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逆さに育つ感謝

　豆もやしはシャキッとした食感に、味も美味しいです。値段も安い
ので、庶民家庭で良く使われている食材です。和えてナムルにして食
べたり、スープにして食べたり、抱き込みご飯にして食べたりします。
豆もやしは大豆を発芽させ、その根を成長させたものです。ビタミン
C とアスパラギン酸が多く含まれているので、疲労回復に良いと知ら
れています。
　もやし栽培の一般的方法は、器に大豆を入れ、光のない暗室で水と
必要な栄養分を供給します。すると、豆が下に根を下ろし、器の上部
に向かって伸びていきます。
　ところが、もやしの味と栄養をより豊かにする栽培方法が開発さ
れました。それは、もやしを逆さに栽培することです。もやしの芽が
3cm ほど伸びた頃、さかさまにして育てば、もやしが悪条件に適応し
ながら、病気に対する抵抗力が高まってくるといいます。すると、特
に人工的な薬を使用しなくても、根が大きくなってひげ根が減り、ア
スパラギン酸が増加するといいます。
　逆に育つもやしの話を聞きながら、私たちの感謝の姿もこうなるべ
きではないかと考えました。私たちが根を地面に置いて感謝しようと
すると、絶えず押し寄せる世的な問題と欲の重圧のゆえに、感謝と賛
美が出なくなる時があまりにも多いです。
　しかし、私たちの根を天に置き、天の望みのゆえに感謝すれば、世
的な心配や問題から解放され、どのような問題や困難が近づいてきて
も、揺るがない根強い感謝の人になれます。この実りの季節に、豊か
な感謝の実をもって、試練と挑戦を乗り越える感謝の人になりましょ
う。そのようにして農夫である神を喜ばせ、賞賛される主の働き人に
なれますように祝福します。
　「この愛は、あなたがたのために天にたくわえられている望みに基く
ものであり、その望みについては、あなたがたはすでに、あなたがた
のところまで伝えられた福音の真理の言葉によって聞いている。そし
て、この福音は、世界中いたる所でそうであるように、あなたがたの
ところでも、これを聞いて神の恵みを知ったとき以来、実を結んで成
長しているのである。」（コロサイ 1：5 〜 6）。†

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

　それほどに私たちの神様は偉大なお方なのです。神様は指を

伸ばしてこの宇宙をはかると書いてあります。このような神様

が私たちの小さな心配、悲しみ一つ解決できないでしょうか。

創造主神様の前に、私たちの小さな問題を置いて祈ってみて下

さい。どんなこともできる、ということが分かるようになると

信じます。

　二番目に、神様は偉大な愛の神様です。神様がご覧になって、

人間はちりと埃のような存在に過ぎません。それにもかかわら

ず、聖書には、一人の魂が全世界より尊いと記されています。

神様は人間に対するその偉大な愛のゆえに、1 億個もある星座

群を通り抜けて、2 千年前にこの世に来られ、王の王、主の主、

宇宙の創造主であるご自身が、直接おとめマリヤを通して、飼

い葉桶に低くなり、卑しい人間としてお生まれになったのです。

そして十字架に釘付けられ、その血潮で人類を罪から贖った後、

「すべてが終わった」と仰せられ、死なれた後、三日目に死人の

内よりよみがえられました。

　三番目に、神様は偉大な恵みの神様です。その恵みによって、

私たちをご自分の子供として下さったからです。聖書に「しかし、

彼を受けいれた者、すなわち、その名を信じた人々には、彼は

神の子となる力を与えたのである。」（ヨハネ 1:12）と書いてあ

ります。私たちは神の御言葉によって、神の子供となったのです。

今日もこの偉大な神様を見上げましょう†

偉大な神様

ヨンサンコラム

　神様は偉大な方です。この世を創造された偉大な創造主であ

り、ひとり子を賜わったほどの愛の神様であり、私たちの全て

の罪を赦して下さるほどに恵み深い神様であるからです。

　一番目、神様は偉大な創造主の神様です。イザヤ書 40 章 12

節に「だれが、たなごころをもって海をはかり、指を伸ばして

天をはかり、地のちりを枡に盛り、てんびんをもって、もろも

ろの山をはかり、はかりをもって、もろもろの丘をはかったか。」

と記されています。今私たちが生きているこの世を見渡してみ

ても、創造主なる神様の偉大さがよく分かります。

　ところがこの宇宙を見ると、私たちの頭では到底理解できま

せん。地球は太陽系に属した一つの星であり、この太陽系は銀

河星座に所属した周辺太陽系であります。この銀河星座の中に

は 1 千億個の星があって、このような銀河星座が 1 億個もある

アンドロメダ大星雲があって、その向こうに行くと、また違う

星雲が存在するということです。
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会 

　「わたしはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である』

と書いてある。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神

である。」  群衆はこれを聞いて、イエスの教に驚いた。

　神様と私たちの関係は、出エジプト記 3 章 6 節に書かれてい

ます。「わたしは、あなたの先祖の神、アブラハムの神、イサク

の神、ヤコブの神である。」――どういう神様なのでしょうか？

　第一に、アブラハムの神です。アブラハムは 100 歳の時にイ

サクを得ました。アブラハムの喜び様は、尋常のものではなかっ

たはずです。イサクがようやく父の使いができるようになった

頃、神様は「あなたの子、あなたの愛するひとり子イサクを連

れてモリヤの地に行き、私が示す山で彼を燔祭としてささげな

さい」（創世記 22:2）と命じます。燔祭とは、生贄を屠り、火

で焼く祭事のことです。どれほど衝撃を受けたでしょうか。そ

れでも 25 年間の信仰の訓練を受けていたアブラハムは従順し、

イサクと僕たちを伴って山へと向かいます。途中で、イサクが

『お父さん、肝心の生贄がありません』と尋ねたとき、アブラハ

アブラハムの神、
イサクの神、ヤコブの神
――マタイによる福音書 22 章 32 ～ 33 節――

アブラハムの神は『父の姿』であり、

イサクの神は『御子の姿』です。

そしてヤコブの神は『聖霊の姿』なのです。

私たちの神は生きている者のための神です。

ムは『神様がすべて備えてくださっている』と答え、黙々と歩

きました。そして、神様が指定された場所で祭壇を築き、イサ

クを縛り、燔祭の生贄として殺そうとした瞬間、神様は『あな

たの信仰を見た』と制止します。息子を捧げようとしたアブラ

ハムの信仰も、黙って生贄になろうとしたイサクの信仰も大胆

なものでした。振り返ってみると、藪（やぶ）に角を引っ掛け

た雄羊がいました。神様が予め生贄の供え物として準備された

ものでした。「主の山に備えあり――アドナイ・エレ」（創世記

22:14）――と、アブラハムが告白したように、アブラハムの神、

私たちの神は、『備えてくださるお方』なのです。アダムとエバ

が罪を犯したとき、救い主イエス・キリストを備えてくださり、

私たちの霊を生き返らせる準備をしてくださったのです。

　第二に、イサクの神です。イサクは生まれたときから、父ア

ブラハムが所有している土地と宝物、財物、家畜、僕たち、す

べてを相続するように定められていました。同様に、イエス・

キリストを受け入れた私たちには、赦しと義、癒し、祝福、天

国を相続する権利が与えられています。神様に従順することに
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ホン・イルグォン 牧師
緑の手紙代表、緑の宣教・ネットワーク仕え手

日々の恵み――奇跡

✿ 特集｜ささやかでありながら確実な幸福――感謝の始まり

　陸地と海の誕生、広大な宇宙におかれた太陽と月と星は、神

秘な事この上ありません。さらに、人類が水と樹木が茂った美

しい自然生態系の地球に、足を踏み入れているということは奇

跡です。さらに一つの国が誕生する過程は、神秘です。過去、

私たちの民族は貧しかったが、私たちの先人達が血の汗を流し

育ててきた祖国大韓民国が、先進国の仲間入りしたこと、韓国

教会がここまで来るようになったことは、奇跡中の奇跡です。

スポルジョン牧師は「ろうそくの灯を見て感謝すれば、神様は電灯を

与えてくださり、電灯を見て感謝すれば、月の明かりを与えてくださ

います。月の光に感謝すれば太陽の光を与えられ、太陽の光に感謝す

れば、神様は明るい天国を与えてくださいます」と述べました。

よって、現世と来世における祝福が備えられているのです。イ

サクの神は、すべての恵みを与えてくださるお方なのです。

　第三に、ヤコブの神です。ヤコブは神様のことを信じていた

ものの、肉的な人で、常に自分で判断し、勝手に行動する人で

した。結果として、兄エサウを騙し、父イサクを騙したことに

より殺されかけて、叔父のラバンの家に逃げ込みます。ヤコブ

は 20 年間雇われ人としてこき使われます。騙し、騙される関係

でした。その後、神様から与えられたアイデアで大富豪になっ

たヤコブは、ある日、叔父ラバンに内緒で全家族と全財産を持っ

て古郷に帰ろうとしましたが、ラバンが激怒し、殺されかけま

す。しかし、神様がそれをお止めになりました。ヤポク川を渡

る前に、兄エサウに書簡を送りましたが、エサウも激怒し、400

人の軍隊を連れてヤコブを殺しに来るとの報告を受け、自分だ

けが生き残ろうと、家畜や僕そして家族を先に渡し、様子を伺っ

ているときに、天使と格闘するようになります。

　最後は、腿のつがいを外されて、進むのも退くのもできなく

なったとき、ようやく自我の砕かれたヤコブが足を引きずりな

がらエサウの前に出ます。その瞬間、エサウの殺意が溶け、代

わりに護衛隊となって帰郷させてくれました。ヤコブの神は、

訓練してくださり、練達してくださる神であり、万事を益とし

てくださるお方なのです。

　アブラハムの神は『父の御姿』であり、イサクの神は『御子の姿』

です。そしてヤコブの神は『聖霊の姿』なのです。私たちの神

は生きている者のための神です。ご一緒にその御前に進んで参

りましょう。†
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　神の無限なる御恵みと、信仰の先祖たちが流した祈りの涙で

復興を成し遂げ、多くの侵略を受けながらも、先んじた烈士達

が祖国を守るために命を賭けた犠牲が、どれくらい有難くて感

謝したことか。違う道を辿っていれば、私たちは食事も簡単に

食べられず、今のように先端の電子製品を思う存分使うことは

不可能だったでしょう。

　私たちが豊かになっていつのまにか、その事が当然のことに

なり、社会は互いに反目し合い、腐敗し、そして不平と怒りで

社会が汚され、様々な問題が頻発しています。ある統計を見ると、

昨年の国内残飯排出量は一日 1 万 3 千トン程度になるというの

で、本当にものすごい浪費です。しかし、その豊かさが私たち

の心を守ってはくれません。むしろ韓国社会が、ますます互い

の距離間が開き、精神が疲弊し、不平等の社会になっていく姿は、

実に残念です。

感謝の宝石

　このような姿からさらに見出すべきメッセージは、黄金馬車

の賦与ではなく、ささやかな日常の感謝と配慮です。素朴な人

生から感謝を見出し、日々の歩みの中で感謝の宝石を捜し出し、

今一度、互いの手を握って未来に向かって一歩一歩進まなけれ

ばなりません。 人生の車に愛と感謝という両輪を転がしながら、

また互いに押し合いながら、大変で孤独な隣人を、私たちの車

に迎え入れて共に行かなければなりません。自分だけが成功し、

自分だけが富するという欲を捨て、貧しくても共に配慮し合い、

感謝し合い、祈りと愛をもって労り合う、素敵な未来を作り出

しましょう。

　あるの人の告白のように、「身に一本一糸でも纏うなら、いつ

も麻布を織る人たちの苦労を思い、一日三食の食事をしている

なら、農家の人たちの苦労を思いなさい」というメッセージを

実践し、米一粒、水一滴……とても小さいこと一つから感謝の

錨綱を高く上げなければなりません。スポルジョン牧師は「ろ

うそくの灯を見て感謝すれば、神様は電灯を与えてくださり、

電灯を見て感謝すれば、月の明かりを与えてくださいます。月

の光に感謝すれば太陽の光を与えられ、太陽の光に感謝すれば、

神様は明るい天国を与えてくださいます」と述べました。

　私はパルゴン山の先の深い山奥で生まれました。私の家庭は

貧しかったが、生まれると同時に私は乳を飲めたし、寝床も準

備されており、赤ん坊らしい服を着て育ちました。当時は電気

もテレビもなかったが、ランプがありました。道には空の月の

光と星の光が照らしていました。母乳も無料、水も無料、花の

香りも無料、お風呂も無料であり、空気も無料、爽やかな風も

無料、青空も無料、夜空の月の光も星の光も全部無料でした。
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す。私が弱い時に感謝すれば強さを与えてくださり、貧しい時

に感謝すれば後に富を備えてくださり、パウロのように監獄の

環境でも感謝すれば、奇跡を起こしてより良い門を開けてくだ

さいます。感謝をもってささげものを捧げる者が神様の栄華を

極めさせます。感謝のいけにえを捧げる者は神様を崇めます。

　あるお話を贈ります。1936 年度に咸鏡道（ハムギョンド）咸

興（ハムフン）という村に、ひとりの子供が生まれました。そ

の子は父親の人生を見習って、自身もお父さんのように一生農

村を生かす運動をしながら生きると決心しました。6.25( 朝鮮

戦争の意味 ) の時に一人で 38 度線を越えて来て、テント教会で

夜はエビのように背中を丸めて寝る生活をしながらも、熱心に

勉強してソウル大学に入りました。そしてデンマークに留学し、

農業技術を学んだ後、祖国に戻って農村運動に最善の力を捧げ

ました。

　ところが 1968 年、31 才の時に車が崖下へ転落する大きな交

通事故に巻き込まれました。その時、自身も怪我を負いながら

も車の中の同僚を救おうとして、車中にあったガソリンが爆発

し全身に重度の火傷を負いました。イ・ジソンさん = 韓国で有

名な実話の主人公 ( ジソン、愛している：著者 ) の場合よりも

ひどい火傷を負い、絶望的な姿になってしまいました。

　何とか命は助かりましたが聴力機能が損傷し、片方の目は失

明し、片方の手は溶けてなくなりました。顔がみな溶け落ちて

「ET」のように、気味の悪い様相になりました。2 年間介護して

いた妻までも過労で亡くなります。彼が行く先々では、醜いか

らお客さんの評判が落ちるからといって、10 ウォンを与えるか

ら出て行きなさいと言われました。子供たちは「ET」だと、か

それに寝床も、すべての食事までも無料でした。その恵みがど

れほど大きいものかわかりません。

　私たちが平凡だと考えたそれらが、どれくらい大きい感謝の

奇跡であったか、今じっくり考えてみると、一歩一歩が本当に

奇跡による恵みでした。目があるということが奇跡であり、口

も手も足もあるということが、すべて奇跡です。日用の糧、野

や山や海や湖があるということも奇跡です。もちろん人々が話

題として登場する奇跡もあります。イエス様に出会ったのも奇

跡であり、偶像崇拝の一族が偶像を捨てたことも奇跡であり、

文が書けなかった人が文を書いたのも恵みによる奇跡です。心

に描いた宣教機関が立てられることも奇跡であり、祈りによっ

て病気が癒されたのも奇跡であり、執り成し祈りによって他の

人の病気が癒され、子どもが産めない人が産めるようになった

のも奇跡です。ある勧士さんのために執り成して祈ったら、癌

細胞が消えたのも、科学では説明できない奇跡でした。

　しかし私たちは、いつもそういう奇跡だけに制限して追求す

るのは、私たちの欲のゆえかもしれません。常にしるしと不思議、

癒しの奇跡、富の奇跡だけを、内心願いつつ探し求めるのは危

険です。それは通り過ぎる過程であり、最も大事な目的のため

の過程にすぎません。紅海が割れ、エリコの城壁が崩れ、イエ

ス様の幻が現われることだけが奇跡ではありません。些細な日

頃の平凡な瞬間瞬間が、奇跡の瞬間であると深く認識するこど

で、毎瞬間感謝と感激の人生をおくることができます。

　貧しい時も感謝し富む時も感謝し、状況が悪い時も感謝し状

況が良い時も感謝し、疲れる時も感謝し体調が良い時も感謝し、

まずい料理が出た時も感謝し美味しい料理が出た時も感謝しま
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✿ 特集｜ささやかでありながら確実な幸福――感謝の始まり
カン・ジュンミン 牧師／ LA 新生命ヴィジョン教会

　私が感謝の霊性について関心をもつようになったのは、私の

苦難の経験のゆえだ。何年か前、私は過酷な試練の川を渡った。

私が望んだものではない。あれほど避けたかった苦難という客

が、突然私の人生に訪れた。なんの予告もなく訪れたのである。

その日以来何年も、苦難は暗闇の陰のように、私の人生の中に

入り込んだ。激しい嵐が吹き付けた。人生の重い荷が、私を厳

しく抑圧した。私はまるで地面の下に吸い込まれるようだった。

すべてのものを失ってしまったという絶望感に覆われた。それ

ほど頑張って大切にしてきた、人生の貴重なものをすべて喪失

してしまった。人々から誤解を受けた。非難を受けた。住んで

いた場所を離れなければならなかった。ヤコブが夜逃げしたよ

苦難の中で悟った感謝の霊性

らかいながら逃げます。どれほど絶望的だったでしょうか。人

間としては死にたくなります。

　だが、彼はその絶望のトンネルの中で、ため息をつき泣いて

暮らすより、考えを変えました。苦難をお許しなった神様を仰

ぎ見、さらに積極的に感謝することを捜し始めました。「神様！

たとえ耳は無くなってしまったが、声を聞くのに支障がないか

ら感謝します。真冬、寒い冬に耳が冷たくて痛くならないよう

にしてくださり感謝します。頭から血の膿が出ていたのに、新

しい髪の毛が生えるようにしてくださり感謝します。片方の目

は失明しましたが、残った片目で世の中を見るようにしてくだ

さり感謝します。唇はなくなってしまったが、口で神様の愛を

伝えるようにしてくださり感謝します。」

　彼はすべての冷笑に耐え、苦痛から勝ち抜いてチャン・ギリョ

博士と共に「青十字（チョンシップジャ）医療組合」を作り、

韓国最初の医療保険制度を始めます。てんかん病患者のための

福祉法人「薔薇会（チャンミフェ）」を作って難病の人を多く助

けます。そして私財を果たしてフリースクール「トゥミルリ自

然学校」を設立し、幼い子供たちに夢と希望を与えるなど、多

様に仕えました。既に火に燃やされた人生でしたが、感謝で奇

跡を生み出した彼の人生は、この地で大切な光となって多くの

人に希望を与えました。これはトゥミーリ自然学校、故チェ・ギュ

チョル校長の話です。

　最後に、この秋の我が家の家訓を一つ紹介して終わります。

「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事である。」（Ⅰテサロニケ 5:16 ～

18）†
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魚の奇跡を行われる前に、まず感謝の祈りを捧げられた（ヨハ

ネ 6:11）。死んだラザロをよみがえらせる前に、まず感謝の祈

りを捧げられた（ヨハネ 11:41）。感謝は苦痛を治癒し、奇跡を

創り出す恩寵の道具だ。

　使徒パウロは、『すべての事について、感謝しなさい』と薦め

ている（Ⅰデサロニケ 5:18）。感謝することがあるときに感謝

するのは、難しいことではない。感謝できる状況でないときに、

感謝するのは難しい。パウロは、ローマの獄中で書いた手紙の

中に感謝を度々言及した。

　「このように、あなたがたは主キリスト・イエスを受けいれた

のだから、彼にあって歩きなさい。また、彼に根ざし、彼にあっ

て建てられ、そして教えられたように、信仰が確立されて、あ

ふれるばかり感謝しなさい。」（コロサイ 2:6 ～ 7）

　主イエスに根付いた霊性の最高峰は感謝だ。この御言葉の最

後の部分は、「あふれるばかり感謝しなさい」で締めくくってい

る。パウロは、感謝は聖霊充満の実であると強調する。エペソ

人への手紙 5 章 18 節に、「むしろ御霊に満たされなさい」と薦

めた後、5 章 20 節において、その実として「すべてのことにつ

き、いつも、わたしたちの主イエス・キリストの御名によって、

父なる神に感謝しなさい」と薦める。使徒パウロは、すべての

ことに感謝し、いつも感謝しなさいと薦めている。使徒パウロは、

どうしてすべてのことに感謝し、いつも感謝しなさいと薦めて

いるだろうか？ それは感謝してこそ、苦難によって負った傷が

癒されるからだ。

感謝すれば悟るようになり、悟るときに傷が癒される

　苦難中に感謝すれば霊の目が開かれ、傷が癒される。傷は悟

うに、発たなければならなかった。すべてを捨てて旅立たなけ

ればならなかった。

　自身があまりにも恥ずかしかった。羞恥心という怪物が私を

苦しめた。私を信頼してくれた方々に失望感を与えたことに苦

しんだ。誰にも会いたくなかった。外に出れば、すべての人が

私を指差すように思えた。落ち着いているふりをしていたが、

心は波のように激しく揺れていた。憤怒と絶望感が、音もなく、

私の深い心の傷に染み込んだ。夜になると、私を恨む人たちが、

私を苦しめる夢を見た。夢の中で、私を嘲る人たちの嘲笑う声

が聞こえてきた。私は、苦痛の事件をいかに解釈し、反応すれ

ばいいかわからず、苦しんでいた。その時、神様は、この苦難

を感謝によって反応するよう、私を助けてくださった。それは

特別な恩寵だった。

　神が私に示された感謝は、逆説的な感謝だった。苦難、涙、落胆、

傷、痛み、喪失、暗闇、別れ、沈滞、弱さ、陰、孤立、砕き等々

の言葉が、私の思考を横切った。私は 1 週間に 1 篇ずつ、一年

間感謝の文を書いた。感謝の文を書いている間、逆説的な感謝

が私の痛んだ感情を癒した。主は感謝の文を通して、私の痛ん

だ心を撫でてくださった。感謝の文を書きながら、恨み、つぶ

やき、悔しさ、寂しさのゆえに、濁って暗くなった魂の窓が、

きれいになり明るくなるのを感じた。

　感謝の霊性は霊性の最高峰だ。主イエスの霊性は感謝の霊性

だ。主イエスは、十字架の苦難を通過される前に、弟子たちと

晩餐を分かち合われた。主イエスは、弟子たちにパンと杯を分

かち合いながら、感謝の祈りを捧げられた。感謝をもって、苦

痛の十字架を向かって行かれたのである。主イエスは、奇跡を

行われる前に、感謝の祈りを捧げられた。五つのパンと二匹の
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りによって癒される。悟るということは、苦難の意味を見出す

ことを意味する。悟りとは、苦難に意味を賦与することを意味

する。苦難に意味が賦与される瞬間、苦難による苦痛を乗り越え、

苦難に感謝するようになる。苦難を無駄にするような愚かなこ

とをしなくて済む。

　苦難は苦痛なものだ。苦難から免除される者などいない。主

は罪のないお方だ。だが、主ご自身も苦難に遭われた（へブル

2:18）。人間はこの地にいる間、誰もが苦難の川を渡らなければ

ならない。苦難は傷を残し、苦難は痛みが伴う。ところが、苦

難よりも苦痛なものがある。それは、苦難の理由を見出せずに

いることだ。苦難の意味を悟れないことだ。しかし、感謝する

ようになると、苦難の意味を悟るようになる。苦難の意味を悟

る瞬間、癒しを経験するようになる。

　感謝すると霊の目が開かれる。感謝すると以前に見えなかっ

たものが見えるようになる。私たちは傷を受けると、傷に対す

る痛みのゆえに、傷つけられた人のことを考えるようになる。

常に傷つけられた人を考えるため、その人の奴隷となる。傷つ

いて苦しんでいるのに、自分に傷を与えた人の奴隷になって生

きていくのは、最も悲しいことだ。

　傷つけた人たちに対する恨みや憎しみや復讐心が、私たちの

目を曇らせ、暗くする。私たちの目が暗くなると、傷の神秘を

悟れない。傷は痛みを伴うが、すべての傷が悪いわけではない。

主イエスの十字架の傷痕は、主イエスの栄光となった。傷がな

ければ栄光もない。主イエスの傷から流れ出る血潮が人類の罪

をきよめ、恩寵の道具となった。主イエスの傷がなければ赦し

もなく、癒しもない。霊の目が暗くなると、傷の中に秘められ

た美しさを見ることができない。苦難の中に盛り込まれた有益

を見出すことができない。苦難の中に秘められた神の祝福を見

出すことができない。しかし、感謝すれば霊の目が開き、以前

に見えなかったものが見えるようになる。苦難からの益が見え

るようになるのだ。

　内面の癒しは、悟りを通して臨むのである。悟りとは目が開

かれる体験である。霊の目が開かれれば、神の観点から苦難を

見るようになる。神の摂理の観点から、苦難を見るようになる。

また、苦難の中に秘められた神の深い御旨を悟るようになる。

私は、苦難中に感謝しながら、霊の目が開かれる経験をした。

私の人生にやってきた苦痛の事件を、聖書的観点から解析する

ようになった。事件より重要なのは、苦痛の事件に聖書的反応

をすることだ。苦痛の事件を聖書的に解析し、その事件を感謝

によって反応するとき、驚くべき悟りを得るようになる。

感謝すると、傷を真珠に変えられる

　私は感謝を通して、苦痛の日々を過ごす間に、私を支えてお

られる神の御手を感じた。感謝を通して、過去が新しく生まれ

変わることを経験した。感謝の言葉によって、傷が癒されるこ

とを経験した。感謝の言葉によって、暗かった過去が鮮やかな

色に染まっていくのを見た。感謝の言葉は、染み付いた過去を

綺麗な色に塗り変える絵の具だった。

　感謝は傷が癒すだけでなく、傷が真珠に変わることを経験す

る。感謝は傷を癒すだけでなく、傷を美しい宝石に造り変えて

くれる。感謝は収容能力だ。感謝すると傷を抱くようになる。

傷を抱くとき、傷の中にある宝石を抱くようになる。私たちは、

真珠が造られる過程をよく知っている。貝に異物が入れば傷が

つく。貝がその傷を抱き、抱くことを繰り返す過程で、真珠は
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　私は教会員にいつも強調している言葉がある。それは単純さ

だ。信仰は単純でなければならない。複雑になれば偽りの考え

が心に浸透する。信仰生活がうまくいく人を見ると皆、単純か

つシンプルな人々なのだ。複雑な考えを持つと、信仰心が分散

される。そして信仰の核心は十字架だ。十字架の愛、公義、癒し、

赦し等すべてを含む。信仰の基本が堅く立てられていなければ、

少しの風で揺れてしまう。私の信仰の基本は、十字架の信仰を

土台にした「絶対肯定」と「絶対感謝」だ。

　聖書を見なさい。神様は不平を言う人をただの一度も用いら

れなかった。主のしもべと教会に仕える者は理由の如何を問わ

ず、不平不満を言ってはならない。否定的な言語はそのたまし

いを泥沼に引きずり出す。つらくても感謝し、悔しいことがあっ

ても感謝しなければならない。体調が悪くても感謝、悲しい時

も感謝。そうすれば神様がその苦難と逆境と涙を勝利の旗に変

神様は不平を言う人を用いません

✿信仰の明文化を成し遂げますように㉝｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会造られる。

　苦痛を好む人はいない。誰が苦難を望んでいるだろうか？ し

かし、もし私たちが苦痛を嫌い、傷を呪うなら、傷を真珠に変

えることはできない。傷がなければ真珠もない。傷の大きさが

真珠の大きさを決めるのである。傷を嫌って、傷を呪いだと思

うのは、すなわち、真珠を嫌って、真珠を呪いだと思うのと同

じだ。真珠は非常に貴重なものだ。ならば、真珠を造り出す傷

も貴重なものだ。結局、視点の問題だ。傷をいかに見るかによっ

て、傷の未来を決定付ける。傷を抱くということは、すなわち

真珠を抱くことと同じだ。傷のうちに将来造られる真珠が入っ

ている。まるで冬のうちに春が入っているのと同じだ。冬のう

ちに春に咲く美しい花で満ちている。冬のうちにある春を見な

がら、冬のうちにある美しい花を見られる人は、祝福された目

を持った人だ。

　傷を癒すためには、傷を抱きかかえなければならない。また、

傷の中に入っていく勇気が必要だ。苦痛がやってきたとき、苦

痛を避けてはならない。苦痛は逃避したからといって、解決さ

れるものではない。苦痛に直面することで解決される。もちろ

ん、避けられる苦痛はある。頭が痛ければ薬を飲まなければな

らない。しかし、人生の苦痛は薬によって簡単に解決されるも

のではない。むしろその苦痛を抱きかかえることで解決される。

感謝は、本当に神秘的な力だ。感謝するようになると、呪いの

下にあった傷が、祝福の光の下へと移されるようになる。ヘン

リ・ナウエンは、「神に愛される子どもとしての偉大な霊的召命

は、私たちの傷を呪いの陰から救い出し、祝福の光の下へと移

して置くことだ」と述べる。そうしたとき、傷は癒され、その

傷は他の人々の傷を癒す聖なる道具となる。†
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えてくださる。心の中で感謝が消えてしまえば、その中に欲と

不平が居座るのだ。

　ある砂漠に小さな家を建て暮らしている老人がいた。家の周

りにはヤシの木が鬱蒼と生えていた。そして庭の真ん中には澄

んだ泉があった。砂漠を通り過ぎる旅人らはここに来て休息を

取っていた。気持ち良く泉の水で喉を潤し、木陰で疲れを癒した。

老人は、旅人が幸せそうにしているを見て神様に感謝した。時々、

旅人が感謝の意を込めてお金を出す人もいた。老人の金庫にお

金が少しずつ貯まり、少し欲が出てきた。「金庫にお金が満ちた

ら、その金で広く大きな家を建てよう。そしていつかはこの忌々

しい砂漠を出よう。」

　老人は旅人らに露骨にお金を要求した。お金を出して水を買

う旅人は、これ以上、この老人に感謝の気持ちを持たなかった。

以前のように水を大切に思わずに無駄にした。ある日、老人は

泉がだんだんと乾いていくのに気づいた。

　「緑豊かなヤシの木の根が水を吸収している。泉を長い間保存

するには、ヤシの木を切らなければ。あともう少し水を売れば

良い家を建てることができる。」 老人はヤシの木をすべて切り倒

した。砂漠には、ヤシの木の涼しい日陰が消えた。泉もすぐ枯

れてしまった。そのような今、老人の小屋を探し求めて来る人

は誰もいなかった。老人は暑い日差しに耐えられないまま死ん

でしまった。感謝を失った欲張りのもたらした悲劇だった。

「絶対信仰」と「絶対肯定」の力で

　クリスチャンはどのような状況でも感謝しなければならない。

聖書は感謝が消えれば欲が生じ、結局死に至ることを明快に警

告している。「欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。」

（ヤコブ 1:15）

　ノルウェーにこのようなことわざがある。「感謝する心にはサ

タンが種を蒔くことは出来ない。」 英語の「感謝 (thank)」は「考

え (think)」という単語と同じ語源から来ている。感謝は良い

考えを持つことから来ている。私はどのような状況でも肯定的

に考える心をチョウ・ヨンギ牧師から学んだ。先生は「絶対肯定」

の手本を見せてくださった。そして聖霊充満な信仰生活が、ど

のようなものであるのかを先生の人生を通して示してくださっ

た。チョウ・ヨンギ牧師のその貴重な霊的資産を、今も受け継

ごうと努力している。数々の困難や謀略を受ける度に、私は誰

かのせいにして文句を言ったことはない。絶望の嘆きを吐き出

したこともない。その旅に私はこのように祈る。

　「神様、感謝します。『絶対信仰』と『絶対肯定』の力で勝利

できるようにして下さい。」

　私の牧会と信仰生活において、2 番目に大きな影響を与えた

方はデ・チョンドク神父だ。私は 1977 年延世大学を卒業、夜間

で純福音神学校（現 韓世大学）神学科に編入し、2 年間教団神

学を勉強した。その年 7 月にカンウォンドのイエス院に入り、

3 週間留まってデ・チョンドク神父とそしてガルジョン分院の

ヂョ・ビョンホ牧師と共に過ごした時間は、一生忘れられない

尊い恵みの時間になった。

　ムーディーリバイバリストの同労者であるルーベン・アー

チャートレイ牧師の孫であるデチョンドク神父は、今まで私が出

会った人の中で、イエス様に最も似ていた方だったと思う。イエ

ス院では 1日 3回大道（とりなし祈祷）の時間を持つために、神

殿に集まり祈るのだが、一度、祈り時間に私の前に膝をつきお祈
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目的のある休暇

✿ 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

　私は先月、教会を開拓して 13 年のうちに 2 度目の安息月を頂

きました。初めの安息月は、もうこれ以上牧会を続けたら死ん

でしまいそうな、肉体的精神的苦痛によって、教会全体が何も

できずに停止した状態だったとするならば、今回の安息月は約

3 週間ネパールの宣教師先生がいらっしゃって説教して下さっ

たことによって、教会の礼拝はそのまま続けながら、担任牧師

だけが少し席を空けるという意図的休みでした。

　ここ 3 年の間、私が担任している教会はただ主の恵みにより、

驚くほどの変化と成長を遂げました。保証金 2000 万ウォンの家

賃 40 万ウォンを払う、10 坪程度の古い商店街の建物 3 階にあ

る教会で毎月の生活費も貰えずに仕えていましたが、一人二人

聖徒が伝道されてきて集まり始めて、これ以上座れない状態に

なりました。なので、祈りと調査を重ねた末に約 100 坪程度の

りされていた神父様の靴下に穴があいている姿を見た。本当に心

が痛かった。神父様は自分の物はすべて苦しい中にいる隣人に分

け与え、破れた靴下を縫って履いておられた。真に倹素な方だ。デ・

チョンドク神父の生活を考えると、自分が限りなく恥ずかしくな

る。その後、ソウルに戻り、神父様の豊富な聖書の知識と預言者

のようなメッセージを＜しなんげ＞を介して学んだ。神父様は＜

しなんげ＞に「山奥から届いた手紙」を連載された。本当に宝石

のような言葉が若い私を感動させた。特に聖霊論について優れた

学術的素養を持っていた。私は＜しなんげ＞に連載された神父様

の記事を読んで信じられないほどの悟りを体験した。

神のしもべとして生きるということは何であるか

　最近、私は「しもべの人生」に対して多く考える。しもべは主

人の言葉に従順しなければならない。良い主人の言葉に文句を付

けてはならない。神様の前で「絶対従順」のみが存在するのである。

　「牧会とは何であるのか。牧会者と信徒はどんな間柄であるか。」

　牧師は、イエス様の品性に似るように努力しなければならない。

しかし、神様の使者である牧師が完全にすることはできない。牧

師も、神様の前では弱い人間の姿にすぎない。牧師が力を得るた

めには、聖徒たちが祈り助けなければならない。聖徒のとりなし

の祈りがある時、牧師は霊性を得る。牧会者と聖徒が互いを判断

して牽制して罪に定めることは、互いに致命的な毒になる。互い

に協力して教会を健康に守っていくことが、牧師と長老と聖徒た

ちの共通の責任である。特に長老はモーセを助けたアロンとフル

のような存在にならなければならない。牧師は聖徒を愛し、聖徒

は牧師のために祈り、長老は牧師の働きを同労者の姿勢として精

一杯支えること、それが最も望ましい教会の姿だ。†
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建物を購入し、教会が引っ越しできるようになりました。その

渦中の中でも、教会は個人名義の宗教事業ではなく、法人の名

に変わった信仰の共同体として生まれ変わり、奇跡的な主の導

きによって人間的手段や偽装行為を使わず、ローンを組んで移

転もできました。その後も聖徒の方々のさらなる成長によって

2回も拡張工事をしました。

　もちろんその過程には辛くて苦しいことが多くありました。

教会の資産は 2000 万ウォンしかない状況から、４億の建物を購

入するために資金を借り入れて教会財政を運営することや、昼

は教会の工事を手伝って、夜は説教準備をしなければならない

担任牧師の肉体的限界と、小さなこと一つ一つまで決めなけれ

ばならない責任の重さは、言い表せないほどのものでした。

　しかし、その中でも最も苦しかったのは、一部聖徒の無関心

と批判的な態度でした。自分自身のためなら何でもするけど、

教会のためには小さな献身も惜しむ人たちと、事情を全く知ら

ずに、対案を提示せずに批判する群れです。大体教会に対して

献身しない人たちが、否定的なことには最高の献身を尽くしま

した。担任牧師は、絶えず彼らの不満のつぶやきを聞いてなだ

めなければならなかったし、ゆえに一人で泣きながら祈るしか

ありませんでした。そうしながらも毎週礼拝を準備し、毎年の

夏は 10 時間以上続く夏の修練会を導いてきました。

　そして、このようなことの締めになる秋には、３週間の安息を

持とうと決めました。そうしたら担任牧師の苦痛と労苦に感謝し

なかった一部の聖徒たちが、担任牧師の休息と憩いにも否定的な

態度を見せ始めました。しかし、私は彼らを配慮しながらも、大

胆に３週間の休息をしようと思いました。その理由は、今年の初

めから主が見せてくださった大きな絵があったからです。

　もちろん私は引退する日まで、この身を粉にしてまで主のた

めに働くことができます。しかし、そのあとはどうなるでしょ

う？　私は休日もなく働けますが、私と共に働いて下さる牧師、

伝道師先生たちはどうなるでしょうか？私が永遠に、この教会

の担任牧師でいるわけではなりません。私が引退した後は、他

の牧師先生がこの教会の担任になるはずです。

　それなのに、聖徒たちはいつも私の話ばかりして、あなたも

そうすべきだと要求するなら、私は、私の時代の立派な牧会者

として覚えられるかもしれないけど、次の世代の牧会者たちに

は悲劇をもたらしたモデルになりかねません。そして、教会に

は貧しくてつらい思いをしている人たちが常にいます。私は彼

らを覚えて仕え、実際的にも助けています。しかし、担任牧師

の人生が、彼らの人生と同じく進行していくわけにはいきませ

ん。そうなったら教会全体が常時悲惨な状態で続くでしょう。

配慮して分け与えると同時に、満喫して離れることができれば、

より素晴らしい未来を期待することができます。

安息が必要な人たち

　その上に、私は今回の安息月を通して、教会の聖徒たちが自

分の教会のことばかりを考えずに、より大きな神の国を見てほ

しいと願いました。私が教会にいない間、ネパールの宣教師先

生が宣教地を紹介して、より大きな神のビジョンを分かち合っ

たことによって、我らの教会がこれからは世界を胸に抱いて、

すべての国々に向かうきっかけを図りました。このことのため

に宣教師の飛行機チケットとビザ手続き費用を個人的に後援し、

私がもらっているのと同じ金額の謝礼で、宣教師先生に仕えま

した。
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でも、私の心から離れている聖徒は一人もいません。休息のた

だ中で、私はいつもよりもっと激しく祈っていて、休暇の時間

が流れる間、より偉大な憩いを見つめます。天地を造られた神

が第七日目に休まれながらも、私たちをより素晴らしい礼拝と

出会いの場に導かれました。熱心に働いていた弟子たちを呼び

集めて「しばらく休むがよい」と言われたイエス様も、彼らの

前に訪れる十字架を見つめさせました (マルコ 6:31)。

　実力もなく乏しい牧師の独り言のような話しを自分の人生と、

自分が仕えている教会と、そして自分を通して叶えられていく

神様のストーリの中に盛り込んで、ゆっくりと黙想してみてく

ださい。単純に忙しい暮らしの中で憩いを求めるわけではなく、

より偉大な神の国のために目的のある休暇を計画して過ごして

みてください。そうすれば、思い浮かぶ重要な真理がひとつ、

必ずあるはずです。それは、私たちはみんなこの世に偉大な目

的を持って休暇を過ごすために来た人たちだということです。

この世の数多い神の人たちと、彼らの教会と尊き共同体を心か

ら祝福します。その皆さんに尊き目的のある休暇がありますよ

うに願います。†

一部の聖徒は、担任牧師がいない時間を親がいない状況にたと

えたりします。しかし士師記によれば、真の指導者 ( 王 ) は士

師ではなく神様であることを強調しているように、その教会の

親も人である牧会者ではなく神様だという事実を知るべきです。

担任牧師の不在が神様の不在ではなりません。担任牧師がいる

時だけ教会が動くのなら、その教会はすでに教会ではありませ

ん。担任牧師は一部分であって、その全体ではないからです。

　それと同時に、いくら立派な担任牧師でも限界があります。

担任牧師自らも休みの時間を通して学ばなければなりませんし、

聖徒たちも担任牧師の限界を超える接触と出会いを見つけるべ

きです。担任牧師より説教がうまいのかうまくないのかの問題

ではなく、担任牧師の視野より広い、神の視野に向かって開い

ているかどうかが重要です。それで、宣教師先生を通して学べ

るより、大きな世界と神のみこころを学んで、私たちの教会が

担任牧師一人を喜ばす教会ではなく、神様に喜ばれる教会にな

ることを願います。

　もちろん今は、このような言葉が感情的なさびしさや、人間

的な比較意識で批判されるかもしれません。しかし、それはよ

り滑らかで自然な流れを作れなかったから起きることで、私が

受けるべき仕打ちです。しかし、後に時間が経って私が引退す

る頃には、カン・サン牧師が教会でだけ認められた牧師なのか

どうか、そうでなければ次の牧会者と、その次の牧会者、さら

に神の国の観点からみても立派な牧会者であったのかどうかは、

時間が経てばわかることでしょう。

　私は今、お盆の連休が始まる安息月の最中に、教会に寄って

このメッセージを書いています。聖徒たちから離れている時間
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キム・イルス
高麗大学名誉教授、法学博士

✿ 我が人生のプラス｜我が人生の最高の贈り物

　教会共同体の危機、あるいは家庭の解体を知らせる兆候は社

会の至る所で、徐々により明確に感知されている。垂直的な秩

序が水平な秩序に転移し、上から下への秩序が下から上の秩序

に倒置されたのは昨日今日のことではない。過去 200 年の間、

西洋社会にて世俗化過程の中、神の主権は王の主権から国民の

主権に、神の前での人間平等は法の前での人間平等に置き換え

られた。神の前にあった罪（Sin）の問題は、国家から社会の前

にある犯罪（Crime）の問題に比重が移され、この問題を問い解

決していた教会の権威は国家の刑事司法機関の手に渡って久し

い。

　このような漸進的な世俗化過程の中で衰退、弱まったことを

一つ挙げれば、それは私たちの胸の中に深く根付いていた感謝

の気持ちだと思う。紛争する教会から共通して現れる典型的な

現象は、神への深い感謝を失ったという事実である。家庭の不

和と解体の危機も潤った園のような家庭の中に、静かに流れる

大事な感謝の題目を失ったことから始まった、と言っても過言

ではないだろう。この感謝不感症は暗鬱な時代に、私たちが注

目すべき兆候に当たる。このような霊的・精神的な状況から立

ち返るには、鈍感になった感謝の心を一新また一新する道しか

すべてのことに感謝する

ないと思う。

　サタンは教会と家庭を壊すために、時には同性婚、差別禁止

法のような巨大なイデオロギー的な制度を、私たちの暮らしの

真ん中に引き込めようと必死になる。一方、微視的には、共同

体のメンバーである一人ひとりの心に、巧みに不平・不満の毒

麦を蒔いて感謝の水の源を断ち切ろうとする。サタンの全方位

的な攻略に立ち向かい、正常かつ健康的な信仰生活と家庭生活

を営むには、感謝を溢れさせる聖霊の戦略の力を借りるしかな

いと思う。

　人格的に非常に弱い人の部類に属する私は、その戦略をかつ

て聖書から見出した。「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。」

（Ⅰテサロニケ 5:16 〜 18）。感謝の月に改めて振り返ってみる

と、不信風潮があふれる世の中で、青年期から 70 歳が過ぎるま

で、至らないが変わらない心で信仰を守り、歩んで来られたのは、

私の意志と決断でできたのではなく、ただ聖霊の助けと神の愛

と主イエス・キリストの恵みによるものである。
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うだった。日常の体験でしたが、主に会う約束の時間を我が魂

の生活の中で抱いて生きることがどれほど嬉しく興奮する事な

のか、改めて実感した。その日地下鉄から降りて光化門キョボ

ビルに向かって階段を一段一段登りながら、その昔ベテルで天

国の門に至るはしごを夢に見たヤコブを思い出した。

　一段ずつ踏みあがるたびに、行く途中に何こともなく約束の

場所に到着するように導かれる主の穏やかな手を感じながら、

「イエス導かれ」という福音聖歌を口ずさむ我が魂の歌を聞くこ

とができた。帰りは清渓川 ( チョンゲチョン ) に沿って歩いた。

澄んだ空と軽やかな川の流れに反射され、輝く秋の日差しが素

晴らしい半日だった。行き交う若者たちの人ごみの中、急ぎ足

で歩くことができるという事だけでも感謝があふれ、御父の恵

みであるという考えに駆られながら、感謝の題目がさつま芋づ

るのように出てきた。すべてのこと何一つも神の恵みでないの

がないと思った。「神の恵みによって、わたしは今日あるを得て

いるのである」と言った使徒パウロの告白に深く共感した。

　たとえ持っているのは多くなくても、遠く、近くにいる人と

偶然道で遭遇する時でさえ、手を握って店に入りそばを食べる

ことができるという事に、主の御前で感謝した。また、たとえ、

山を移すほどの信仰がなくても、常に新しく教室で出会う若者

たちに、キリストの十字架、その愛の中に現れた「キリストの

愛」について話すことができるという事は、またどれほどに感

謝することか。私の一生の旅を終え、愛する我が主に会うとき、

すべてが主の恵みだったと素朴に告白することができる、この

一つの事だけでも、我が魂の生活はどれほど幸せか。すべてが

　その恵に浸り、いつ頃からか、神の御言葉の味がとても奥深

くて甘く、1 日 3 章を読んでいた聖書黙想が朝に新約 5 章、寝

る前に旧約 5 章に増えた。「いつも喜んでいなさい」という聖書

の御言葉が、いつの間にか私には命の御言葉を暗唱し、口ずさ

む連続の時間に体現されている。聖霊の助けにより、毎回 20 分

くらいの早天祈りの時間がある時から 1 時間以上に増え、以前

に気づかなかった祈りの題目が大幅に増えた。「絶えず祈りなさ

い」という聖書の御言葉が、いつの間にか道を歩きながら、ま

たは地下鉄に乗りながらも声には出さずに続く中で体験されて

いるわけだ。

　現役のときは、いつも時間に追われ、適当にしやすい、本当

に惜しい時間が多かったが、引退し静かな小部屋に戻った後に、

新しい生活の世界が私の目の前に繰り広げられるようになった

のだ。神の驚くべき愛とあふれる恵みだと思う。御言葉と祈り

の基礎が堅実になると、以前はそこまで知るも、思いもよらな

かった感謝の題目が川のように、我が魂の生活の中に流れてく

るのを感じる。時にはにわか雨のように降り注ぐ時もあれば、

時には優しく甘い春の雨のように心に染み入るときがある。い

つの間にか「すべての事について、感謝しなさい」という御言

葉が、私の平凡な日常の生活の中ですべての瞬間に鳴り響く感

謝の賛美の中で確証されているわけだ。

　今年のお盆休み（韓国の秋
チュソク

夕）は生まれて初めて、中国瀋陽

で過ごした。節句が過ぎ帰国した直後に、米国シカゴで弁護士

業務をする弟子と光化門 ( カンファムン ) で、久しぶりに昼食

の約束をした。嬉しい出会いの約束を胸に抱き過ごす数日は、

猛暑の中、そよ風のようにさわやかな気分が心の中を満たすよ
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感謝賛美の題目である。

　もちろん、人生の晩年に至るほど、愛する人たちとあれこれ

望んでない理由で別れなければならないことや、あるいは世の

人々の目線から見ると悲劇と言えることに、度々出会えるのだ

ろう。教会の中で、または大小の社会関係の中でもだ。しかし、

人生の終着駅や死の陰の谷が終わりはなく、永遠の魂の春を迎

える新しい出発という大きな期待感の中で、私たちはしばらく

の間は悲しいかも知れないが、失望して完全に崩れることはな

いだろう。苦難さえも、私たちの主の中では圧倒的に耐えるこ

とのできる、忍耐と錬達の過程だという約束の御言葉（ローマ 5：

3〜 5）のゆえに、我らの魂はより落ち着き、将来の希望により、

感謝がより深まるであろう。バラの花を与えられた主に感謝す

るように、バラのとげを与えられた主に感謝することができた

らどれほど祝福された魂だろうか。

　幸せは、人生において神の御前でどれほど多くの感謝の条件

を察し、反応するかに正比例するものだと考える。私たちがイ

エスを知る前にはよく世の中の価値観に基づいて幸せを天秤に

かけがちであった。健康、富貴、栄誉、家庭の和睦等であった。

欲しいものの達成が大きな喜びであり誇りであった。しかし、

イエスを知ってから真の幸福の観点が完全に変わった。私たち

の主であるイエスが聖霊として私たちの中におられるという事

が信じられ、成長して生まれた視点の変化であった。すべての

ことに感謝する門に入り、神にいつも感謝賛美を捧げることに

より、私たちの魂の生活の中で豊かな平安があふれることを願

う心、切実である。†

クォン・ヨセフ
韓国デュナミス協会 宣教師、サムスリョンセンター 諮問チーム

✿ 我が人生のプラス｜我が人生の最高の贈り物

　デ・チョンドク神父の家族と開拓チームが、江原道 ( カンウォ

ンド ) の谷間に設立したイェスウォンは、とりなし祈りの家で

あり、神学の実験室として建てられたが、私の人生に大きな影

響を与えた大切な「出会い」の場所として覚えている。

　宗教的な葛藤が激しい家庭で成長し、キリスト教に対する深

い不信と否定的な偏見を持っていた私は、大学生になるまで教

会とクリスチャンに心を閉ざして暮らしていた。延世大学の英

文学科に入学した後、同じ学科の友達を通じてイエス様を信じ

るようになったが、まだ多くの疑問と戦いながら、不安定な信

仰生活をする中で、1979 年の夏、大学部の修練会で、友達と共

に初めてイェスウォンを訪問した。

　江原道の深い谷間に位置するイェスウォンの独特な雰囲気と、

背の高い西洋人でありながら流暢な韓国語で講義する神父の生

命力のあるメッセージに強い印象を受けた。1980 年に卒業後、

軍隊令状が遅くきたおかげで、友達と再びイェスウォンを訪れ、

5 ヵ月間留まったことが、今日までの長い縁を結ぶきっかけと

なった。

　1980 年の春、苦難週間の聖金曜日にイェスウォンの家族と一

緒に一日断食をしながら、イエスの受難を黙想する時間を持っ

私とイエスウォン、
そしてサムスリョン牧場
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じて、「壊れる」中で学んだことの方がより多かったようだ。

　出席していた（長老）教会では、聖霊論について学んだこと

がなかったので、聖霊の歴史について多くの疑問と警戒心があっ

たが、デ神父の他、複数の講師を通して、聖書に基づいた聖霊論

の講義と共に、多くの方々の証を聞く中で、少しずつ心が開かれ、

野外の祈り場で黙想し、祈る中、聖霊の深い臨在を体験する恵

みがあった。賜物礼拝と毎年の春、秋に行われる聖霊セミナー

を通して、様々な聖霊の働きを体験することになり、聖霊様の

人格と力についてより深く知ることになった。今はベン神父と

一緒に、韓国デュナミス教会（Dunamis Fellowship Korea）に仕

えながら、さまざまな宗派、背景の牧会者や宣教師、平信徒の

働きを対象に講義と働きをしているが、驚くべきことは、多く

の高神背景の牧会者と宣教師が聖霊の深い臨在を体験する中で、

地域と教団の壁を崩して交わり、共に働く様子を見ることだ。

　イェスウォンの教育チーム長として仕えながら、全国の多く

の地域で、また様々な背景で育った兄弟、姉妹たちと一緒に交

わり、アメリカ、イギリス、オーストラリア、日本、台湾など

多くの国から来た宣教師とディアスポラ韓国人に会ったが、そ

の中で最も祝福された出会いは、今の妻に会ったことだ。

　ホン ·ウィバン（ユオディア）姉妹は、韓国 YWAM幹事として、

1985 年、デ神父の英文の事務を助けるために一ヶ月間イェスウォ

ンで生活する時に始めて会ったが、その後、アメリカに出国して

長い間会えなかった。約 14年の歳月が流れた後、カナダのバン

クーバーで行われた「北朝鮮研究学校」に、デ・チョンドク神父

夫妻が講師として行った時に、ヒョン・ゼイン奥様と（イェスウォ

ンと私を知っている）ある方が足の役割をしてくれて、祈りの中

で、主の明らかな確認をいただき、1999 年 10 月にデ神父の司式

た。慣れていない肉体労働とあまりにも多様な背景の兄弟、姉

妹たちと共に生活する中で、心身が疲れ苦しくなっていた時に

（イエスの受難と関連して）、福音書の御言葉と、デ神父の短い

が生命力のあるメッセージと証が、深くて鮮やかな響きで私の

心を揺さぶった。

　特に、宣教師として行きたかった新疆ウイグルと中央アジア

地域が共産化することで宣教の扉が閉まり、自分の召しと合わ

ないアメリカでの牧会を継続しながら、激しい葛藤を経験する

中で、早天礼拝に一人で教会の祭壇で伏して祈る中、主に出会っ

た体験をした時、イエス様が私のために十字架で苦しみを受け、

今も生きておられ、私のすべての苦痛と困難を体恤れるという

事実が、単純な教理ではなく、鮮やかな実在（reality）として

確信された。大学 2 年の時に受け入れの祈りをして、教会に通

い始めたが、1980 年の苦難週間の聖金曜日、その時が、神様と

全人格的にお会いし、体験した時だと信じており、それ以来、

イエス様が「私の主、メシヤである」ことについてのどんな疑

問も消えた。

　軍隊の除隊後、神学校に入る機会が与えられ、一カ月にわたり、

主の御心を知るために祈った時、主は明らかに私をイェスウォ

ンに導かれ、相談中にデ神父が、「兄弟は、ここでの生活を通し

て神学を学ぶことになるだろう。」と確証してくれた。1983 年

から 2010 年までの 27 年間、イェスウォンで生活しながら、毎朝、

詩編、旧約、新約を各一章ずつ読んで、分かち合いながら、帰

納的に聖書を研究することも学び、とりなしと弟子道、聖霊論、

共同体と宣教、ヨベルの年と聖書的な経済定義、創造科学、終

末論など、さまざまなトピックについての講義も聞いたが、労

働と関係の訓練を通して、そして失敗と数多くの試行錯誤を通
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により、イェスウォンで結婚式をすることになった。長い間、韓

国とアメリカの YWAMで幹事として仕えた妻とは、結婚後イェス

ウォンで 11年間一緒に生活し、2001 年に生まれた愛らしい娘の

ダインも小学校 3年生まで、ここで良く成長してくれた。

　結婚生活をしながら、デ神父の人生が、特に家庭の父、夫と

してどのように仕え、責任を負う人生を生きるべきか良い見本

を見せてくださった事実を悟り、どれほど感謝したかわからな

い。デ神父の他にも、様々な成熟した霊的なリーダーたちとイェ

スウォンで一緒に生活していたことを通して、家庭の大切さと

人格的なコミュニケーションと関係の重要性を学ぶようになっ

たことにも深く感謝したい。

　6 年間、アメリカのシアトルにある「アンテオケ宣教訓練院」

で幹事として仕え、異文化の体験とディアスポラ韓国人につい

て多くを学ぶことができた。2017 年に帰国し、今では韓国デュ

ナミス協会の働きと三水嶺 ( サムスリョン ) センター諮問チー

ムに仕えている。サムスリョン牧場は、1970 年代に、デチョン

ドク神父が、イェスウォンのビジョンのために祈る時、約束の

御言葉（詩篇 37 篇）と一緒に与えられた「ビジョンの地」とし

て、アジアと北朝鮮の宣教センターが建てられた所である（サ

ムスリョンと第四番目の川ビジョンについては推進本部長のベ

ン神父がコラムを通じて多く言及したと聞いている）。

　大切な出会いの場であり、とりなしの働きと神学の研究室と

して主に訓練され導かれたイェスウォンで、聖霊の中で、神

様が立ててくださる同役者と協力する中、「サムスリョンと第

四番目の川ビジョン」が、忠実に実現されることを望む。（今

年は一粒の麦としてこの地に埋められたデ・チョンドク神父

（1918.1.19-20028.6）の誕生 100 周となる年でもある）。†

キム・メンフェ
牧師、Red pine 650 An-hung 代表

✿ 我が人生のプラス｜我が人生の最高の贈り物

　私の家は、クンドンという町で有名な金持ちの家庭だった。

熱心な仏教徒で、僧侶の話を法律のように守って暮らしていた。

ベトナム戦争に参加し、ケサン高地の最前線から生きて帰国し

た年、不幸が生じて死ぬことになろうと言われた。29 歳の仏教

徒だった私は、80 ㎏の米 500 袋を寺に捧げ、上庵室まで建てて

熱心に無事を祈った。

　私の人生は、まるでドラマのように不幸の連続であった。中

学受験の当日に母が亡くなると、勉強のできる模範生であった

はずが、次第にレールから外れ始めた。家出をしてキャビネッ

ト工場で働いたり、勉強せずに大学受験をして二度も試験に落

ちた。海兵隊に志願し、従軍してベトナムに行った。そのほか、

酒類を醸造する醸造工場やガソリンスタンドを経営し、三万坪

あまりの農場も作った。周りがうらやむほど安定した生活であっ

たにもかかわらず、百億ウォンの大きな夢を成し遂げるために、

両親と友人の猛反対を押し切ってソウルに上京し、出版社の営

業や建築資材の販売・製造、市場での漢方薬卸売、時計の販売、

法律事務、印刷会社、路上での果物販売、八百屋、小売業、レ

ストラン、不動産業など、ありとあらゆる仕事に手を出した。

　人生の転機を迎えたのは、市場で八百屋の小売を始めた時

海抜 650メートルで
神様に出会う
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ケアカウンセリング学などを勉強して、8 種類の資格を取得し

た。現在に至るまで約 15 年間、代替医療を利用して韓国内教会

を巡回し、管理人（チョンジギ）宣教会を設立して、週 2 回ず

つ癒しと健康相談の奉仕を行ってきた。宣教するにあたって神

学の勉強が必要となったため、長老教神学校で学び、卒業後の

2007 年度に牧師になった。

　その後、これからのことを考えて祈る中で、老人ホームと孤

児院のビジョンをもつ牧師と出会う機会があった。この牧師は

フィリピンで宣教センターを運営した経験があり、「フィリピン

でそのビジョンを展開できる可能性がある」というアドバイス

をくれた。そこで 2 ヵ月間、フィリピンの状況を調べに行き、

その後決心してフィリピンの田舎で働きを開始した。

　フィリピンの現地教会で癒しを始めた時、神様がなさる癒し

の奇跡を数多く体験した。8 年にわたって毎晩鼻血を流してい

た少年が、1 回の治療で鼻血が止まり、また交通事故で 7 年間

車椅子を使っていた 28 歳の若者が、1 ヵ月の治療ののちに歩き

始めたのだ。 麻薬の類の薬草を服用しないと頭痛が止まらず眠

れなかった老人が、3 回の治療後に薬の服用をやめ、また衝撃

を受けると異常行動を見せる娘が正常になった。

　膝の痛み、腰痛、胃腸病などの治療をとおして、教会が約 200%

成長した。神様からもらった慰めと喜びで、大変だった1年もあっ

という間に過ぎた。その後 11年間、フィリピン、タイ、中国の

田舎で治癒の働きを続け、特に中国では太極拳を学んで、世界選

手権大会外国人部門で金メダル 2個 (太極圏、刀 )と銀メダル 1

個 (剣 )を獲得した。また神様の恵みにより、2017 年には「韓国

を輝かせた誇り高き韓国人大賞」「海外宣教治療大賞」を贈られた。

　海外の奥地で約 11 年にわたって治癒の働き手を務めたのち、

だった。さまざまなビジネスに挑戦したが、うまくいった矢先

にジェットコースターがすべり落ちるように破綻する、という

サイクルの繰り返しだった。家族の世話にならず、「自分の力で

自己成功したい」という思いで始めたビジネスだった。しかし、

右も左も知らない素人であったため、当時は果物と野菜を売っ

ても、不思議なことに完売してもいつも損をしていた。近くで

商売する友人に相談すると、「測る時、少しごまかしなさい」と

いう助言を得た。気前よくおまけをして売るから利益が何も残

らないのだ。一日の商売が終わると、家の近くの屋台で毎日の

ように酒をのみ、苦しい体と心を癒した。ある日、「仏様も結局

人間だから、人間の問題を解決するのは難しい」ということを

悟り、近くの教会に行って、そこにいた人に話しかけた。

　翌週、一人で教会に行った。これが信仰生活の始まりである。

6 ヵ月後には早天礼拝を始め、13 坪のマンションのベランダに

スタイロフォームを敷き、壁を建てて祈祷室にした。ある時は

酒を飲んだ後に、「神様、お酒飲んですみません」と祈ったりも

した。 酒とタバコを止めるために行ったオサンリの祈祷院で、

ついに私は聖霊洗礼を受けて変化した。

宣教活動の始まり

　1987 年から神様の恵みに感謝して、自立できていない教会の

支援とコンサルティングなどで国内宣教を開始した。1994 年か

らは海外宣教で中国の吉林省の延吉、図們市、琿春市などに赴き、

そこで不足している宣教師の役割を果たした。

　中国宣教を進める中で、並行して、将来の自立を期すための

老人ホームや孤児院に必要な針・灸・マッサージなどの代替医

療、カイロプラクティック、福利厚生に関するコンサルティング、
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神様は私を無事帰国させてくださった。韓国に戻ると、残りの

人生をかけて行うべき新しい働きに出会えた。

　十数年間祈りを捧げてヒーリングセンターの敷地を探し続け

ていたのだが、神様の恵みにより、全く面識もなかった信仰の

兄弟から購入できることになったのである。場所は江原道横城

郡安興面 (カンウォンド・フェンソングン・アンフンミョン )で、

健康上最適の場所であった。

　霊的な救いの場所として、ここに天国のテーマタウン ( 聖殿

およびゲストルーム、心神自然治癒院、健康と幸福の村、休養

地、ペンション、休養病院、漢方病院、有機野菜農場 ) を造成

する計画だ。 「レッドパイン 650 安興」　Red pine 650 An-hung

という名前で、聖書通読と QT 専門教会および元老牧師と宣教師

のためのゲストハウスを建築する。天国のようにすばらしい環

境の中で約 24 年の癒し ( 代替医療 ) 経験のスキル ( 食事改善、

運動療法、太極拳、自家治療など ) により、心身ともに疲れ果

てた霊魂を回復させるための、救いの箱舟になることを祈る。

　「レッドパイン 650 安興」は、名前の通り害虫がなかなか発生

しにくく、健康に非常に良いフィトンチッド Phytoncide が豊富

な78万坪(約257万8,512m)の広大なアカマツ群生地で、高血圧、

糖尿などの成人病とストレスによる不眠症、頭痛、心筋梗塞な

どの治療に適した、韓国ではなかなか見つからないきれいな地

域だ。　第一次工事では「心身自然治癒院」を建築し、恵みの

中で竣工　に至った。これは私個人の祝福ではなく神様の栄光

のためのチャンスだと考えて、韓国初の天国のテーマタウン建

設のために、専門家とともにヒーリングセンターを立ち上げる

「信仰の兄弟姉妹」を募集している。今日も、神様の栄光のため

に生きることを早天礼拝で誓っている。†

　聖書の章と節は、聖書が記録された時には無かった。さらには、

単語と単語の間の間隔も、髪の毛よりも離れないようにして記

録されていた。それは後に、誰かによって文字が付け加わる危

険性があったからだ。聖書の章と節は、中世の時から徐々に分

けられるようになった。最初はテルトゥリアンによって新約聖

書の一部分が分けられ、その後に福音書が分けられたという。

本来聖書は、会衆の前で朗読する、イスラエルの古くからの習

慣から始まった。例えば、エズラがエルサレムの水の門の前の

広場でモーセの律法の書を朗読した、あの出来事である（ネヘ

ミヤ 8:1 ～ 8）。まず、ヘブル語でできた律法を朗読した後、当

時の日常語であるアラム語に通訳されていたため、その時に切っ

て読んでいた習慣が、章と節に分けられるきっかけとなったの

である。

　キリスト教における四福音書を分離する体系が、13 世紀に

は「章」に、16 世紀には「節」に分けた。より具体的に言えば、

1204（5）年に出たラテン語訳の旧約聖書（Vulgate）から始まっ

たのである。当時、カンタベリーの大主教であるステファン・

ラントンが、聖書欄に章を区分したことから始まったという。16

世紀に入り、印刷業者兼学者であったロベール・エティエンヌが、

✿ これが知りたい｜シン・ソンジョン 牧師、＜クリスチャン文学の木＞ 編集者

聖書の章と節はいつ、
だれによってできたのか？
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✿ 企画｜男女の区分が消え去っている

男性と女性だけで、
第三の性はない

　同性愛の拡散が、神が人間を創造される際に明確に区分してお

かれた男女の境界を崩壊しています。男性と男性の性的な結合に

より、片方の男性が女性の役割をするようになり、女性と女性の

性的な結合により、片方の女性が男性の役割をするようになり

ます。こういう関係においては、「産めよ、増えよ、地に満ちよ」

という御言葉も余計物になります。同性同士の性的結合によって

は、二世が誕生できないからです。額面通り、同性同士の結合が

大勢となれば、人類は絶滅するようになるでしょう。

 　問題は、このような深刻な同性愛が、法律によって保障され

ることが発生しているということです。名称上同性愛擁護法や

同性愛支持法という用語は使いません。差別禁止法という、もっ

ともらしい名称を使います。ですが、その中に性的志向という

部分が加われば、同性愛の擁護法に変わるのです。韓国の場合、

2017 年、2013 年、2010 年と、継続して差別禁止法を通過させ

ようとする計略があり、今も継続されています。

　普通、差別禁止法が通過されると、その後は同性愛の結婚が

アン・ヒファン 牧師、
イエス・ヴィジョン教会、キリスト教シンクタンク代表

章の番号だけでなく節の番号まで統一された体系があれば、非

常に有用であろうと悟り、節までも作り使用したのである。そ

れで 1551 年、ジュネーブで出版された新約聖書で、章と節を区

分した。そして 1553 年、今のものとほぼ同一の章と節でできた

聖書辞書（フランス語版）が、最初に発刊された。韓国の聖書

の章と節は、ヴルガータ（Vulgata、カトリックのラテン語聖書）

に準じたものなのである。

　この章と節の区分について、聖書を多くの区分によって切り

離されたがゆえに、御言葉が別のもののようになってしまった

という非難もないわけではないが、多くの印刷業者がこの体系

を受け入れ、今日に至ったのである。章と節の区分には二つの

理由があった。第一に、聖書勉強に有用である。第二に、特定

聖句がどこにあるか、すぐに見出せる便利さがある。

　そして、章と節を作る際、アラビア数字（0、1、2、3、4、5、

6、7、8、9）は、どこからきたのだろうか？ いまだに、このア

ラビア数字を誰が作ったか、誰も知らない。ただ、この数字は、

7 世紀頃インドで使われていたという。文字の形は、4 と 5 が若

干違う形に変形された。それをアラブ人商人たちが使用してい

たので、私たちが「アラビア数字」と呼んでいるのである。†
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通過されるようになったりします。男性と女性の結合ではな

く、同性同士の結合が正式に夫婦として公式認定されることで

す。さらには、子どもの教科書からも、父と母の概念ではなく、

親 1 と親 2 の概念に変わるようになります。同性愛夫婦家庭に

子どもたちを養子に出すことも可能になります。そういう場合、

養子に出された子どもたちの性アイデンティティにも問題が生

じることは、火を見るように明らかです。

　たとえば、男性と男性が親である家に女の子が養女に入れば、

その子は二人の男性の中、誰を通じて女性としての性アイデン

ティティを学ぶことができるでしょうか？ 逆の場合も同様で

す。女性と女性が親である家に男の子が養子として入った場合、

その子は二人の女性の中、誰を通じて性アイデンティティを学

べるでしょうか？ 大人たちが作り出した法が、何の決定権もな

い子どもたちの人生と未来を台無しにしてしまうでしょう。

　問題は、こういう深刻な結果を招くことになるにもかかわら

ず、同性愛が正常であるかのように、そして望ましいことであ

るかのように、社会的雰囲気を作っていっていることが、今の

現実だという点です。韓国の場合でも、西欧に真似て同性愛者

たちの祝祭が、ケア・フェスティバルという名で開かれています。

その範囲も広範囲になりました。言論では、友好的にケア祝祭

を報道し、反対する人々をホモフォビア（Homophobia、同性愛

恐怖、同性愛嫌悪）に追い込んでいます。

　NAVER( ネイバー ) などの記事コメントをモニタリングしてみ

ると、まだ国民の多数の感情は、ケア祝祭に対して反感を持つ

流れが大きいです。しかし、言論を通じて、政治権を通じて、

各種メディアやインターネットを通じて、同性愛に対して好意

的な流れを作ろうとしている状況です。なので、いつ国民の感

情が変わるかわかりません。国民的世論が、まだケア祝祭など

に否定的であるうちに、十分な制度的装置を設けておく必要が

あります。

より深刻になり得る問題

　そうしなければ、わが国もやはり、他の国の前轍を踏めば踏

むほど、より深刻な状況に突き進むでしょう。例えば、オラン

ダの場合、法廷で女性でも男性でもない『第三の性』を、出生

記録簿に載せられるという判決が下されました。ある人が、自

身は男性にも適合しないし、女性にも適合しないので、『第三の

性』として記録してほしいと要請する訴訟を提起し、法廷はそ

の要請を受け入れました。

　訴訟を提起した人は、本来 1961 年出生当時、彼の両親が出生

記録簿に男性として記録しました。後に彼は、性転換手術によっ

て女性に転換し、書類上の性別も女性に変わりました。そうし

て再び男性でも女性でもない『第三の性』になりたいと申し出

て訴訟を提起し、『第三の性』になりました。ひとりの人によっ

て『第三の性』が生まれるとは、実に驚きです。

　アメリカはまだ全体的に実行されてはいないが、性別欄に男

女ではなく、中性の表記が可能な州があります。オレゴン州です。

確かに生物学的に男性、あるいは女性であるが、自分で男性や

女性に属したくない場合、中性として表記することが許された

のです。初めに同性愛合法化がアメリカの幾つかの州で始まり、

アメリカ全域に広がったことを勘案するなら、中性を求める流

れが広がっていく可能性も十分あります。
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　トランスジェンダーの場合でもそれなのに、もし男性が自分

は女性だと言って、女子脱衣室に入ったり、女子トイレを使用

したり、甚だしくは女子浴室に入って行こうとしたら、深刻な

結果を招きかねません。しかも法的に男性であるのに、性自己

決定権により女性だと認定されたのであれば、上記の行動を防

ぐ法的根拠さえもなくなってしまいます。だからといって入れ

なかった場合、むしろそれが違法になってしまうのです。

　前述した例えからわかるように、神が創造なさった男性と女

性の概念が凄絶に崩壊していく時代です。こういう時こそ、キ

リスト者であるなら、聖書的原理の上に根を深く降ろさなけれ

ばなりませんが、この部分もやはり、危険信号を発しています。

牧師のはずなのに、神が創造なさった男性と女性の概念を破壊

し、誤った主張をしたりするからです。

誤った道に入った牧師と学者たちもおり

　代表的な場合がＡ牧師です。Ａ牧師は、神は人間に男性と女性

だけではなく、多様な性アイデンティティを植え付けられたと述

べます。ソドムとゴモラが裁かれたのは、同性愛が原因ではない、

だから同性愛を罪悪視するのは理性愛中心の社会的産物だと主張

します。Ａ牧師は、クィア・フェスティバルの祭も積極的に加担

し、礼拝を行なう空間の上段には、「虹イエス」という文句が大

きく書かれており、その中で聖餐式までも行ないました。

　デート・ジェニンス教授が訪韓した際、彼が講義しながら聖

書を解釈する内容は、驚愕するほどです。ダビデとヨナダン、

ルツとナオミ、百人隊長と少年奴隷が互いに愛し合う仲だとい

うのです。「これより敬虔になることはできない」と聖書の他の

愛と同様、美しく崇高な愛の姿として同性愛を扱っているのだ

性自己決定権

　衝撃的な問題は他にもあります。いわば、性自己決定権とい

うものです。生物学的に男性が、自ら男性ではなく女性だと感

じたとき、その人は女性になれる権利があるというのが、『性自

己決定権』です。これは女性の場合も同じです。生物学的に女

性であるのに、女性自らが自身を女性でもなく男性でもないと

感じたとき、男性になれる権利を有しています。

 　男性として女性の役割をする同性愛者や、性転換手術によっ

てトランスジェンダーになることに終わらず、女性としての性

を持ちたいということなので、きわめて危険な発想です。アメ

リカの場合、トランプ氏が大統領になってから、「トランスジェ

ンダー収監マニュアル」を改訂しました。それはオバマ前大統

領の政策を覆した決定です。

　オバマ前大統領の時は、生物学的には男性だとしても女性とし

て性転換した場合、彼らが女性収監者たちと一緒に収容するよう

にし、トイレも一緒に使用するようにしました。しかし、トラン

プ大統領はその政策を変え、トランスジェンダーたちが女性収監

者と別途の収容施設で収監生活をおくるようにしました。

　NYT（ニューヨーク・タイム）は、トランプ行政部が性少数者

（LGBT）に対する広範囲な既存政策後退を進行していると、批判

的な報道をしていますが、それにはそう報道するだけの理由が

あります。実際に、テキサス州刑務所に収監されていた女性収

監者たちが訴訟を提起しました。トランスジェンダーと一緒に

収監生活をすることに対し、女性収監者たちが脅威を感じたか

らです。性転換手術をしたとしても、トランスジェンダーの身

体は男性の構造であり、最初から女性である人たちと、力にお

いては差異があるからです。
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というのです。

　世間はどうであれ、時代がどうであれ、人々の反応がどうで

あれ、キリスト者であるなら、絶対的な神の御言葉の上に堅く

立たなければなりません。神が美しく創造されたものを、サタ

ンが破壊したように、神が美しく創造された男性と女性もやは

り、サタンが大胆に破壊している時代です。神の創造秩序を破

壊することによって、人間を堕落へと追い込み、滅びゆく自身

の道連れにして人々を滅亡させようとする、サタンの巧妙な計

略です。

　聖書のメッセージは、単純かつ明確です。神は男性と女性と

して人間を創造されました。

「第三の性」はありません。一度創造された性は変えるものでは

ありません。それ自体が美しく尊いものであり、人の幸福のた

めに与えられたものです。それを正しく使用するとき、健全な

家庭が築かれ、次の世代を出産してこそ人類が存続されていく

のです。それが健全な社会と国家の基礎であり、この世を美し

く創り上げていく基礎となるのです。少なくとも、キリスト者

である私たちだけでも、正しい生き方を維持していかなければ

ならないのです。†

羊の衣を着た狼に気をつけよ！

　偽預言者に気をつけなさい。――｢ にせ預言者を警戒せよ。

彼らは、羊の衣を着てあなたがたのところに来るが、その内側

は強欲なおおかみである。｣（マタイ 7:15）

　神様が私にイギリスへ行って、歩きながらとりなしの祈りを

しなさいと仰せられた。私はその召しに即座に従順することが

できなかった。今やまさに、よちよち歩きを始めたばかりの二

人の娘と、未だお乳を吸っている末娘ヘンクを妻に任せて家を

出ることはできなかったからである。 

  私は主に長い間、切に訴えた。『主よ！私は子供が多いのです。

まだ幼い子もいます。私の腕に巻き付いて、落ちるのを嫌がる

ヘンリー・グルーバー牧師の

主と歩く
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と言われ、門が開けるであろうと言ってくださった。キリスト

教放送局から連絡が来て、私は神様が与えてくださった預言者

的な言葉を伝える時、人々が大きな関心を見せた。その放送プ

ログラムは、その年にアメリカで一番早く成長したキリスト教

プログラムであった。 

　人々は、私がいつそのようなことが起きるのだろうか尋ねた。

聖霊様は私に人々が ｢ 平安だ。平安だ。｣ と警戒態勢を解いて、

軍縮をする時であると言われた。北朝鮮と中国、ロシアが共助

するであろうという言葉を与えた。その当時では北朝鮮が核兵

器を所有してもいない時であった。 

　聖霊はアメリカが神様に仕えない時、そのようなことが起き

であろうし、アメリカは神様無しで戦争をするようになるが、

逃れの城をくださり保護受ける者たちがいるであろうと言われ

た。奇襲攻撃を受けたアメリカは、初めには敵に押されるであ

ろうが、大小の激戦の末に、結局は勝利するであろうという言

葉も与えてくださった。私は政治に関心のある人ではなかった

が、そのビジョンを見た後、ロシアと共産主義、社会主義に対

する驚愕心をもって見守ってきた。

クリスチャン達が目覚めなければ

　2010 年国防部次官を務めた三ツ星将軍、ボーイキン－現在は

按手を受けた牧会者－が、アメリカの共産化に対して次のよう

に警告した。

　『私たちはマルクス主義と社会主義に対し、多くのことを聞い

ています。特に言論はアメリカが社会主義国家として方向転換

をしている途中ではないと言いながら、私たちへ社会主義に対

する（警告）発言の水位を低くしなければならないと言ってい

子供たちです。私はそんな子供たちすべてを車に乗せて、アメ

リカ全域を回りながらとりなしをしてきました。困難な時がた

くさんありました。私はアメリカでする仕事も多いのです。子

もなく、することもない人たちもたくさんいますので、彼らを

送ってくださればよいのですが。』

　主は短く答えられた。「わたしは彼らを呼ばずに、あなたを呼

んだ。」イギリスに向かう飛行機の窓の外から、双子の娘が小さ

な手を左右に振るのを見る時、涙が出るのをこらえきれなかっ

た。父を必要とする時、横にいてあげることのできない時が多

かった。主がいつも家族の世話をして、守ってくださったが、

私や子供たちや、共に多くの時間を送れなかったことに対する

悔しさがあった。 

　イギリスの秋はいつも雨が降っていた。肌寒い気候の中、雨

に濡れた服はカミソリの刃のように鋭く肉を刻むように皮膚に

当った。傘を一本開いてさし、イギリスを歩きながらとりなし

をする時、通り過ぎる人たちの心の中の声が聞こえ始めた。彼

らは寂しく苦痛に満ちていた。彼らの魂の声を聞きながらとり

なしをした。 

　1986 年 12 月 15 日にそのように聖霊の導きを受けてとりなし

た中、ウェールズ東部のケナボン城のイーグルタワーを通り過

ぎる時、神様が超自然的なビジョンを見せてくださった。アメ

リカ本土が核攻撃を受けるのが見えた。アラスカの方で敵たち

がやって来た。私は彼らの着ている服と武器をはっきりと見る

ことができた。専門家たちは彼らに対する私の説明を聞いてロ

シア軍隊と彼らが使用する武器だと確証してくれた。そのよう

な武器は、一般人たちは考えることもできないものであった。 

　アメリカに入った後、聖霊様が私の見たものを知らせなさい
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ます。しかし、現実は違います。私はデルタフォースとグリン

ベレーを指揮し、マルクスの国家征服勢力に対して、研究しま

した。共産党がひとつの国を征服する前に、まず初めにする前

哨作業がアメリカですでに全部行われました。

　初めに、共産化の過程の中には、最初に重要産業を緊急金融

救済という名で、国有化させます。（2008 年、金融危機の後に

アメリカは、霊的完化という名で、莫大な量のドル紙幣を刷り、

金融危機で破産した自動車会社などの緊急救済を行った。その

結果、重要な産業体が国家、また労働組合所有となった。）

　二番目に、その富を再分配します。（アメリカ産業の 5 分の 1

に達する医療体系を国有化させ、富を再分配しようとした。オ

バマケア担当者は、オバマケアが富の再分配という事実を認め

た。）

　三番目に、反対派の信頼を落とします。（アメリカの国土安全

部は、アメリカ全域の法執行機関を巡りながら、アメリカの未

来を脅威する者たちは、右翼キリスト教団体、妊娠中絶反対団

体、未修正憲法 2 条支持者、参戦勇士たちだと規定した。国土

安全部は、イスラム・テロリストたちが、アメリカの未来を脅

威するのでなく、誠実なクリスチャンたち、愛国者である参戦

勇士たちが脅威すると言った。オバマのアメリカ共産化という

目的達成を反対する勢力は、ムスリム・テロリストたちでなく、

誠実なクリスチャン、参戦勇士であるという事実を反証するで

あろう。）

　四番目に、言論検閲である。アメリカの言論は左派であり、

すでにオバマ行政府がすることに同調しているため、オバマは

主流言論を検閲しません。しかし、最近には憎悪犯罪 ( ヘクト

クライム ) 防止法を通過させたが、これは牧会者を対象にした

ものである。この法は、牧会者たちが講壇から同性結婚反対や、

イスラム反対のような、説教ができないようにするためのもの

として、カール・マルクスモデルに従うものなのです。 

　五番目に、共産主義者たちは、国家を掌握する時、いつも国

民が所持している武器を国家所有とします。（オバマ大統領は、

UN 協約を通して、UN がアメリカ人の銃器売買を統制しようとし

てとした。） 

　最後に、一般国民を統制する部隊を作りました。マルクス主

義の共産化モデルの一部として、ベネズエラとキューバ、中国

の毛沢東とソ連が、共産独裁をする前に、警察を軍隊水準へ強

化させました。オバマ大統領は、大統領選挙期間中、アメリカ

軍の数ほど大きく、アメリカ軍ほど強力に武装した国家民間保

安軍を建設すると言いました。』 

　アメリカの左派言論は、アメリカ軍が共産主義、社会主義化

し、それに向っていないと話す。そうであれば、どうしてボニー・

サンダースのような社会主義者が、ほぼ大統領になりかかり、

アメリカの若者たちは、多数が社会主義に好感を表すようにな

るのか？西洋では、現在漸進的社会主義という名で社会主義、

共産主義者たちが選挙という合法的な過程を通して権力をつか

み、共産主義化として行く道を開く。共産主義の人気が落ちれば、

社会主義として、社会主義を人々が嫌いなら進歩左派という名

をもって付け人々を幻惑させるが、ボーイキンのような専門家

たちは、彼らが結局「すべて同じ羊の衣を着ている者だ」と言う。

彼らがどんな名前で自分たちを呼ぼうが、キリスト教に積極的

に敵対するので、偽キリストである。 

  ボーイキン将軍の話のように、共産化の完成段階があり、共
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産化のため基盤を完成していく段階がある。全世界は、再び熾

烈な共産主義と戦争中である。全世界でクリスチャンたちがこ

のような戦闘を行っている。 共産主義者たちは、世界社会主義

国家建設という目的を絶対に放棄しない。ロシアと中国、北朝

鮮も絶対に放棄しないだろうし、一番深い所では互いを理念的

な兄弟として支持するであろう。 

　アメリカがこれらの共産主義国家たちの核攻撃を受けること

があり得るが、それが神様の一番喜ばれる御心であるとは思え

ない。未来であっても、悔い改めて立ち返るなら防ぎ止めるこ

ともできると信じている。†


