、このようなメディアから

自身を保護すべきである。だから復活祭を迎えて、メディア

断食をしてみるのも大事ではないかと思える。主は、誰より

も私を愛するがゆえに、十字架で死なれ復活なさったのです。

なのに、私たちは自分自らメディアという両刃の剣を調節で

きずにいるならば、自らを切り付けて滅びへの道に入ること

になるのである。

　そのために、私たちは復活祭を迎えて私を愛する方法として、

自らメディア断食をしてみるのもよいではないだろうか。業務

のゆえに、終日スマートフォンを使用禁止にするのが無理なら

ば、家族と共にいる夕食の時間から寝る前までの間、スマート

フォンとメディアコンテンツを止めてみるのはいかがだろう。

その時間は、家族とより多くの対話を交わし、聖書やキリスト

教書籍を読みながら、主を思いつつ時間を過ごしてみるのもよ

いのではないだろうか。

　第二に、隣人を愛する方法としては、献血をするのもよいだ

ろう。以前、3 月の初めに大韓赤十字献血管理本部の資料によ

ると、O 型は平均 3.9 日、A 型は 4.2 日の血液保有量を持ってい

るという。とても足りない数値だ。血小板のような場合、5 日

以内に使用しなければならないために、献血した血液は長期間

保管が不可能な状態だ。ゆえに、普通 5 日以内の血液保有量を

維持するためには、持続的な献血が必須だと見なしている。

　血を分け与えること、誰かのために代わりに血を流せるとい
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期待を越えた期待、復活

✿ 特集｜イエス、よみがえられた！　　 カン・サン 牧師　十字架教会

　復活祭になると、私は弟と初めてヒヨコを買って育てた時の

ことを思い出します。弟と私は貯金箱を崩し、学校の前で売っ

ていたヒヨコを 10 羽飼いました。黄色いヒヨコがぴよぴよ泣き

ながらよちよち歩き回るのを見て、どんなに愛おしく思えたこ

とかわかりません。私たち兄弟は、そのヒヨコたちとずっと一

緒にいられると期待していました。しかし、その期待は長く続

きませんでした。

　ある日、弟はヒヨコたちに餌をあげていました。当然のように、

黄色い生命たちは弟の周りに花びらのように集まってきました。

私たちの期待がすべて死んだときに神様の期待が生き返ります。
私たちの期待が徹底的に死んでからこそ神様の期待が生き返ります。
期待を越えたところにある期待、それはまさに復活でした。
今年は主の復活祭だけではなく、私たちの復活祭も体験しましょう。

たように、誰かを愛すればよいのである。ただあずかるために

犠牲するのではなく、愛するがゆえに犠牲するのである。

　以外にも私たちは、主イエスがなされたように、私と隣人を

愛するがゆえに、自ら節制しなければならない多様な方法があ

る。断食もあるだろうし、断食によって余った費用を寄付する

方法もあるだろう。また、炭素ダイエットのように、炭素排出

をする消費を減らすことで、究極的に主なる神が創造なさった

美しい地球を愛し管理することもできるであろう。

　今回の復活祭の前に、ご自身の人生を犠牲にされた主の苦

痛を黙想しつつ、『なぜ』という質問を必ず問いかけてみてほ

しい。四旬節、受難週、復活祭を迎え、メディア断食を通し

て自分自身を愛し、献血を通して隣人を愛してみてはいかが

であろうか。†
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通路にすぎないことを信じたからです。

　そのようにして「復活」は私たちに「期待」となって訪れました。

より正確に言うなら、私たちが期待していたことを越えて神様

の期待に向かう、言葉通りに「期待を越えた期待」でした。

　短いとも長いともいえる 45 年間の人生を生きて来て、自分な

りに期待をもっていました。幸福な家庭のため期待、健康な体

のための期待、ある程度は余裕のある財政への期待、自分の夢

と希望がかなえられる期待などです。しかし、ひどいと言える

くらい、私の期待は大多数がかなえられませんでした。

　幸福な家庭を期待しましたが両親は離婚し、健康な体を期待

しましたが多くの病に見舞われ、苦しみの夜を数えられないほ

ど過ごしました。派手な富ではなく、アグルの言葉 (箴言 30章 )

のように、なくてはならないものだけを求めてきたにもかかわ

らず、食べるものがなくて断食した日も多すぎるほど多くあり

ました。オリンピックの金メダルや宝くじに当たるようなすご

いことではなくて、ただ平凡な暮らしを期待しましたが、その

ような期待は粉々に砕かれることの連続でした。

神の期待が現れる

　何よりも、わたしがしたかったからではなく、神の強い導き

によって始めた開拓教会は、私が期待を持つことすらできない

ようにさせました。教会の建物を契約する日、できるはずだっ

た銀行ローンが組めなくなり、小さい教会ながらも、よく目立

つように付けていた高価な看板は台風の度に落ちてしまいまし

た。ただ一人のたましいでもと待っていましたが、教会が小さ

いから、牧師が若いから、3 階なのにエレベーターがないから、

問題は弟がトイレに行きたくなったことです。おいしそうに餌

を食べているヒヨコたちの邪魔をしたくないがゆえに、弟は黄

色い花びらの上を飛び越えることにしたのです。そしてぴょん

と飛びました。しかし、黄色い花びらたちもジーとしてはいま

せんでした。弟の急な動きに驚いたヒヨコ１羽が弟の足元に入

り込んでは、黄色い花びらから赤い花びらに変わったのです。

もっと悲しかったのは、そのヒヨコが即死ではなく、首が折れ

た状態で一晩苦しんだあと、朝方になって死んだからです。

　弟と私が生まれて以来、あんなに泣いた日はありませんでし

た。私たちは一晩中そのヒヨコを看病し、当時伝道師先生だっ

た父も一緒になって切に祈ってくれました。しかし、朝方になっ

てヒヨコは死んでしまいました。朝起きてヒヨコを山に埋めな

がら、また涙が止まりませんでした。人生で初めて遭遇した、

愛するものの死は耐え難い苦痛でした。そして、私たちの切な

る祈りに応えて下さらなかった神様に対する失望も大きかった

です。結局、そのヒヨコに関する私たち兄弟の願いは、何一つ

叶えられずにぶち壊されました。

　その日、父は泣いている私たちを慰めながら初めて「復活」

という言葉を言いました。たぶん説教の時間に何度も話してい

るはずですが、私たちはその日初めて「復活」という言葉に耳

を傾け、意味を注目するようになったのです。おかしくも、本

当の死を体験した瞬間、私たち兄弟は真の命である「復活」を

確かに学ぶことができました。

　もちろん父が話したようにそのヒヨコが復活して今、天国に

いるのかどうかはわかりません。しかし、その日私たちが泣き

やむことができたのは「復活」が待っていることを分かったか

らです。死は終わりではなくて「復活」を準備する間に通る、
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椅子がないから、未自立教会だから、あげくの果てに、長老派

の教会だからといって離れて行きました。10 時間以上かけて準

備した説教でしたが、一人もいなかった礼拝もあります。ヒヨ

コ 1 羽が死んだときに流した涙など比べ物になりません。開拓

を始めてから私が泣かずに祈った日はそんなにありません。神

が備えて下さった道なので従順しましたが、主は何一つ期待通

りにさせてくれませんでした。書ききれないくらい多くの裏切

りと傷と諦めを経て、人生にとって期待が崩れることはまさに

死に等しいと、単純な理論としてではなく自分の骨身にしみて

感じました。

　そんな日々が続いていたある夜、寝床に着いたら、深い森の

地面の下に埋もれて祈りのようなうめき、うめきのような祈り

をささげている自分を見つけました。土が私を覆い始め、ひか

りが少しずつ消えて行きました。死はあっという間の出来事で

はなく、トンネルのように長く、麻酔もせずに傷を縫うかのよ

うな苦しみがずっと続きました。何とか生きてみようともがい

ていても最後の土が覆い、最後の光りが消える瞬間、私は「そ

うだ。私はもう死んだ」と言う断念の告白をもらしました。し

かし、その瞬間光りが見えました。その光りは外から入ってき

たのではなく、私の中から出てきたのです。その光りは明るい、

そして暖かいものでした。そして熱くなり、そのあと火山のよ

うな力に変わりました。そして、その暗闇と苦しみ、また積ま

れた土の中から立ち上がらせてくれました。長い夜を追い払っ

て暁を招き入れました。自分自身の徹底的で完全な死を経験し

てから、神の復活がいのちになって起き上がりました。私の期

待が完全に消えた瞬間に、神の期待が現れたのです。 

　そのあとから、私は全く期待していなかった人たちが来るよ

うになりました。全く期待しなかったエッセイや本がかけるよ

うになりました。全く期待していなかった出会いの道が開くよ

うになりました。ソシテ、一度も期待したことのない献身を通

して、世の基準によってはできるはずのないことが叶うように

なりました。家賃 40 万ウォンもしっかり払えなかった未自立教

会が、4 億を超える建物を購入し移転したのです。私は教会を

開拓して 12 年間、そんなことは考えたこともありませんでした。

私たちの復活祭

　しかし本当に驚くべきことは、建物のようなうわべだけの変

化ではありません。まさに天下よりも尊い、一人ひとりのたま

しいの変化でした。説教を始めると、目をつぶって寝ていた人

たちが燃えるような瞳で説教を聞くようになりました。かたく

なだったたましいが心を開いて悔い改め、赦し合うようになり

ました。

　その中でも一番感動的だったことは、私の義理の父の回心で

す。私が義理に父に初めて会ったのは 17 年前でした。その時、

義理の父は拳を高く上げて、自信満々に話していました。自分

はこの拳を信じると。気が遠くなりました。ある時、義理の弟に、

「人生で一番幸せだったのはいつなの？」と聞きました。すると、

「父さんがテーブルをひっくり返さないで最後までご飯を食べら

れた日」だと答えました。私は号泣してしまいました。

　義理の父は教会を悪く言って牧師をあざけりました。そんな

義理の父が変わりました。もちろんとてもゆっくりで大変でし

たけれども。その父と一緒に賛美を捧げました。目が悪くて聖

書が読めないので、父はオーディオ聖書を聞きながら、自分の
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　私が純福音教育研究所長在

職中、ある日、チョー・ヨン

ギ牧師に呼ばれ、「純福音神学

を設立するために米国に行き、

勉強してきなさい。」と言われ

た。私と妻はそれぞれ博士課

程を取得するため、米国の大

学の入学許可を受け、準備し、

1982 年 7 月 31 日に出国した。

　その当時、米国に入国した

時、主にノースウエスト航空

を利用した。台湾を出発して

ソウル金浦空港経由で米国に

入る路線だった。出発当日、

搭乗手続きを終え、出国手続

きのため待機し立っていたの

だが、台湾に台風が上陸し出

発が遅延しているためお待ち

くださいというアナウンスが

流れた。出国手続きも進まな

いまま、空港の待合室で待つ

ことになったのだが、お待ち

米国留学時代に受けた
訓練のおかげで

✿信仰の明文化を成し遂げますように㉖｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会

たましいに御言葉を刻み込みました。以前はリモコンを話さず、

テレビのチャンネルを回していましたが、今は基督教放送を好

んで観ています。以前に家族が集まったとき、讃美歌88番を歌っ

ていたら涙が出たと言いました。また、これから残りの人生は

罪から離れ、誠のクリスチャンとなり、聖霊様と共に生きてい

くと告白しました。涙ぐむ父の顔は、確かに死の権威を打ち破

り復活されたイエス様の顔が写っていました。

　また復活祭が訪れます。また主の期待がこの世を訪れます。

卵を食べて復活の賛美を捧げたからといって、復活祭になるわ

けではありません。復活は、真の十字架を通りぬけてこそ迎え

るものです。もしかしたら、ある人にとって今日が、愛して可

愛がっていたヒヨコを山に埋めなければならない、つらい 1 日

かも知れません。しかし、本当に埋めなければならないのはヒ

ヨコではなく、私自身です。神様によらない虚しい期待です。

さらに、主のためだと言いながら、自分勝手に立てた期待です。

　私たちの期待がすべて死んだとき、神の期待がよみがえりま

す。私たちの期待が徹底的に死んだ後、神の期待がよみがえる

のです。期待を越えたところにある期待、それはまさに復活で

した。今年は主の復活祭だけではなく、私たちの復活祭も体験

しましょう。†
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くださいというアナウンスは続き、その間金浦空港は待機中の

搭乗客と見送る人とでロビーが埋め尽くされ、楽に座れる席も

ないほどだった。搭乗客はゲート前で鞄とボーディングパス、

パスポートを出し、床に座っていつなのかと登場する時間を待っ

ていた。結局、やっとのことで到着したノースウエスト航空に

乗り、米国へ出発した。

　米国留学への道は最初から苦労があった。しかし、この路線

は元々シアトル経由ニューヨーク行きの路線だったが、シアト

ルに到着してみると乗り継ぎ便は既に出発しており、他の場所

に行かなければならない大部分の乗客がシアトル空港付近で 1

泊することとなった。このように私の米国留学生活が始まった。

　当時ヨイドで月 1000 ドルの奨学金を送ってもらった。初めは

ワシントン純福音第一教会で主日だけ中高等部の担当となり使

役をした。それから勉強に専念するため教育牧師を辞任し、私

はフィラデルフィアへ場所を移した。しかし1000ドルで、メリー

ランドで勉強する妻と、フィラデルフィアで勉強する私が生活

するにはとてもギリギリだった。妻はメリーランド大学大学院

のアパートに住み、私はフィラデルフィアのある黒人の家庭の

地下室１室を月に 150 ドルで借りて住んでいた。月家賃だけで

も 600 ドルを超え、妻は学校で助教として大学 1 〜 2 年生を教

えながらもらう収入で生活をしていた。

　黒人の家の主人 Bosket 夫人はとてもけちな人で、時折地下へ

降りてきて、もしや電熱器を使っているのではないかと確認し

たりしていた。そして万が一地下の部屋で電熱器を使っている

場合は追加で費用を支払うよう言われていた。そのためその部

屋ではラーメンひとつも作って食べることが出来なかった。

　ある雪の降る冬の日、レイガン大統領の就任式で連休となっ

た妻は私の生活ぶりを見ようとフィラデルフィアに来た。一晩

泊まって行く予定だったが、Bosket 夫人が降りてきた。私を呼

び、「あの人は誰なの、泊まっていくの？」と聞いてきた。私が、

妻だと言うと、部屋代 30 ドルを払いなさいと言った。後ろで聞

いていた妻はその話を聞き、心を痛め、雪降るその夜フィラデ

ルフィアで休むこともなく涙を流してワシントンへいった。

正しい牧者像を植えてあげなさい

　その日は大統領の就任式の日でワシントンへ向かう人が多く

汽車が満席だったのだが、やっと汽車の席を取り、悲しく電車

に乗る間泣きながら帰ったとのことだった。しかし、妻が帰っ

た後すぐに私が教育牧師として仕えているワシントン純福音第

一教会の方から電話がひっきりなしにかかってきた。担任牧師

が教会を辞任し、ボルティモアにある教会に行かれ、教会が羊

飼いを失った羊のようになったので、週末にはワシントンにき

て臨時でもいいので教会に来て、メッセージを語ってほしいと

いう依頼だった。担任牧師として招聘されたのだ。私は勉強に

専念するためパートタイムの教育牧師職を辞任したわけで、妻

もやはり、その教会で使役することを望んではいなかったのだ

が、フィラデルフィアでの出来事により私たちの心は変わって

いた。皆が神様の御旨を受け入れた。

　1 週間この問題をおいて祈る中、主は「行って 2 つのことを

しなさい」と命じられた。1 つは教会をたてなさい、もう 1 つ

は行って正しい牧者像を植えなさいということだった。

　当時大部分の移民教会が米国教会の建物に家賃を月々払い、

主日の午後の少しの間借りながら使っていた。礼拝を主日昼１
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師が家庭訪問しながら不満を漏らしているという噂が流れた。

呆れてしまった。

少しも疲れません

　どうしたらこのような話を聞く事になるのかひと月の間に

回った 70 余家庭を一つ一つ思い返しどのような御言葉を語っ

たのか振り返った。そうするうち家庭訪問を始めて 1 〜 2 週

がたった日、ある執事様が働く会計事務所に訪問したことを

思い出した。

　その日、その方が、執事様の事務所に家庭訪問する事を知り、

その時間に会計事務所に来て共に礼拝を捧げた。礼拝を終え近

くの店で食事をしたのだが、その時、執事様が私の顔をじっと

見つめて「牧師様、具合悪いですか？顔面蒼白に見えます。」こ

のように言われた。私は執事様に「いえ、具合悪いところはなく、

朝早くから出てあまり眠れなかったので少し疲れています。」と

答えたことを思い出した。私が聖徒の前で疲れたと言った事が、

行く先々で不満を漏らしたことになってしまっていたのだ。そ

れ以降私はどんなに疲れていても一度も聖徒の前で疲れた、辛

いという言葉を言った事が無い。

　私は今も誰かが「最近疲れていらっしゃいませんか？」と質

問してきたら、「いいえ、少しも疲れていません。」と明るく笑

顔で答える。

　そしてある日、その方のことでとても心が傷つき、早天祈祷

で神様に切に祈った。「神様、その方をどうぞ他の教会に送って

ください。」数日後、神様が応えてくださった。「その人が去れば、

その人よりもすごい人が来るだろう。」「いいえ主よ。そのまま

居るようにしてください。」私は主の前で降伏した。ただ心に抱

時か 2 時に捧げることが普通で主日 5 時頃まで使っていた。そ

うして韓人教会がリバイバルし、米国教会の聖徒らが不満を感

じたら米国教会からすぐに公文が来た。教会をいつまで貸して

あげるから、他で礼拝する場所を探すことを促す内容だった。

それは教会建築は韓人教会の死活問題とも言えた。私が赴任し

た後、教会を７度も移さなければならなかった。教会がリバイ

バルし続ける中、活発な運動力を持つ子どもたちにより米国教

会を汚くし、米国教会の教会員たちから不満が出ることがその

主原因だった。

　そして私が担任となったワシントン純福音第一教会は教会を

創立する人々が教会運営に絶対的な影響力を及ぼしたが、前任

者が教会を多くリバイバルさせたにも関わらずその方たちとの

葛藤に悩んだ時期を送り、結局は教会を辞任し他の教会へと移っ

たのだった。したがって彼らに正しい牧者像を植えてあげるこ

とは信仰成長にとって必ず必要な事だった。

　振り返ってみると、教会建築は完成したが、正しい牧者像を

植えたのかどうかに対しては未だに考えている。なぜなら私が

牧会した 8 年半の間、変わらず私を訓練 (?) させた方が居たた

めだ。

　時に本人は自身がとげとして存在していることを大っぴらに

周りの人に言ったりもした。何か私に足りない点や弱点を見つ

けるとすぐに批判をした。

　私がフィラデルフィアで勉強しながら毎年 6 〜 8 月の休みの

期間に全聖徒の家庭訪問をした。1 日に 10 〜 12 家庭を時間帯

別にすることになったのだが、火曜日と木曜日に約 250 家庭、

時にお店で家庭礼拝を捧げた。

　ひと月余りすぎたある日、その方の周辺でイ・ヨンフン牧
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いて牧会をする事を決心した。刺すなら刺され、叩くなら叩かれ、

批判するなら批判を受け、ただ愛で抱いて熱心に牧会に専念し

た。

　今振り返ればすべてのことが神様の恵みだ。その方が私をそ

のように酷烈に鍛錬したため、ヨイド純福音教会後任となり大

きく小さな挑戦を黙々と立ち向かい耐える事ができるのだ。あ

る人は体つき (?) がとても良いというのだが、それは米国でよ

く訓練されてきたおかげだということができる。

のも辛い悪臭、蝿と蚊の襲撃、熾烈な生活の激戦地だった。黒

い油紙で屋根を作り、風に飛ばされないようその上に石を乗せ、

高さ 1m を少し超えるほどの無許可の家に住む人々。腰を曲げな

ければ入れない場所に電気、水道は無く、ろうそくの火が灯され、

井戸から汲む汚い水を飲料水として使っていた。

　子どもたちは出て行ってすり、くず拾い、靴磨きなどでお金

を稼ぎ、大人たちは道路工事の道に砂利を敷く仕事で日当 3 〜

4 千ウォン（日本円で約 3 〜 400 円）を貰い、骨が折れる苦労

をし、日々を暮らしていた。社会の底で力を尽くして生きてき

た人々がその場所で集まり新しい人生を開拓していたのだ。そ

の時、心の奥底から大きな悟りが与えられた。

「教会は貧しい人、病の人、疎外された人、圧制される人のため

存在しなければならない。教会はナンジドに住む貧者の慰め人

にならなければならない。」

　ナンジドの強力な絵がいつも私の脳裏で消されることはな

かった。私が苦しみの中にいる信者たちのため、家庭訪問を続

けることも、若い時代にナンジドの撤去民の村で強力に感じた

ことがひとつの要因となっている。

　私になぜ苦難がないだろうか。私は苦難のたびに早天の祈り

で逆境を克服してきた。牧会者は少し寂しくなければならない。

寂しいからこそ主を見上げ祈ることができる。私は寂しい時、

いつも歌う賛美がある。私はこの賛美を私の牧会歌と呼ぶ。

＜聖歌 611 番＞

　「わが友にますあがないぬし / イエスきみの麗しさは / 谷間

の百合か明けの星か / くらべうるものはあらじ / 悩める時の

ちかきたすけ 悲しき日のなぐさめ / きみは明けの星 / 谷間の

百合 / くらべうるものはあらじ (1 節 )

　きみはわが罪あらいきよめ / いざないにもうちかたせ / 高

くそびゆるとりでのごと / みちからもてまもりたもう / あた

はせめよせ / 世はすつれど / いかでおじまどうべき / きみは

明けの星 / 谷間の百合 / くらべうるものはあらじ」(2 節 )

　私はこのような仕える心を、祖父イ・ウォングン長老から受

け継いだ。祖父はラクダのこぶのような膝を持つ人だ。祖父が

天国へ行かれる時、膝がかたい肉で覆われるのを見た。どれほ

ど偉大な祈りの人生だろうか。私はこのような祖父に出会った

ことを誇りに思い、感謝する。信仰の家系に生まれ育ったこと

がどれだけ大きな祝福なのか。その信仰の遺産のゆえ私たち家

族は皆イエスを信じるようになった。

　私たちは皆、信仰の明文化をつくるよう祈るべきだ。子ども

に何を遺してあげたいのか。お金？名誉？それは時々紛争の火

種となる。そして、一瞬で飛んでなくなってしまう。最高の遺

産は「良い信仰」だ。それは決して無くならない偉大な遺産だ。

皆様が、この信仰の明文化を作る始祖となることを願う。†
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　韓国は、祭司の国です。百年も前に韓国を訪問したアメリカ

の宣教師たちは、韓国の人々からこの重要な召命を確信してお

り、アメリカで最もよく訓練された宣教力量の大きい宣教師た

ちを韓国に派遣するよう、要請があったといいます。韓国のリ

バイバルはそのように準備されたのです。

　アメリカ大統領は就任宣誓の際、聖書に手を置いて次のよう

に宣誓します。「私はアメリカ合衆国大統領の職務を誠実に遂行

し、最善を尽くしてアメリカ合衆国の憲法を保存し、保護して

守ることを厳粛に誓います。」

　アメリカ人にとって、憲法はそのくらい重要なものです。ア

メリカ憲法は、聖書の精神を基盤として作られたものであり、

国家権力を分離させて個人の自由を侵害できないように作られ

ました。アメリカはこの憲法を守ってきたし、この憲法の下で

神の祝福を受けてきました。

　アメリカでアメリカ憲法を勉強したイ・スンマン氏が、韓国

の初代大統領となりました。韓国戦争にアメリカの若者が参加

し、10 万人余りが死傷しました。韓国とアメリカは、神が福音

として、憲法の精神として、血によって結ばれた兄弟国家です。

神の国の摂理の中で、アメリカと韓国は共に歩むように召され

たのです。韓国教会の力強いとりなし祈りと福音に対する情熱、

チャレンジ精神は、世界教会に大きな祝福をもたらしてきまし

たし、これからもそうなるでしょう。統一された韓国教会は、

ムスリム福音化に大きな影響力を及ぼすはずであり、イスラエ

ルを祝福する国家となるでしょう。

覆いかぶされたもので、現れてこないものはなく

　アメリカは再びキリスト国家として全盛期を迎えるようにな

主なる神は
ご自分の嗣業を
見捨にならない

　リバイバルが、巨大なリバイバルが近づいていると、私は確

信しています。神の栄光がこの世を訪れるでしょう。これから

強力な油注ぎを受けた栄光に満ちた若い牧会者たちが、福音を

力強く宣べ伝えるようになると、私は信じています。しかしそ

れよりももっと大事なことは、今まで神がこの時のために準備

された神のしもべが、年齢に関係なく大きく用いられるように

なるということです。

　数十年前に与えられた神の御約束――ヴィジョン――が成就

されるでしょう。神の人たちは使命を全うするまで、邁進して

いかなければなりません。

ヘンリー・グルーバー牧師の

主と歩く

ヘンリー・グルーバー		
（Henry	Gruver）牧師
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ると、私は信じています。アメリカが「丘の上の明るい都市」に、

再び正しく繁栄するキリスト教国家として回復されれば、世界

が経験している理念的困難はある程度整理されていくでしょう。

　危機は最も大きな機会になり得るのです。主は言われました。

「おおいかぶされたもので、現れてこないものはなく、隠れてい

るもので、知られてこないものはない。だから、あなたがたが

暗やみで言ったことは、なんでもみな明るみで聞かれ、密室で

耳にささやいたことは、屋根の上で言いひろめられるであろう。」

（ルカ 12:2 ～ 3）と。

　アメリカはオバマ大統領時期に最も大きな困難と暗やみを経

験しました。しかし、その時期に覆いかぶされたことが現れ、

隠されたものが明るみに出て知らされました。その結果、キリ

スト者たちが目を覚ますことができ、連合して対応できるよう

になり、勝利することができたのです。

　サタンは偽りの父です。サタンの僕であるヒトラーは、偽り

の言葉の効果を信じていました。彼は、「殆どの人は小さい嘘

より大きな嘘のほうが騙されやすい」と述べました。また彼は、

演説の際に「平和」と「自由」の言葉を最も多く使っていました。

ヒトラー政権の初期は、教会を守ってあげると約束しましたが、

後になって彼は教会そのものをなくそうとしたのです。

　ヒトラーだけではありません。共産主義者や社会主義者、ム

スリムたちは、敵に対する戦略という名目下に偽りの言葉を述

べていながら、少しも良心の呵責を感じていません。多くの若

者、キリスト教の若者たちさえも、彼らの偽りの言葉に騙され

ました。

韓国教会が祈るとき

　韓国が自由統一となり、2 千５百万の北朝鮮の人たちに福音

が伝わるようになると、全世界的大リバイバルが起こるでしょ

う。最も暗い時こそ、最も明るい光を発するべき時なのです。

私は韓米同盟を神が結んでくださったと信じます。

　今やホワイトハウスでは、アメリカ歴史上最も真実なキリス

ト者たちが働いています。彼らは真に神を恐れ、神の御心を慕

い求める人たちです。彼らは、北朝鮮で迫害されているキリス

ト者たちと、北朝鮮の人たちの苦しみを知っています。

　韓国の教会は祈るべき時です。アメリカ大統領と副大統領、

言論と国民に、北朝鮮で苦しむ人たちに対するあわれみの心が

与えられますよう、祈るべき時なのです。政治論理ではなく、

神の御心どおりに韓米関係が解かれるよう、私も祈っています。

　苦難は教会を清潔にし、堅く建てられます。私は結局、審判

に打ち勝つ神の慈悲が韓国の上に臨むであろう、と信じていま

す。苦難と逆境があるかもしれませんが、神は韓国教会が長い

間祈り求めてきた望みを叶えてくださるでしょう。†

危機は最も大きな機会になり得るので
す。主は言われました。「おおいかぶさ
れたもので、現れてこないものはなく、
隠れているもので、知られてこないもの
はない。だから、あなたがたが暗やみで
言ったことは、なんでもみな明るみで聞
かれ、密室で耳にささやいたことは、屋
根の上で言いひろめられるであろう。」

（ルカ 12:2 ～ 3）と。
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プトを離れました。この出来事は、すなわち、聖書で言及され

た「入り混じった群衆」です。「入り混じった群衆」とは、おそ

らくイスラエル人だけではなく、モーセの言葉を信じ、過越の

祭の小羊の血による救いを追求する人たちのこと指します。

　次に大事な出来事は、イスラエルが荒野に宿営し、彼らがシ

ナイ山に集まったことです。これに関する御言葉をみてみましょ

う。

　「イスラエルの人々は、エジプトの地を出て後三月目のその日

に、シナイの荒野にはいった。すなわち彼らはレピデムを出立

してシナイの荒野に入り、荒野に宿営した。イスラエルはその

所で山の前に宿営した。さて、モーセが神のもとに登ると、主

は山から彼を呼んで言われた、このように、ヤコブの家に言い、

イスラエルの人々に告げなさい、『あなたがたは、わたしがエジ

プトびとにした事と、あなたがたを鷲の翼に載せてわたしの所

にこさせたことを見た。それで、もしあなたがたが、まことに

わたしの声に聞き従い、わたしの契約を守るならば、あなたが

たはすべての民にまさって、わたしの宝となるであろう。全地

はわたしの所有だからである。あなたがたはわたしに対して祭

司の国となり、また聖なる民となるであろう。』これがあなたの

イスラエルの人々に語るべき言葉である。それでモーセは行っ

て民の長老たちを呼び、主が命じられたこれらの言葉を、すべ

てその前に述べたので、民はみな共に答えて言った、『われわれ

は主が言われたことを、みな行います。』モーセは民の言葉を主

に告げた。」（出エジプト 19:1 ～ 8）

　神は、イスラエルとまた別の契約をお立てになりました。主

がイスラエル民たちに要求されたのは、主の御言葉（御声）に

契約の血

✿ 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、サンスリョンセンター本部長

　今年の 4月は復活祭の祝いから始まりました。そして、3月は、

最終週木曜日の夕方に最後の晩餐、金曜日にはイエス・キリス

トの十字架の死、墓に葬られたことを記憶しつつ終わりました。

　今まで数ヶ月にわたり、人間と結ばれた神の御契約、その契

約におけるしるしの数々を学びました。そして、すべての契約

は、すべてしるしと共になされたことも学びました。特別な木

曜日の晩、弟子たちが集まっている部屋で、主はご自身の血が

神と人間との『新しい契約の血』であると語られました。今日は、

その御言葉の背景にある意味を詳しくみていきたいと思います。

　まず、イスラエルの民たちがエジプトを脱出して荒野に入っ

たときに、もう一度戻ってみましょう。先月述べたように、イ

スラエルの民たちはエジプトにおける長子の死の対価として、

囚われの身から解放されました。小羊を屠り、その血を彼らの

家のかもいと門柱に塗ることによって、保護が保証されたとい

うことも学びました。また、その血の保護を信じる人は誰でも、

その家に入り救われました。そして、彼らも紅海を渡ってエジ
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聞き従うことでした。イスラエルが主の御声に聞き従うならば、

彼らは神のものとなり、祭司の国と聖なる民になるであろうと、

主なる神は約束されました。この御宣言に、民たちは「我々は

主が言われたことを、みな行います」と反応します。これに主

は、引き続き御心を彼らに啓示されます。この部分については、

次回、より詳しく学んでいきたいと思います。今回は、その時、

神が強力にご自身を現わし、イスラエルに律法をお与えになら

れたということだけに言及したいと思います。

　出エジプト記 24 章をみてみましょう。

　「モーセはきて、主のすべての言葉と、すべてのおきてとを民

に告げた。民はみな同音に答えて言った、『わたしたちは主の仰

せられた言葉を皆、行います。』そしてモーセは主の言葉を、こ

とごとく書きしるし、朝はやく起きて山のふもとに祭壇を築き、

イスラエルの十二部族に従って十二の柱を建て、イスラエルの

人々のうちの若者たちをつかわして、主に燔祭（はんさい＝全

焼のいけにえ）をささげさせ、また酬恩祭（しゅうおんさい＝

和解のいけにえ）として雄牛をささげさせた。その時モーセは

その血の半ばを取って、鉢に入れ、また、その血の半ばを祭壇

に注ぎかけた。そして契約の書を取って、これを民に読み聞か

せた。すると、彼らは答えて言った、『わたしたちは主が仰せら

れたことを皆、従順に行います。』そこでモーセはその血を取っ

て、民に注ぎかけ、そして言った、『見よ、これは主がこれら

のすべての言葉に基いて、あなたがたと結ばれる契約の血であ

る。』」（出エジプト 24:3 ～ 8）

　この時点で、イスラエルと主なる神との間に結ばれた『新し

い契約』は、取り交わす約束ととともに、両者に血を注ぎかけ

ることで成立しました。（今までは常に一方に血があり、他方に

はありませんでした。）

　例えば、アダムとエバの場合、神が彼らのために流した動物

の血がありました。ノアと彼の家族は、洪水によって亡くなっ

た者たちの血によって命が救われました。また、アブラハムと

結んだ最初の契約では、神自らが二つに裂いた獣の間を通り過

ぎて行かれました（創世記 15 章）。創世記 17 章には、神との契

約を結んだ人たちが血を流す、『割礼契約』が記されています。

そして、イスラエル民と他の民族たちが血の塗られた家の中に

入れば、神の代理人である御使いがそこを通り過ぎて行きまし

た。

　ところが、ここで初めて血が両側に注がれます。半分は神の

臨在の象徴である祭壇に、半分は人々に注ぎます。これは、個

人あるいは各家族ではなく、民全体、神が建てられる新しい国

と結ぶ契約の血です。もはや単なるヤコブの子孫、一族との契

約ではありません。一国、祭司となり聖なる民となる新しい人

たちと立てられる契約です。個人的な契約ではなく、共同体の

契約なのです。

　では、この人たちは誰でしょうか？イスラエルの子孫であり、

永遠にその名で呼ばれるはずの人たちですが、それ以上はあり

ません。この民、この祭司の国は出エジプトを果たしたすべて

の人々を含みます。今、この外国人の入り混じった人々が共に

神に従順することを誓い、契約に同意します。この契約は、も

はや犠牲のいけにえの血、神とイスラエル両方から流す血であ

ることは確かです。

　この偉大な契約は、やがて起こることを啓示しています。数

世紀にわたり、私たちの主であられ、救い主となられる、メシ
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　使徒ヨハネは三回にわたり、主イエスが過越の準備の日に十

字架に架かられたと言及しています。彼は、三回にわたって主

イエスと過越の小羊を結び付けているのです。ヨハネによる福

音書は、バプテスマのヨハネが宣言した真理を言及することか

ら、福音書が始められています。――「その翌日、ヨハネはイ

エスが自分の方にこられるのを見て言った、『見よ、世の罪を取

り除く神の小羊』」（ヨハネ 1:29）。そうです。キリストは私た

ちの過越の祭のいけにえです。そして、さらに、それ以上のも

のでもあります。

　最後の晩餐において、主はパンを取って祝福し、それを割い

て弟子たちに与え、「これはあなたがたのための、わたしのから

だである」と言われました。また杯を取って祝福し、弟子たち

に与えて飲むようにされた後、「この杯は、わたしの血による新

しい契約である」と言われました。この言葉は、聖書に四回も

記録されています。共観福音書、また使徒パウロが書いたコリ

ント人への第一手紙 11 章に示されています。

　これは何を意味するのでしょうか？ 主は最後の晩餐の次の

日、新しい契約のために、十字架上で犠牲のいけにえとして捧

げられる、ご自身の体と血をお与えになります。この新しい契

約は、神とすべての人類――世界の国々が神を信じ、その契約

にあずかるすべての人類との契約です。この新しい契約は、イ

スラエルの人々をはじめ、あらゆる民族を神の一つの民として

お作りになったシナイ山での契約――律法――の代わりとなり

ます。これは、シナイ山の契約によっては成し得なかった『完

全なる救い』の成就です。このとき、血を流したのは、神なる

イエス・キリストでした。私たちは、その血の下で、ただそれ

ヤなる主イエス・キリストの時代へと目を向けてみましょう。

キリストは私たちの過越の祭の小羊です。十字架で流した彼の

血によって、私たちはその十字架の下にさえいれば、死から救

われるのです。また、キリストの血は罪から私たちを洗い清め、

神の御前に立てるようにしてくださる、罪のためのいけにえの

血でもあります。

契約のしるし

　主イエスは、最も身近な弟子だけを集め、特別な過越の祭の

日を過ごされました。（その聖なる木曜日が実際に過越の祭を記

念する日なのか、過越の祭を準備する前日のことなのかは、こ

こでは重要ではありません。歴史的側面と、当時のエルサレム

の多様なユダヤ人グループを考えてみると、二つとも可能だか

らです）。しかし、確かなことは、過越の祭のいけにえが神殿で

捧げられているように、キリストが十字架で死なれたというこ

とが、御言葉として複数回、特にヨハネによる福音書に言及さ

れているという事実です。

　「その日は過越の準備の日であって、時は昼の十二時ころで

あった。ピラトはユダヤ人らに言った、『見よ、これがあなたが

たの王だ。』」（ヨハネ 19:14）

　「さてユダヤ人たちは、その日が準備の日であったので、安息

日に死体を十字架の上に残しておくまいと、（特にその安息日は

大事な日であったから）、ピラトに願って、足を折った上で、死

体を取りおろすことにした。」（ヨハネ 19:31）

　「その日はユダヤ人の準備の日であったので、その墓が近くに

あったため、イエスをそこに納めた。」（ヨハネ 19:42）
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主は最後の晩餐の次の日、新しい契約のため
に、十字架上で犠牲のいけにえとして捧げら
れる、ご自身の体と血をお与えになります。
この新しい契約は、神とすべての人類――世
界の国々が神を信じ、その契約にあずかるす
べての人類との契約です。………私たちは、
その血の下で、ただそれを自身のものとして
受け取ればよいのです。

を自身のものとして受け取ればよいのです。

　すべての契約のしるしは、神を思い起こさせるためのものだ

という事実を心にとめてください。このとき、新しい永遠なる

契約のしるし（へブル 13:20）は、私たちのために流されたキ

リスト・イエスの血です。それゆえ、主は言われます。「この杯

は、わたしの血による新しい契約である。飲むたびに、わたし

の記念として、このように行いなさい。」　

　このような理由から古代の教会、そして現代も多くの教会に

とって、聖餐は契約のしるしであり、神が私たちをご覧になり

契約を思い起こされますように、私たちは主イエス・キリスト

のからだと血であるパンと杯を取ります。私たちは、「このしる

しを持っています」「血の下にいます」と、私たちは、主に約束

された救いと、それに含まれるすべてのものを要請することが

できるのです。そして、死に打ち勝ち私たちを自由にしてくだ

さった主の偉大な勝利、栄光ある復活のゆえに、私たちがこの

救いを受けていることを知るのです。ハレルヤ！†

　私は有名なものより素朴なもの、大型より小型、多くの人より

も小さなひとりの魂、主が失われた一匹の羊、2、3人の祈り、そ

して 12弟子たちを育成し仕えた主の人生を覚え、主に似ていきた

いという素朴な夢を抱いて歩んできたが、足りないばかりだった。 

私は、仏教文化に満ちた田舎の町で生まれた。子供の頃の記憶を

たどると、私の家をはじめ、5、6の親戚の家に行って祭祀をさ

さげる姿が思い浮かぶ。夜 12時になって祭祀膳を調え拝む姿も

生々しい。

　その上、祖母も父も母も、神様を知らないまま、仏教と儒教

文化で成長し、さらに父親は家の長男の役割をしながら大工と

して生きて来た。父はまた、運勢と易学も研究し、あちこち近

所の墓地を見て上げたり、名前を付けて上げたりした。当時、

私の家庭の和睦と両親の優れた人柄は、近所の人たちから認め

られるほど良かった。そのような文化環境にもかかわらず、子

供の頃、私が主日になると田舎の礼拝党に通うことができたの

は、主の大きな恵みだった。暁鐘の音、水曜日の夕方鐘の音、

主日の朝の鐘の音がようようと聞こえてくると、幼いながらも、

バルナバのように
後ろからサポートし、
主に会う

ホン・イルグォン
牧師、緑の手紙代表、＜５万回
の答を受けた、ミュラーの祈り
の秘密＞、＜準備された結婚が
美しい＞など 36 冊著

✿ 我が人生のプラス｜我が人生の最高の贈り物

- 38 - - 39 -



ラーの祈りの秘密 > の本が「いのちのことば社」（出版社）を通

じて出版され、その年のベストセラーに登板し、その翌年には、

総合 1位に上がる恵みを受けた。すべてが神様の恵みだ。

　その後も、神様は私に大きな恵みを与えてくださった。大型

教会の集会セミナーが続き、放送に出演する機会が多かった。

そして、国内外の 9 つの放送に出演する恵みも与えてくださっ

た。不本意ながら、全く神様の恵みによって著述家になり、い

つのまにか 36 冊の本を書くようになった。特に、家庭や結婚関

連の本を数多く執筆し、家庭カウンセラー、家庭使役者として

15 年以上仕えるようになった。

　そうしたある日、神様は私に一つの警鐘のメッセージを与え

てくださった。「それは、わたしに会うのと報いとは何の関係も

ない！あなたはひとりの魂を救い出すことに最善を尽くしなさ

い！」というメッセージだった。ちょうどその時期に、ある教

会と機関から呼ばれ 1 年半の間、特別な待遇を受け仕えている

ところだった。ところがある日の夜、神様は私に衝撃的な場面

を一つ見せてくださった。世の中の人々が映画やドラマや映像

の波にのみ込まれ流されていく恐ろしい場面を、心に鮮明に映

し出し示してくださった。あれ以来私は、安定した生活の待遇

とすべての働きをおろし、決断して未信者と初心者を救うため

の新しい召命の道に向かった。

　私は多くの時間を割いて一人の魂を救うために海外著述活動

をしながら、併せて教会のホームページではなく、未信者が入っ

てくることのできるインターネット空間を設けるようにした。

850 個のテーマに、揺籠から墓場まで膨大な内容を盛り込んだ

サイトを作ることになった（例えば、病気の掲示板だけで 100

個超え、がんと疾病は種類別にすべて検索されるようにした）。

主の呼ばれる御声のように聞こえたのも恵みだった。その頃聴

いたオルガンの音にあわせて共に捧げる賛美、蜜のように甘い

御言葉は、いまだに私の胸にその余韻が残っている。

　私は熱い信仰をもって切に祈り、主に頼って求める中、青年時

代に母を伝導した（今勧士）。その後、父も教会に通うようになり、

数年前に亡くなった。教会をそれほど嫌っていた祖母も、結局救

われて教会に通い、祈りながら平安のうちに天に召された。

　私は人生における二つのプラス目標があった。一つは、真の信

仰を持って神様の喜びにならなければならないという目標と、も

う一つは、私に与えられた才能と賜物を正確に把握し、それを持っ

て、主の御国に効率的に寄与しなければならないということだっ

た。さらに、私は神学大学院で文章を書く訓練を本当にたくさん

受けていた。元々私には文を書く才能がなくて悩んでいたが、そ

の学びが身について、キリスト教と関連する様々な記事を連載し、

複数の職員たちを連れて編集長の役割をしながら、私は少しずつ

成長していた。しかし、私はそれで満足できなかった。それで、

本格的に個人的な著述活動をするようになった。

　1992 年頃、ある日、神様は私の手にミュラーの自叙伝に接す

ることができる恵みを与えてくださった。線を引きながら、そ

の文を読んでいる間、どれほど大きな感動が与えられたのか、

私の胸がわくわくし、聖霊の強い感動が押し寄せてきた。私は

その感動に押され、その日の夜から下手ながらも、ミュラーの

祈りの行跡をより詳細に綴ってみたくなった。そして、国内外

の多くのミュラーの資料を収集し、図書館からも資料を探し集

めた。結果、その夢のとおり実行し、遂に 2 年 6 ヶ月ぶりに原

稿を完成した。しかし、文才が非常に弱いと判断した私は、再

び1年間の校正作業に入った。最後に＜5万回の答を受けたミュ
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上部には宗教色のないテーマとして未信者のために、下の方は、

キリスト教をテーマに並べ、内容を満たした。数年運営したら

380 万人が訪問し、福音のメッセージを接するようになった。

　その後、2012 年からは「緑の手紙」という機関を設けるよう

になり、その機関を通じて 13 個の小さな宣教機関が生まれ、ネッ

トワークによって運営された。毎年一つずつ機関を作り、代表

者を立てて自立できるようにし、文書宣教のために霊的な戦い

を繰り広げた。今も一人、一つのグループずつ面倒を見ながら、

より困難な人たちに向かう働きが多く、内容を多く上げられな

いが、「緑の手紙」だけしても、初期には積極的に書き込みを掲

載し、文一遍に 1 万〜 2 万人が読まれるほど、多くの人が雲集

する恵みも受けた。今は働きが広くなり、時間も足りず、たま

に文を上げている。

　「緑の手紙」から設けて運営する 50 以上のホームページと、

複数フェイスブックが私の手によって作られたが、実際には完

全に主の御手によって転がっていく。このように働きが国内外

様々な分野にネットワークに編んで、ますます豊かになり、増

えているが、それは全面的に主の贈り物だ。

　主が私に与えてくださる御声は、いつも大きなものだが、多

数ではなくひとりの人、12 弟子、少数に向けるメッセージをく

ださる。後ろからバルナバのように仕える働きに、より目を開

いてくださり、働きの中心は 1 等のパウロではなく、バルナバ

のような働き人で、後からサポートし、またリーダーを立てな

がら、少人数で複数のネットワークに仕えていく働きをもって

仕えている。

　もう年を取って、少し物心がつくきざしなのか未自立教会を

研究しチームを連れて、見られるようになり、無事例の自費で

巡回し、御言葉を宣べ

伝え、小さな教会を仕

えているが、驚くべき

ことは、本当に期待以

上のいろいろな部分に

復活の働きが現れてい

るということだ。より

多くの人々が恵を受け

て、より豊かなもので

満たしてくださり、よ

り躍動的な恵みの波が

吹きすさぶ恵みを経験

することになる。

　そしてアフリカと北朝鮮も胸に抱いて、インドのある地域も福

音を伝え、一歩一歩ネットワークに仕えながら、主の御国を拡張

できるように導いてくださることに感謝する。そうなればなるほ

ど、私はより小さくなるだけだ。広い土地の上に、ハードウェア

センターを建ててくださると準備する方いるが、私の関心は毎日

小さなひとりの人、もっと大変な魂を見るようになり、かれらを

ネットワークをもって仕えることに、私の使命の道がある。

　人より長けたところもなく経験も知識もない、足りない

者であるにもかかわらず、もっと謙遜になって祈り、共に  

愛の涙をもってより多くの魂に御国の福音を知らせたい。この

すべての一歩一歩の歩みに、私たちの名は隠され、ただ主の御

名だけにフォーカスをあわせて栄光を捧げたい。†
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ンドルフィンは、快感はもちろんのこと、記憶力の強化、忍耐

力向上、そして抵抗力の強化をもたらす。一言でいえば、体力

が強化されるのだ。

　それだけではない。声を出して笑えば、横隔膜と胸の筋肉を

膨張させ、深呼吸へと導き、酸素を多く供給するようにさせる。

したがって、自然に一酸化炭素を多く排出させ、新陳代謝を促

進させる。

　私たちの体には全部で 650 個の筋肉があるが、声を出して笑

うと、その中の 231 個が動くと伝えられている。言い換えれば、

声を出して笑わなければ、決して動かない筋肉が 231 個もある

ということだ。それだけでなく、胃、すい臓、心臓、そして骨

髄に至るまでも肯定的な影響を受けるのである。

エンドルフィンの 4千倍の効果、ダイドルフィン

　感謝し喜ぶ姿勢は、脳の潜在力を活用し開発するようにさせ

る。人は一生を費やして脳の 10 億分の 1 しか使えないという。

本当に脳は無窮無尽であるが、その活用度はまさにエンドルフィ

ンの分泌にあるといえる。要するに、喜ぶ心、楽しんで感謝す

る心にかかっているということだ。

　ダイドルフィンというホルモンもある。このダイドルフィン

は、体の抗がん作用・抗炎症作用がエンドルフィンの 4 千倍も

の効果があるといわれている。また、感動を受けたときに分泌

される、感動ホルモンだともいわれる。これがダイドルフィン

ホルモンなのだ。

　私たちが生きていながら、最も感動を受けたときはいつだろ

うか。それはまさしく、神との関係が回復されたときだ。御言

葉を読み、賛美し、また祈りながら神との関係が回復されると

　　企画　　　幸わせのホルモン、心にかかっている　

健康のために
『喜び、祈り、

感謝し、感動せよ』

　聖書には、「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべ

ての事について、感謝しなさい。」（Ⅰデサロニケ）と書いてある。

喜んでいなさいとしたのは、肯定的な感情であり、心構えである。

生活態度が肯定的であるなら、すべてが肯定的に見えるはずで

ある。聖書のあらゆるところに、「喜んで感謝しなさい」と書か

れている。憂い、不平を言いなさいという箇所は見当たらない。

　喜んで感謝すればどういうことが起こり得るだろうか

　脳から分泌される代表的な二つのホルモンを見てみよう。コ

ルチゾール促進ホルモンとエンドルフィンがそれである。コル

チゾール促進ホルモンは、憤怒や緊張するときに分泌されるス

トレスホルモンだ。このホルモンは、副腎の皮質からコンチゾー

ルホルモンの分泌を促進させる。それに対してエンドルフィン

は、喜び、感謝、肯定的な姿勢を持つときに分泌される肯定的

ホルモンである。喜び感謝すると、エンドルフィンやセロトニ

ンなど、気分をよくするホルモンが多く分泌される。適量のエ

キム・ヤンキュウ 博士、キム・ヤンキュウ漢医院
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き、私たちの体の中からダイドルフィンが爆発的に分泌される。

教会活動中、聖歌隊活動をする聖徒たちに特にダイドルフィン

が多く生成されるという。

　『喜び、祈り、感謝し、感動せよ』と常に告白すれば、聖書の

御言葉にあるように、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのこと

に感謝することで感動を受けるようになるからだ。それは喜び

なさいと言われたから喜ぶのではなく、感謝しなさいと言われ

たから感謝するのでもない。ただ嬉しくて楽しくて感謝する気

持ちが心から湧き出て来る段階――そうすると、常に感動を受

けてダイドルフィンが爆発的に分泌されるからである。

　人の健康の可否は、刺激の反応を見るとわかる。悪い刺激に

大きく反応し、良い刺激に小さく反応する人は健康ではない。

悪い刺激に小さく反応し、良い刺激に大きく反応する人は健康

な人であり、信仰の人であり、人格的な人である。そういう人

たちは、否定的な感情よりも肯定的な感情に慣れているため、

決して怒らず、ただ感謝と喜び、そして恵みの中で生きていける。

それだから、毎瞬間が感動なのである。

　恵みと愛は、受けた人だけが施すことができるのである。自

身が一度でも大きな恵みを経験していれば、他人が自身に与え

た痛みや傷も簡単に赦せるのである。それは、自分が受けた恵

みと愛があまりにも大きいからだ。恵みと愛は教わったからな

るのではなく、体で感じてこそなるものである。――キリスト

者は毎瞬間神の御恵と愛を全身で感じながら生きていく人たち

だ。

　私たちが気付かないだけで、『時』というものを、視点を変え

て詳しく見てみると、ただ毎瞬間が奇跡であり、恵みであり、

感謝であることを改めて発見するようになるはずだ。だからこ

そ、いつも喜び、感謝し、祈っているのではないだろうか。

　信仰生活を送るということは、イエス・キリストの御言葉に

従順し、イエス・キリストの御働きにあずかり、イエス・キリ

ストのご性質に似ていくことであって、当然イエス・キリスト

と連合する生き方をしていくことである。だから自ずと、性質

や人格が主イエスに似ていくことは正常である。またそうなる

ことは当然なことであり、自然なことだ。

　要するに、正しく信仰生活を送っていれば、喜びと感謝、そ

して恵みの中に溺れて生きるようになるのである。そういう人

に病が入り込むすきはない。

御言葉に従順すれば

　人が心配、憂い、不安、緊張、恐れに陥ると、ストレスホル

モンの過剰分泌により、正常細胞ががん細胞に突然変異する。

実際、４人に１人はがん患者であるが、発がん物質を多く摂取

してがんにかかるよりは、正常細胞ががん細胞に突然変異して

生じる場合が非常に多い。要するに、自己管理、自己調節が病

を予防し、打ち勝つための大きな役割をしているということに

繋がる。

　漢医学においては、『喜属心』といって、喜びは心臓に属する

と見られている。これは二通りに解釈される。心臓が丈夫な人

が良く笑い喜ぶという意でもあり、多く喜べば心臓が丈夫にな

るという解釈にもなる。漢方では、「心」という文字は、心臓の

心と同じ意味に見ているため、心臓と同じく部類にされる。だ

から、喜び楽しむと、心臓がよくなり丈夫になって長生きする

と言われ、他の恐ろしい病が侵害できないという言葉と同じ意

味があるわけだ。
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　重要なのは、「聖書はどう示しているだろうか？」そして、「な

ぜカトリック教会はその教理を主張しているだろうか？」であ

る。これらの根拠は、マタイによる福音書 1 章 25 節にのみ記さ

れている。

　「……マリヤを妻に迎えた。しかし、子が生れるまでは、彼女

を知ることはなかった。」（マタイ 1:24 ～ 25）

　この箇所の動詞である「彼女を知ることはなかった」は、未

完了過去形になっている。ギリシャ語では、過去を表現するとき、

否定過去形で話せば、過去に起きた一回的な出来事を意味して

いるが、未完了過去形で表現すれば、過去に起こり続けた出来

事を意味するのである。

　原本を直訳すると、ヨセフは、子どもが生まれるまで「彼女

（マリヤ）を知ることはなかった」というのである。原本には、

ギリシャ語の「ギノスコ（ginosko）」という単語を使っている

が（knew not her）、ギリシャ語の「知る（know）」 という単語は、

性的なことを意味したりもする。韓国の言葉で処女とは、男性

を全く知らない女性を指していうのと同じ意味である。だから、

「子どもが生まれるまで彼女を知ることはなかった」と翻訳した

のである。旧約聖書においても、「知る」という単語は性的関係

を意味しているため、この単語を意訳したのは正解である。

✿ 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

カトリックでいう
マリヤの「永遠の処女性」は
正しい教えなのか？

私たちが生きていながら、最も感動を
受けたときはいつだろうか。それはま
さしく、神との関係が回復されたとき
だ。御言葉を読み、賛美し、また祈り
ながら神との関係が回復されるとき、
私たちの体内からダイドルフィンが爆
発的に分泌される。教会活動中、聖歌
隊活動をする聖徒たちに特にダイドル
フィンが多く生成されるという。

　神が私たちに、いつも喜び、いつも感謝しなさいと仰せられ

たのは、結局、健康で長寿する秘訣を私たちに密かに教えられ

ていると受け止めてもよい。信仰生活を正しくすれば、喜び、

祈り、感謝するようになり、そうする中、自分も知らないうち

に感動することが連続して起きてくるのである。

　その時、私たちの体の中でも奇跡が起こるのである。エンド

ルフィンのような幸せなホルモンが多く分泌されながら、体の

抵抗力が強化され、老化防止、抗がん、抗炎症作用が強化され

るからだ。

　私たちの体は、非常に不思議だ。生きれば生きるほど確認す

るようになるのは、御言葉に従順すれば霊的、肉的に健やかに

なり、成熟された人格に変わっていくという事実だ。要するに、

この世に生きる間、神の御国を享受し、死んだ後は天国に行け

るようになること、死んでも生きても常に天国の生活をするよ

うになる、という言葉で要約することができる。†
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　しかしこの箇所は、「彼女を知ることはなかった」の前に「子

が生れるまでは」とあるが、この『まで』というの単語によって、

マリアの永遠の処女性は挑戦を受けているのである。文法的に

は、イエスの誕生後にはマリアが婚姻関係にあったことを物語っ

ているからだ。

　マタイによる福音書 12 章 46 ～ 47 節には、「…あなたの母上

と兄弟がたが…」とあり、マルコによる福音書 3 章 31 ～ 32 節

には「…あなたの母上と兄弟、姉妹たちが…」とあり、ルカに

よる福音書8章19節には「あなたの母上と兄弟がたが…」とある。

　またヨハネによる福音書 2章 12 節には、「…イエスは、その母、

兄弟たち…」とあり、同福音書 7 章 3 節は「…イエスの兄弟た

ちが…」とあり、同じく 7 章 5 節に「…兄弟たちもイエスを…」

と 7章 10 節の「…兄弟たちが祭に…」がある。

　これらの箇所を通して、マリアはイエスが生まれた後、ほか

の兄弟姉妹を産んでいることがわかる。

　それなのに、なぜ、カトリックではマリアの永遠の処女性を

強く主張しているだろうか。 その理由は簡単だ。マリヤ崇拝を

教理化するためだ。カトリックの教理には、人間の心理――心

――に訴えるために、「赦しの秘跡（＝悔悛・告解・懺悔）」や「煉

獄説」、「マリヤ崇拝」などの教理を造り、無理やりにはめ込ん

だものがある。いずれにしろう、プロテスタントでは、ルーター

の宗教改革のモットーである「Sola Scripture（聖書のみ）」に

よるため、これらの教理に反対しているのである。事実、イエ

スがマリヤのご長男であったということは、他にもマリヤから

生まれた子がいる（ルカ 2:7）という意味であるのは、明確な

ことなのに――。†

　ビットコインなど仮想通貨ブームが国をお騒がせした。価格

が急速に上がり、2 ～ 30 代の若者たちが仮想通貨投資に熱を上

げた。韓国の場合、他の国より熱心でビットコインの取引価格

が 10 ～ 20% ほど高くなるぐらいだった。そんな現象は、外国の

主要メディアで記事として取り上げられ、「キムチ・プレミアム」

という流行語までも生み出した。なぜこのような現象が起きた

だろうか。いろいろと言われているが、実は一つに繋がる。一

攫千金の夢を叶えたいからだ。簡単に多くのお金を稼ぎたいが

ゆえにである。

　お金に対する欲望は、人を壊す核心的な要素である。世界各

地で起きる犯罪は、その大半がお金のために起こっているので

ある。仮想通貨が金になると、最近イタリアの仮想通貨取引所

がハッキング攻撃を受けるという事件が発生した。1 千 800 億

ウォンほどのナノという仮想通貨が無断で引き出された。それ

✿ 光として塩としてー｜アン・ヒファン 牧師

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イエスジビョン教会、キリスト教シンクタンク代表

お金のしもべはイエスのしもべではない
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デートサイトを通じて売春を強要したために発生した事件だ。C

さんは彼らの強圧に耐えられず、約 5 ヵ月間、1 日平均 5 回以

上の売春をしなければならなかったという。まるで地獄のよう

な日々だったであろう。お金のために、同年代を地獄のような

立場に追い込んだ 10 代なんって、とても絶望的な現実だ。この

ような内容の記事を毎日のように接し、心が苦しくなる。

　お金が原因で起こる様々な犯罪のニュースを観ながら、「金銭

を愛することは、すべての悪の根である。」( Ⅰテモテ 6:10)―

―と言われた主の御言葉を思い出す。まさしくそのどおりだ。

本当にすべての悪の根がお金を愛することにある、ということ

を認めざるを得ない。イエス様は「だれも、ふたりの主人に兼

ね仕えることはできない」( マタイ 6:24) と語られた。人間に

とって本当の偶像がお金にあると、主は明確に知っておられた

のである。信仰成長において、成長しているかのように見えても、

実を結ばないのは『富の惑わし』( マタイ 13:22) にあると言わ

れた、主の御言葉を思い起こさなければならない。

　聖書には、「この世で富んでいる者たちに、命じなさい。高慢

にならず、たよりにならない富に望みをおかず、むしろ、わた

したちにすべての物を豊かに備えて楽しませて下さる神に、の

ぞみをおくように」 ( Ⅰテモテ 6:17)。また、「わたしたちは、

何ひとつ持たないでこの世にきた。また、何ひとつ持たないで

この世を去って行く。ただ衣食があれば、それで足れりとすべ

きである」（Ⅰテモテ 6:7 ～ 8) と記されてある。このような御

言葉の教えを無視してはならない。

　さらに、欲を出して罪を犯してまでお金を稼ぎ、そのお金で

教会に献金や献品したとしても、それに対する免罪符を与えて

以前に日本でも、巨額の仮想通貨がハッキングによって引き出

される事件があった。仮想通貨のハッキングによる被害は、仮

想通貨価格を下落させることに貢献している。

　最近、中国では猟奇的なことが起きた。ある村にセメントで

作った歩道をはがして売った男性が、警察に逮捕された。その

男性は幅 3.5m、長さ 800m に達する村の歩道をはがし、セメン

ト工場に売ったという。はがしたセメントの重さは 500 トンで、

それを売って受け取ったお金は約 86 万ウォンだそうだ。歩道の

再工事の費用のほうがもっとかかるようになったのである。金

を稼ぐためにやったといえ、苦しい労働と与えた被害に比べれ

ば、本当に少ない額にすぎないものだ。それでも摘発されたの

だから、本末転倒だ。

　話しにくいほどおぞましい事件が金のために起きたりもする。

韓国で友人をつかって、60 代の母親を殺害した 30 代男性の容

疑者と、その友人が警察に拘束された。母親の殺害を要請する

息子も、そういう凶悪な要請に応じた友人も、すべてが衝撃的

である。家周辺の監視カメラ (CCTV) などを基に友人が逮捕さ

れたが、彼は警察の追及に対し、息子の頼みでやったと供述し

た。母親の財産を狙った犯罪と、警察は判断している。そして、

このほかにも、お金のために生じた家族間の残酷な事件が多い。

とても残念で胸が痛む。

　お金に関わる犯罪は、大人に限らない。1 月 26 日連合ニュー

スの記事には、16 歳の家出少女に売春を強要し、その代金を受

け取った同年代の青少年に対する内容があった。

　昨年 7 月頃に家出して後、町を転々とした B さんと友人３人

がお金が必要になり、そのグループの一人である C(17) さんに、
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はいけない。14 世紀にフィレンツェマで、金融を自由自在に

動かしながら膨大な富を築いたメディチ家は、貸出利息として

年 40 ～ 60% にもなる莫大な利子をつけた。コシモ ( メディチ銀

行の設立者であるジョバンニの息子 ) は教皇エウジェニオ 4 世

に会って相談をしたが、教皇はどんでもないことを提案する。

サン・マルコ修道院建築寄金を出せば、その対価としてすべて

の罪を赦す勅令を発表すると言われた。

　しかし、お金を稼ぐ方法に関係なく、教会に献金と献品さえ

すれば、献身的で信仰のあるように免罪符を与えてはいけない。

どんなに多くのものを教会に捧げても、間違った方法でお金を

稼ぐことは罪であると、教会は教えなければならない。贅沢と

虚栄心に染まった権力者である、皇后アエリア・エウドキアに

向けても悔い改めのメッセージを宣言したクリソストムのよう

に、神の真理をありのままに宣言しなければならない。

　クリスチャンにとって最優先はお金ではなく、ただイエス・

キリストだけだ。私たちはこれを明確に世の人々に示しつつ生

きなければならない。世の人々が至高に思うお金の価値とは比

べられないほど、価値あるものだということを生き方を通して

示し知らせるのである。そのための一段階は、御言葉によるお

金に関する教えを、そのまま聖徒たちに伝えるべきだと思う。

知らないものを、守りながら生きていくことはできないからで

ある。

　「富むことを願い求める者は、誘惑と、わなとに陥り、また、

人を滅びと破壊とに沈ませる、無分別な恐ろしいさまざまの情

欲に陥るのである。」(Ⅰテモテ 6:9) †

　救いの条件は二つある。パウロは、この地で最後に会ったエ

ペソの長老たちに、「ユダヤ人にもギリシヤ人にも、神に対する

悔改めと、わたしたちの主イエスに対する信仰とを、強く勧め

てきたのである。」（使徒 20:21）と、自身の宣教の経緯を語っ

た。アグリッパ王に対する弁明では、「まず初めにダマスコにい

る人々に、それからエルサレムにいる人々、さらにユダヤ全土、

ならびに異邦人たちに、悔い改めて神に立ち帰り、悔改めにふ

さわしいわざを行うようにと、説き勧めました」（使徒 26:20）

と言っている。すなわち、救いの初めは『信仰』ではなく、『悔

い改め』であった。バプテスマのヨハネが荒野で伝えたのは、

『悔い改めのバプテスマ』だった（マルコ 1:4、ルカ 3:3、使徒

✿	かつての道、すなわち正しい道を探し求めて――
　　　　　　　　ソン・ヒョンギョン	牧師　アメリカ・ゴスペル・フェロウシップ教会

悔い改め――救いの第一の真理
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　ノアの父レメクは、ノアを生んで後 595 年を生き、子を設け

た（創世記 5:30）。それゆえ、ノアは兄弟が多かった。しかし

その兄弟も、兄ノアに与えられた神の御言葉を無視した。彼ら

もそれなりにみな、先祖の神を信じ礼拝してきたが、彼らのう

ち誰も箱舟に入るべきだと悟る者はいなかった。ノアも、獣を

箱舟に乗せることはできても、自分の兄弟を誰一人箱舟に乗せ

ることができなかった。救いは、血筋によらず、肉の欲によらず、

また、人の欲にもよらず、唯一神によって生まれた者だけである。

（ヨハネ 1:13）

　私たちがバプテスマを受けるということは、ノアのごとく箱

舟に入る信仰があって、救いの信仰を告白することではない。

私たちは完全に堕落した人間であった。自身の咎と罪のゆえに

死んでいた者だったのである（エペソ 2:1）。私たちは罪のゆ

えに霊が死に、知力は暗くなり、この世を生きるための理性は

発達しても、神の御旨を知ることには疎かった。私たちがノア

の時代に生きていたならば、まさにノアの兄弟と同じで、当代

の義人ノアに与えられた神の御言葉を聴き分けることができな

かった、と悟り認めることが悔い改めである。

　ノアは義を伝える者であった（Ⅱペテロ 2:5）。彼が宣べ伝

えたのは、良き知らせではなく審判であった。120 年後に、神

がこの地のすべてを水によって審判されるという悪い知らせで

あった。ノアの家族以外のすべての人は、神の御怒りの下にあ

るという知らせだったのである。当時、誰がそれを受けとめら

れただろうか。その当時の地球は非常に美しかった。主なる神

は素晴らしいお方であり、世界は美しかった。

　しかし、もはや神はすべてをご覧になり、良しとされなかっ

13:24）。だから、バプテスマとはキリスト・イエスの十字架の

わざを信じることだという今日的解釈は間違っている。今では

バプテスマは、イエスの血潮で罪を洗い流すという信仰儀式の

ようになってしまった。バプテスマを受けるときに水に浸かる

のは、罪を洗い流すことの象徴ではなく、罪人がイエスと共に

死ぬことである。主イエスが罪人の『代わりに』死なれたこと

を客観的に信じるのではなく、私たちの古き人が主イエスと『共

に』死んで新たに結びつく信仰を持つことにより、私たちは新

生することができるのである。

　真の救いの始まりは、ノアの箱舟のとき水の中で死んでいっ

た人々の中に自分も含まれていると告白することである。これ

が悔い改めでありバプテスマである。「……むかしノアの箱舟

が造られていた間、神が寛容をもって待っておられたのに従わ

なかった者どものことである。その箱舟に乗り込み、水を経て

救われたのは、わずかに八名だけであった。」（Ⅰペテロ 3:20）。

私たちはみな、人々から蔑視されながらも主を恐れつつ（へブ

ル 11:7）箱舟を造って救われた義人ノアではない。ノアと同じ

ように義なる信仰があるからバプテスマを受けるのではない。

ノアと共にその時代に生きていたならば、私たちはノアが伝え

る義の御言葉を受け入れずに、裁きを受けて死んだかもしれな

い罪人である。このことを悟り認めることが、私たちが受ける

べきバプテスマである。ノアのような義人は主と共に歩む人（創

世記 6:9）となり、箱舟を造りなさいという御告げに従順する

信仰を告白し、「信仰のバプテスマ」を受けた。しかし私たちが

受けるべきバプテスマは、神の怒りに触れて箱舟の外の大水の

中で死んでいった存在であることを認める「悔い改めのバプテ

スマ」（マルコ 1:4、ルカ 3:3、使徒 13:24）である。
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た。アダムとその子孫は罪悪に満ちていながらも、依然として

創世記第 1 章にあるように、神がすべてを良しとしておられる

と考えていた。しかし神の御怒りは極に達し、水の審判を計画

してノアに啓示を与えられた。その時代に私が生きていたなら

ば、私はノアが受けた「審判の知らせ」を認めるような者では

ない。ノアが造ったサッカー競技場よりも広い 3 階建ての箱舟

は、アスファルトで内側と外側が塗られていた（創世記 6:14）。

真昼に入っても暗く、むしろ箱舟が死のように見えたかもしれ

ない。世界は神がお造りになったそのままで美しかったし、神

がお与えになった家庭はいとおしかった。しかし主は、「人の悪

が地にはびこり、すべてその心に思いはかることが、いつも悪

い事ばかり」（創世記 6:5）満ちているのをご覧になられた。子

どもたちさえもみな水で裁くことを決心されたほどに――。彼

らは、自ら『愛の中で』それを悟ることができなかった。神が

彼らに対して怒っておられるという真実を、神と共に歩む義人

ノアだけが『義の中で』伝えていたのである。彼ら自身は神の

裁きを悟ることができなかった。これが、今も神がご覧になる

私たちの状態だ。私たちはみな、自分で神の義と御怒りを悟る

ことができない。ただ義なるキリスト・イエスの十字架上に注

がれた神の御怒りを仰ぎ見るときのみ、唯一それを悟ることが

できるのである。当時、箱舟を通してのみ神の御怒りを悟るこ

とができたように。

　水によって神の『審判』が始まってから、ようやくノアの造っ

た箱舟だけが神の『愛』に見えた。この世は神の審判の下、滅

亡だけが準備されていた。この世からは神の愛を感じることが

できない。神の御愛は、ノアの箱舟の中にあるだけだ。審判が

始まる前にはこの世が神の愛に見えたかもしれない。神の御怒

りが信じられないすべての人たちにとっては――。

　これがバプテスマである。救いに至るバプテスマは、私たち

が、ノアと共に箱舟を造りそこに入る人間ではないという告白

だ。私たちは箱舟の外で死んでいくべき、神の御怒りの下にあ

る罪人だ、と告白する悔い改めだけが、罪の赦しを得るバプテ

スマとなりうるのである。バプテスマは、ノアと共に箱舟に入

る信仰を告白することではない。ノアが造った箱舟を拒み、箱

舟の外を選択することで、私たちは水による審判のゆえに死ん

だ者だった、という悔い改めの告白である。悔い改めのない信

仰のバプテスマは、決して私たちを罪の赦しへと導くことがで

きない。私たちがどんなにイエスの血潮の力を信じても、犯し

た罪がイエスの血潮によって赦されたと信じても、罪の赦しは

生じない。私たちの人生の実を見てみよう。

　悔い改めとは、イエスの血潮で罪の赦しを得るより前に、ま

ず、イエスの死を自分自身に当てはめて考えることである。ジョ

ナサン・エドワードの説教にあるとおり、私たちは、怒る神の

御手の中にある罪人だ。私たちはノアの箱舟に入ろうともせず、

入ることもできない完全に堕落した存在だ。「なぜなら、肉の思

いは神に敵するからである。すなわち、それは神の律法に従わ

ず、否、従い得ないのである」（ローマ 8:7）。私たちは水の中

で死んだはずの存在だ。これがバプテスマのヨハネが伝えた福

音である（マルコ 1:4、ルカ 3:3、使徒 13:24）。悔い改めのな

い信仰のバプテスマは効力をもたない。それによって罪の赦し

は起こらないのである。イエスの血潮によって自身の罪が清め
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られたと固く信じていても、その効力は生じないのである。イ

エスの尊い血潮で罪の赦しを願う前に、まずイエスの死を自分

たちの死に当てはめ、結びつけなければならない。私たちは箱

舟に入れない存在だ。40 日昼夜に降りかかった神の怒られる水

の中で死んでいくべき存在なのである。イエスと共に死んでこ

そ、復活されたキリストと共に再び生きることができる。水と

御霊によって――。だから主を恐れよう。†
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