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「その何か」がありますか？

　人間は、人生のために「その何か」が必要です。それは人生の目的

であり、方向であり、価値であり、人生を支える力です。

 　2018 年にプロアメリカンフットボール（NFL）のドラフトの前

に、最も注目を集めた選手がいました。シャキーム・グリフィン（23）

がその主人公です。彼は左手のない障害者です。それでも、競争の激

しい NFL で「最も獲得したい重要な選手」となりました。

 　シャキームは、40 ヤード（約 36.6 メートル）を 4.38 秒で走る抜

群の実力者です。卓越なスピードはもちろん、相手を一瞬で制圧する

名ディフェンダーです。 102kg のバーベルをなんと 20 回も持ち上

げる力を誇示します。

 　彼は「羊膜索症候群 (amniotic band syndrome)」を持って生まれ

ましたが、「その何か」により障害と偏見、劣悪な環境を乗り越え「今

年のディフェンダー」に選ばれたスターです。「その何か」を、ネヘ

ミヤは「大いなる工事」と称しました。ペルシャ帝国から故郷エルサ

レムに来て、52 日ぶりに城壁を再建した彼は、その過程で、やりか

けていたことを決して諦めることができないと、次のように言います。

 　「それでわたしは彼らに使者をつかわして言わせた、『わたしは大

いなる工事をしているから下って行くことはできない。どうしてこの

工事をさしおいて、あなたがたの所へ下って行き、その間、工事をや

めることができようか。』」（ネヘミヤ 6：3）

 　そうです。大いなる歴史は、神が選んだ民に与えられた尊いプレ

ゼントです。 「その何か」があるシャキームは、明るく笑いながら自

信に満ちた声で言います。

 　「多くの人が NFL は片手ではなく、両手でやるスポーツだという。

しかし、私は片手でもいくらでもボールを投げて、受けて、人より速

く走ることができる。」†

イ・ヨンフン 牧師

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。
（Ⅲヨハネ 1：2）
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ることを聖霊に禁じられたので、フルギヤ・ガラテヤ地方をと

おって行った。」を見ると、パウロの計画はアジヤに福音を伝え

ることにありました。しかし聖霊様はこれを塞いで、むしろマ

ケドニヤに行くように導かれました。マケドニヤはヨーロッパ

に属した地域です。

　聖霊様は、今日も私たちの人生を導いて下さいます。それで

はどのようにすれば、日常で聖霊様に導かれることができるで

しょうか。聖霊様に導かれることを切に望むなら、まず神様に

祈らなければなりません。私の将来のことを神様の御前に打ち

出して切に祈る時、聖霊様が来られて神様のご計画通りに、平

安に導いて下さいます。心の中に熱い願いが燃え上がって、心

が平安な状態になると、それは聖霊様が導いて下さる証拠です。

逆に心に不安と恐怖が襲って来る時は、聖霊様の導きではない

ことを悟って、計画していたことを中止しなければなりません。

　「肉の思いは死であるが、霊の思いは、いのちと平安とである。」

（ローマ人への手紙 8:6）

　今日も聖霊様は私たちの中に願いと平安を与え、私たちを導

くために私たちの中に来てくださいます。一日一日を生きて行

く時、聖霊様に導かれる人は全てのことにいのちと平安が満ち

溢れます。†

チョー・ヨンギ 牧師
ヨイド純福音教会元老牧師

日常の中で
聖霊様と同行する

　私たちは、一日のうちにも数え切れないほど行く道を立ち止

まって、何を選んで何を行なって何を計画すればいいか分から

ず悩む時があります。私たちが生きている毎日は、有限かつ一

回性を持っていて、創造的であるからです。明日どのようなこ

とが起こるか、すぐ後のことさえ予測できません。それで人々

は不安と恐怖の中で生きています。

　しかしイエス・キリストを信じて、神様を父と呼んで、神様の

子供となると、日常生活の中で聖霊様に導かれなければなりませ

ん。ローマ人への手紙 8章 14節は次のように記されています。

　「すべて神の御霊に導かれている者は、すなわち、神の子である。」

神様は私たちをご自分のひとみのように愛されると仰いました。

神様は聖霊様によって私たちの人生を導き、働かれ、摂理の中

で祝福を与えようと願っておられます。そのようにして私たち

の全ての人生は、神様の子供らしい人生となるからです。

　使徒の働き 16 章 6 節、「それから彼らは、アジヤで御言を語

ヨンサンコラム
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れないパワーを秘めていることは言うまでもないでしょう。だ

れでも、自分は可愛いものですから、自分の弱点や汚点を隠そ

うとします。しかし、これが高じると、心の病に陥ります。し

かし、神様の御前で隠す必要などありませんから、すべてを告

白することができます。祈りを通して、自身の人格を洗うこと

ができます。更には、祈ることにより、聖霊様を通して長所が

啓発されます。家族が心を合わせて祈るのなら、その家庭は破

城することはありません。祈りは、暗闇に光を射し、不安を信

念に変え、絶望を希望に変えるパワーがあるからです。

　第二に、祈りは霊的戦いに勝利をもたらします。神様がおら

れるのと同時に、この世には悪魔や悪霊が存在します。イエス

様は、40 日間の断食の後、悪霊の試みに会われました。また、

イエス様の公生涯は、悪魔との戦いでもありました。「盗人が来

るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするためにほかなら

ない。わたしがきたのは、羊に命を得させ、豊かに得させるた

めである」（ヨハネ 10：10）。祈らなければ悪魔の罠に陥ります。

エジプトを脱出したイスラエルの民は、ヨシュアを隊長として

アマレク人と戦いますが、モーセが手を挙げ祈る時には勝利し、

メッセージ 志垣重政	牧師　純福音東京教会 

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。これが、キリスト・イエスにあって、神があな

たがたに求めておられることである。

　神様の御言葉は変わることがありません。しかし、体験が伴っ

てこそ生きた御言葉になります。祈りも同じです。答えを得る

体験をし、祈りの実を結んでこそ、価値のある祈りと呼ぶこと

ができます。信仰生活の最大要素は何かと尋ねられれば、私は

迷わずに、「御言葉と聖霊と祈り」と答えます。この三つは切っ

ても切れない関係にあり、祈りなくして、御言葉も聖霊も私た

ちの暮らしの中で生きたものになることはないという真理を知

らなければならないのです。

　第一に、祈りは自分自身を改革する根本的な力になります。

人は、対話を通して、知識を交換し、人格を啓発していきます。

最初は親から、次には学校で先生や友人から、更に会社で上司

や同僚から、そして結婚をし、対話を通して夫婦間で啓発が行

われます。人間同士でも強く影響し合うのですから、神様と対

話ができるのなら、そこから得る知識、知恵、判断力は測り知

絶えず祈りなさい
――	デサロニケ人への第一手紙 5章 16 ～ 18 節――

信仰生活の最大要素は何かと尋ねられれば、

私は迷わずに、「御言葉と聖霊と祈り」と答

えます。この三つは切っても切れない関係に

あり、祈りなくして、御言葉も聖霊も私たち

の暮らしの中で生きたものになることはない

という真理を知らなければならないのです。
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　「泣く者と共に泣きなさい。」「苦難が無ければ栄光も無い (No 

Cross, No Crown)。」ヨイド純福音教会 60 年はすべてを通して

苦難と栄光に点綴された歴史だった。世が笑えば教会も歓呼し

た。教会は時代の痛みと喜びを共にしながら我が民族に希望を

与えた。時代の痛みを全身で感じ、泣く者と共に泣いた。

　「私は出来ます (I can do!)。」純福音信仰の土台は、わたし

を強くして下さるかたによって、何事でもすることができる。

( ピリピ 4:13) であり、強力な肯定の信仰だ。大韓民国が絶望

と飢えの暗いトンネルを通る時、教会は一筋の希望の光だった。

国民がため息や落胆の夜を迎える時、ヨイド純福音教会はいつ

も夢と希望を歌った。それが福音の偉大な力だ。今年創立 60 周

年を迎えるヨイド純福音教会のスローガンは何か。

「聖霊様と伴う苦難と栄光の 60 年」というスローガンの中にま

苦難と栄光の60年です

✿信仰の明文化を成し遂げますように㉘｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会

手が下がると後退しました。戦いの行方は祈りにあり、その勝

敗は、神様の御手に委ねられているからです。ダニエルは、イ

スラエル民族の救いのために、熱心に祈りましたが、なかなか

答えを得る事ができませんでした。しかし、引き下がることな

く祈り続けたところ、21 日間目に御使いが現われ、勝利の答え

がもたらされました。3 週の間、空中において祈りを通した霊

的戦いが繰り広げられていたのです。「わたしたちの戦いは、血

肉に対するものではなく、もろもろの支配と、権威と、やみの

世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである」（エペ

ソ 6：12）。祈り以外に、悪霊に打ち勝つ方法はないのです。

　第三に、祈りは神様の平安をもたらしてくれます。だれでも、

怖れや不安を持っています。この重荷を下ろす方法は、祈りし

かないのです。また、大小を問わず、祈りによって問題を解決

することができます。小さい問題であろうと、己の力で解決で

きないから問題というのです。重荷を降ろし切るまで叫び求め、

祈らなければなりません。

　第四に、祈りは神様の御手を動かすことができます。祈りは、

ちょうど船のロープを埠頭（ふとう）の抗に括り付け、船の中

からロープを引っ張ることにより接岸するのと同じです。神様

のもとにある抗に祈りのロープを結わえ、叫び求めながら、神

様に近付いていくのです。祈れば祈るほど平安が増すのは、神

様に近付いている証拠です。祈りを通して、神様と一つのチー

ムになりましょう。それこそ、イエス様を信じている私たちク

リスチャンの特権だからです。†
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ことに多くの意味を含んでいる。苦難と栄光は表裏一体で聖霊

様と共に歩むことですべての苦しみの瞬間を克服する事ができ

る。それゆえ私たちはどんな状況でも聖霊様に頼り、イエス様

の衣の裾を掴まなければならない。疲れ、苦しければ苦しい程、

強く掴まなければならないのだ。そうすれば主が私たちを強く

抱いてくださる。これが純福音の信仰だ。

　ある日、世界的な説教者スポルジョン牧師が花壇の手入れを

していた。しかし隣の家の犬１匹が垣根を越えて来て、花壇を

荒らされた。花があまりにも好きなスポルジョンは怒りを抑え

きれず犬に向かって叫んだ。

「この悪い犬め！」

　スポルジョンは犬を追い出すために木斧を投げた。しかし少

し時間が経ってその犬が嬉しそうに尻尾を振り、投げた斧をス

ポルジョンの足元に持ってきて置いた。スポルジョンは自分を

信じて尻尾を振り近づいてきた犬に向かってこれ以上怒りをぶ

つける事はできなかった。彼は犬を撫でながら言った。

「犬よ、花壇に入って来たければ、いつでも来なさい。私の負け

だよ。」

　神様の御前で完全なる人間は一人もいない。人間は自分の行

いでは到底、救いを得る事はできない存在だ。しかし恥を知ら

ない犬のように常に主にすがる人が結局大きな愛を受ける。信

仰とは「人目を気にすること」や「分析」より「従順」と「切

に求める事」がもっと必要な時が大部分だ。純福音の信仰は無

恥な犬のように絶え間なく主に向かい出て行く事だ。私は牧会

をしながら多くの攻撃を受けた。私はその度にそれぞれに対抗

せず、無恥な犬のようにただ主にすがり助けを求めた。そうす

ると主は驚くべき平安と慰めで祈りに答えてくださった。

　ヨイド純福音教会は創立 60 周年を迎え、教会の体質を新しく

変えなければならない。改革は巨大なスローガンとなるもので

はない。何かのデモや展示的な集まりになってはいけない。小

さな愛を実践する善意から真の変化と改革が始まる。教会がな

ぜ世の中から批判を受けるのか。それは小さな愛に疎かになっ

ているためだ。疎外され圧迫された人々に対する無関心が批判

を呼ぶのだ。私が聖徒の中で最も苦しい生活をしている家庭を

選んで家庭訪問する事も、小さな愛の実践の道を行くためだ。

その家庭訪問を通して最も大きな恵みを受けるのは、私自身だ。

環境的には感謝する事が少しも無いように見えても「感謝」が

止まらない聖徒を見ると大きな感動を受ける。

　私は徹底した長老派の 4代目の家庭で育った。叔父イ・ギョ

ンジュン牧師はシン・ヒョンギュン牧師と平壌神学校の同期と

して 1師団の軍隊の牧師として 20 年勤めた。そしてプサン・カ

ンアンリで 30 年間イエス長老統合派カンアン教会に仕えた。プ

サンドン・老会長と教団の海外宣教部長として奉仕し、マカオ

に神学校を建て、中国宣教を努めた後、神様の御腕に抱かれた。

叔母ユン・ミョンホ牧師はソマン（希望）教会を建てたガク・

ソンヒ牧師と神学校の同期だ。ソウルのハンヤン教会に仕え、

米国に移民しワシントン中央長老教会を開拓、設立し、ニュー

ジャージー聖恩教会に仕え、引退した。私たち家族は皆イエス

を信じる「信仰の明文化」として立つようになった事はとても

感謝で誇りに思う。年を重ねるにつれ、イエスを信じることが

どれほど大きな祝福なのかを悟るようになっている。

　両家の祖父の直系の家族は皆、長老教の信者であって、私たち

家族だけ純福音だ。私たちが純福音の信者となったのは父方の祖

父のおかげであった。ソデムンに引っ越した後、祖父は 3ヶ月間
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夜が更け
苦難が深まりゆく時に
勝利する方法

　あるクリスチャン達は、私が働きの中で経験したことを聞く

と、たいへん極端な経験であるという反応をする。例えば、私

はアメリカやヨーロッパから魔術師と魔女達が祭壇を築いて祭

事を務める場所で、生きている人を犠牲（いけにえ）として捧

げた痕跡を見たこともある。大部分の人々は、そのような暗闇

の勢力が堅い陣を張っている場所へ行くように聖霊の導きを受

けることはない。私は聖霊がそのような場所へ行きなさいと言

われれば、主の栄光とそのお方の力を体験できるという期待感

で喜びを感じる。　

　アメリカやヨーロッパにフリーメイソンという秘密組織があ

るという事実を多くの人々には周知である。平凡に見える教会

の担任牧会者室の前にフリーメイソンの組織員らの象徴が掛

ヘンリー・グルーバー牧師の

主と歩く

家から 5分の所にあった純福音中央教会 (当時の名称 )の早天祈

祷会に参加し、チョウ・ヨンギ牧師の御言葉とビジョンに大きな

感動を受けた。そして家族会議の中で厳粛に宣言した。

「私が過ぎる 3ヶ月間、純福音教会の早天祈祷会に参加した。そ

こで若い牧師の御言葉が普通の恵み深いものではなかった。その

方は本当に聖霊充満な神様の真のしもべだ。これから私たち家族

は皆、純福音中央教会に出席する。そのように知っておきなさい。」

　それは 1964 年 4 月だった。チョウ・ヨンギ牧師は同年 3 月 1

日にソデムン大聖殿で、聖徒らが見守る中で結婚式を挙げた。

私は家族と共にチョウ・ヨンギ牧師の結婚式礼拝に参加した。

キム・ソンヘ師母はチェ・ジャシル牧師の手を握り入ってきた。

牧師の結婚式を遠くからでも見られる事は光栄な事だった。ナ

タニエル・ホードオンの小説「大きな岩の顔」の内容のように、

私もチョウ・ヨンギ牧師を生涯、遠い場所から「大きな岩の顔」

として見上げて信仰を成長させた。

　長い間、長老派の伝統で育った家族は少しも違和感なく情熱

的な純福音の信仰に溶け込んだのはすべてが神様の恵みだった。

その当時、礼拝時間に太鼓を叩き、拍手をする教会は私たちの

教会だけだった。中堅教会で信仰生活をしてきた家族はこの変

化に最初は戸惑ったが少し経つとそれにも適応した。勿論礼拝

を捧げる時、チョウ・ヨンギ牧師の御言葉がどれほど早かった

のか、初期には理解するのが難しかった。牧師の口から実弾と

火が出てくるようだった。大学生宣教会 (C.C.C) 創立者キム・

ジュンゴン牧師は「チョウ牧師の機関銃に、多くのノンクリス

チャンの魂が倒れた。」と言った。しかしその早い御言葉を宣べ

伝える事もさることながら、その特有の言い方がむしろ恵みと

なった。私たち家族は純福音の完璧な信者となった。†
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かっているのをよく見かける。私が彼らの正体を分かっていると

いう事実を露にすると、彼らは「何も言わないで静かに出ていけ」

と要求する。フリーメイソンは、互いに助け合わなければならな

い。例えば、フリーメイソンに加入した人の車が道で故障して動

けない時は、自分がフリーメイソンであるという標識を示して待

てば、その道を通り過ぎたフリーメイソンは必ず車を停止して助

けてあげなければならない。人々は事業を援助され、社会生活で

外縁を広めるためにフリーメイソンに加入をする。フリーメイソ

ンの高い地位に上がった時に、フリーメイソンが暗い邪（よこし

ま）な集団である事実を知るようになるのである。　

霊的な実体　

　キリスト教を基盤として立てられたため、アメリカ軍人達は

「善良でなければならない」という考えを持つ。国家政策に対し

ても、それがアメリカにとって有益であるだけでなく、義であ

り、善であることでなければ、アメリカ軍人達の指示を受けな

い。そのようなアメリカであるが、その中には平凡なアメリカ

軍人達が想像するのが難しいほどそれほど悪く残忍である勢力

があることも事実である。彼らは自分達の正体を露にしないで、

アメリカの政界、学問、財界、言論、文化等、すべての団体に

浸透して影響を与えている。

　そのような人達がアメリカの言論社を所有し、アメリカ人が

見て聞くことを統制しながら、アメリカのキリスト教の基盤を

崩壊させてきた。これらの共通点は、金と権力を貪り、聖職か

ら放蕩したバアル崇拝者たちであり、イゼベルの霊に支配を受

ける者たちであるという事実である。

　この世界の霊的な実体に直面し、熾烈な霊的な戦場で戦いも

せず、頭でだけ聖書を理解する人たちには、私がした経験が極

端的に聞こえる。多分、そのような人たちはいつも悪魔を追い

出し、パリサイ派とサドカイ派の宗教人たちと論争を展開され

たイエス様に対してもそのような評価をするであろう。

　オバマが大統領として就任する前、ケニヤの牧師たちが私に

ケニヤでシャーマンらがオバマのために動物を殺して生け贄を

捧げ、アメリカ人たちへ呪文を唱えたと話した。オバマ前大統

領の就任式で、人々が極度に興奮し、気絶までするであろうと

言った。実際にそのようなことが起こった。

　オバマ前大統領の父は、1965 年「イースト・アフリカンジャー

ナル」という新聞に法的に、100% 税金を付加して国民の所得全

体を国家が持っていく法制定を擁護する文書を書くほどの過激

な共産主義者であった。オバマ前大統領は、少年期にインドネ

シアで学校教育を受けた。青年時代には、ハーバードの過激な

共産主義者である教授たちの影響を受けたと知らされていた。

　「いと高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の陰にやどる人は
主に言うであろう、『わが避け所、わが城、わが信頼しまつるわが神』と。」

（詩篇 91:1 ～ 2）  
　私には双子の娘がいる。エリザベスとレベッカであるが、ふたりとも
五月の早朝のひばりのように楽しくて生気あふれた性格だ。エリザベス
がある村で育った青年を結婚相手だと言って家に連れて来た時、私は婿
の候補であるその青年が生来からの軍人であるという事実を即座に霊的
に感知して、エリザベスに対して軍人の妻として生きる覚悟をしている
のかを尋ねた。エリザベスは夫が職業軍人となることを反対したが、そ
れを止めることはできなかった。婿のマイクは、イラク戦争に参加した
後、外傷症候群となったが、結局、最近になって再び軍隊へ戻るように
なった。戦場から彼が経験した極度の緊張と恐怖、そして幾多の残酷な
経験が、結局生来の軍人である婿の心に深い傷を負わせることになった。
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たちはエジプトを絶対に離れなかったであろう。すでに奴隷生

活に慣れて、奴隷根性をもつようになったへブル人たちは、夜

に帰る家があり、食べる食料が与えられるエジプトの慣れた奴

隷生活を約束の地への移住という見知らぬ不安な冒険よりは好

んだことであろう。

　夜が更ければ、夜明けが来る。苦難が深まりゆけば、人々は

目覚めて約束の地を探しに行こうという冒険を試みる。詐欺の

甘ったるい嘘に騙されて、黒を白、白を黒であると信じ始めた

人たちは、身を滅ぼすのに近い苦痛を経験して初めて、自分が

騙された事実を認めて反省する。そのくらいになる前には、い

くら真実を話してあげても反省をしない。

　真実を知っているとりなす人たちは、まず見て、悟り、吟味

する。熾烈な霊的戦争の中にいるとりなす人たちが、婿マイク

のように深い内傷を負わないで勝利しようとするならば、主の

誠実さに集中しなければならない。

　聖霊があなたへ教えてくださった勝利の秘訣である。私は歩

きながら祈る時、その土地の罪に対して捉われないで神様の誠

実さに集中する。戦場で生きている雑草の端に垂れている小さ

な花に感謝し、心地よいひとしきりの風に感謝を捧げ、青空に

感謝を捧げて歩いて行けば、喜びと平安を忘れないでいること

ができる。いと高きもののもとにある隠れ場に住みながら、主

を避難所とすることが勝利の秘訣なのである。†

ヘンリ・グルーバー牧師

「世界を歩くとりなし祈祷者」として知られている筆者は、18 歳の時
アメリカのアリゾナ州フェニックスの虞犯地域で主と共に歩み始めら
れ、今日まで主と共に歩んでおられる。彼は全世界のどこででも彼が
出会う人たちのために祈られ、福音を伝えておられる。彼の人生には
超自然的な奇跡が多くあるが、もっと重要なことは彼が神様の御言葉
に従順して歩みながら祈っておられるという事実である。

　アメリカのキリスト教の基盤は、暗い勢力により数十年間攻

撃を受けてきたため、霊的に覚めているとりなす者たちは、長

い間これに対する霊的戦争をしなければならなかった。オバマ

大統領の時に、同性結婚が合法化され、言論が連日キリスト教

を攻撃し、とりなしをする者たちはこれ以上アメリカに希望が

ないと感じた。私はそれでも神様が主権的にアメリカに付いて

おられ、アメリカに支配を施されるよう望んでおられると信じ

た。特にアメリカが全世界に福音を伝え自由を守るため他国か

ら血を流したアメリカの若者たちの犠牲を覚えておられると信

じた。

　オバマ大統領の二回目の任期の末期には、アメリカが回復す

るであろうという希望を持つことが辛かった。しかし、神様は

全能でおられて一番希望がなく見える時に、瞬時にアメリカの

状況を変えてくださった。これから私は、アメリカにキリスト

教的な価値が回復することを信じている。そうなれば今、世界

のあちこちでクリスチャンたちが経験する理念的な混乱もある

程度整理されるであろう。

主の誠実さに集中せよ！

　へブル人たちを出エジプトさせる前に、エジプトを飢饉から

救い出したヨセフの恵みを忘れてしまったパロ王が現れ、へブ

ル人たちを甚だしく弾圧した。パロ王は、さらにへブル人の女

性が男の子を産むならば殺しなさいという惨い命令を下しまで

した。へブル人たちはそのような苦難の中で神様へ叫び始め、

神様がモーセを送り脱出しなさいと言われた時、へブル人全体

がモーセに従い約束の地へ向かい出て行った。

　パロがへブル人たちをそれほど弾圧しなかったら、へブル人
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心底から生きたいと思う人生

✿ 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

　それはおそらく小学校 6 年の時だったと思います。その日は

最後に学校に行く日でした。次の日は引っ越しをするからです。

私は自分の荷物を整理してランドセルに入れ、クラスの友人た

ちと別れのあいさつを交わしました。そして、担任の先生から

「学生健康記録表」をもらうために職員室に行きました。私と一

緒に転校を繰り返してきた「学生健康記録表」は、私の心のよ

うにすでにボロボロになっていました。ピンでまとめてあった

「学生健康記録」ファイルから私の一枚だけを出すのが面倒で、

担任先生は留めていたピンを外すことなく私のだけ引っ張り抜

くので、私の「学生健康記録」はあちこち破れていました。転

校した学校でセロハンテープを使って直してみましたが、次転

校する際に同じやり方で引き抜かれるので、より大きく破れて

しまい、ひどい状態になりました。まさにその「学生健康記録」

を担任の先生は自らの手で何度か伸ばしたあとに、私に渡しま

した。「元気でね」と言いながら、最後にこんな質問をしました。 

　「サン、君はどのように生きたいか？ 」

　私は急な質問に、戸惑いながら淡々と答えました。

　「平凡に生きることです。」 

　私の答えに、感受性豊かな担任先生の目の周りが、一瞬赤く

なる様子でした。手に渡された傷だらけの「学生健康記録表」が、

私の答えの理由を物語っているようでした。私は平凡に生きた

かったです。もちろん 「平凡な生き方は何か」について、躯体

的に答えることはできませんが、ただ周りの友人のように暮ら

したかったです。平凡に、朝は出勤して週末には休む父と、家

に帰ればおやつを用意してくれる母がいて、適当な収入があっ

て、人がしている生活を私もしたかったです。同じ地域で小学校、

中学校、高校を一緒に通った仲間とずっと一緒にいたかったで

す。

　しかし、私の人生は平凡ではありませんでした。自分の歳よ

り引っ越しした数のほうが多かったです。転校が多かったので、

親友と言えるような人はいませんでした。牧会を選んだのは親

だったのに、私までも牧会者としての生き方をするように要求

されました。わが家は教会であり、家族の人生は少しもやすま

ることなく働きの連続でした。人は当たり前にやることを、私

たちはほとんどできなかったし、人以上に働いても人以下の扱

いを受けてきました。 

　そんなに大変な田舎での牧会、歯が抜けるほど頑張って教会

を開拓し建築しましたが、私たちに残るのは何もありませんで

した。親は喧嘩を繰り返した末に別れ、一人しかいないかわい

い妹は信仰を捨ててしまいました。言いつくせないいじめを受
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きることでした。私の肉体が楽な方向に、人々から認められる

ようにと、十字架の道と世的な道に二股をかけて生きる人生で

した。しかし、神様は私が望んだ人生よりもっと高貴な人生を

与えて下さいました。私が期待したよりもっと偉大な人生を期

待しておられました。私が求めた平凡さを越えた、高貴な人生

を切り開いて下さいました。

　健康でなかったので強めて下さる神様を感じることができ、

実力がなかったから力を与えて下さる神様に出会えました。貧

しかったので富んでおられる神様を見ることができ、ひどく病

んでいたので癒される神様を体験することができました。私は、

私を誇るのではなく、私の人生の中で働かれる神様を分かち合

うことができました。それは、とてもつらい人生でしたが意味

のある人生でしたし、苦痛でありましたが分かち合える課題が

ありました。数多くの涙がありましたが、心から笑えるように

もなりました。危機がありましたが、そのたびに助けられる神

様を経験しました。十字架の連続でしたが、すぐにまた会える

復活の人生でした。そして、それは今も進行中であり、平凡さ

を越えた人生であり、これからも絶えず期待してしまう人生に

なったのです。

　最近、私の人生をよく知っているある牧師先生に会って、い

ろんな話をしました。そして、別れようとするときに、その先

生は急にこんな質問をしました。 「カン牧師はどのように生き

たいですか ?」と。私は昔のあの日を思い出しました。そして、

こう答えました。「これから私がどのように生きたいのかは、遠

い昔に神様にゆだねました。ひとつだけ確かなことは、私が生

きたくない人生はどんな人生なのかです。明確に言えます……。

それは平凡に生きることです。」†

けながら学校に通い、胃腸に持病があり、喀血をして気絶した

こともありました。望んでもいなかった浪人生活をし、きびし

い軍隊生活の間に、二回も死にそうな目に会いました。望んで

もない神学校を、それも昼は働いて夜は勉強する、夜間大学に

通いました。新婚旅行すら行けずに始まった貧しい新婚生活は、

毎日が涙でした。そして、祈ったこともないのに、さびしくて

つらい開拓教会を始めなければなりませんでした。

　そして、このすべての「平凡ではない人生」は、いまだ進行

中です。心が痛いのは、私の普通じゃない人生によって家族ま

でも、私の子どもの頃のように平凡な暮らしではないというこ

とです。あちこちから拾い集めて置いたせいで、形も大きさも

違う三つのタンスは、かなり前からドアが開かなくなっていま

す。

平凡から高貴に

　結婚後、歯を一本抜きましたが、差し歯を入れられず、ダメ

になってしまった歯と、17 年間化粧する機会がなかった家内は、

いまだに鏡台がありません。私も小さな教会の担任牧師になり、

1 年 365 日のうち一日も平凡に過ごすことができません。多様

な聖徒たちが、多様に私を悩ませます。時々カレンダーに祭日

があると、私はもっと忙しくなります。なぜなら、世間は休み

でも私は休みじゃないからです。今も金曜徹夜礼拝を終え、人

の寝ている時間に私はこの文を書いています。 

　私は本当に普通な暮らしがしたかったです。しかし、神様は

私を普通に暮らすようにはなさいませんでした。初めはそれが

恨めしかったです。しかし、時間が経った今は、本当に感謝し

ています。私か期待した平凡な人生とは、私の思いどおりに生
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ただあわれみ

キム・ヨンス
イーストウッドカンパニース代表
アメリカ、MIT 経済博士

✿ 我が人生のプラス｜我が人生の最高の贈り物

　私はカナダでイーストウッドという製薬会社を経営している。 

この事業を開始したのは 1995 年ごろだが、その当時私は人が羨

むようなキャリアを持っていた。

　京畿（キョンギ）高在学時飛び級、ソウル大学に入学、在学

詩外交官試験合格、大統領秘書室に勤務、台湾大学での修士課

程、MIT 経済学博士、カナダアルバータ州の金融教授…大きな

不動産開発会社である日本 EIE グループにスカウトされて副会

長・豊田グループ副社長兼任、ホテルをいくつか保有するなど、

30 代前半に日本で成功した外国人だった。

　ある日、カナダ・アルバータ州の首相室から連絡がきた。あ

る糖尿病の技術に投資してほしいという要請だった。元々カナ

ダは、バンティング博士がインシュリンを世界で初めて発見す

るなど、糖尿病に関しては世界最高という自負心を持つ国であ

る。政府がほぼ 20 年間お金を投資したが、商品化に失敗したた

め、私に助けを要請してきたのである。

　研究者に会ってみたが、正直、彼の説明は一つも聞き取るこ

とができなかった。「検討してみる」と礼儀上の返事だけをし、

宿舎に戻ってきた。ところが、以前に助けたことのある韓国の

青年が、私が数日前に糖尿病研究室を訪問したことを知り、無

条件に投資することを勧めた。数日後、もしかしたらと思い、

再び研究室を訪れた。二回目のミーティングでも全く理解でき

なかったが、単刀直入に尋ねた。「良い投資ですか、それとも悪

い投資ですか？」 彼は爆笑して良い投資だと正直に答えた。そ

の席で、私は小切手帳を取り出し、25 万ドルの小切手を渡して

契約をしてしまった。

　ところで 2 週間後、面白い事が起きた。世界で一番大きな製

薬会社から連絡がきた。技術を自分たちに渡せば、2 千 500 万

ドルを払うと提案してきた。自分たちは 2 年前から、この技術

に投資しようとしていたが、大企業のゆえに意思決定プロセス

が長引き、今になって投資することに決定したが、私に横取り

されたというのである。2週間で100倍！私は非常に嬉しかった。

　しかし、それも束の間！ 「この技術が何かすごいらしい」と、

今も誰かが製品の原料が何かと訊かれるなら、
「私の妻の膝で造りました」と答えます。神様

の恵みと妻が勇気づけてくれたからこの仕事を
始めることができ、継続して力を貸してくれた
のでこの仕事を終えることができた。

▲ 家族と共に

▲ アフリカ最高糖尿・高血圧賞を受賞した
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単に「あきれるほど」効果が良いだけでは、許可を出すことが

できなかった。研究機関に頼んでみたが、話も聞いてもらえず

見下されてしまった。「糖尿病は、治療薬がない」と、カットさ

れてしまった。懇願し続けたすえにやっと引き受けてくれた。

　ところが、いざ実験してみると、「一体これはどういう薬草な

のか」と驚いた。研究機関で自らメディアに出てインタビュー

をした。いくつかの糖尿病協会は、「理想的な糖尿病の完治薬」

という、強い表現を使って褒めてくれた。どんな経路でそのよ

うな驚くべき効果が発生するのかを、科学的に突き止めること

ができた。一箇所ではなく、様々な研究所を通して知った。時

間は多くかかったが、後であらゆる国からの許可を受ける際に、

長年の研究の実験を通じて、このように多角的に蓄積されたデー

タが、大きな助けになったのは言うまでもない。

長い間研究実験を通して多角度で蓄積されたデータが製品の効果を立証して
くれる。各種 TV にも出演し、このために国家元首の方々と世界お金持ちた
ちも「エレオチン」を飲んでおり、現在 3 千人の医師たちが勧めたり飲んで
いる。公式広告検証機関から「世界最高（World#1）の血糖正常化製品である」
と広告をしても、行き過ぎた広告ではないという認証までもいただいた。
これ以外にも、認知症等、50 個ほどの製品がある。

推測し始めた。複数の専門家に調べてみたところ、「糖尿病の

根本的な治療となる、世界唯一の天然物質」というのであった。

巨大な市場で独歩的な存在。「なるほど！だから彼らが、この技

術に投資したくて仕方がなかったんだな。」

　何人かにサンプルを見せてみた。純福音教会の牧師だった叔

父は、糖尿病がインシュリン注射でも調節が出来ず、ひどい合

併症で苦しんでいたが、数ヶ月できれいになり、脚の切断や失

明に至るほど深刻な糖尿病が完全に治療された。すると、確信

が出てきた。

　直ぐにグループの会長に報告し、オールインしようと提案し

た。最初は喜んでいましたが、「新薬として開発するには、数

十億ドルの資金が必要で20年もかかる、それでも成功確率は1％

にすぎない」というので、会長もがっかりしてしまった。私に

このプロジェクトを放棄するよう勧めてきた。

　ところが、不思議に私の心はそうではなかった。人生の大き

な決断は、頭ではなく心で、信仰によってするもののようだ。

なんとなく投資したかった。眠れずに、数日間悩んでいたら、

妻も気づいたようだ。妻は、「それほど投資したかったら、した

らいい」と勧めてくれた。

危険で大変でも、そうしたいならしなきゃ、後で後悔する。成

功するかしないかは神様が決めることです、私たちは従順する

のみです。妻に感謝し、グループを辞職した。それでこの事業

を独自に開始した。

　ところがこの事業は、本当に苦しく時間がかかった。特に私

を悩ませたのは、不確実性であった。薬が効果があることはす

でに分かっている。ところで、「なぜ」薬効が良いのか、その「なぜ」

を調べて分かるようになれば、許可も下りるようになっている。
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　神様は苦難を与えますが、振り返ってみると、それが大きな

プラスになる隠れた祝福であるようだ。ハーバード大学、ケン

ブリッジ大学、イエール大学、清華大学、ソウル大学、カルガリー

大学など、国際的に有名な大学の研究実績が積もった。

数年にわたって、私たちがしなければなら研究は、すべて尽く

した。薬効を証明、起電の確認、毒性検査、臨床試験…しかし、

それは終わりではなかった。許可を待つことが始まった。許可

を出してもらえる、という保障は全くなかった。妻は早天の祈

りをもって私を助けてくれた。

　許可を待つということは、退屈の程度ではなく、地獄のよう

な苦痛だった。深刻なうつ病も患うようになった。途中に諦め

てしまおうかと、思うときもしばしばだった。聖書に「Prisoner 

of Hope」という御言葉がある（ゼカリヤ 9：9?）。「希望という

監獄に閉じ込められている囚人」、希望拷問…。

　「一粒の麦が地に落ちて」（ヨハネ 12：24?26）という御言葉

がある。長い間闘病中だった母は、私と共に許可が出ることば

かり待って、また待っていた。いつも「うちのヨンスに許可一

つ出してほしい…」とし、切なく思っていた。しかし悔しくも、

母は許可が出る前に亡くなった。葬儀を終える直前に、従業員

が「博士、許可が下りました」と、私のポケットにこっそりメ

モを刺してくれた。あまりにも悲しい瞬間に、とても嬉しいこ

とがやってきたので、私は喜ぶべきだろうか悲しむべきだろう

か…。考えてみると、母が神様に「私の命を収め、代わりに息

子に許可を出してください」と、祈ったのではないかという思

いもした。一粒の麦が地に落ちたのだ。

　製薬、バイオ企業からの許可が出るということは、政治家な

ら、大統領選挙で大統領になることで、運動選手なら、オリン

ピックで金メダルを取ることである。噂だけで、株が爆騰する。

糖尿病の場合、市場は莫大だ。当社の製品は、広告もなしに売

れ出した。2018 年現在、50 万人の使用者がおり、今も増加して

いる。動画体験談が 5千件近くあるが、YouTube に「エレオチン」

または「eleotin」で検索すると出てくる。

　妻が喜んだ。成功した夫が失敗者として悲惨な一生を終えな

いか、心配していた妻が安心しているのをみると、何よりも感

謝である。

　最後に、ローマ人への手紙 9 章 16 節、「ただ神のあわれみに

よるのである。」―― その「あわれみ」、すなわち「エレオス」

から「エレオチン（Eleotin）」という名前を付けた。「エレオチ

ンください」と言えば、同時に「私をただあわれんでください」

という祈りになるように、また「エレオチンが答えです」と言

えば、「神のあわれみのみが答えである」という宣言になるよう

にした。それでも製品によって病気が治るのではなく、この祈

りのために病気が治るのではないか、という思いがするときが

ある。†
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ルズ・トーテムの＜ヨシュアの長い一日＞という本を引用し、

NASA の立場から科学的に明らかにしている。 

大きな変化の前に鍵となるのは、私たちの祈りだけなのである

　もちろん、神がなさろうとすれば、今も山を移すことができる。

しかし、自然法則が壊れれば、地球は大きな困難に陥ってしまう。

神は、私たちが主の立てられた自然法則を守り、祈りを通して

力あるわざを行なうことを願っておられる。それゆえ、私たち

が実際に山を移す祈りをするのは望ましくない。しかし、山を『大

きな障害物』や『太山のような大きな問題』と見なすなら、神

の自然法則を破らなくても、山を移すことと同類の力ある祈り

ができる。

　それだから、私たちは、山を移すような力ある祈りを継続し

て捧げなければならない。このような祈りは、まず『山よ海に

入れ』と命じ、次は、私の思いではなく、神の御心通りになさっ

てくださいと祈った後、その答えの方法は、すべて神に委ねな

ければならない。今や、私たちの祈りが絶対的に必要な時である。

国家と民族のために祈ることはもちろんのこと、教会が教会ら

しくなるよう、悔い改めの祈りを捧げなければならない。大き

な変化が、私たちの前に近づいてきている。祈りの鍵だけが、

私たちが生き残れる道なのである。†

　私は、マタイによる福音書 17 章 20 節の御言葉に関する多く

の本を読み、祈ってきた。だが、解決できなかった。しかし、

この御言葉を黙想する中、その意味が解かれた。この箇所は、「文

字的解釈か？ 象徴的な御言葉か？ それとも隠喩的表現か？」

によって、意味が異なってくる。筆者はこの三つとも可能性が

あると信じている。

　しかし、この御言葉は、主イエスが弟子たちに、『光と塩』に

ついて語られる時のように、隠喩的表現で解釈すれば、より簡

単に解かれる。聖書を見ると、これよりもっと大きな奇跡も多

く起きている。たとえば、モーセが杖を高く上げて祈るとき、

神が強風を用いて紅海を割られたことは、山を移すことより大

きなしるしである。ヨシュアがヨルダン川の前で、契約の箱を

担いだ祭司たちに川を渡るように命じた時、川の水がしばらく

止まっていたこともある。しかし最も大きなしるしは、ヨシュ

ア 10 章 12 ～ 13 節に、ヨシュアが「日よ、ギベオンの上にとど

まれ、月よ、アヤロンの谷にやすらえ」と、主に向かって言っ

た時である。実際に太陽が、天の中空に留まったこの出来事は、

山を移すことより、もっと大きなしるしである。

　ヨシュアの記録について韓国創造科学会は、これをチャー

✿ 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

主イエスは、からし種ほどの信仰があれ
ば、祈りによって山をも移すことができ
る（マタイ 17:20）と仰せられた。
これが本当に可能なことなのか？
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　今日、伝道の主題は「神は愛であられる」（Ⅰヨハネ 4:8、16）だ。

これは、ヨハネ第一の手紙に二回言及されている（Ⅰヨハネ 4:8、

16）。この御言葉は、同著者が記録した「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）という御言葉とともに、キリスト教を代表するものと

なった。あたかも、世の人たちが『神は愛であられる』ことが

わからず、神を見出すことができなかったかのように――。

　しかし、聖書全体で、人間は、神の愛を充満に受けている間に、

主を捨てたと示している。最初のアダムは、彼が創造される前に、

6 日間ですべてが創られた世界とエデンの園を備えておかれる

という、神の完全なる愛を受けていた。『神は愛であられる』―

―アダムにとって、これはただただ体験であり、全く疑う余地

のない真理であった。神はアダムを愛するがゆえに、エデンの

園を予め備えておかれ、エバも創ってくださった。

✿	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

放蕩息子の帰還を
先に述べるのは惑わしだ

　それにもかかわらず、アダムは神の完全なる愛を受けている

間に、善悪を知る実を食べてはならないという、たった一つの

神の約束を破った。そして、サタンの言葉を選択した。神の愛

の内にとどまっている時にであった。「神は愛であられる」とい

うヨハネの記録は真理ではあるが、神に不従順し罪を犯した人

間にとっては悔い改めるための第一の真理ではなかった。

　ソロモン王にとっても、『神は愛であられる』という真理は、

アダムのごとく、体験そのものだった。彼は、王の地位、知恵、

富、人々が羨むほどのすべての物を所有していた。しかし、神

の完全なる御愛を受けてすべてを所有している間に、それらの

すべての物を与えてくださった神を捨てた。アダムのごとく―

―。彼は、自分の礼拝の中で、天から火が臨むのを見た。しか

し彼は、すべてを手に入れた後、偶像崇拝に陥り、自分の人生

と国にその罪の結果を招いた。これが、最初のアダムからすべ

ての人間に対する、神のしるしだ。神は愛であられるが、このメッ

ソロモン王にとっても、『神は愛で

あられる』という真理は、アダム

のごとく、体験そのものだった。

彼は、王の地位、知恵、富、人々

が羨むほどのすべての物を所有し

ていた。しかし、神の完全なる御

愛を受けてすべてを所有している

間に、それらのすべての物を与え

てくださった神を捨てた。
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　パウロは語っている。あなたがたは自分の『罪過と罪』のゆ

えに死んでいた者である（エペソ 2:1）と。これが放蕩息子の

比喩の前に出てくる二つの比喩だ。

　第一の比喩は、失われた羊を探す牧者の話だ。牧者が羊を失っ

たなら、牧者が悔い改めるべきだ。しかし、羊が牧者を捨てた話、

つまりアダムの話なのだ。それゆえ、比喩の最後に、「罪人がひ

とりでも悔い改めるなら」という文章で締めくくられているの

である（ルカ15:7）。これが羊のように迷い、各々自分の道に向っ

て行った私たちの『罪過』なのである。（イザヤ 53:6）

　第二の比喩は、銀貨を失くした女性の話だ。私たちの状態

は、失くした銀貨だ。否、銀貨は自らなくなるはずがない。な

らば、悔い改めるべき者は、銀貨を失くしたその女性ではない

だろうか。この物語だけであると、そう見受けられる。それだ

から、聖書全体の流れから物事を認識することが大事になって

くる。この第二の比喩も「それと同じように、罪人がひとりで

も悔い改めるなら……」で、締めくくられる（ルカ 15:10）。こ

の第二の比喩は、パウロが述べたように、確かにアダムから『転

嫁された罪＝原罪』による人間の状態だ。失われた銀貨のように、

人間は『原罪』のゆえに死んでいた者だ。私たち自らが犯した

罪である『罪過（transgression, inquity）』は、悔い改めにか

なった実を結び、捨てなければならない。これが第一の比喩だ。

しかし、アダムから転嫁された『その罪（the sin）は、キリス

トと共に死んで覆われなければならない。これは、唯一、十字

架との連合によってのみ、処理される。いかに告白しても（Ⅰ

ヨハネ 1:9）捨てきれないのである。

セージは、本当に救いの第一の真理ではない。

　このストーリーが放蕩息子の比喩だ。今日、伝道メッセージ

に放蕩息子の比喩がよく登場するが、これは危険な惑わしだ。

その放蕩息子の父が愛であると伝える真理は、私たちが伝える

べき最初の福音ではない。その放蕩息子は、父の完全な愛を受

けている間に、父を捨てた。アダムとソロモンのように――。

これが福音の始まりだ。アダムをはじめ、すべての人間は父を

捨てた。罪人である人間に、神の愛は伝えるべき第一の福音で

はない。これはとても重要なことだ。

　ノアは当代における義人であった。聖書には、『義の宣伝者』

であると記されている。「また、古い世界をそのままにしておか

ないで、その不信仰な世界に洪水をきたらせ、ただ、義の宣伝

者ノアたち八人の者だけを保護された」（Ⅱペテロ 2:5）。主イ

エスは、バプテスマのヨハネは『義の道』を伝えたと語られた。

――「ヨハネがあなたがたのところにきて、義の道を説いたのに、

あなたがたは彼を信じなかった」（マタイ 21:32）。パウロは「神

の義は、その福音の中に啓示され」（ローマ 1:17）と述べる。

福音には『神の愛』ではなく、『神の義』が先に現われなければ

ならない。神は聖く正しいお方である。これが聖書全体において、

神に出会ったすべての人たちの最初の経験であり、しるしであっ

た。モーセもシナイ山でそうであった。ダニエルも「大いなる

恐るべき神」に寄り頼んだ（ダニエル 9:4）。パウロは、主イエ

スに出会ったダマスコで、目が見えなくなった。悔い改めてバ

プテスマを受けるまで――。愛の使徒ヨハネは、屠られた小羊

を見たとき、その足もとに倒れて死人のようになった（黙示録

1:17）。愛の主に会ったはずなのに、なぜそうなっただろうか。
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新生の体験

　今日、罪を告白しなさい（Confess）と、トラクトに記してあ

るが、その御言葉も新約の後ろの部分、ヨハネの第一の手紙に

書かれた御言葉だ。それが伝道に必要なものであれば、使徒ヨ

ハネはなぜ、彼の福音書 1 章に書かずに第一の手紙、聖書の後

ろの部分に書いておいたのだろうか。最近のトラクトは本当に

危険だ。それは気軽なイエス、楽な救いのように見せかける、

惑わしだ。そのように簡単に、即時にイエスを受け入れて、罪

から自由を得られるだろうか。これは主イエスの第二の比喩と

連関がある。第一の比喩は、私たちが犯した罪過、つまり私た

ちが悔い改めるべき罪である。第二の比喩は、アダムから転嫁

された罪のゆえに死んでいた状態だ。それゆえ、この二つの比

喩においてのみ、『悔い改めるなら』という文章で終わる。

　その後に、失った息子の話が、最後に出てくる。完全な愛の

父を捨てた息子の状態は、『死んで生き返った子』という父の告

白で終わる（ルカ 15:32）。これは、上から生まれ変わった新し

い生命の話だ。これは、罪過と罪によって死んでいた第一の羊

の比喩と、第二の失くした銀貨の状態を悔い改め、罪過と罪に

よって死んでいた私たちが、イエス・キリストの死と連合され

た者だけに臨む、死んでよみがえると言う新生の体験をするこ

とを指しているのである。聖書には確かに、このように配置さ

れたのである。聖書では、ストーリーと単語の順序にも霊感が

関係している。人々が気軽に接することができる聖句だけを選

び引用するのは、背理と惑わしの始まりだ。福音には、神に喜

ばれる御言葉が優先されるべきだ。これが現代教会における全

堕落の原因だ。人を得るために、主なる神を捨てたことになる

のである。†
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