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海のど真ん中で

　先日、クロアチアからイタリアのベネチアに向かっていたク
ルーズ船から墜落し、10 時間ほど海の中で生死の境をさまよっ
た女性が劇的に救出されたという事件について、BBC などの外
信が報道しました。イギリスのケイ・ロングスタッフという 46
歳の女性がその主人公です。
　ケイは、クロアチアの海岸から 95km ほど離れたところで真
夜中に船から落ち、救助要請を受けたクロアチアの沿岸警備隊
によって、墜落の 10 時間後に劇的に救出されました。
　救出後、放送局のインタビューで、「あの暗い海の中でどうやっ
て死と戦いましたか？」という質問を受けて、彼女は笑いなが
ら言いました。
　「寒さに勝つために、一晩中歌を歌っていました。」
　どんな歌を歌ったのかわかりませんが、歌が彼女を死の恐怖
に打ち勝たせてくれたのです。時々私たちは、海の中に、ある
いは深い夜の闇の中に捨てられたような現実に直面することが
あります。その時、私たちは賛美しなければなりません。賛美が、
闇に打ち勝つ力を私たちに与えてくれます。私たちは真夜中の
現実に絶望しますが、主を仰ぎ見ながら賛美すると新しい力が
湧きます。絶望の夜を治められる方は、私たちの主であるから
です。コラの子孫はこのように歌っています。
　「昼には、主はそのいつくしみをほどこし、夜には、その歌す
なわちわがいのちの神にささげる祈（いのり）がわたしと共に
ある。」（詩篇 42：8）。
　私たちの主も、十字架への道を歩む前、真っ暗な夜に賛美し
てからオリブ山へ祈りに行かれました。 「彼らは、さんびを歌っ

た後、オリブ山へ出かけて行った。」（マルコ 14:26）†

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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趙  鏞基　 
（チョー・ヨンギ）

ヨイド純福音教会元老牧師

　そうではありません。まさにここにキリスト教の信仰の偉大

さがあります。確かに土の器に過ぎない私たちの中に、貴重な

イエス・キリストが盛られると、キリストの栄光の御力が現わ

れます。神様が私たちを見る時、外形の土の器だけを見られる

のではなく、キリストという宝物の盛られた土の器としてご覧

になります。

　キリスト教信仰の神秘性がここにもあります。クリスチャン

は死ぬのかと思ったら生き返って、持ち物がないかと思うと豊

かで、倒れるかと思ったら再び起き上がって、敗北するのかと

思ったら勝利します。なぜならば、土の器の中にナザレのイエス・

キリストがおられ、土の器が割れそうになったときや落胆しそ

うになったとき、宝ならイエス・キリストがとらえ支えてくれ

るからです。

　信仰生活をして、ある時は天使になったようで、ある時は悪

魔になったような経験をして、落胆する時があるでしょう。し

かし、落胆しないで下さい。皆さんは土の器です。しかし宝と

なるイエス様が内におられるなら、キリストの能力で満たされ

て、聖霊充満になります。すると、皆さんは勝利の生活を送る

ことができます。ですから皆さんの弱さを見ないで、イエス・

キリストを見上げ続けて下さい。土の器の弱さを、この宝なる

主が責任を負って下さいます。†

「この宝を
土の器の中に持っている」

ヨンサンコラム

　イエス様を受け入れて最初はまともに生きてみようと頑張り

ます。しかし間もなく、到底出来ないことを知って絶望します。

聖なる生活をしようと努力してみますが、不義の思いが引き続

き浮かんで、心配しないで毎日をキリストの中で勝利しようと

覚悟しますが、小さな壁にぶつかって幻滅感を覚えます。

　しかし聖書に記されているとおり、私たちは土の器に過ぎま

せん（コリントⅡ 4:7）。私たちは罪悪の世の中で生きていた時、

下水溝の隣にいた汚い器でしたが、キリストの恵みで聖なるも

のとなりました。それでも土の器のままです。10 年、20 年信じ

たとしても、土の器が磁器に変わることはありません。

　この土の器は、食べないとお腹が空き、着ないと寒くなり、

飲まないと渇きを感じます。この土の器はいつも肉の情欲、持

ち物の誇りを追い求めて生きようとします。そうすると私たち

は永遠に変えられない絶望的な存在でしょうか。
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会 

　もし、身長や体力だけで人間を評価するとしたら、動物とく

らべて劣っていると言うしかありません。しかし、人間は考

えの巨人であり、その想いは地の果てや海の果てに及び、同

時に、物質の粒子や細胞の隅々にまで及びます。考えが病め

ば病人に、考えが悪ければ悪人になります。また、考えは現

在のみならず、運命や環境や周囲にまで及ぶのです。私たち

が求めまた思うところのいっさいが重要なのだと聖書は語っ

ています。なぜ『考え』が重要なのでしょうか。

　第一に、考えは神様が人間に与えてくださったものだからで

す。――「神は自分のかたちに人を創造された。すなわち、神

のかたちに創造し、男と女とに創造された。」

　「神は霊であるから、礼拝をする者も、霊とまこととをもって

礼拝すべきである。」（ヨハネ 4:24）とあるように、人間は霊的

存在であり、過去を回想し、原罪を判断し、未来を予測する力が、

神様から与えられているのです。ここで知るべきことは、神様

は善い考えだけを植えてくださったのに、悪魔の誘惑に陥った

ことにより、悪しき考えが入り込んだことです。悪魔は、考え

る力を悪用して、神様に背くように誘惑し、人類はその罠には

私たちが求めまた
思うところのいっさい
――エペソ人への手紙 3章 20 ～ 21 節――

どうか、わたしたちのうちに働く力によって、

わたしたちが求めまた思うところのいっさい

を、はるかに越えてかなえて下さることがで

きるかたに、教会により、また、キリスト・

イエスによって、栄光が世々限りなくあるよ

うに、アァメン。（エペソ 3:20 ～ 21）

まりました。これが「人が心に思い図ることは、幼い時から悪い」

（創世記 8:21）と言う理由です。悪しき考えを除去しない限り、

偉大でありながら絶望的存在、それが人間なのです。

　第二に、悪しき考えを除去する方法は、悔い改めしかないこ

とを悟りましょう。、「悔い改めよ、天国は近づいた。」（マタイ

4:17）とイエス様は宣言しました。つまり、悪しき考えさえ取

り除くことができるのなら、私たちは天国で暮らすことができ

るということです。悔い改めるとは、ギリシャ語で『メタノイア』

と言い、方向転換することを意味します。悪しき考えから神様

の考え、すなわち善き考えに転換することを言います。

　それでは、悔い改めをするための根拠はどこにあるのでしょ

うか。まずは、主イエス・キリストの飲まれた杯にあります。

主は人類すべての悪しき考えの杯を飲まれたのです。

　「わが父よ、もしできることでしたらどうか、この杯をわたし

から過ぎ去らせてください。しかし、わたしの思いのままにで

はなく、みこころのままになさって下さい。」（マタイ 26:39）

　十字架の贖いを通して、悪しき考えを取り除くための代価を
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常に喜びなさい

✿ 特集｜二つの顔をもつ苦しみ、双極性障害（＝躁うつ病）　
ファン・ウォンジュン 院長

ファン・ウォンジュン精神健康医学科医院、韓国精神健康研究所代表理事

　「主にあっていつも喜びなさい。」(ピリピ 4:4)

　40 代半ばの躁うつ病患者である。筆者が彼に会ったのは、今

から 27 年前のことだ。筆者が仁川（インチョン）キリスト病院

で診療していた時、入院患者として彼と出会った。当時青少年

だった彼が、今は中年になっていた。彼の特徴的症状は誇大妄

想的思考だ。自身の存在をコンピュータの代価であると考えて

いる。周囲の知人達のコンピュータを修理し、製品を組み立て

て販売し、小遣い稼ぎをしている。

　しかし、それもたまにある仕事なのだが、故障が多く顧客か

らよく文句を言われる。それがまた、彼にとってストレスになっ

て躁うつ病が悪化されたりする。さらに彼には、主治医である

筆者を疲れさせる症状がある。誇大妄想的思考により、診療中

支払われたのです。そして、そのことを悟らせ、実践するため

に助け主聖霊様を送ってくださいました。倫理や道徳、宗教で

人の考えを変えることはできません。聖霊様だけがそれを可能

にしてくださるのです。

　第三に、神様は私たちの考えを成長させてくださることを

知りましょう。考えは人間そのものです。つまり、考えが人

を成長させ、人生を決定づけます。だからこそ、神様中心の

考えを持ち、その無限なる資源の中から、その都度最高の考

えを賜るべきなのです。考えの成長には、『従順』は必須条件

です。しかし、盲目的に従うのではなく、イエス・キリスト

の十字架の贖いに根拠を置いて従順するのです。そして、救

いに対する確信を持たなければなりません。イザヤ書 53 章 5

節における御言葉――「しかし彼はわれわれのとがのために

傷つけられ、われわれの不義のために砕かれたのだ。彼はみ

ずから懲しめをうけて、われわれに平安を与え、その打たれ

た傷によって、われわれはいやされたのだ。」――を受け入れ

るのです。イエス様が私たちのために背負われたものを、再

度背負う必要はありません。十字架上で『すべてを成し遂げた』

と宣言されたからです。

　御言葉を学ぶことにより、神様の考えを知り、受け入れたと

きに、自分自身の考えになります。根本的に神様の考えですから、

偉大な考えであることは 100％間違いありません。神様の考え

という最高の種を暮らしの中に植え、勝利から勝利へ、栄光か

ら栄光へと変えられる皆さんでありますように、主の御名によっ

てお祈りいたします。†
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に自身の症状を羅列することよりも、主治医である筆者を教え

ようとする。診療を待つ間も、仕事をする職員の態度や言動に

対し、病院施設に対し、診療するコンピュータに対し、さらに

は病院運営に対することまでも教えようとするのである。

　青少年期に発病しているが、主治医に助言する程度に止まら

ず、専門職である筆者を教えようとする。この躁うつ病患者の

症状は、主治医の感情を害するのが常である。そのうち誇大妄

想がもっとひどくなれば、実の父親を見下して教えようとする

ため、殴り合いへと発展する。すると、必ず警察に連行されて、

隔離病棟で入院治療を受けるようになる。

躁うつ病の症状

　躁うつ病とは、英語では Bipolar Disoder と表記する。言葉

どおり、躁病とうつ病の両極の感情が行き来する症状を見せる

ので、正式名称は「双極性障害（そうきょくせいしょうがい）」

だ。一般的に躁病というのは、平常時とは違って気分が良くなり、

興奮して高揚される状態をいう。患者をよく知らない人々から

見れば、非常に楽しい人で、自信に満ちたように見える。しか

し、よく知っている人から見れば、空に浮いている人のように、

異常に興奮していることが分かる。誇大妄想的思考を持ってい

るため、家族や周辺の人々と衝突することが多く、そうしなが

らもどういう理由からか、突然うつ状態に陥り悲観的感情が出

てくるのである。

　症状は、躁病およびうつ病の両極端の様子が現れる。まず、

躁病状態の様相は、①自分では分からない分野なのに、分かっ

ているかのように意見を提示したり、特別な才能がないのに、

自分自身に対して過大評価をし、能力にあふれることを誇示し

始めたりもする。②誇大妄想がしばしば伴って、自分が神様と

特別な関係にあるとか、有名人と特別な関係であると主張する

こともある。③睡眠をとる気持ちが無くなり、何日間も寝ずに

いても疲労を感じない場合もある。④調節が難しいほどにお喋

りになり、声も大きくなり、何時間もしゃべり続けることもある。

⑤気持ちが鋭敏になり、興奮しやすくなったり、怒りやすくなっ

たり、不平や敵対的に相手を非難したりもする。⑥思考の飛躍

が頻繁であり、ある話題から他の話題へ突然切り替わることや、

思考の飛躍が激しく、無秩序で支離滅裂になることがある。⑦

目標志向的活動が増加することで、過度な計画を立てる。性欲

が増加し、性的幻想や性的行為が増加することがよくあらわれ

る。⑧昼夜なしに、友達や見知らぬ人に電話をかけたりもする。

　うつ病状態の症状は、一般的うつ病の症状と似ているが、双

極性障害に現れるうつ病は、もっと元気がなくて、体が怠くて

力が入らないという症状を訴える傾向がある。

　躁うつ病にかかる確率は全世界的に 100 人中 1 ～ 2.5 人で、

男女の差はあまりないという。最近の保健福祉部 ( 韓国政府 )

の統計資料によれば、躁うつ病の 40% が 40 ～ 50 代の中年層に

多く現れている。「精神疾患実態調査」によれば、躁うつ病患者

は2011年に約 6万 7千人、2015年に 9万 2千人で、毎年平均8.4%

増加傾向にある。この中でも診療人員比率が最も高い年齢層は、

40 代と 50 代だ。その理由は、おそらく中年層では社会的責任

等に対する、精神的圧迫が最も深刻であるからだと分析してい

る。しかし最近 5 年間、診療人員が最も多く増加した年齢層は

70 才以上の人で、2011 年に 6 千 193 人、2015 年に 1 万 3 千 77

人と、約二倍以上増えているという調査結果が出た。老年貧困

の深刻化と慢性疾患の影響によるものだと考えている。特に、
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手にある槍を投げつけたり ( Ⅰサムエル 19:10)、昼夜なしにダ

ビテを探しまわり、彼を殺そうとした。そうしながらも、突然

精神が正気に戻ったような、誤りを後悔するような様子で、声

を上げて泣き、憂うつ感に陥る姿に急変したりもした ( Ⅰサム

エル 24:16)。サウルは絶えずダビテを疑い、彼を敵対的に考え

る偏執症的症状も一緒に併せて持っていた。結局サウルは、憂

うつ状態での致命的な結末である自殺によって、生を締め括っ

ている (Ⅰサムエル 31:4)。

　躁病状態で経験する偽りの喜びは、元気な時の喜びとは大き

な差がある。主は私たちの体に色々な仕組みを作っておかれた。

そのうちの一つが、体のある部位が病めば、痛みを感じるとい

う仕組みだ。頭に異常があれば頭痛が、お腹に異常があれば腹

痛が起こる。このような痛みは、そこに何か解決しなければな

らない問題が発生していると、私たちに知らせる信号のような

ものだ。

　感情も同じことだ。すべての感情は、私たちの内的な欲求の

状態を知らせる、一種の信号だ。不安という感情は、私が平安

になりたいという欲求の信号だ。寂しさは、誰かと一緒にいた

い欲求の信号だ。ならば、喜びは何の信号だろうか？ 私たちの

中にどんな欲求が満たされているかを教える信号だ。特別な理

由なしに浮かれるのは、明らかに私たちの内面の仕組みが故障

しているという意味だ。

　聖書には、「主にあっていつも喜びなさい」と記されたある。

「主にあって喜びなさい」とは、神様が願われることを行うこと

で喜びなさいという御言葉だ。私たちは自らの欲求を満たすこ

とで喜ぶこともできるが、神様が望まれることを行うことで喜

ぶ時、より健全なクリスチャンになれるのである。†

季節の変わり目である春に発症し、秋の冷たい風が吹き始める

お盆頃が悪化しやすいのである。

躁うつ病症状に似たサウル王の症状

　躁うつ病を治療するためには、気分安定剤 (Mood-Stabilizer) 

による薬物処方が重要である。妄想水準の過大的思考と、それ

と一緒に現われる衝動的攻撃的行動、そして眠ることの必要性

を感じられず、寝る時間を惜しむ特徴的睡眠障害は、それに応

じた薬物治療が必要だ。他の症状は、症状が 10 だとすれば、薬

は 1から 2,3,4 と徐々に増量しながら治療する。

　しかし躁病は、衝動的問題行動様相のために、症状 10 より

11、あるいはそれ以上に初めから増量して治療する場合もある。

さらに激しい場合は、他人との様々な衝突予防、および突発行

動を抑えるために入院治療を薦める。長期的治療が必要な病気

であるだけに、周囲の人たちの粘り強い関心と努力で、患者に

肯定的思考を持つように助けることが大事である。

　聖書には、ダビテは「琴が上手で勇気もあり、いくさ人びとで、

弁舌にひいで、姿の美しい人」( Ⅰサムエル 16:18) であったと

記している。特に琴を弾いて、悪霊に苦しむサウル王を癒すた

めに立てられる。不思議にもダビデが琴を奏でるとき、サウル

の気分が爽やかになり、症状が好転された（Ⅰサムエル 16:23)

とある。当時、霊的には、悪霊に苦しんでいると描写されたサ

ウル王の精神的症状は、正確ではないけれども、躁うつ病の症

状に似ているように思える。

　躁うつ病患者は、感情的に「アップダウン (up&down)」が激

しい特徴を有しているが、サウルは、ダビテに対する嫉妬心が

わき上がると、ダビテの琴の音を聞きながらも、突然興奮して
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✿ 特集｜二つの顔をもつ苦しみ、双極性障害（＝躁うつ病）　
チョ・ナンギュ 牧師／幸福教会、コヤンいのちの電話 院長

　「生きることの神秘を、単純な問題に縮小させて簡単な応急処

方策を提示する説教師たちをみていると、私たちは暗くなりま

す」という発言で、私たちが暗くなる理由を述べるヘンリ・ヴィ

ン（Henri Nouwen）は、その本＜ Reaching Out ＞において、逆

境の前に妥協と懐柔を繰り返す人間の卑怯さと惨めな生き方を、

より具体的に述べている。

　「何にゆえ、私たちはこの世の現実に心を開かないのですか？ 

私たちが自身の無能さを認めたくないから、あるいは、自ら解

決できる傷だけを見ようとするからではないですか？ 私たちが

この宇宙の主人であり、したがって人生におけるすべての出来

事が安全にコントロールできると、確信を得たいからではない

正しい治癒の道を探して――

ですか？ また、そういう確信の得られる自分だけのディズニー

ランドを作ろう、という幻を捨てようとしないからではないで

すか？ 盲目で耳が聞こえないのは、自分がこの宇宙の主人でな

いことを認めたくない、確かな証拠ではないですか？ これらの

質問に、単なる美辞麗句の次元を越えて受けとめることは、容

易ではありません。さらに、私たちの力のないことに、どれほ

ど憤慨しているかは、最も深い自我によっても感じ取り難いこ

とです。」

神の絶対的主権にゆだねる心

　私に相談依頼を寄せたＫさんの兄は、双極性障害（＝躁うつ

病）を患っている。20 代初めに発病し、今は 40 代になっている。

だから患者本人だけでなく、家族までも双極性障害についての

知識を多く有している。もはや免疫化し、当たり前のように思

えるが、ほとんど周期的に襲う躁鬱症状により、患者はもちろ

んのこと、家族全体が一緒に熱病を患っている。その都度、本

人は病院に入院するようになるが、退院の時はより多くの薬を

手にして帰ってくるという。

　Ｋさんには自分の家族以外に、血のつながった兄弟は兄ひと

りだけだ。それゆえ、彼に対する愛情は特別だ。最近は、兄を

自分の家のそばに部屋を借りて住むようにし、随時面倒を見て

いるが、きちんと世話するためには同居したほうがよいのでは

ないかと、考えている。しかしそれは、簡単に決められること

ではない。ある意味で、自分の家族を犠牲にしなければならな

いからだ。

　兄のためには、誰かが常にそばで世話してくれる人が必要だ

と思い、隣国女性と結婚させて別に生活するようにした。しか
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も無視することはできない。

　これらにはすべて個人差があるため、誰もむやみに断定する

ことはできない。また牧師の立場からは、人間の領域から解決

できない霊的世界も、やはり否認できないのが現実のゆえに、

これもまた神の絶対的主権にゆだねるしかないと、告白せざる

を得ない。

医者、牧師、祈りが共にいかねば

　かつて私は、地元の精神健康福祉センターで、「牧会者のため

の精神医学セミナー」を主幹してきたことがある。このセミナー

の目的は、医者や牧師が互いに知らない領域を共に話し合い、

討論し、その意味を共有するためのものだった。地域の多くの

牧会者たちが関心を持って参加された。実際、牧会者たちは医

学的専門分野をよく知らないため、医者から謙遜に学ぶ必要が

あり、医者たちは自分の知識で解決できない神の領域を認め、

霊的な部分において牧師の話に耳を傾ける必要があった。私は、

これこそが互いの正しい姿勢だと考えている。

　しかし、思うようにはうまくいかなかった。精神病に関する

部分を、信仰のない医者たちは、ただ科学的な土台の上で解い

ていこうとし、医学の知識のない牧師たちは、悪霊論理だけで

解いていこうとしたからだ。このような独占の我執に捉われ、

医者は患者が信仰的問題による牧師の祈りを受けることに対し、

否定的観点を述べ、牧師は「信仰だけが！」という旗を掲げ、

医者の薬物治療を拒否するようになった。この時、あまりにも

惜しくて腹が立ったのは（一部だけではあるが）、医者も牧師も

自分の立場から自身の意見を主張するのみで、いざ患者の立場

になっては考えてくれなかったということだ。なぜなら、これ

しうまくいかず、短い結婚生活から、かえってストレスが加重

されて、結局兄はひとりで暮らすようになった。Ｋさんは、こ

のような兄の立場を見守りながら、弟である自分の責任でない

かと、責めて苦しんでいる。今の時代に珍しい兄弟愛のＫさん

の姿を見て、お兄さんに対する愛情も大切だが、自分の家族が

お兄さんによって、犠牲となって苦しむことのないように他の

道を探してみよう、と言い彼を帰した。けれども、私自身明快

な答えができなかったことに、自身の無能力と自責感に包まれ

た。

　こういう場合、自分が牧師であるため、主にすべてをゆだね

ることができてどれほど慰められたことか、その恵みを思うと

感謝の気持ちでいっぱいになる。自分の知識や能力では成し得

ないことがあまりにも多いゆえ、自壊感を覚え、無気力に陥る

ときはあるが、より主に寄り頼み、謙遜になっている自分を発

見すると、感謝するようになる。

　私たちが一般的に知っている統合失調症（schizophrenia）

は、妄想、幻覚、聴覚声、などの精神分裂病だ。しかし、また

別の精神病的領域からは躁うつ症がある。躁うつ病（bipolar 

disorder）とは、病的な気分増加状態（躁病）と病的なうつ状態（う

つ病）が一定の期間に周期的に反復され、日常生活の領域に大

きな支障をもたらすことをいう。このように両極端の気分期間

があるため、「両極性障害」とも呼ばれる。

　医学的部分ではあるが、統合失調症や躁うつ病の境界で、こ

の二つの区分が明確ではない分裂情動性障害（Schizoaffective 

disorders）がある。最近、このような病的要因について、精神

医学界では脳科学側面から解いていこうとしているが、ＤＮＡ

による家族歴や周辺環境変化によるストレスなど、心理的要素
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に対する答は、患者にとっては医者も牧師も、そして薬物も祈

りもすべてが必要だからだ。神の御業は特別な恩寵もあるが、

一般的な恩寵もあるからだ。

　今やあまり聞かなくなったが、ごく最近まで、教会で最も多

く使われた言葉は『治癒』だった。急変する現代社会において、

多くの人が過度な比較競争社会の中で暮らすようになり、互い

に理解し合うよりも、互いに対立構造のパタンのゆえに、心な

らずも精神病的要素による苦痛を受けて生きている。そして、

その苦痛から抜け出そうと、『治癒』を訴えているが、その治癒

の限界や方法は何かについては、深く考えていない。

　教会は病のゆえに苦しむ患者たちに、特に、精神病的苦痛の

ゆえに苦しむ彼らに、いかにすれば「健全な関心」を持って近

づくことができるだろうか？ 見えない世界で、自分だけの苦痛

に身もだえる精神病的患者に、どういう治癒を提示することが

できるだろうか？ 実際、精神科を除いた一般患者には、全面的

に医者の専門性に依頼する。しかし精神科に属する医療領域に

おいては、目に見えない部分のゆえに、医者も牧師も共に関わ

ることになる。

　最近の医学界では、脳科学の発達のゆえに、ほとんど科学的

側面から精神病の問題を扱おうとするはずだ。しかしこれは、

おそらく科学的接近や数値の物差しだけで規定し言える領域で

はない。霊・魂・肉（Ⅰデサロニケ 5:23）の総体的観点から、

全面的治癒へと接近すべきなのである。

美しい治癒とは『顧みること』

　現時点で、私たちは治癒の概念を改めて定立する必要がある。

目に見える病は手術をするか薬を飲むかで、何らかの打つ手が

ある。また、その過程と結果を見守ることもできる。しかし、

目に見えない精神科的疾患は、患者の特別な異常行動でなけれ

ば、わかりにくい。薬物も使い祈りもするが、一度に治る場合

はほとんどない。その病が好転されたかに見える場合もあるが、

決して完全だとは言えない。こういう状況で、牧師の按手祈祷

によって悪霊が追い出され新しい人になったと言えるのは、患

者の精神的病が完治されたときのみに言えるのである。精神病

においては、悪霊に憑りつかれているのか、それとも精神分裂

なのかがわかり得ないからだ。躁うつ病の場合、躁病によって

アップ（up）のときは、自信感と力が溢れ、何日も寝ていなく

ても変わらず、情熱に浮かれた状態を維持できる。これを悪霊

に憑りつかれているからだと判断し接近するなら、大きな誤算

だからだ。

　キリストにあって美しい治癒（healing）とは、顧みること

（caring）だ。特に、精神病的領域においては、なおのことだ。

私が誰かを完全に癒したから言うのではない。私自身もやはり、

弱い人間のひとりとして、心の病を患う隣人の必要を満たし顧

みたいという想いからだ。そして、その治癒と顧みは、共に世

話する者の分け合い（sharing）によって繋いでいかなければな

らない。誰かが誰を世話する観点からではなく、共にこの時代

の苦痛を抱えて生きていく弱い肢体として、私の弱さを告白し、

神の恵みを共有し分かち合う時、そこに人格的治癒の御業が起

こるからだ。†
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しい試練に遭うこともありえるであろう。神様が世を清潔にさ

れる前に、神様の家から掃除されるであろう。束縛されている

重い罪の荷を早く降ろせば世の中を変えることができる。

　アメリカの初期の定着者たちは、ピューリタン達であったが、

彼らの影響力が衰えるや、アメリカはヨーロッパ大陸の病弊を

そのままさらけ出した。ヨーロッパの堕落した風潮がそのまま

新大陸に現れた。社会は腐敗し、新大陸の定着民たちの中には、

酒と賭博、そして暴力により生きていく者たちが多かった。政

府と社会は腐敗した。そんな時期にジョージ・ホイッフィール

ドとウェスレーのようなリバイバリストたちが、イギリスから

渡って来て火を放った第一次大覚醒により社会が変った。ホイッ

フィールドとウェスレーは、霊的覚醒だけでなく、社会変革に

対しても関心が多かった。アメリカの建国の父の中のひとりで

あるベンジャミン・フランクリンは、ジョージ・ホイッフィー

ルドと緊密な交わりを共にして影響を受けた。

　第一次霊的大覚醒の中で、社会変革が起き、その過程の中で

アメリカの憲法が作られた。イギリスを離れ、この地に神様の

都を建築することを願ったピューリタン達が建てたアメリカは、

少数の独裁者が支配するヨーロッパとは違って、国民が権力を

もつように憲法と政府体制を作った。アメリカは第一次大覚醒

を通して古代イスラエルを除いて一番聖書の御言葉に近づく法

体系をもった国家として誕生したのである。

　その後でもアメリカは国家的な危機のある時毎に、霊的大覚

醒を通して社会変革を為し、強くなってきた。今、アメリカは

第 4 次大覚醒を待っている。歴史上由来のない混沌の時期であ

る 21 世紀には、全世界に霊的大覚醒が必要である。

鶏は鳴いた、悔い改めよう

　性の平等化がキリスト教に与える脅威は、全世界的な現象で

ある。鶏は鳴いた。サンヘドリン法廷の勢いに動かされ、イエ

ス・キリストを知らないと否認したペテロになりたくないなら、

教会は今やリバイバルでなく、大覚醒のために祈らなければな

らない。リバイバルの時には、聖霊が降り注がれ、多くの人た

ちがイエス・キリストを主として迎い入れて、回心する。霊的

な大覚醒の時には、聖霊が強く働き、社会の全構成員、すなわ

ち信じる者と、信じない者の世界観が変る。霊的な大覚醒が起

きる前に審判がある。ある国々が今審判中にある。霊的な大覚

醒が起こるために、集まり悔い改めて反省しないならば、恐ろ

ヘンリー・グルーバー牧師の

主と歩く
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混沌の時期

　家族ドラマも今や同性カップルは性が同じであるので、互い

に対する理解度が高く、葛藤は少ないものとして描かれ、異性

間のカップルは終りのない葛藤と外道として問題のないものと

して表現されている。性平等運動を主導するバークレー大学の

ジュディス・バトラー教授は、同性愛者である。男性正装の身

なりにショートヘアーの彼女は、大衆が同性愛にいつもさらさ

れるようにするなら、更に多くの人たちが同性愛をするであろ

うと公然と話す。同性愛者達は、初めには同性嫌悪を防止する

よう求めたが、今では同性愛を積極的に伝道せねばならないと

話す。政府と学会と言論と放送が積極的にジュディス・バトラー

の話に同調している。同性愛の拡張のため、新しい法を作り、

文化を作りながら彼らへ花道を開き与えている。

　その反面、キリスト教のメッセージを伝えることは不法であ

り、同性愛が非道徳であると言うなら、監獄へ入れられたり、

職場から追い出されたり、巨額の訴訟に巻き込まれたりする。

　到底起こり得ないような、このような混沌は、過去何十年間

たいへん親しい交わりのあったプロパガンダ（ある主義や主張

などを大衆に広く説明し、理解と同意を得ようとする活動）を

通して可能になった。いつかハリウッドの中流放送、ファッショ

ン界が脚を揃えて動くであろう。まず、化粧した男性達、女性

のような男性モデル達が現れる時、人々は初めには衝撃を受け

る。新しいことに関心が多い青少年達が同化される。そして、人々

がゲイの性向を目で見ることに慣れてくれば、次にはドラマの

中でハンサムで性格も良く、有能な同性愛者が劇中人物として

登場し、同性愛者たちに対する大衆の観念を変化させる。全世

界でこのような傾向が足踏み揃えたように起こるため、自然的

な時代の風潮だと受け入れられている。

　大衆の同性愛に対する抵抗がある程度和らげば、同性愛を異

性愛よりも格好いい関係として包装してドラマを作る。巨額な

資金を投入し、このようなストーリーのあるドラマを制作させ、

成功するようにして出ていけば、政治家達も動員し、同性結婚

合法化のような法を作る。同性愛は単に偽キリスト的な勢力が、

西欧のユダヤ・キリスト教世界観を破壊しようと導入されたひ

とつの装置であるだけだ。

　その後には、アメリカの主流放送とハリウッド、アカメディ

アを所有していたり、彼らに莫大な資金を支援したりする少数

のエリート達がいる。もう一度繰り返して話をするが、20 世紀

と 21 世紀に起きた反キリスト教的な流れは、自然発生的でなく、

反キリスト教勢力の積極的介入を通して人為的に作られたもの

なのである。

　ユダヤ・キリスト教勢力に対する挑戦は、同性結婚のように

聖書の御言葉に積極的に挑戦するものであるが、それより多く

の場合、曖昧に起こる。ひょっとすると、その曖昧な挑戦を御

言葉で分別することが更に難しい場合がある。その曖昧な挑戦

がクリスチャン達へ更に広範囲な被害を与えることもある。

家庭が回復される社会変革が起こりますように

　1970 年の初めまでが、アメリカの黄金期であった。家庭でひ

とりだけ稼いでも、アメリカの家庭は裕福で積立もできた。今

は男女が仕事をするが、1970 年代より実質的に貧しい。アメリ

カで彼らは夫婦が一緒に稼ぐなら、アメリカは更によく生活が

できると言った。1970 年代の初め、女性達は

中学生の子供を家に置いてでも仕事をしようと出て行くことを
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なかった。

　その結果、ほとんど全てのプロテスタント教会の国々は、ひ

とり二人子供を産まなければ、人口が爆発してしまうであろう

と国民たちを教育した。人口爆発は起こらなかったが、これら

の勧告を忠実に受け入れた国家は、それからとても苦しい代価

を支払うようになるのである。

　私は、教会が同性結婚合法化を反対することと同じくらい大

切なことは、家庭を立て上げることであると信じる。若者たち

が利己的で、享楽的で、消費的な生活の代わりに、家庭の回復

を神様がクリスチャンたちへ与えた一番大切な大きな使命とし

て受け入れるようになるよう祈っていた。やってくる霊的な大

覚醒の中で、そのような社会改革が起き上がらねばならない。

　家庭で子供の世話をする母を優待し、税制優遇措置をする代

わりに、ひとりっ子の家庭と未婚の母たちが優待されるのなら、

家庭は簡単に壊れるであろう。学校教育が平等であるという名

目で、過激なフェミニズムを教えるのなら、家庭は壊れるしか

ない。霊的な大覚醒により、偽キリスト的な教えと政策が大勢

である現実が変わることを望む。

　律法的に女性たちへ家庭に帰りなさいと言う前に、教会の中

で妻のために犠牲して、和やかに愛する夫と、夫を敬う妻との

関係が回復しなければならない。子供たちへ結婚が良いことで

あるという心がしみ入るように愛で充満な夫婦の関係を作って

いくことは、宣教と伝道ほど大切なことであるが、おそらく更

に多くの犠牲と献身と決断が必要とされる。他人と、このよう

にひとつとなる過程は、真実なる自我の死が必要であるからで

ある。†

ためらった。子供たちが学校へ来ると、お母さんが家庭に居な

いといけないというのが常識であった。1970 年、女性たちは社

会進出という名で家庭を持つようになってから、青少年犯罪率

と離婚率が垂直的に高くなった。そこへ何十年過ぎると、アメ

リカの家庭共働きの時代よりも更に貧しくなったという。

　ローマ書の御言葉により同性愛を罪であると説教することは、

簡単であるが、結婚と出産、男女の役割に対する聖書的な観点

を現代の若者たちへ話すことは、更に難しい。世界宣教も必要

であるが、家庭を作り子供をたくさん産まないならば、自国の

教会も守れない。すでにイギリスで新生児の 80% は、移民者の

家庭から生まれ出ている。一番ありふれている子の名前はモハ

メッドである。

　こんな複雑な時代には霊的大覚醒が必要である。私たちは本

当に神様の御言葉の通り生きているのか、一番根本的なことか

ら点検し、悔い改めねばならない。多くのクリスチャンたちが、

1970~1990 年代、家族計画を神様の御心のように受け入れた。

そんな事実から悔い改めねばならない。

　神様は教会を作られる前に、家庭をつくられて、栄えなさい

という命令をされた。神様は教会を作られる前に、そして国家

をつくられる前に、アブラハムの家庭を呼ばれた。家庭は一番

大切なキリスト教の機関である。

　IMF がアフリカへ行き、同性結婚合法化を取り入れれば、資

金を支援すると言うや、ウガンダは神様の御言葉を守るため、

IMF の資金支援を放棄し、多くのクリスチャンたちはウガンダ

を称賛した。IMF は 1970 年代から貧しい国々へ家族計画政策を

受け入れれば、援助をすると脅迫した。しかし、どんなプロテ

スタント教会もそれは神様の御言葉と食い違っていると抵抗し
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牧会はいのちだ

　イエスを信じるということは神の子どもとなるという言葉と

同義語だ。私たちは皆イエスの中で兄弟姉妹だ。だから多くの

米国教会の牧会者、教会員は相手を呼称する際、主に、「兄弟」

「姉妹」という表現を使う。長老、勧士、執事という言葉より兄

弟という単語の方が馴染んでいる。彼らは私にもイ牧師(Pastor 

Lee) と呼ぶより、イ兄弟 (Brother Lee) と呼ぶことを好んでい

る。これが初代教会の姿だ。

　私は幼い頃、聖霊の体験をして以降、主のしもべの道を行く

ことが当たり前だと考えていたため、特別に未来の人生につい

て葛藤を覚えたことはない。そのため、時々このような考えが

浮かぶ。私に牧会とは何であるか。神の厳しい命令なのか？ 避

けることの出来ない宿命なのか？ 神の召しなのか？ 私に与え

られた使命なのか？

祈り、泣く時、希望が見える

✿信仰の明文化を成し遂げますように㉜｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会 　答えは簡単だ。牧会はいのちだ。これがなければ生きていて

も死んでいるのだ。私の存在価値はただ牧会だ。私のような足

りないしもべが主に仕え、主の教会に仕えているこの事実があ

まりにも感謝で感激である。だから私は牧会が感激なのだ。イ

エス・キリストの愛を最も効果的に多くの人に伝えることがで

きるから良い。最も多くの時間と最大の汗をイエスの愛を伝え

るのに使えるから感謝だ。1 日 24 時間を全てイエス様のことを

考えながら生きることが出来て幸福だ。有名な人物の伝記、ま

たはベストセラーや新聞等を読むときも、考えはすべて説教に

集中される。

　「これをどのように説教に活用しようか。この話を通して、イ

エス・キリストの愛をどのように伝えようか。」

説教の準備に全力を注いでいる

　私の牧会を不思議に思う人々が多い。特に説教の準備に対す

る関心が多い。私の忙しさをよく知る方たちの愛情ある関心だ。

彼らは私に聞く。

　「先生のように忙しい方はいないでしょう。そんなに多くの国

内外の集会と会議をどうやってすべて消化しているのですか。

落ち着いて説教を準備する時間はありますか？」

　私はいつも早朝に説教を準備する。起床時間はいつも早朝 3

時から 3 時半の間だ。聖餐式をする日は不思議なことに早朝 2

時半頃に起きるのだが、寝床から起きて身支度をし、聖書を 10

章ほど黙想し、4 時 40 分頃教会に到着する。早天礼拝を捧げ、

午前 7 時まで説教を準備する。この時間が私には黄金のような

チャンスだ。あまりに朝早いために尋ねてくる人もいない。私

はこの時間に主に説教に対する霊感を得る。睡眠時間が足りず
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　私はその話を聞いてそれを説教に引用した。涙の祈りは天の

御座を動かすのだと、号泣する対象がいるということは本当に

幸せなことなのだと、泣き訴える相手がいない人は泣くことも

できないのだと説教で語った。転ぶなど驚くことが起きた子ど

もは、両親の顔を見るだけで言葉も出ないまま泣きだす。子ど

もの慟哭は最も強力な愛の表現だ。しかし孤児は泣かない。孤

児は悲しみ辛くても涙を見せない。どんなに泣いても自分に関

心を持ってくれる人がいないことを知っているからだ。

　私たちは疲れて辛い時は泣かなければいけない。ただ泣くの

はかわいそうだ。ただ泣くのは哀れだ。しかし主にひれ伏し祈

りながら泣く時、希望が見える。祈りながら泣くと力が出る。

涙の祈りは絶望を希望に変える。涙の祈りは希望となる。涙の

祈りはうつ病を追い出す。涙の祈りは自殺願望、その衝動を防

いでくれる。私は自殺を考える人々に最後に泣きながら切に叫

び求める祈りを一度捧げてほしいと考える。孤児院に捨てられ

た子どもたちは泣かない。泣く声を聞いて走ってきて包んでく

れる人がいないと考えているからだ。

　霊的な孤児は泣く祈りはしない。涙の祈りを聞いてくれる方

がいないと考えるからだ。だから人生がさらに寂しいものにな

るのだ。時には涙は祝福になる。私たちの人生の中で砂粒が入っ

てきた時、それを涙の祈りで包めば逆境が真珠になる。神様は

涙の祈りに耳を傾けておられる。涙で祈る時、痛む部分に触れ

てくださる。完全な姿だけが残り、腐った部分は取られる。涙

で祈る時、解決策も与えられる。イエスを信じる人は主の前で

泣いてみなければならない。涙の祈りが真珠をつくるからだ。

涙は強力な力を持つ。妻の涙は夫を感動させる。両親の涙は子

どもの心を変える。涙の祈りは天の御座を動かす。†

目が少し腫れていることを除けば、大きな疲労も感じない。

　私の唯一の趣味は読書だ。書店に陳列された数多くの本を見

ているだけでとても幸せだ。まるでご馳走が準備された宴のテー

ブルを前にスプーンを持って待ち構えている気分だ。そして書

店で新刊書籍を買う時、大きな喜びを感じる。海外に出て行く

時はいつも本を 2 冊以上購入する。飛行機内やホテルで読む本

だ。しかしこの全ての本より優先的なものは聖書だ。聖書は本

の中の本だ。聖書はどんな物語よりも重要な教訓やストーリー

がつめこまれている。私は説教を準備する時、聖書 4 巻を広げ

る。英語訳聖書 (NIV, NKJV)2 種類、韓国訳聖書 (改訳改定、新

翻訳 )2 種類を開き、本文中心の説教を準備する。そして切迫し

た心情で決意する。

　「これが私の最後の説教だ。」

涙の祈りは天の御座を動かす

　何年か前、「孤児は泣かない」という例話を使い、説教したこ

とがあった。この題目を引用して数名の新聞記者たちがコラム

を書いたこともあった。この例話は作り出された話ではない。

米国で牧会するチョン・ヨンジュ牧師の話だ。ある日、韓国デ

グという場所で孤児院を運営する兄が家を訪ねてきた。その時、

幼い 2 人の子どもが、お客様が来るからと、何でもないことで

関心を引こうと泣き出した。

　「泣かないで。あなたたちのおじさんが来ているのに…。」

はじめは子どもたちをなだめていたが、子どもたちはすぐに涙

を止めなかった。そのため、叱った。その時、チョン牧師の兄

が静かな笑みを浮かべて言った。

　「泣かせておきなさい。孤児たちは泣かない。」
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　「見よ、兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいこ

とであろう。それはこうべに注がれた尊い油がひげに流れ、ア

ロンのひげに流れ、その衣のえりにまで流れくだるようだ。ま

たヘルモンの露がシオンの山に下るようだ。これは主がかしこ

に祝福を命じ、とこしえに命を与えられたからである。」（詩篇

133:1 ～ 3）

　最近私は、兄弟間の葛藤について多く考えるようになりまし

た。私たちは、共同体の中で、そして家庭の中で、こういう葛

藤を経験してきました。また、教会の中でも、こういう葛藤の

ゆえに苦しみを経験しました。私たちは、自分自身と、自分た

✿ 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

見よ、
いかに麗しく
楽しいことであろう

ちの考え、望みを守ることに懸命であるがゆえに、他者との関

係や集会の中で協力する体制を、あまりにも容易く壊してしま

います。自分自身の正しさを主張しながら、他人にだけ「変わ

りなさい。謝りなさい。私たちを認めなさい。」と要求します。

これは、神の方法ではありません。愛する御父が子どもたちに

願われることではないのです。使徒パウロはしつこいほど、こ

れについて述べています。

　「わたしがこう言うのは、あなたがたをはずかしめるためであ

る。いったい、あなたがたの中には、兄弟の間の争いを仲裁す

ることができるほどの知者は、ひとりもいないのか。しかるに、

兄弟が兄弟を訴え、しかもそれを不信者の前に持ち出すのか。

そもそも、互に訴え合うこと自体が、すでにあなたがたの敗北

なのだ。なぜ、むしろ不義を受けないのか。なぜ、むしろだま

されていないのか。」（Ⅰコリント 6:5 ～ 7）

　使徒パウロは、私たちが自分自身の正しさを掲げる前に、他

者との関係のため、そしてキリストの御体のためには、むしろ

間違った者になった方がましだと述べています。不義に遭った

場合でも、十字架で流されたイエス・キリストの血潮の代価を

払って成し遂げられた一致を、私たちは守ろうと努力しなけれ

ばなりません。

　使徒パウロの他の手紙にも、このような内容が記されていま

す。この部分については、私が過去にこのコラムで言及したこ

とがあります。ここでは、彼らにとって兄弟との一致が、いか

に大事であるかを説明しています。

　「そこで、あなたがたに、キリストによる勧め、愛の励まし、

御霊の交わり、熱愛とあわれみとが、いくらかでもあるなら、

どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ
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韓国の学生たちを一緒に参加させる方向について話しましたが、

その先生は同意しませんでした。その先生は、それがセトミン（脱

北者）たちにとって傷になり得るからだと言いました。

　そうです。多くのセトミン（脱北者）たちが、韓国でこのよ

うな経験をしました。彼らは、異邦人扱いされ、孤立させられ、

どのようにして両親と故郷を離れたのか、韓国と韓国の人たち

に対してどう思っているのか、等々の質問を受けます。これ以

外にも多くあります。こういう質問は、彼らの心に傷を負わせ

ることになります。しかし、彼らは、私たちの兄弟姉妹です。

彼らもやはり、神の子です。

　私たちが絶えず祈っていることは、この国の治癒、和解、そ

して、もちろん『ひとつになる』ことです。兄弟たちが互いに

一致し、共に暮らすその日が来ることを待ち侘びています。私

たちの祈りと労苦で、その日が少しでも早く訪れるよう努力し

ています。また、私たちの苦痛の経験を通して、それがいかに

難しいことかも知っています。

　共同体として共に生きながら、私たちは日々、共に暮らして

いる他の人たちの必要と、自分たち自身の利己心を満たすため

の必要に直面し、試されます。私たちのプライドは、私たちの

妨げとなり、罪へと導きます。自分たちが正しいと言う傲慢な

態度を頻繁に取るなら、私たち自身が罪の仮面を被ることにな

ります。自分自身の罪を認めることは、とても辛いことです。

私たちが完全に正しくない場合もあるということ、常に正しい

わけではないということを認めることも、とても辛いことです。

また、共同体の他の人たちから傷を負って苦しむ兄弟姉妹を見

るのもやはり、辛いです。何よりも、そういう苦痛を招く人が

思いになって、わたしの喜びを満たしてほしい。何事も党派心

や虚栄からするのでなく、へりくだった心をもって互に人を自

分よりすぐれた者としなさい。おのおの、自分のことばかりで

なく、他人のことも考えなさい。」（ピリピ 2:1 ～ 4）

　コリント教会とは違って、ピリピ教会は共同体のモデルでし

た。使徒パウロは、ピリピ教会について否定的な話は述べてい

ません。彼らと共にいる時には、その都度大きな喜びを経験し

たとあります。しかし、そのピリピ教会でさえも、この主題に

おける聖書の御言葉をもって、最も強力な言葉で、より強い一

致を薦めています。「私～私～私～がいれば」と述べながらも、

実際には、これらすべてのものは、既にピリピ教会に豊かにあ

りました。しかし、使徒パウロは、それ以上を要求しているの

です。ですから、この御言葉は、私たちが一致について知って

おくべき事の全てであるといえます。

セトミン（脱北者）との一致

　兄弟愛における葛藤と、それによる自分の心の葛藤を認識し

ながら、韓国で生き延びるために、北朝鮮から渡ってきた兄弟

姉妹の立場と逆境を考えざるを得ません。北から来たセトミン

（＝脱北者）の中で、中高生を『生命の川学校』へと招き、私た

ち学生と共に過ごす時間を持ちました。逆に、ソウルにある彼

らの学校へ招待されるという貴い機会もありました。互いに知

り合い、友となる貴重な時間でした。

　しかし、北から来た多くの人がそれと同じ想いを持っている

わけではありません。最近、非常に胸の痛む話を耳にしました。

ある先生がセトミン（脱北者）学生たちのために、青少年集会

を計画していました。そのプログラムを主催している牧師に、　
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まさに、私たち自身であるということを悟る時、私たちは痛み

を覚えます。

　その反面、神の愛にあって兄弟愛を分かち合い、共に喜び、

共に生きていく兄弟姉妹から、愛と激励を受けられるなら、そ

れはいかに麗しく楽しいことでしょうか。いかに喜びと祝福を

もたらし、興奮することでしょうか。これは、まことに私たち

の内にある葛藤や悩みを覆って柔らかくする、貴重な軟膏のよ

うなものです。

　しかし、私たちがどのようにすれば、このようにできるので

しょうか？ どのように一致すれば、共に暮らすことができるの

でしょうか？ 聖霊様に助けを求め、私たち自身のプライドや立

場を捨てて、自分を空しくする時にのみ可能です。

　「キリスト・イエスにあっていだいているのと同じ思いを、あ

なたがたの間でも互に生かしなさい。キリストは、神のかたち

であられたが、神と等しくあることを固守すべき事とは思わず、

かえって、おのれをむなしうして僕のかたちをとり、人間の姿

になられた。その有様は人と異ならず」（ピリピ 2:5 ～ 7）

　キリスト・イエスが自分を空しくされ、ご自身の栄光と、神

と等しくあることを捨てて私たちと同様になられたように――

すべての人の僕となられたように――私たちも他の人たちを立

て上げるために、私たち自身を空しくしなければなりません。

真の一致の喜びを経験するのは、まさに、互いがこの仕える位

置に立っている時です。

　しかし、弱い私たちがどこからそういう力――心から、すべ

てのプライドと利己的な欲望をおろし、自分を空しくする力―

―を得ることができるのでしょうか？ 父なる神の御前に出て、

聖霊を注いでくださいと泣き叫ぶ時、そうして聖霊が、互いに

神の愛を私たちの内に注いでくださる時に、可能となります。

（ローマ 5:5）

　「御霊もまた同じように、弱いわたしたちを助けて下さる。な

ぜなら、わたしたちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊

みずから、言葉にあらわせない切なるうめきをもって、わたし

たちのためにとりなして下さるからである。そして、人の心を

探り知るかたは、御霊の思うところがなんであるかを知ってお

られる。なぜなら、御霊は、聖徒のために、神の御旨にかなう

とりなしをして下さるからである。」（ローマ 8:26 ～ 27）

　私たちは、この戦いにおいて、決してひとりではありません。

聖霊が私たちの弱さを助けてくださいます。兄弟が一致し共に

暮らすことを可能にしてくださるのは、聖霊です。私たちはひ

とりではなく、共にです。

　ですから、皆さんがしているように、互いに激励し合い、互

いに立て合いましょう（Ⅰデサロニケ 5:11）。私たちの内の塞

がれた塀は崩されました。キリスト・イエスが私たちの平和と

なられるために、私たちはこの戦いをひとりでするのではあり

ません（エペソ 2:14）。

　聖霊の強力な油注ぎが私たちの内に注がれ、共にいる人たち

と心から一致できるように祈りましょう。聖霊の強力な油注ぎ

が注がれ、キリストの教会が兄弟愛でひとつになるよう、祈り

ましょう。聖霊の強力な油注ぎが注がれ、セトミン（脱北者）

兄弟姉妹たちと私たちがひとつになるよう祈りましょう。この

地の癒しのために、分断に対する人々の応答――これはしばし

ば、より大きな苦痛を招きます――ではなく、神の御旨が示さ

れますよう、祈りましょう。†
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い……。」　幸いなことに麻痺が止まり、痛みも耐えられるほど

に落ち着いた。集中治療室から一般病室に移ったが、医師曰く、

あなたの病名が分からないし原因も分からないので治療ができ

ない、だから退院するようにと勧められた。私は直感的にこれ

は治らないと感じ、母に電話した。「お母さん、下半身麻痺にな

りました ...。」

　母が何も言わないので、私は電話を切った。後で帰国して叔

母に聞いたところでは、母は衝撃のあまりしばらく何も喋れな

かったそうだ。韓国のペク病院で診断を受けると、麻痺 1 級と

いう診断が出た。両足が使えなくなり、大小便の機能が麻痺した。

排泄ができないので食べるのも大変だった。絶望と恐怖に陥り、

私は死を望んだ。「神様、私を殺してください」と毎日のように

叫び続けた。

「メッセージを語りたい」

　私は、家族の中で初めてイエスを信じた人間である。イエス

を信じて祝福された息子であることを家族や近所の人に示し、

模範となって神に栄光を帰したかった。だが障害者になったの

で、もう実家にいたいとは思わなかった。実際、経済的にも環

境的にも、実家にいることができる状況ではなかった。死なね

ばならないのなら死に、神の恵みにより生かされるのなら生き

ようと心に決めて、妻と相談して縁もゆかりもない仁川 ( イン

チョン ) に息子と妻とバッグ二つと 70 万ウォンを持ってきた。

「こうやって生きながらホームレスになるんだろう ... 」と思

いながら。

　メッセージを語りたいと強く思った。狂おしいほど、死ぬほ

イム・キソン
イエス教長老会牧師

✿ 我が人生のプラス｜我が人生の最高の贈り物

　カーセンターで車の整備を待っている途中、両足がしびれて

痛くなった。しばらくしたら治るだろうと思っていたら、さら

に我慢できない痛みが押し寄せてきて恐ろしく心配になり、急

いで家に帰った。帰宅しても耐えられないほどの痛みが続き、

足を掴んで「神様、助けてください」と叫んだ。妻が驚いて走

り寄り、私の足を一緒に掴んで泣きながら祈った。何も知らな

い三歳の息子も、両親が泣きながら叫ぶ光景を見て、一緒に泣

いていた。

　たった 1 秒でさえ、私の生涯においてすべての苦痛と痛みを

合わせたものよりも耐え難いほどの痛みだった。「今すぐ両足を

切ってほしい ...」　ともかく救急車を呼び、オーストラリアの

シドニーで最も大きい病院に搬送された。痛みが落ち着くにつ

れ、下半身の麻痺が進んでいった。それが上半身に移り心臓の

近くまで進み、「麻痺が止まらなければ心臓も止まり、心臓が止

まったら 5分後には死ぬ」と医者に言われたそうだ。

　恐怖と不安にとらわれて、また祈った。「神よ、助けてくださ

すべて理解できなくても
「ありがとうございます」
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どまでにメッセージを語りたかった。もう祈る他に方法がなかっ

た。「神様、誰もいなくてもかまいません。妻と息子だけで満足

です。」　敷金 800 万ウォンで家賃のない倉庫を借りた。お金は

1 ウォンもなかった。妻と自分のクレジットカードで現金を下

ろして敷金に当て、やっと夢見ていたメッセージを語ることが

できた。

　2000 年 1 月 1 日から、仁川西区佳亭洞 ( カジョンドン ) で開

拓教会が始まった。教会の名前は希望教会に決めた。牧師も障

害者で教会も倉庫という、自分でもこの教会には来たくないと

思うほどの環境だった。生きる道は神の恵みだけであった。朝

に夜に、泣いてまた泣いた。「神様だけが僕の生きる道であり希

望です。父よ、助けてください。」　朝 2 時間ほど、そして夕方

2時間ほど、泣きながら呼び叫び続けた。

　1 年 6 ヶ月ほど呼び叫んだのちに、神のあわれみであろうか、

不思議なことが起きた。最初に借りていた建物を教会で買い取

り、教会の所有となったのだ。しかし、1年後、青羅 (チョンラ )

地区新都市開発が発表されて、2008 年に教会の建物は再び収用

された。信徒はみな離れ、私の意に反して牧会の働きは停止し

てしまった。

主日を守ることと十分の一献金は、聖書的です

　再び絶望に陥った。私にはなぜこんなに困難ばかりがあるの

か、人生が嘆かわしくなった。うつ病とパニック障害に陥った。

1 分間も耐えられないほどの絶望と恐怖に捕らわれた。「今日一

日が過ぎるのが奇跡だ」と思いながら、数年が過ぎていった。

2017 年に入ってからうつ病やパニック障害が次第に癒され、今

では正常に回復した。

　教会が収用されて無給牧師として過ごしながら、私は狂った

ように、時には数日間徹夜して、主日を守ることと什一献金は

聖書的であることを証明する本を執筆し続けた。新しいことを

発見し、知ったときは、「神様、感謝します」と繰り返して言い、

泣きながら執筆した。メッセージを語る場所もないのに、狂っ

たように研究し、黙想し、執筆している自分が自分でもおかし

かったが、やめなかったし、やめることもできなかった。

　10 年近く集中的に研究し、黙想する中、2016 年に脱稿し、つ

いに 2018 年 6 月に出版された。西欧では、什一献金と主日を守

ることが公式には唱えられなくなり、韓国でも、主日を守るこ

とと什一献金は律法的であり、新約時代においては聖書的でな

いと反対する勢力が力を増している。私はそういった反対勢力

に逆らって、聖書的なことを証明する本を執筆して発刊したの

だ。

　主日を守り什一献金することを部分的に肯定する本はいくら

かあるが、これが聖書的であることを証した本は、おそらく初

めてだと思う。振り返って考えてみると、私が通常の牧会をし

ていたら、このような本を出すことはできなかっただろうに、

神がしばらく働きを止めさせ、代わりに韓国教会に必要な本を

執筆するようにしたのではないかとも思える。今の私にはこれ

についてメッセージを語る機会と条件が備わっていないが、も

し主日を守ることと什一献金が聖書的であることを詳しく具体

的に知りたい人がいれば、無料で講義や集会、セミナーなどの

形式で奉仕し、真理を分かちあえる機会が与えられることを願っ

ている。（2005im@daum.net）†
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専攻していた夫が大学院生の時、私は 6 年間の留学を終えて韓

国に戻り結婚をした。その後、夫が声楽を欧州で学ぶため再び

フランスでの生活が始まった。その当時、母胎信仰であった夫

は神様を良く分かっていたが、私は教会には通っていたものの、

夫の信仰を見つめるだけだった。

　再び始まったパリでの生活は、初めてのように平穏ではなかっ

た。夫は声楽を専攻していたが、一時、歌をやめ学校の先生を

しながら過ごしたためか、フランスの良い学校を何年も通って

も卒業試験の結果が良くなかった。フランスの留学生ビザには

卒業証書がない留学生は滞在ができなくなる法がある。夫はな

かなか卒業証書をもらえず、ついに国外追放令を受けることに

なった。韓国の IMF の始まりと同時に、私の人生はまるでゴッ

ホの最後の絵の中のカラスのようにさ迷う存在となっていた。

私はお金を稼ぐ家長の役割、そして、母、学生、法的な訴えの

手紙まで…。

神様は私たち家族がフランスにいる間、
天使のような方を送ってくださり、神様
の愛を体験するようにしてくださった。
フランス留学時代（左）

アフリカの子どもたちは救援物資以外
に、プレゼントされたことがないまま
大人になるという話を耳にした。それ
で私たちは人形を製作し、アフリカの
子どもたちに寄付する働きをしている。

チョン・ジンジュ
アトリエ・ラクレー代表

✿ 我が人生のプラス｜我が人生の最高の贈り物

　エッフェル塔が中心に大きく置かれているフランス・パリ。 

写真で見た、私が心に描いたパリの風景だ。1987 年の後半、絵

が好きだった私はフランスに留学した。パリに到着した時、エッ

フェル塔は都市の中心に写真より大きくそびえたち、私をずっ

と待っていたかのように迎えてくれた記憶が鮮明だ。しかし、

たまに主日だけ教会に通っていた私は、神様に出会った時、神

様が私を、あの初めてのパリよりも、どれだけ期待し待ち望ん

でいたか、神様がどれだけ深く、大きく、言葉では言い表せな

い方か、全てを創造したのは神様であると告白する日までの 24

年間の他郷暮らしの始まりであった。

　留学生らしい考え方と情熱で欧州の美術と衣装を専攻し、豊

かな世の中を平凡に暮らしていた。衣装学校の卒業を 1 年後に

控えた休みに、韓国に帰り友達が通う教会に行くことになった。

今の夫とは学生部の修練会で出会うことになった。留学生だっ

た私はフランスに戻ってから、韓国にいる夫とインターネット

がない時代、手紙で 1 年間の遠距離恋愛をした。そして声楽を

フランスで
出会った神様
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　追放令まで受けることになった夫は食べることもできず、体

は痩せていき、ついに日常生活をおくれない状態になった。病

院に行っても病名が出ず、後にわかったのが酷いストレスによ

る重い恐慌障害だった。

チャン・ノエルおじいさん 

　このような日々も、まだ、私は神様がすぐ傍におられること

を知らずに生活していた時だった。　その頃、夫は同じ建物に

住んでいる Jean Noel petit( チャン・ノエルプチ )というおじ

いさんに出会った。Jean Noel が先に「あなたは何をする人で

すか ?」と夫に声をかけたのだ。夫が「歌を歌う人です。」と答

えると、おじいさんは「私の家にピアノがあるから一緒に来な

いか」と自宅に招かれ、そこで夫はピアノを弾いた。

　おじいさんは夫のピアノの音色を気にいってくれ、「私は一人

暮らしで統計庁の仕事をしている。家にいるのは夜だけだから、

昼間は私の家でピアノを弾いて歌を練習しなさい」と、家の鍵

を預けてくれたのだ。その日から夫はおじいさんの家でピアノ

を弾きながら、歌を少しずつ歌うようになった。

　夫は感謝の気持ちで、おじいさんの家のほこりだけを拭く程

度の掃除をした。ところが、ある日からおじいさんがピアノの

上にお金をおくようになった。そのお金は毎日おかれ、たまっ

ていった。そんなある日、おじいさんは「このお金は、あなた

が掃除をしてくれた感謝の気持ちだ、持って帰れ」と言った。

夫は「お金を出さなければならないのは私です。ピアノを使わ

せていただくだけでも感謝なのに、お金をいただくなんて、だ

めです」と断った。それでも、おじいさんはお金の入った袋を

ピアノの上に載せて置いた。こうして夫は、ピアノを弾かして

もらって、掃除のお礼の小遣いももらいながら、日々を過ごした。

　

与える愛を学んだ

　おじいさんの家で粘り強く練習をして、掃除の小遣いで子供

のミルク代と紙おむつ代を得るようになった夫は、病気も回復

していった。学校戻り、良い先生とも出会い、国際音楽院の最

高の課程を審査委員、全員一致で首席卒業し、パリ、レオポルド・

ベラン国際コンクール声楽部分で 1 位を獲得した。夫は韓国帰

り、私はおじいさんの提案で、二人の娘とおじいさんの家で暮

らすことになった。

　おじいさんは、毎日 3 時間ずつひざまずいて祈る人だった。 

言葉にしなくても、いつも先に私の家族に必要なものを与えて

くれ、全身で心から主を教えてくださった方だ。フランス語の

聖書を買ってくれ、上の子供が学校で良くない言語を知って使

うと大声で叱ってくれた。小言をいうのではなく何も言わずに

笑い、時には子供を連れて出かけ、子供たちの世話をしてくれた。

物を大切にするリサイクルの生活、本当に必要なところに与え

る人生、そのすべてがイエスの愛だと言われた。

　

　ある日、私は「おじいさん、私の娘たちに良くしてくださっ

て本当にありがとうございます」とおじいさんに伝えた。する

とおじいさんは、「あなた方夫婦が私を信じて二人の娘を任せて

くれた。本当にありがとう。」と言い、謙遜な心までもおじいさ

んから学んだ。 そして当時、釜山のエルリウム病院のパク・ヒ

ソク院長と家族が、祈りと財政的な後援をしてくださった。こ

のすべてのもので、私は、ますます神様が今までいつも共にお
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カン・ミギョン
エケル出版社代表、翻訳家

✿ 我が人生のプラス｜我が人生の最高の贈り物

　韓国ではあまり人気のないドイツ文学を専攻した私は、2001

年、ドイツで実務的な勉強をしたいとドイツに留学した。当時、

ドイツで最も人気があった社会福祉を選択し、まるで富士山や

ハンラ山（韓国の高い山）、エベレストのようにそびえ立つ学科

試験の準備をしながら、膝と足首の捻挫を我慢して学位論文の

合格だけを待っていた。福祉の仕事は、多くの人に会って成り

立つ職業のゆえに、私には合わないのではと悩んでいた。

　ある日、お祈りの時間、久しぶりに天の扉が大きく開かれた。

あらゆる願いことや思い悩んでいることのすべてをおろし、た

だ神様が注いでくださった愛に感謝し、「神様愛しています ! 

神様愛しています !」という告白だけが涙と賛美で何時間も続

いた。その祈りの中、いきなり「翻訳を一度やってみて！」と

いう声がした。「え ? 翻訳って ?」戸惑う私に「君、昔、翻訳家

になりたいと資格試験を受けたこと、覚えてない ?」

　その瞬間、十数年前、すっかり忘れていた 20 代半ばのある出

来事が昨日のことのように思い出された。大学院を終えた頃、

進路を巡って悩んでいたあの時、学科事務室の前に貼り出され

人生最高のマネージャー
神様

られたことを知るようになった。私は、神様が計画されたパリ

での暮らしに、神様が天使を送ってくださり、周りの方々の祈

りで神様の人の家族になったことを告白するようになった。

　「すべてわたしの愛している者を、わたしはしかったり、懲ら

しめたりする。だから、熱心になって悔い改めなさい。」（黙示

録 3：19）この御言葉のように、悔い改め、熱心に神様を求め

た 24 年のフランスの生活を終えた私たちは、韓国に帰り、白石

芸術大学で夫はミュージカル学部、私はデザイン学部の学生た

ちを教え始めた。神様は、学生たちを安心して伝道できるキリ

スト学校に送ってくださり、いつも祈りをもって授業を終える

ように導いてくださった。

　一方、映画「遷化」の衣装監督を務め、信仰がある芸能人

の方々と親しくなった。その中で女優チョン・ナオンの夫で

あるパク・ウンフイ牧師に出会うことになった。信仰生活と

深めていくことのポイントを悟り、行う信仰の姿勢を学んだ。

より具体的な夢をもって Je m'appelle（ジュマペール）人形

を製作、ムンホリ（地名）でリバーマーケットを開始した。

　何もない人形に絵を描いて、心のまま表現し、その心を話し、

分かち合うときに、主から与えられた知恵で多くの子供たち

と両親を慰めている。今では人形が主の道具となった。留学

時代、アフリカ宣教の話を聞くたびに、アフリカの子供たちは、

救援物資以外に自分だけの贈り物を受けることなく、大人に

なるという話を聞いて、ジュマペール人形を作ることになっ

た。この人形をすべてのアフリカの子供たちにプレゼントで

きる日まで、主を知らせる道具として、さらに熱心に生きて

いきたい。†
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た第 1 回翻訳家資格試験のポスターが目に入った。私は「これ

だ！」と叫びながら、ドイツ語翻訳試験を申し込んだ。一生懸

命資格試験に取り組んだが、まだ実力が足りずに見事に不合格

だった。それ以降、「えい！これは私の道ではない」と思いつつ、

意識の向こう側において一度も思い出さなかった。しかし神様

は忘れずに覚えておられた。

　神様に「市内の一番大きな本屋に出かけてみなさい」を言わ

れ、半信半疑の気持ちでエッセン（Essen）の中心街にあるマイ

オスェ（Meyersche）書店に入り、キリスト教書籍コーナーに行っ

た。タイトルだけを見てもピンとくるものはなく、手にとって

書いてある内容を見ても、これは絶対に私の道ではない、神様

のメッセージを勘違いしたのだと思い、帰ろうとしたその瞬間、

神様から「子供コーナーに行ってみなさい」というメッセージ

が届いた。さすが神様！やはり私のレベルをよくご存知である！

びっくりして一人でニコリと笑ってしまった。子供コーナーで、

ある一冊の絵本に目が留まった。「これだ !」胸がドキドキした。

　ドランノキッズで出版された『イエス時代　探求旅行』を皮

切りに、私は、はじめて神様が時を越えて思い出させてくださっ

た、学生時代夢に描いた翻訳家になった。ドイツの有名なキリ

スト教書籍を探して、まず『信仰良く』を翻訳し、国内出版社

に原稿を送った。次からはほとんど例外なしに本が出版される

奇跡が続いた。2011 年、キリスト教出版文化大賞の子供海外図

書部門最優秀賞を受賞した。『来た ! 幕屋探検隊』(トギジャン

イ ) をはじめ、ドイツキリスト教書籍、数十冊が私を通じて韓

国国内読者に読まれて、これからも読まれる予定だ。 

　しかし、しばしば自分の文章が相談もなく私の名前でなく「編

集者甲、翻訳家乙」の状況が繰り返された。心が傷だらけにな

り、もうこの仕事はできないと神様の前で不満で泣いている中、

もう一つの奇想天外なことが起きた。 

　2005 年断食祈祷中、言葉だけで聞いていた聖霊様に出会った。

それ以来、私は神様と話した日々の神様の愛の言葉を忘れない

ように、細かく記録した日記をつけていた。その日記が 10 冊目

となり、最後のページを書いた瞬間、神様はいきなり「本にし

て出版してみなさい」と言った。「え！ ? 私が本を書くのです

か？ これが本になるのでしょうか？」半信半疑だったが神様の

言葉に従い『聖霊日記荒野編』が完成した。原稿をドランノ出

版社に送ったところ、一ヵ月後「編集部は満場一致で出版する

に意見がまとまりましたが、本部長の承認が必要ですから待っ

てください。」という返事がきた。もう一ヵ月後「本部長が許可

なさいましたが、ハ・ヨンチョ牧師の許可が必要ですから、も

う少し待ってください」との連絡がきた。 

　私は神様の言葉に従い書いた本だから、問題なく出版できる

と安心していた。しかし、ハ・ヨンジョ牧師が他の牧師先生た

ちと相談した結果、出版しない方向で決定したという予想以外

の返事が来た。それでは、他の出版社に送るべきかなと思い、

粘り強く原稿を送ったが、いずれも丁寧に却下された。

　「神様、今の状況はどのような意味でしょうか ? 本を書きな

さいと言われて従順しました。その意味は、出版するまでの意

味ではなかったのでしょうか？ 一体どうすればよいのでしょう

か ?」私は苛立って神様に問いかける日々を送っていたある日、

「他の出版社ではなく、直接出版社を開いて出しなさい」という

神様の答えが心に浮かんだ、出版社の「エジェル」という名と

共に。実にありえない答えだった。エジェル ezer はまず、ヘブ

ライ語では「アシスト、支援する配偶者」、新郎として再び来ら
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た。韓国に刑務所がこんなに多かったのか ! 倉庫の保管料と共

に眠っていた 1 千 500 冊を未練なく、ただで刑務所に送った。

数千万ウォンがなくなる瞬間だった。 

　数日後、インターネットで本を検索している中、「刑務所物語」

というパク・ヒョジン長老様の < 神様が直せない人はいない >

という本が目に入った。普段なら地味な刑務所の話など全く興

味なかっだが、既にほぼ全財産を刑務所に使ったので、私の関

心事の第 1位は刑務所となっていた。

　

　この「刑務所物語」という本をあっという間に読み終えると、

後続編は私が書かなきゃいけない、という気持ちになった。パ

ク長老様の証をすべて捜索して調べてみたら、まだ本となって

いない興味深い内容が多かった。長老様に自分の < 聖霊日記 >

の本と一緒に手紙を送った。意外にもすぐに長老様から電話が

かかってきた。パク長老様の本の出版は様々な理由で許可でき

ない、ただ、優しい女性が一部の狡猾な服役者たちの変な誘い

に騙されないように、との警告のための電話であった。 

　しかし、紆余曲折の末、< 神様は誰も諦めない >( パク・ヒョ

ジン著 ) が 2016 年に出版された。そして、この 20 年間、国内

クリスチャンたちの必読書として定着した < 神様が直せない人

はいない > も、2017 年エジェル出版社で改正版でとして再出版

され、熱い応援を受けている。私はそのおかげで、すべての借

金の返済が終わり、好きな本を制作することに喜びをながら、

幸せに過ごしている。実に、神様の御働きは私たちの予想不可

能なもので、なんとエキサイティング、ドラマチックなもので

はないか ! これからエジェル出版社で、どのような著者のどん

な本が出版されるか、私自身とても気になっている。†

れるイエス・キリストを、花嫁の気持ちで待ち準備する本とい

う意味だ。またエジェル ezel は、ドイツ語でロバの意味で王と

なるイエス様を乗せて行く、ロバの使命をもった本を出版しな

さいとの意味だった。

エキサイティングな神様の御働き 

　このように全財産を投資して宝のような使命を受けたのだか

ら、私は 10 年間のドイツ生活を未練なく整理して韓国に帰国し

た。政府から創業資金支援融資を受けて、エジェル出版の初の

本である『聖霊日記荒野編』を迷うことなく、3,000 部ほど出

版した。そして、驚くべき広告効果を期待して、人気の牧師様、

芸能人、著名人に数百部をプレゼントした。しばらくして本の

注文が殺到するだろうと、確信していた。しかし、恐ろしいほ

ど反応がなかった。 

　神様に「詐欺された (?)」私は憎くても愛おしくても頼れる

方は神様だけだった。断食祈祷を始めた。二日目に力尽きて、

どんよりした目に、イザヤ書 61 章 1 節「神である主の霊が、わ

たしの上にある。主はわたしに油をそそぎ、貧しい者に良い知

らせを伝え、心の傷ついた者をいやすために、わたしを遣わさ

れた。捕われ人には解放を、囚人には解放を告げ」の御言葉を

読み、感動の波が私の心に響いた。「私があなたに < 聖霊日記 >

を書かせたのは、すでに信じる者、富を持った者、地位の高い

者たちへの自慢のためではなく、閉じ込められている者、押し

つぶされた者、貧しい者たちに福音を伝えるためだ。刑務所に

本を送りなさい !」

　「刑務所なんて !」全く関心のない世界だった。早速、全国の

刑務所を検索してみたところ、拘置所を含むと 50 箇所以上あっ
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　実に素晴らしい質問です。非常に根本的な質問で、聖徒たち

はすべて知っているかのようにふるまっていますが、実際に質

問してみると、きちんと答えられていません。ここで重要なこ

とは三つです。信仰とは何であるか？ 救いとは何なのか？ 救

いの時期はいつになるのか？ それゆえ、三つに分けて答えるこ

とにします。

　信仰とは何であるか？――信仰とは英語で答えるなら、非常

に簡単です。Faith = Forsaking All, I take Him. ――つまり、

「すべてを捨てて、私は彼（イエス・キリスト）を選ぶ」という

ことです。信仰を他の言葉で説明すると、三つです。その一は、

イエス・キリストだけをしっかり掴むことです。その二は、聖

書の御言葉を真理として受け入れることです。その三は、すべ

てのものを主に差し出してゆだねることです。

　次に、救いとは何なのか？――簡単に言えば、「救い出すこと」

です。罪と死から救い出し、地獄に落ちないように救い出し、

審判を受けないように助け出し、不義から救い出し、サタンか

ら救い出すことです。一言で言えば、天国に行くという意味です。

　そうであるならば、救いの時期はいつになりますか？――あ

る聖徒は、自分は救われたと言い、自分が最初に信じたその時

を言います。この答えは、正解でもあり、不正解でもあります。

✿ 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

イエスを信じれば
救われるとあるが、
いつ救いを受けられるのか？

なぜなら、信じるその瞬間に、私たちは救われるということは

合っていますが、それが救いのすべてではないからです。その

時から聖化が始まり、死ぬ瞬間にキリストの義が私たちに転嫁

されます。その時に私たちは完全に聖い状態となり、天国に行

くのです。したがって、完全な救いは死ぬ時なのです。それゆえ、

信じる時の救いがすべてではありません。

　ここで問題となるのは、最近の神学界が、信仰の定義につい

て、今まで持っていた信仰を批判したことです。それを、いわ

ゆる主宰権（Lordship）と言います。つまり、口で告白するだ

けでは足りないということです。ならば、主宰権とは何ですか？

――それは、イエス・キリストが万物の主となられるため（Ⅰ

歴代誌 29:10 ～ 17、ローマ 9:9 ～ 27、マタイ 16:27 ～ 28、マ

タイ 12:29）、口で告白するだけでなく、主を人生における主人

と認めて生きていく姿を現すべきだ、という主張です。それゆ

え、主宰権主義者たちは、現代教会に向けて安っぽい救いだと

批判しているのです。

　もちろん彼らの批判には、正しい信仰観を強調するという点

において、一理あります。しかし、ローマ人への手紙 10 章 9 節

には、「すなわち、自分の口で、イエスは主であると告白し、自

分の心で、神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じる

なら、あなたは救われる」とあります。さらに 10 節には、「な

ぜなら、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるから

である」とあります。ですから、口だけで信じると告白するの

は間違いですが、その告白が心から出て、唇と心で主を受け入

れるのであれば、主宰権のゆえに自身の救いを心配する必要は

ありません。なぜなら、死んだ信仰だけでなければ、小さな信

仰も弱い信仰も救われるからです。†
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