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一年の終りに立って

毎年 12 月になると、カレンダーにはもうめくるページがなく「こ
の一年も整理しなければならない時になったのだな」と思うようにな
ります。 1 年間にあった幸せだった記憶、惜しかった経験、感謝する
こと、申し訳なかった瞬間を一つ一つ振り返りながら、考えや感情を
整理すると、今年も神様が共にいてくださり、締めくくることができ
たと気付かされます。

2018 年 10 月 22 日、この時代の霊的な巨匠の一人、ユージン・ピー
ターソン牧師が天に召されました。彼は「牧会者の牧会者」というニッ
クネームを得るほど、後輩牧会者たちが使命に喜び献身できるように
と、文章と説教を通してたくさんの助けを行いました。また、人々に
尊敬されるような清廉と節制の人生を生きました。

多くの人が彼の死を惜しんで、彼の人生への追悼の言葉を残しまし
た。しかし、誰の、どのような言葉よりユージン・ピーターソン牧師本
人の遺言である一言が、彼の人生を最も上手く示している言葉だと思い
ました。「Let’s go（一緒に行きましょう） 」彼は召される直前、数回の
微笑みを見せ、この言葉を残してこの世を去りました。自分が何を成し
遂げたと自慢することも、何が足りなかったと後悔することもなく、人
生の最後の瞬間から再び新たなスタートを意味する一言でした。

私たちの人生もこのようであればと思います。 一年間生きていれば
一年の最後である 12 月を迎えるように、人生を生きていれば人生の最
後である死の瞬間が訪れます。しかし、私たちの人生が終わりに向かっ
て進むのではなく、ユージン・ピーターソン牧師が告白したように、
新たなスタートに向けて進むという事実を忘れてはなりません。

一年の終わりに立って過ぎ去ったことを感謝し、整理することだけ
でなく、聖霊と共に新たな出発を準備することができる私たちになる
ことを願います。

「兄弟たちよ。わたしはすでに捕えたとは思っていない。ただこの
一事を努めている。すなわち、後のものを忘れ、前のものに向かって
からだを伸ばしつつ、目標を目ざして走り、キリスト・イエスにおい
て上に召して下さる神の賞与を得ようと努めているのである。」（ピリ
ピ 3：13 〜 14 ）†

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

ために、何の罪もなくキズもないのに、十字架を負われました。

イエス様の降臨が羊飼いたちに伝えられた二番目の理由は、イ

エス様はその時から、羊飼いが羊を導くように、私たちを永遠

に導かれるという意味を伝えるためです。

　「門からはいる者は、羊の羊飼である。門番は彼のために門を

開き、羊は彼の声を聞く。そして彼は自分の羊の名をよんで連

れ出す。自分の羊をみな出してしまうと、彼は羊の先頭に立っ

て行く。羊はその声を知っているので、彼について行くのであ

る。」（ヨハネ 10:2-4）

　この御言葉を見ると、イエス様は羊群れをまとめて呼んで導

いて下さると仰いませんでした。羊の個々の名前を呼んで、導

いて下さると言われました。主は私たちの名前を一人ひとり覚

え及びになり、それぞれの立場に合わせて導いて下さいます。

　三番目、羊飼いは羊を飼うことを現すためです。聖書には「主

はわたしの牧者であって、わたしには乏しいことがない。主は

わたしを緑の牧場に伏させ、いこいのみぎわに伴われる。」と記

されています。

　牧者は羊と一緒にいたり導いたりして、ただ歩き回るだけでは

何の意味がありません。必ず羊を飼う目的がなればなりません。

それはまさに「命を得るためですが、もっと豊かに得るため」で

す。これが、先に羊飼いに聖誕の知らせが伝わった理由です。†

羊飼いに伝えられた
聖誕の知らせ

ヨンサンコラム

　イエス・キリストのお誕生の喜びの知らせが、博士や祭司長、

或いは権力のあるユダヤ総督に先に伝わらずに、羊を飼ってい

た羊飼いに伝えられた訳は何でしょうか。

　一番目、イエス・キリストはまさに私たちの大牧者であるか

らです。聖誕以降今日まで、私たちはイエス・キリストがこの

世に羊飼いとして降臨されたという事実を証しています。ナザ

レのイエスは私たちのよい羊飼いです。「わたしはよい羊飼であ

る。よい羊飼は、羊のために命を捨てる。」（ヨハネ 10:11）

　イエス様の誕生の知らせが伝えられた時、羊飼いたちは夜中

にもかかわらず、羊の間で羊たちを守っていました。羊飼いは

どんなことがあっても羊から離れません。このように私たちの

真の羊飼いとして来られたイエス・キリストは、私たちから離

れずに守って下さいます。

　それだけでなく、よい羊飼いであるイエス様は、罪を犯し、

不義で、醜悪で、呪いを受けて悪魔に略奪される私たちを救う
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会 

　「こういうわけで、わたしたちは、このような多くの証人に雲

のように囲まれているのであるから、いっさいの重荷と、から

みつく罪とをかなぐり捨てて、わたしたちの参加すべき競走を、

耐え忍んで走りぬこうではないか。信仰の導き手であり、また

その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、

自分の前におかれている喜びのゆえに、恥をもいとわないで十

字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。」

　信仰生活は、多くの障害物を乗り越えて行く競技に似ていま

す。どうすれば走り抜くことができるのでしょうか。

　第一に、神様の絶対的主権を認め、体験しなければなりません。

神様は唯一無二なるお方であり、創造主かつ主権者です。すべ

ては神の摂理の中で働いていることを認めるのです。天地万物

を創造された時も、今のこのひと時もすべて神様がご自身の計

画に従って治めておられるということです。「だれが、主の霊

を導き、その相談役となって主を教えたか。主はだれと相談し

て悟りを得たか。だれが主に公義の道を教え、知識を教え、悟

りの道を示したか」（イザヤ 40:1 ～ 2）。その絶対主権者であら

れる神様に対し、私たちがなすべきこと、できることは『礼拝』

しかありません。なぜなら、私たちを罪や病、呪いや死から助

耐え忍んで走り抜こう
――へブル人への手紙 12 章 1～ 2節――

神様から賜った胆力があれば、紅海を

真っ二つに割ることができます。その

ために、恐れと小心を捨てるのです。

け出すことができるのは、神様以外におられないからです。「わ

たしは彼を見たとき、その足もとに倒れて死人のようになった。

すると、彼は右手をわたしの上において言った、『恐れるな。わ

たしは初めであり、終りであり』」（黙示録 1:17）。「わたしは、

アルパでありオメガである」（黙示録 21:6）。真の礼拝を捧げる

ためには、自我が砕かれなければなりません。神様の主権の前

に全面降伏するのです。自我を砕くのに、アブラハムは 25 年間、

ヤコブは 20 年間、モーセは 40 年間の歳月を必要としました。

そして、自我が砕かれた時、アブラハムはイサクを得、ヤコブ

は故郷に還り、モーセは出エジプトを成し遂げたのです。

　第二に、神様の御旨を悟らなければなりません。一般的な御

旨は、御言葉を読み、学ぶことにより知ることができます。自

身に対する特別な御旨は、祈りを通して聖霊様に委ねることに

より、悟ることが可能です。「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」（ローマ 8:14）。聖霊様により頼

めば、熱い願いと勇気と喜びが湧き上がります。御旨を悟った

としても、直ちに動かずに、神様の平安が溢れ出るまで、祈っ

て待たなければなりません。モーセは、神様の計画よりも 40 年

早く同胞を救おうとして動きましたが、結果は国外追放でした。
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✿ 特集｜一年を赦しと和解で締めくくろう　ファン・ウォンジュン 院長

　心の中の深い所に存在する抑圧された憤り、怒り、憎しみを

解決できないのは、赦せない心からくる結果である。25 才男性

は軍入隊を控え、二回にわたり身体検査を任意で不参加した。

今度３次身体検査にも参加しなければ、不利になることは目に

見えていると言って、診療所を訪ねてきた。彼は、言葉も喋れ

ない幼児期に、父から虐待され、暴力を受け続けてきた。青少

年期にも学校に適応できず、中途退学した。

　彼は、「おい、こっちに来い」「お前はあっちに行ってろ」――

誰かのこういう言葉を聞くと、自分が無視されていると受けとめ

てしまう。その瞬間理性を失い、その人を殺さなければ、という

とんでもない考えが入ってくる。凶器を使ってあの人を殺すのが

一番早いと考えながらも、そういう計画的な考えより瞬間的な感

情が先立って突発行動を起こすようになり、首を絞めた瞬間、正

気に戻る。素早く手を下ろしては、自分が何をしたかも分からな

いと言う。こうして殺人を犯すのだろうか、という思いに憤怒感

を抑えられなくなる。間もなく行われる身体検査に行っても、そ

こで自分を無視する言葉を聞くと、瞬間的に変わるかもしれない

自分が怖いという。

己の計画に神様を巻き込むのではなく、神様の私たちに対する

計画に従うことが重要なのです。

　第三に、恐れは大きな障害物であることを知らなければなり

ません。恐れを持った瞬間から、その波長に合わせて暮らしが

破綻します。「恐れてはならない、わたしはあなたと共にいる。

驚いてはならない、わたしはあなたの神である。わたしはあな

たを強くし、あなたを助け、わが勝利の右の手をもって、あな

たをささえる」（イザヤ 41:10）。「だから、あなたがたは自分の

持っている確信を放棄してはいけない。その確信には大きな報

いが伴っているのである。神の御旨を行って約束のものを受け

るため、あなたがたに必要なのは、忍耐である」（へブル 10:35

～ 36）。初代教会の使徒たちの祈りを見てみましょう。「主よ、

いま、彼らの脅迫に目をとめ、僕たちに、思い切って大胆に御

言葉を語らせて下さい。そしてみ手を伸ばしていやしをなし、

聖なる僕イエスの名によって、しるしと奇跡とを行わせて下さ

い」（使徒 4:29 ～ 30）。神様から賜った胆力があれば、紅海を

真っ二つに割ることができます。そのために、恐れと小心を捨

てるのです。ダビデは、神の御旨を知り、大胆さを得たからこそ、

ゴリアテに向かい、打ち勝つことができたのです。

　私たちも切にこの大胆さを求めなければなりません。主の絶

対的主権を認め、自我を打ち砕き、すべてを委ねることができ

る皆さんでありますように。御旨を知り、聖霊様に委ね、神の

時を待つことができますように。大胆な信仰で恐れという障害

物を取り除き、走り抜くことができますように、主の御名によっ

て祝福いたします。†
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　人間は一人では生きていけず、誰かと共に生きていかなけれ

ばならない。そのために、対人関係は重要な要因となる。他人

との対人関係において、葛藤が生じるのは当然のことである。

対人関係のストレスから、憤怒、怒り、恐れ、不安、憂鬱など

の否定的な感情を経験するようになる。1980 年代から心理学分

野においては、このような対人関係の葛藤から誘発された精神

的傷や苦痛を癒し回復する過程において、赦しの概念が台頭し

てきた。「赦し」とは、心理的、身体的、物質的被害を負った時、

加害者に対する否定的な思考、感情、行動などを、意識的に中

立かつ肯定的な方向へと変化させる過程であると見られる。

加害者は「赦しを求め」、被害者は「赦す」

　赦しは、気質的赦しと特殊状況的赦しに分けて見ることができ

る。気質的赦しとは、時間と状況に関係なく現れる、一貫的な赦

しの性向である。特殊状況的赦しは、特定状況、ないしは特定対

象を赦すための動機の変化や認知、情緒、行動上の変化をいう。

赦しには、自身の心に傷を与えた人に対する憤怒や報復欲求をお

ろし、寛大に接せられる強みがある。これは肯定的な特性を持っ

た性格要素かつ気質であるため、気質的赦しに近い。

　気質的赦しは、自分を赦すこと、他人を赦すこと、状況を赦

すことに分けられる。状況を赦すことは、自然災害、身体疾患、

運命、両親から受け継いだ遺伝的疾患のように、加害者を特定

できず、個人が統裁せられない状況に対する赦しをいう。

　自分を赦すことは、他人に危害を加えたり、失敗したりした

自分自身を赦す傾向へと、敢えて自ら犯した過ちに対する否定

的感情を捨て、自分自身に対する同情、憐憫、寛大さをもって

促進することをいう。下記は適切に自分を赦すことが解決され

なかった事例である。

　60 代後半の老夫婦が、妻のうつ病の治療のために二人で診療

所を訪ねてきた。夫の退職金を夫に内緒で知人に貸し、詐欺に

遭って返してもらえなくなった。誰にも言えず、一人で悩みに

悩んだ末、うつ感、不安感、自責感に襲われ、不眠症になり診

察を受けに来た。夫が苦労して稼いだお金を、夫に黙って貸し

たために詐欺に遭ってしまった、という罪責感に苦しんでいた。

診療所に同行して来た夫は、「心配しないで、そのお金が無くて

も十分食べていけるから」と、妻を慰めて安心させた。

　しかし、激しい罪責感に襲われていた妻は、夫の赦しにもか

かわらず、自分自身を赦すことができず、地方の山奥に入り、

極端な選択をしてしまった。「激しい罪責感」は、最も特徴的な

うつ病的思考のゆえに、家族や周辺の人たちは言語表現に注意

しなければならない。「あなたが良くなるなら、あなたが健康に

なれるなら」という単語を何の気なしに使ったりする。うつ病

が完治される前――治療回復期――までは、非常に注意すべき

単語である。この事例のように、自分自身を赦せず、激しい罪

責感に苦しみ、「私がいなくなればいい、私のせいで夫が苦しん

でいる」と悲観し絶望に陥りやすいので、極端な行動を取って

しまう場合があるからだ。

　他人を赦すことは、誰かに被害を受けた時、憤怒、敵対感を抱

く代わりに、傷つけられた相手に対する肯定的な考え、情緒、態

度を持つことをいう。姑と和解した後、混合された「不安うつ病」

が癒された 40代後半の嫁がいた。姑と小姑に受けたストレスに

よって「不安うつ病」が発病し、数年間、精神的な治療を受けな

がらも、夫の実家の家族に対する憤怒、不安、恐れから、お盆休

みになっても夫の実家に帰らないで過ごしていた。しかし、今度
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主イエスが私たちに示された多様な愛の姿の中で、最も偉大な

愛の姿である。60 歳近いアルコール依存症患者――飲酒後頻繁

に起こる事故のゆえに法的処罰が多く、隔離病棟に入院した。

頻繁に起こる飲酒と事故のゆえに、妻は離婚を宣言し、夫を家

から追い出した。追い出された夫は、妻に対する憤怒や怒りを

抱いたまま、独り寂しく暮らしている。

　法的保護観察も受け、1 年 6 ヶ月もの間、精神健康医学科で

治療中である。今は精神薬物治療及び精神治療（心理カウンセ

リング）を誠実に受けながら、回復に向かっている。毎日、感

謝日記を書きながら肯定的マインドが生じ、自分が犯した社会

的犯罪と精神的な健康の問題、及び疾病に対して認識するよう

に助けた。すると、自分自身の過ちを受け留め、酒に酔って自

分を虐待し、自暴自棄になっていた自分自身の姿を赦すように

なった。妻に対する憤怒や怒りも、相手の身になって考えるこ

とで理解するようになり、深く赦している。もはや飲酒に対す

る強い病識が生まれ、禁酒に対する自信感で大胆になって生活

している。妻とも再び一緒になる計画を持っており、時々会っ

て食事をして対話をしながら仲良くしている。特に、飲酒と事

件による罪責感から抜け出し、心の平安を取り戻し、以前より

ももっと真実な信仰生活を送っている。

　何の罪もない主は、私たちの罪のゆえに十字架に架かって死

なれた。十字架上でも不当に嘲られた。しかし主は、呪う者た

ちに対して沈黙し続けられ、かえって「父よ、彼らをおゆるし

ください。彼らは何をしているのか、わからずにいるのです。」（ル

カ23:34）と祈られた。主は、私たちも「七たびまでとは言わない。

七たびを七十倍するまでにしなさい」と仰せられる。その赦しは、

愛のもう一つの姿であるからだ。†

のお盆休みは実家に行き、今まで自分が受けてきた悔しい思いを

打ち明けることにした。打ち明ける過程で、姑からあらゆる非難

や叱責を浴びせられ、また怒鳴りつけられることは覚悟の上だっ

た。万が一のため、衝撃への応急処置のための薬物まで用意し、

田舎の夫の実家に行った。お盆休みが終わり、診療所で会った彼

女の表情は明るかった。事由を話すとこうである。嫁として自分

が受けた心の傷を打ち明けると、姑は意外に「私は、あなたがそ

んなに心を痛めているとは思わなかった。ごめんなさいね」と言

い、二人は抱き合って思いっきり泣いたという。自分に隠された

感情を表せる勇気と、受け止めてくれた姑、二人の和解と赦しが、

嫁の「不安うつ病」を治癒したのである。

　対人関係の葛藤による赦しと和解の問題では、必ずしも加害

者と被害者が明確に分かれる訳ではない。加害者ないしは被害

者だと考える習慣的な個人の考えのゆえに、自己思考の柵の中

に閉じ込められて抜け出せないでいる場合が、診療所でよく接

する場面である。明確な場合であれば、法的に争って是々非々

を選り分けたりもするが、法的に判定される前、ないしは判定

された後でも、加害者も被害者も否定的な感情から抜け出せな

いでいる場合が多い。加害者が赦しを求めるか被害者が赦して

あげるかを、どちらかが先にするならば――和解さえできれば

――治癒的変化が起るのではないだろうか。幼い時に受けた傷、

成長期だったり、数年間慢性化した憤怒や怒りは、否定的な感

情から抜け出すことが非常に難しい。精神治療剤で否定的な考

えや感情をよくコントロールできるように助け、赦すことで否

定的な考えや感情をおろせるよう、治療的接近が必ず必要だ。

　治療室でわずかな余地のある患者に、イエス・キリストの十

字架の愛、すなわち赦しの愛を伝えることはできる。赦しは、
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　1985 年 2 月初め、フィラデルフィアでまだ肌寒い冬の天候で、

寒さと格闘しているときに、ワシントンから電話がかかってき

た。牧師が突然辞任し離れ、教会に羊飼いがいないので、勉強

で忙しいのは分かるが、週末に来て、教会の世話をしてほしい

ということだった。前任の牧師は最善の努力を注いで、教会を

リバイバルさせようとされた。しかし、その教会を創立したメ

ンバーの一部が、前任の牧師を長い間辛くさせ、ボルティモア

にある教会の招聘を受けた後、辞表を提出して教会を去ったと

いう。

　モーセとアロンとフル！本当に胸が温かくなる名前である。

牧師と長老の関係を最もよく説明してくれる人物たちだ。世は、

聖殿を建築しなさい

✿信仰の明文化を成し遂げますように㉞｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会 すべて戦場である。世との霊的な戦いで勝利するには、長老た

ちが牧会者の両腕を掴み支えなければならない。私は米国で移

民牧会をしながら過酷な霊的戦いを経験した。

　移民牧会は本当に大変だ。移民牧会を「牧師の人格訓練コー

ス」と呼ぶと理解できるだろうか。私は 1 週間、「この教会で牧

会するのか、牧会をするならどのような牧会をすべきか」祈り

の中で主から二つの応えを受けた。それは、聖徒らに正しい牧

会者像を植えなければならないということと、聖殿を建設する

ことだった。月払いの家賃で、主日の午後にだけ建物を借りて、

礼拝を捧げる教会が、チャペルを建設するだって？雲をつかむ

ような夢かもしれない。しかし、私は祈りの答えや力を信じた。

　私は留学に来たので、まずチョウ・ヨンギ牧師に許可を頂け

るよう申し入れた。そして私は 1週間だけ時間をもらった。

「若い牧師が移民教会をあまりに知らないですね。」

　ワシントン純福音教会に赴任してみると、冷たい風が寒々と

吹いてきた。 200 人の聖徒のうち、残ったのはわずか 57 人だっ

た。創立メンバーを中心に残っている聖徒だった。私は最初の

説教を今でも覚えている。　

「愛する聖徒の皆さん、私は皆さんが主のしもべと正しい関係を

結ぶことを願います。神様が私をなぜこの場所に送りましたか？

神様が皆さんと力を合わせて聖殿を建てなさいと仰せられまし

た。私たちは夢を持たなければなりません。」

　礼拝が終わり、按手執事の一人が部屋に尋ねてきた。その方

は創立メンバーの中の一人で教会の核心的な役割を担う人だっ

た。私の説教に大きな恵みを受け、新しい教会を立てることを

告白しにやってきたのか。彼は私をじっと見て言った。「若い

牧師は、移民教会を何も分からないのですね。若いから、夢を
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什一献金についての説教をした。

　「皆さん！ 什一献金は、聖徒の義務であり特権です。富はす

べて、神のものです。什一献金は、すべての祝福が神様から来

たことを認める信仰の決断です。什一献金を通して、驚くべき

神様の祝福を体験することができます。」

　それ以降、按手執事が礼拝後に私を訪ねてくることはなかっ

た。

　牧会は、周囲の環境に左右されることがない。教会の聖さと

栄光は、環境に応じて毀損や弱体化させられることがない。牧

会者は、福音の本質を伝えなければならない。聖徒たちの状況

に合わせて妥協する説教は輝きがない。どんな状況でも、福音

は福音である。私は、自分に困難をもたらすその方々に心から

感謝の気持ちを持つ。私はそれにより、さらに祈るようにして

くれた方たちである。また、私に向けた非難が、自分にとって

鋭い部分を鈍くした。なぜ？ 私は、30 代の牧師だったからだ。

血気盛んなしもべになるかもしれなかった。しかし、そのよう

なプロセスを経て、神様は私に忍耐を教え、私を柔らかく磨い

てくださった。

 

福音は福音である

　当時、ワシントン純福音教会が持っていた全財産は、1 万 4

千ドルであった。しかしながら、現実の困難を見ずに、私は、

毎週の礼拝の後、聖徒 20 余名と一緒に教会を建設する敷地を探

し通った。なんと、2 年近く、聖徒たちと一緒に建築のための

敷地に出たのだ。その過程で、聖徒の信仰は成長した。聖徒た

ちが順番を決めて、毎日 3 〜 4 名ずつ教会建築のためのリレー

断食を捧げた。前の信徒たちが月に一度祈祷院に登り、涙の徹

持つことは良いですが、今は聖徒たちの心を収拾しなければな

らない時です。移民牧会は甘くありません。教会建築？牧師が

そのようなことを言ったら、残った聖徒さえ皆逃げていきます。

今は、そのような時ではありません。」 

　私は心の中で彼の言葉を逆にして聞いた。絶対肯定の信仰と

は何なのか。まさにこのような状況で、光を放つことが肯定の

力である。困難な時ほどうまくいくと考えれば良いのだ。この

ような状態で、聖徒らを放置すると、皆離れて行くだろう。私

は按手執事の忠告にむしろ逆説的な教訓を発見した。

「急いで教会建築を開始しなければ。教会建築をすると、むしろ

教会がリバイバルするだろう。この否定的意見は、教会の建築

を促す声である。」

　1 週間、教会建築の問題のために、再び切に祈った。祈りの

中、1000 名が入る教会を建てなさいという主の御声が聞こえて

きた。私はその次の週の礼拝の時、1 週間祈った内容を説明し

た後、大胆に説教した。

「私たちは今、新しいカナンに進撃します。教会建築を開始しま

す。信仰で教会建築を宣言します。神様が 1000 名を収容する教

会を建てることを命令されました。」

　私は確信に満ちたメッセージを宣言した。やはりその按手執

事が、礼拝後に私を訪ねてきた。

「牧師、教会建築についてそれほどの応えを受けたのに、私はな

んとも言葉がありません。しかし、お願いですから什一献金の

説教は絶対にしないでください。前任の牧師が什一献金の説教

をされて、聖徒が何名か離れました。」

　私はその話を今、什一献金の説教が必要であるという御声と

して聞き、1 週間、什一献金に対して切に祈った後、次の週に
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夜祈祷を捧げた。私は、次の

ような祈りを捧げた。

「神様！教会が建築されるま

で、私は朝、断食します。」

　その告白で、5 年半の間、朝

断食して祈りをした。

　教会は貧しかったが、壮大

な夢があった。私たちの心の

中には、すでに荘厳で美しい

教会が建てられていた。1 年

6 ヶ月を経て、いよいよ教会建

築のための敷地 3000 坪を設け

た。すべての聖徒が歓呼した。私たちの夢が成し遂げられ始め

たのだ。その財政を担当する方が私にこのような提案をしてき

た。

 「先生！本当に夢のようです。ところが、教会の財政が非常に

足りません。一旦、250席規模の聖殿を建てることにしましょう。

40 万ドル程度なら可能でしょう。その次にリバイバルした後、

増設すればいいでしょう。」

　私はこの言葉に聞き耳を立てた。神様は、1000 名を収容する

規模と言われたが？ これどうしよう。しかし、現実を見ると、

この言葉は明らかに正しい。今、教会の財政がほぼ底だったか

らだ。

　「はい。そのようにしましょう。」 私は彼の言葉に快く同意し

てしまった。ヨシュアがギブオンの住民に会い、神に聞かずに、

すぐに和睦を結ぶことによって失敗したようなことと同じだっ

た。それから、教会の建築は大きな困難に直面した。†

カール・マルクスとサタン

　ソ連の没落により、世界の歴史の裏道へと消え去ったと信じ

ていた共産主義が、2000 年に入り南北アメリカから、アジアか

ら、激しく復活をしている。社会主義の理念と霊的戦争をして

いる人々へ紹介したい本がある。ルーマニアの牧会者として、

共産主義とキリスト教は両立できないという公開的に告白した

後、14 年間独房へ閉じ込められて解放され、生きている殉教者

と呼ばれたリチャード・ボンブラント牧師が執筆した本『カール・

マルクスとサタン』である。

　ボンブラント牧師は、この本より次のような趣旨の記事を綴っ

た。

ヘンリー・グルーバー牧師の

主と歩く
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えをもち、多くの時間をかけてこれらの理念に対して勉強した。

私が研究しながら、発見するようになった驚くべき事実を様々

な人々と分かち合いたい。

　カール・マルクスはキリスト教の家庭で生まれ、クリスチャ

ンとして成長した。カール・マルクスは日記帳に『この美しい

本（聖書）の中にあるキリストの愛が私たちの心を変える』と

か、『キリストとひとつになる希望』に対する文章を書いたりも

した。しかし、カール・マルクスは成長期を経ながら、反キリ

スト教的に変わっていった。カール・マルクスは『私は上に座っ

ている者へ復讐したい』という言葉を残した。

　カール・マルクスは 23 歳の時に「ルナミ」という演劇を書き

ましたが、カール・マルクスとマルクス追従者たちはこの演劇

に対して人々が集まるようにしようと努力した。演劇の題目で

ある「ルナミ」は、インマヌエルを逆に後ろから読んだもので

ある。カール・マルクスの故郷の村にサタンの教会があったの

ですが、彼らはサタンに向けて祭儀を行いながら、キリスト教

の祈祷文を逆に読んで、イエス・キリスト、神様の名、マリア

の名を逆さに読んだ。サタンの教会は、入会式で入会者がサタ

ンに魂を売り、サタンはその代りに入会者へ成功を与えるとい

う契約を宣布しながら、その証拠としてナイフを売った。

　カール・マルクスが 23 歳の時に書いた「ルナミ」という演劇

には、とてもおかしなセリフがある。『私は頭がおかしくなって

いき、私の心臓が完全に変わっていく時まで、暗闇の王子が私

に売ったこの剣をみていなさい！私の有用な腕の骨の中に、未

だお前を強くつかみ踏みつけることのできる激しい力がある。

暗い深淵（地獄）がお前と私を渇望する時、お前はそこ（地獄）

へ沈むであろうし、私は笑いながらお前について行き、お前の

　「現在も人口の 3 分の 1 がカール・マルクスに従っている。マ

ルクスを追従する人々の中には、クリスチャンたち、またそれ

にもまして牧会者たちもいる。キリスト教共産主義者たちは、

イエス・キリストが人類へ地上から天国へ至る道を知らせたの

なら、カール・マルクスは地上で飢えて弾圧されている人たち

を助ける方法を知らせたと話している。」

　マルクスの追従者たちは、次のような主張をしている。

　「彼は経済学者であったが、人類愛をもつ人であった。カール・

マルクスは、貧しい人々が資本主義のため搾取されていると考

え、資本主義のシステムのみ征服させてしまえば、プロレタリ

ア（財産のない人々）の独裁を一定期間経た後、すべての人が

能力にしたがって仕事を行い、必要に応じて分配される社会が

現れるであろうと信じていたと言った。そんな共産主義社会で

は、個人を支配する国家もなく、戦争も革命もない普遍的な同

志愛が支配する世が来るであろうと、カール・マルクスは信じ

ていた。こんな地上天国を築くためには、資本主義を征服さえ

すればよいと、カール・マルクスは言った。また、幸福に対す

る虚像を約束する宗教を除去すれば、まことの幸福を成就でき

るとも言った。」

　カール・マルクスは共産主義理念の成就を宗教が邪魔をして

いるので、宗教を憎悪し、共産主義のみが人類の問題を解決で

きると信じていたと、追従者たちは主張した。

　ボムブラント牧師は、そんなマルクスの追従者たちに対して、

次のような趣旨の反駁の記事を綴った。

　「私は人類を愛している。もし共産主義（社会主義）ファシズ

ム、無政府主義が、彼らが主張するように人類へ幸福をもたら

すことができるのなら－私はそんな理念を支持しようという考
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耳元にささやくであろう。』

　1841 年、カール・マルクスはモーセ・ヘスに会い、社会主義

を受け入れた。モーセ・ヘスはカール・マルクスが最後に社会

主義を伝える人であると言わないで、彼が最後に中世の宗教（キ

リスト教）を蹴り出してしまう人であると言った。社会主義と

いう理念は道具であるだけで、本当にこれらがしたことはキリ

スト教の破壊であった、という事実を彼ら自身のことばを通し

て類推できる。カール・マルクスは、キリスト教は一番邪悪な

宗教であり、古代クリスチャンたちは人々の肉を食べて血を飲

んでいたと信じているが、このようなことはサタンの教会が教

えることであろう。」

　ボムブラント牧師は、この本に出てくるカール・マルクスは

人類を愛したヒューマニストではなくて、また社会主義という

理念は、カール・マルクスが人類を破滅させようと使った道具

にすぎなかったという事実をさらけ出した。

社会主義：失敗した体制

　有名なイギリスの社会主義者である、H. G. ウェールズは、

人々は宗教と家族でなくただ党のみに頼って生き、党にのみ忠

誠するために改造されねばならないと言った。

　中国共産党は、今も党が父母よりも重要であって、党は栄光

に満ちて貴重なものであると告白するようにしていると言って

いる。社会主義者たちは個人がただ共産党、あるいは社会主義

党にのみ忠誠するようにするため、人が頼るすべてのものを除

去しようとした。

　ボムブラント牧師は、回顧録より独房へ閉じ込められていた

14 年間の間共産党員たちが自身を面接室へ呼びだしてとめども

なく待つようにしながら、『おまえの妻とこども、おまえの教会

の聖徒たち、友達、親戚たちは、皆おまえを捨てて、すでにお

まえのことを忘れてしまっている』と繰り返して聞かせたと話

した。共産主義者たちは多くのクリスチャンたちにこのような

拷問をした。

　1917 年から 1980 年代末まで、ソ連、中国、東ヨーロッパの

共産国家の国民たちは、すべての共産党の指導者の残忍なひと

り独裁による人権侵害、クリスチャンへの迫害、そして凄絶な

貧困を経験した。ソ連の没落により、人類は二度と共産主義を

受け入れるように見えなかったが、1998 年から南アメリカの国

家たちが社会主義という名で、復活した共産主義を受け入れ、

2010 年頃から南アメリカの社会主義国家たちは、国家破壊に近

い貧困により、国民を苦痛の中へと追いつめた。

　今や、共産主義者たちは、ヨーロッパのベルギー、デンマーク、

ノルウェー、スウェーデンのような福祉社会主義をせねばなら

ないと人々を眩惑させている。ボニ―・サンダースがアメリカ

でデンマークのような社会主義をしようと若者たちを魅惑させ

るや、デンマークの首相が直接前に出て、デンマークは開かれ

た市場経済をもった資本主義の国家であると釈明する騒動が起

きたりもした。

　スウェーデンのニーマ・サナンダジー博士は、『ユートピアを

暴く：ノルディック社会主義に神話を暴露する』という本より、

デンマーク、スウェーデン、ノルウェーのような国家たちが資

本主義を通して富を蓄積し、社会主義福祉制度を採択した後、

経済が停滞して国家の借金が増加し、再び資本主義へと戻る過

程を資料を通して明らかにしている。ニーマ博士は、社会主義

は決して富を創出することができず、国家財政のみ蝕んだだけ
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「必ずその日が来ます」

✿ 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

　私は江原道 彌矢嶺にある 3軍団直轄特攻隊で軍生活をしまし

た。軍生活を始めて１年ほど過ぎた時のことです。当時は「特

教隊」と言って、一等兵たちが一か月間一緒にいながら受ける、

特別な訓練がありました。自分たちの部隊での訓練も大変なの

に、その上特集訓練まで受けなければいけなかったので、もっ

と辛かったです。しかし、この課程を終えれば、ご褒美も貰え

私たちの人生も締め切りを迎えます。

人生の結び目を一つ、一つ結んで行くうちに

私たちは結局、神の御前に立ちます。	

12 月だからといって忘年会などの宴会と

騒ぐ雰囲気にたましいを奪われずに

2018 年度が締めくくられるように。

私たちの人生も締めくくられるその日を先見し

今日一日が意味のある、かつ価値のある

一日でありますように祈ります。

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。

なので、ヨーロッパ式社会主義は失敗をしたという事実を暴露

している。

　しかし、依然として世の中ではヨーロッパのスカンジナビア

国家を例にあげながら、純真な人々へ失敗した体制である社会

主義を売ろうとする人々がいる。それに加え、クリスチャンた

ちはスカンジナビア国家でも社会主義者たちが反キリスト教的

な公教育と法制定を通して、一時キリスト教国家であったスカ

ンジナビアの教会を荒廃するようにしたという事実を認知して

いなければならない。ソ連や南アメリカのみでなく、ヨーロッ

パの国家でもサタン主義者であるマルクスが提唱した社会主義

はキリスト教を破壊するという事実を正しく認識していなけれ

ばならない。†
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て休暇もいけるようになります。まさに、その特教隊訓練を受

ける最中に、何を誤ったかは忘れましたが、私はともに訓練を

受けていた仲間と一緒に罰を受けたことがあります。大きな鏡

を持ちあげたまま立っている罰でした。 

　私たちの罰をくれた主任上司は外出していて、私たちは誰も

いない部屋で、二人で鏡を持ち上げていました。私は腕があま

りにも痛くて鏡を、少しの間、下ろしました。しかし、隣の仲

間は持ちあげたままでずっと立っていました。充分に休憩を取っ

た私は、スプレーで顔に水滴を吹きかけた後、再び鏡を持ち上

げて立ちました。間一髪でした。ちょうどその時主任上司が戻っ

て来たのです。スプレーで吹きかけた水を汗だと思った主任上

司は、私にご苦労だったと言って帰ってもよいと言いました。

そして、隣の仲間には汗もかいてないのを見れば、間違いなく

途中でおろして休憩したんだろうと言って、さらに罰を与えま

した。後に聞きましたが、その仲間はもともと汗をかかない体

質だそうです。 

　一カ月が過ぎて特教隊の訓練を終え、その結果が発表される

日が来ました。私は頑張りましたが２位でした。正直にとても

残念だったので、だれが１位になったのかが気になりました。

驚いたことに、バカみたいに鏡を最後まで持ち上げていた仲間

でした。なかなか汗はかかなかったけれども、だれかに見られ

ても見られなくても最善を尽くした結果でした。私はその事実

を認めるしかありませんでした。誰もいなくても誠実に自分の

責任を果たす姿を、彼の隣りで見たからです。その時、私は気

付きました。人をだますことは出来ても、神様をだますことは

できないという事実です。そして、必ずそれらの事柄が評価さ

れる日が来るという事実です。

　そのことをきっかけに、私は残りの軍隊生活をそれまでとは

違う感じで過ごしました。短い軍生活だからと言って適当に過

ごすことなく、自分が今やっているすべてがいつか評価され、

審判を受ける日が来ることを覚え、一日一日を最善を尽くしな

がら軍生活を締めくくるころができました。そして、そのよう

な軍生活の経験は 20 年経った今も続いています。

　 

本当に、まだまだ先のことでしょうか

　何年か前、ある祈祷院で説教する機会がありました。お祈り

をもって準備をし、主が下さった心にできるだけ近づけた御言

葉を伝えて来ました。そして次の日の朝、教会でお祈りをして

いたら、ある男性の方から電話がかかってきました。私の説教

を聞いて激しい憤りを感じたそうです。

　私の説教を自分が要約したところ、「イエスのようにパウロの

ように生きなさい」という意味に聞こえたそうです。だから私は、 

その通りですと答えました。そしたらこの男性の方はもっと怒っ

たようで、「誰がそのように生きられるんですか」と言っていま

した。自分はイエス様を愛しているけれども、時々酒を飲んで

たばこを吸う、淫乱な動画やゲームもやめられないと、率直に

話していました。最も衝撃な告白はその男性が伝道師だったこ

とです。後には牧師按手を受けて牧会をすると話していました。

　そこで私は二つの質問をしました。「もしあなたが仕えている

教会の担任牧師が、あなたのように生きるなら、その教会に通

いますか？」 そうしたら、その兄弟は通えないかもしれないと

答えました。私は続けて質問しました。「しかし、あなたも牧

師になると言いましたね？そんな牧師がいる教会にだれが来ま
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いこの間のような気がして、あんなに暑かった夏も昨日のよう

で、もう一年を締めくくる時が来ました。こんな感じで私たち

の人生も締め切りを迎えます。人生の結び目を一つ、一つ結ん

で行くうちに私たちは結局神の御前に立ちます。12 月だからと

言って忘年会などの宴会と騒がしい雰囲気にたましいを奪われ

ずに 2018 年度が締め切られるように。私たちの人生も締め切ら

れるその日を先見し、今日一日が意味のある、かつ価値のある

一日でありますよう祈ります。何よりも花婿を待っている 5 人

の花嫁のように、主を迎える準備を怠らない聖徒の皆さんにな

りましょう。来年、何が起こるかは私にもわかりません。しかし、

一つ確かなものは、主が来られる日がまた少し近づいたことで

す。主は必ず来られます。本当です。その日が来ます。

　「ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あな

たがたを離れて天に上げられたこのイエスは、天に上っていか

れるのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになる

であろう」(使徒 1:11)。

　「見よ、彼は、雲に乗ってこられる。すべての人の目、ことに、

彼を刺しとおした者たちは、彼を仰ぎ見るであろう。また地上

の諸族はみな、彼のゆえに胸を打って嘆くであろう。しかり、アァ

メン」(黙示録 1:7)。†

すか？」と言いました。すると彼は少し考えた後、自信ありそ

うな声でこう答えては電話を切りました。『まだまだ先のことで

しょう！』

　私は電話を置いた後、心に痛みを感じました。独り言のよう

につぶやきました。 「まだまだ先のことですと？まさに明日、

主が来られたらどうするつもりですか？」 あまりにも多くの人

たちがこの男性のように生きています。神学生たちはまだ教役

者になっていないからと、伝道師たちは自分はまだ牧師じゃな

いからと、牧師はまだ担任牧師じゃないからと、自分に言い聞

かせています。多くの聖徒が自分の人生はまだ多くのチャンス

が残っていると思っています。しかし、本当でしょうか？誰も

断言できません。今週だけでも私の知人が３人も天に召されま

した。まだだろうと思っていたのに、いきなり私たちのそばか

らいなくなりました。

　重要なことは死が終わりではないということです。死の後に

必ず裁きがあると聖書は記しています。「そして、一度だけ死ぬ

ことと、死んだ後さばきを受けることが、人間に定まっている

ように」(へブル９:27)。

　今は私たちがだますことも、合理化することも、逃げること

も出来ますが、その時には何一つ隠せずにすべてが主の御前で

明らかになります。大事なことは、その日を恐れながら生きる

のではなく、その日のために準備しながら今日を生きることで

す。神の偉大な人たちはこのような終末論的信仰を持って生き

ました。だから、欲望や罪に打ち勝つことが出来て、愛を持っ

て聖徒に仕えることができたのです。

　速くもしなんげ 12 月号になりました。1 月号を書いたのがつ
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✿ 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

変 化

　今回は、ベツレヘムと呼ばれるユダヤの小さな町の丘で、2

千年余り前に起こった驚くべき出来事に焦点を合わせ、そこか

ら始まったあらゆる驚くべき変化について考えてみたいと思い

ます。その時に始まった変化は、数世紀を経て、私たちの未来

に至るまでも続いています。

　「初めに言（ことば）があった。言は神と共にあった。言は神

であった。この言は初めに神と共にあった。すべてのものは、

これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによ

らないものはなかった」（ヨハネ 1:1 ～ 3）。

　第一に、最も偉大な変化が起った天地創造の時間から始めて

みましょう。無から有が創られました。主なる神は御言葉を発

せられ、それによって世界が存在するようになりました。

　そして私たちは、その後、何が起こったのか知っています。

神は全地万物をお創りになり、ご自身にかたどって、人間――

男性と女性を創造され、神の代理人として地を治めるように命

じられました。また神がどのようにエデンの園をお創りになり、

そこに男性と女性を置かれ、その園を管理するようにされたの

か、彼らがどのように創造主に不従順し、罪と死をこの世にも

たらしたのか、私たちは知っています。この堕落のストーリーが、

私たちの人生にもたらした悲劇的結果も知っています（創世記

1 章、2 章）。これは変化ではなく、神がなされた御業を最初に

逆戻りさせる、後退であり退行でした。しかし感謝にも、その

物語がここで終わりではないことも知っています。

　「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）。

　御子イエス・キリストをこの地に送ってくださり、すべての

被造物が、最初に創造主が望まれた姿に回復されることが始ま

りました。完全に堕落したこの世が、聖なる創造主が宿れるほ

どに変化されました。創造主の愛を受けるには、あまりにも適

切でない者であり、神の臨在の栄光に満ちた聖さとはあまりに

も程遠く、腐敗し、反逆的で堕落した世が、即時的に変化され、

しかも継続的に変化されています。

　「この言に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は

やみの中に輝いている。そして、やみはこれに勝たなかった」（ヨ

ハネ 1:4 ～ 5）。一筋の光を、暗闇すなわち堕落したこの世は、

その光を理解することができず、悟ることもできませんでした

が、大半はその光を認識した時、瞬時に変化されました。暗闇

の日々はあまり残されていません。この世の暗闇の王子はその

光を見、その統治が終わりつつあることを知りました。この世

を再び神のものに回復させるために、王なる主がこの世に来ら

れました。御言葉が臨みました。

　「そして言は肉体となり、わたしたちのうちに宿った。わたし

たちはその栄光を見た。それは父のひとり子としての栄光であっ

て、めぐみとまこととに満ちていた」（ヨハネ 1:14）。

　神が肉の御姿で来られたこの変化、創造主が被造物の姿になる

この変化は、全世界を変えました。以前は決して、このようなこ

とはありませんでした。それ以来、こういうことは二度と起こら

ないでしょう。マリヤが聖霊によって身ごもると同時に、古き時
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たちが、彼にあって神の義となるためなのである」（Ⅱコリント

5:21）。そして私たちは変化されました。

　この変化は、継続されています。罪の奴隷であった人たちが

自由になります。御言葉であられるキリスト・イエスは、初め

からご自身のものであったすべてのものを回復させるために、

前進し続けられます。この世は、王なる神が宿られる場所とな

るように召されています。新しいエルサレムを待ち望みます。

　私たちが主を信じる時、その方の子どもとなります。私たち

の罪とキリストの赦しを認める時、イエス・キリストの血潮に

よって贖われることを認める時、汚らわしさから聖さへと変化

されます。その方の手と足となり、変化のための道具となります。

私たちが聖霊によって一つになる時、神の国が私たちのうちに

臨み、神の栄光が私たちを通して映し出されます。私たちはそ

の方の教会であり、新しいイスラエルであり、周辺の国々を変

化させる祭司の国です。神の栄光が私たちを通してこの世に映

される時、ベツレヘムから始まり、天の栄光として宣言された

この変化は、私たちを通して継続されます。

　世の救いのために流されたご自身の血であると宣言された、

その主イエスの救いの杯を高く掲げる時、その血潮を通して回

復された者、かつ解放された者として私たちを見つめてくださ

いと要請する時、私たちはその変化の働きを継続するようにな

ります。この暗く冷たい世に、光の王国、栄光の王国を拡張さ

せる働きをするのです。聖い聖霊の御業を通して、教会が担う

べきこの変化の働きは、主が再臨されそれを完成させる時まで

継続されるでしょう。もはや古きものは完全に過ぎ去り、新し

いものだけが残るでしょう。私たちはこの変化の道具です。

　言（ことば）となられた神ご自身が、肉の姿でこの世にお生

代は神の栄光に、神がご臨在される新しい時代に屈服しました。

　「すべての人を照すまことの光があって、世にきた。彼は世に

いた。そして、世は彼によってできたのであるが、世は彼を知ら

ずにいた。彼は自分のところにきたのに、自分の民は彼を受けい

れなかった。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。それらの

人は、血すじによらず、肉の欲によらず、また、人の欲にもよら

ず、ただ神によって生れたのである」（ヨハネ 1:9 ～ 13）。

　この世は、暗闇と混沌から新しい被造物へと完全に変化され

ました。単なる古きものが回復される水準、それ以上でした。

完全に新しい存在となりました。この光を自身のたましいの暗

闇の中に受け入れたすべての人は、もう自分は真の神の子であ

り、もはや寒く暗い所に捨てられた者ではないことを知るでしょ

う。変化された神の民であり神の子であることを知るでしょう。

単ある被造物ではなく、もう相続者になったことを知るはずで

す。これがすなわち、『驚異的福音』です。この変化は、瞬時に

訪れました。この変化は、今も継続されています。これからも

継続されるでしょう。この堕落した世にあるすべてが、創造主

であり主人である御神を認めるようになるその時まで――。

変化の道具

　この変化の時代を知らせるために、イエス・キリストがこの

世に肉の姿で来られました。その時、かつて私たちがサタンに

売り渡したこの世を再び買い戻し、罪と背信のゆえに失われた

ものを回復させる過程を開始されました。主イエスは、ご自身

の血によってその代価を支払われました。「神はわたしたちの

罪のために、罪を知らないかたを罪とされた。それは、わたし
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✿ 我が人生のプラス｜私の生涯最高の贈り物

　私には、衰退していく教会を眺めながら、適当な言い訳をし、

教会を離れる機会だけを探していた時代があった。「仕える教会

で、御言葉に恵みを受けられないから (?) 自分の信仰を守るた

めだという名分で、必死で外部から恵みが望まれる所、献身の場、

信仰の同役者を探し回った。幸いなことは、その時期に異端に

会わず、聖霊様が信仰の人たちと出会わせてくださり平信徒の

働きを今まで続けてこられたことに改めて感謝したい。

　このような悩みの中で、イエス賛美放送を開始し、私のよう

な気持ちでさまよっていた信仰の同役者たちとお互いに慰めあ

いながら、信仰を守り続けて現在、12 万 2 千の会員を保有して

いる、キリスト教最大のインターネット宣教会に成長した。しっ

かりと神様の働きをするために社団法人イエス賛美宣教会に発

足した「農漁村の未自立教会に無料で聖殿リフォーム及び防水

工事」の働きが始まり、今年まで約 130 余教会を修繕すること

ができた。すべてが神様の恵みであり、物質、祈りをもって仕

え献身してきた同役者の一人一人に頭を下げて感謝を伝えたい。

これから教会を建て、苦労をしている未自立教会の牧師、賛美

使役者、海外宣教師を慰め協力する貴重な宣教会で神様に用い

られることを望んでいる。

神様と再び立ち上がる
方法を学び…

まれになった時、その方はご自身を完全に私たちの手に委ねら

れました。男性と女性――人間の手に、その方を保護し養育す

るすべての責任を任されました。また、自分の利益のためにそ

の方を木に架けようとするピラトの手にも、ご自身を任せまし

た。本当に驚異的ことは、言（ことば）となられた神なる主が、

その御言葉を宣言する宣教の働きを私たちに任されたというこ

とです。神の国を拡張させる責任を、すべて私たちの手に委ね

られました。この委ねられた宣教の働きを私たちがしないなら、

いったいだれがその働きをするでしょうか？

　変化の働きが継続されるかどうかは、この地に存在するその

方の御体なる教会の手にかかっています。主なる神がご自身と

御働きを私たちの手に委ねられる時、私たちはその働きに携わ

るか否か、その選択権を持つようになりました。依然として弱

く罪に屈服し得る私たちを呼んでくださり、最も尊い働き――

愛のないこの世に神の愛を分け与える働きを、私たちに委ねて

くださいました。すべての暗闇や反逆の霊が屈服し従順するよ

う、この変化の働きを継続していきましょう。権勢や能力では

なく、暴力でもない、聖霊によって行いましょう（ゼカリヤ 4:6

参照）。神の愛を広く伝え、暗闇の中で彷徨う多くの息子や娘を

呼び集める働きに携わりましょう。

　これは、ベツレヘムの馬小屋で形成されたヨセフとマリヤ、

イエスという小さな家族に極限されたものではありません。突

然この世に現われた神の家族を指し示すのです。あの時に始まっ

た神の家族は、私たちが主にあって変化し、神の愛を隣人に知

らせる道具となる時に、継続して大きくなっていくでしょう。

私たちみんなで、他の人々を聖い霊的な家族のうちに呼び寄せ

る、尊い働きをしていきましょう。†

チェ · ソンギ
（社）イエス賛美放送宣教会　理事長、( 株 ) ハクサン代表取締役
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だったが、あきらめなかった。今では家を訪ねて祈りを捧げると

おばあさんは祈り中に拍子を取ってくださる。「よく聞いて」、「良

い御言葉だ」、「なるほど」、「耳を傾けて」 信仰の子供たちが「アー

メン」と答えるのをおばあさんはこう応える。

　このように変化するのに 1 年 5 ヵ月がかかった。最近は、そ

の困難な環境にも献金も用意して送られる。私が祈って、抱き

しめてあげるとこの兄妹はたくさん泣く。この兄妹だけでなく、

クラスの 7 人のうち 5 人はこの兄妹と似た痛みを持っているた

め、私が一人の友達の名前を呼びながら祈る時はたくさん泣く

のだ。そんな中で、先生がうちのパパだったらいいのにと言う

子供の言葉に、私も一緒に泣いてしまう。どれほど愛が恋しかっ

たのか、週に 168 時間のうち私と共にする約 2 時間で、このよ

うにこの子たちを変えてくださる素敵な神様を褒め称える。私

が担当する子供たちはほとんどこの兄妹の家庭のように大小の

問題があるので、いつも子供たちを教会へ来るように親や祖母

とのコミュニケーションが必要だが、今年の残りの時間、親た

ちも教会へ来て共に礼拝する、「恵みの奇跡」を味わうことがで

きることを望んでいる。

　神様は、私が世の中の快楽におぼれようとすれば、必ず、イ

エス様の血潮の恵みをつかむことができるように、私の人生、

道ごとに、幾多の荒野の道に導かれ、その荒野の道を通って恵

みの道へ導かれるのだ。感謝のほかには差し上げるものがない。

仕える教会を私たちの教会だと告白できなかった。そのような

私の唇がいつからか、自分も知らずに私たちの教会と告白する

ようになった。そのように私の唇が変化するようになってから

同役者を送ってくださる。私が教会で最も多くする話が「宣教

する教会になろう」というありふれたような叫びだったが、今

　平信徒の働き現場でリーダーの席に立ち、悔い改めつつ感謝

したことは自分が仕える教会すら、まともに仕えることができ

ないのにどうやって十字架の愛を語り、仕え献身する同役者た

ちに堂々と伝えていくことができるのか、という罪責感を持た

せた。教会への切なさと仕える教会の回復のために、全うすべ

き使命があるため、主が私をこの教会に宣教師として遣わされ

たのだという気持ちもくださった。教師として仕える心も与え

られて従順して一生懸命に一学年を担当し、一魂一魂の家庭を

眺めながらひざまずいて祈り、涙を流すしかなかった。崩れた

家庭により苦しんでいる子供の魂を訪問しながら、この家庭が

信仰の家に生まれ変わらなければ悪の鎖を断つことができない

ことに、偶像に仕える家庭の大人たちにとって教会がこの腐っ

ていく世の中の希望になり得るということを、また子供達が変

化する姿を通じて見せてくださった。

　神様に完全に頼ることにより、自分の心や人を感動させる行

為ではなく、ただ神様だけを感動させる行いと仕えを通して子

供たちが真っすぐなクリスチャンに変化する姿をみて、神様が

くださるまことの平安と恵みを味わうようになった。このよう

に、渇いた涙が回復され、十字架の愛が芽生えるのを体験させ

られて、私は本当の幸せな聖徒なのだということに気づくのだ。

　私はムーディーのような伝道者にはなれないが、エドワード・

キンボールのような教師にはなれると思って仕えた兄妹がいる。

子供は親の別居によって祖母と暮らしているが、幼い頃から親の

殴打と愛を受けることができず、言葉と行動が暴力的で、おばあ

さんも一人で苦労しながら兄妹を育ててきたので、心が硬くなっ

ていた。私が教会に来てくださいと電話をしても、罵倒ばかりで、

おばあさんの家を訪ねるたび ,何回も怒鳴られ罵倒されてばかり
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では肯定的に答える聖徒が増え続けている。

　8 年間、海外短期宣教を寂しく他教会の宣教チームと接し、

あるいは宣教会を通じてチームを作っていくなど、いつもとり

なし祈りを要請した。ところが、昨年から宣教への関心と祈り

の後援があり、今年は数年間集めてきた貯金箱ごと宣教費とし

て捧げてくださった人もいる。来年はぜひ、我が教会の聖徒た

ちでチームを組んで短期宣教に行くことを夢見る。我が教会に

宣教の火が付くと、とてつもない奇跡の恵みと十字架の愛を伝

える貴重な聖殿として用いれられることを確信し期待を込めて

望んでいる。

　昨年は兄の牧師とフィリピン · ミンドールに聖殿を建て、来

年にはその教会で原住民の子供たちのために幼稚園を開園する。

この教会が自立できるよう原住民の意識を変える一環として農

業ビジネス宣教のために祈りを捧げているが , この働きが神様

の喜ばれる働きとして用いられるよう祈っている。10 月に宣教

チームを率いて訪比した時、神様が見せてくださり、聞かせて

くだり、夢見るようにしてくださった。

　神様からもらったビジョンを共に成す信仰の同役者と協力者

を送って下さり、ただ神様だけを見上げて進む信仰の人として

きよめられ、思いきり秋に降り積もる落ち葉を燃やすよう神様

の至上命令である宣教し、救済することに物質を落ち葉を燃や

すように燃やせる状況と環境も与えてくださるよう祈っている。

　「神様、仕える教会がいまやもっと堅固になり、主から称賛さ

れたスミルナにある教会のような聖殿が新たに建てられるよう

にしてくださり、その日に謙虚に従順する小さなイエスになっ

て、声を上げる場ではなく、小部屋に入って主に告げる場を慕

う者になります。神様のビジョンが私のビジョンにならなけれ

ばならないのに、私のビジョンが神様のビジョンになるように

してほしいと身悶えしたことを悔い改めます。神様の働きをす

ると念を押しながらも、いざとなると金を頼りにし、世の中の

知恵と知識と人脈により頼み、主の夢ではなく自分の夢を成し

遂げようと奔走した愚かな者だったことを告白します。

私に訪れた苦難の時間、希望を失いさまよいながら、神様はこ

の程度しかできない方と考え、神様の御業を期待していなかっ

たことを告白します。私に向けた十字架の愛を感じることがで

きず、神様により頼めず、そのせいで私に施してくださる神様

の愛を受けられなかったことに気づかせてくださってありがと

うございます。神様と再び立ち上がる方法を学ばなければなら

ないことを分かるようにしてくださり、感謝します。世の中の

ものなどは排泄物と思いながら、私の十字架を背負って神様に

従順したいと願います。小さなイエスで生きていくこと、神様

に従順するということが、また私の意志だけでできないことま

で悟らせていただき感謝します。

宣教を通じてくださった貴い恵み、心に刻んで堪えることがで

きない苦難によって練達される時、ただ神の御手をしっかり握

れば解決されうことを悟るようにして下さり、これからは神様

だけ見上げ、私を通じてなさる御業を期待し待ちながら献身し

ます。正しく神様に反応できないにもかかわらず、いつも誠実

に私に与えてくださり、供給してくださり感謝いたします。私

が間違った道を行く時にも責めることなく待っていてくださる

父なる神様、感謝します。何よりも、いつでもどこでも、いつ

も私と共にいてくださり、私のために十字架に架かって死なれ

たイエス様が私の主、私の神様であることを告白させてくださ

る神様を、心から賛美します。ハレルヤ！」†
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遠に生きるかのように」住みたいと考える。世の中のものを次

から次へと求め、自分の城の中に蓄えようとする。神に対する

知識も同じだ。修士になろうが博士になろうが、神様との接触

点がなく天と通じ合っていなければ、それは何の役にも立たな

い。体験のないまま知識だけそなえても、どうやって永遠に住

まう「天国の家」に至れようか。 

　そのようなことを自覚することもなく、私は年取ってからオー

ストラリアに留学して、博士コースを終えて帰ってきた。市民

団体に入り、事務総長として忙しく毎日を過ごした。大学で教

授として教え、説教した。そのようにしてかなりの時間が経っ

たとき、気が付いてみると、私の人生はまだ満たされていなかっ

た。幼い頃たまに現れた父のように、神様の愛も、たまに私の

人生の橋の上に出没しただけだった。だからいつも満たされな

い空白があった。私には、一時的な満足ではなく、「永遠な愛の

満たし」を求める自分の姿が見え始めた。 

「永遠に満たされる心」の条件

　ある日、「永遠に満たされる心」を私よりも豊かに経験して

いる夫が、一冊の本を渡してくれた。< あなたの中のキリスト

Christ in You> である。この本を一緒に翻訳して出版しようと

いうのだ。私たちは一緒にその仕事をすることに決めた。この

本の行間には、言葉では言い表せない「聖なる心」が生きていた。

私と私たち皆の存在を支えてくれている神聖な存在が感じられ

て、私はページをめくることにさえ慎重になったりした。本文

には下記のような箇所がある。

　「絶対者」は、人間の限られた考えを超えたところあり、上に

あるものである。限りなく柔和で謙虚であり、いるようでもあ

✿ 我が人生のプラス｜私の生涯最高の贈り物

　幼い頃、父はたまに家に戻ってきた。突然現れて、ほんの一瞬

「父の愛」というものを与え、翌日にはどこかへ行ってしまった。

しかし、いつの間にかそれもほとんどなくなった。兄が父の代わ

りに面倒を見てくれて、父の席はいつも空いていた。その空白を

埋めたかったせいかわからないが、私は小学生の時から教会に通

い始め、信仰が成長した。異言を話し、時には預言の幻を見たこ

ともあった。私の行く道はそれで決まった。神学を勉強すること、

そして神様の愛を全世界へ述べ伝えることだった。

霊性書籍の出版者となるまで

　聖書大百科事典の編集の仕事をしている途中、夫と出会って結

婚した。父が珍しく家に帰ってきて、一緒にバージンロードを歩

いてくれた。夫は文学の才能はあったものの、真理を知り真理の

中に生きるまでは本を書けないという考えの「求道者」だった。

　聖書大百科事典を作っていた頃、ある箇所であまり有名でな

いイエス様のみ言葉を見つけた。「人生はまるで橋のようなもの

である。橋の上に家を建てるな」この一節は今も覚えている。 

　それでも人間は、短い間に通り過ぎる「橋の上」に家を建て

ようとする。緑豊かな丘の上にまるで絵のような家を建てて、「永

胸に火をつける
言葉を探して…

イー・スンイム
出版会社 オリーブの木 代表
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りいないようでもあって、すべての宇宙を満たしている。欠け

るところのないこの絶対愛に抱かれてひとつになる時、あなた

の人生は初めて実現され、魂の深奥の至高な熱望が満たされる。

そして、愛の中で満たされて生きるようになる。

　むろん、神は我々に時々現れるのではない。私たちが眠るか

らといって心臓の動きが止められることはない。神様は私たち

が意識しない間にも、常に私たちを支えてくださっている。だが、

私たちが自分の支配領土を主張して生活することに忙しすぎる

のだ。それは、「神様がいなくなる」空虚な遊びに囚われて、自

分の体を自分で傷つけてしまうことにほかならない。

　癒しと成長の瞬間は、五感の騒々しい音が完全に静まりすべ

ての個性から退いた時、すなわちあなたが静けさを習得した時

にのみやって来る。その時にこそ、神聖な神の手の働きを悟る

ことができる。だから、あなたの偽りの考えをすべて捨て、ゆっ

くり休んでください。ただ存在してください。 (< あなたの中

のキリスト >より )。

　人にとって最も難しいことは「ただ生きていること」ではな

いだろうか。存在しているだけで私たちは十分に立派な神の子

であるのに、人間はいつもそこに留まらず、何かを成し遂げよ

うとする。意味のある誰かになりたいと思う。しかし、そのよ

うに走り続けて人生を終わるケースがいかに多いことであろう

か。虚空をつかもうともがくだけでこの大切な時間を終わらせ

てはいけない。私の人生を支える神聖な手を意識し、神聖な生

き方をする練習をしなければならない。

　Joel S. Goldsmith は『見えない供給者』の中でこう語って

いる。「誰かが欠乏や不足などで苦しむなら、それは実際に足り

ない環境の中にあるからではありません。供給の源泉に周波数

を合わせられなかったことが原因です。我々が無限の供給者に

接続できなかっただけのことです。」 

無限の供給者と目を合わせる

　見えない無限の供給者と目を合わせること――それが今の私

の人生の目標となった。そして、神と目に合わせるための秘訣

と喜びを自覚するようになった。

　病気の時は誰でも神様を求める。窮地に追い込まれたときは

誰もが「助けてくれ」と手を伸ばす。そして本当に差し迫った

要請には必ず答えがある。しかし、その時だけだ。喉元を過ぎ

れば忘れてしまう。だから、「聖なる生き方」はまるで珍しい訪

問者のようにいきなり来て、すぐ帰ってしまう。それではいけ

ない。「聖なること」が日々の糧にならなければならない。私た

ちの肉になって血にならなければならない。神様が飲ませたぶ

どう酒を、はたして私は飲んだのか。もし飲んだのならば、私

の中でどのような化学的変化が起きたのか ? それをいつも自分

自身に問いかけなければならない。

　神様は「わたしが平和を与えに来たと思うか。わたしは地上に

火を投じるために来た」とおっしゃった。神様が計画した聖霊の

火は、はたして私の中から燃え上がったことがあるのか ? そし

て、その火は今も燃え上がっているのか。聖霊の火がしばしば燃

え上がるのであれば、まだ行く道がたくさん残っている。だから

私は今も「胸に火をつける言葉」を求め、その言葉の行間の中に

住みながら生きようと努力している。「胸に火をつける言葉」を

世間に伝えたくて本を翻訳し、出版し、講義をし、小さな集まり

を作っている。「胸に火をつける言葉」を求めてさ迷う誰かのた

めに、永遠に枯れない水を求める渇いた霊のために！†
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時代があっただろうか」と――。面白いのは、苦労の時代を全

く知らない若者はそうだとしても、今では年配者も以前とは全

く違った信仰になっていることである。

　より良い環境に恵まれているはずなのに、一体、何がどう変

わったために、イエスを信じることが難しくなったのだろうか。

それは時代の変化だという。あまりにも急激に大きく変化する

ため、私たちがその変化についていけなくなった。それゆえ、

物質的なことも問題ではあるが、すべての変化をうまく処理で

きず、心がついていけないところに、その難しさがあることを

先に述べておかなければならない。

大変化が起こった 2018 年

　今年の初め、ソウル大学の消費者動向分析センターは、2018

年の見通しとして『トレンドコリア 2018』を発表し、消費動

向の中心となる 10 個のキーワードを提案している。その中に

は、特に関心を払わなければ、普段は気づかないような用語が

いくつかあった。しかし、年初の頃は聞き慣れなかった単語で

も、年末になると親しみを感じている。それだけ私たちの耳目

に入ってきたことになるが、時代が急激に変化しているのを表

している。

　『小確幸（ソファクヘン）』――小さいながらも確実な幸福の

略語、『ヴォラベル』――Work-Life-Balance の略語――仕事と

生活のバランスを取ること、『オンテクト（untact）』――スマ

ホや SNS が普及した現代において、過剰な社会とのコンタクト

から距離を置くこと、『ミーニング・アウト（meaning out）』―

―同性愛者のカミングアウトのように、外部に積極的に自己表

現すること、『魅力資本（coutocracy）』――製品の機能面だけ

　資本民主主義国家である韓国の現状からみると、キリスト教

信仰者として生きていくのに、今ほど楽な時代があっただろう

か？

　イエスを信じれば殺すと、包丁を突き付ける人がいるわけで

もなく、牢に投げ込んだり、地下炭鉱に押し込んだりする人も

いない。さらに、イエスを信じて教会に通っていることで、社

会的に大きな不利益を被ったり、自身の成功や出世が妨げられ

たりすることもない。主日（安息日）にお金を使って外食や遊

びに行ったところで、昔のように罪責感を感じることもない。

　かつて、早天礼拝に参加するために、凍える冬の寒い日、耳

がちぎれそうな冷たい北風が吹く中を、まるで避難民のように

子どもを抱えながら、雪の積もった丘の山道を１時間かけて歩

き、教会に行くこともない。（これは私どもの教会の勧士さんが

実際に経験した昔話だ）

　なのに、今の時代ほどイエスを信じるのが難しい時代はない

という。年配者は言う。「イエスを信じることが、こんなに楽な

✿	企画｜ 2018 年を振り返って…／チョ・ナンギュウ	牧師　幸福教会

急変の混沌時代に
キリスト者として
存在する
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でなく、その製品が持つ独特な魅力も資本とすること、などの

新造語がそれである。

　私たちは、この時代を生きる一人の人間として、そしてキリ

スト者の一人として、変化の中でも決して変わらない「不変の

真理」を掴んで、時代の流れを正しく見極め、乗り越えていか

なければならない。この世にいるが、決してこの世に属せず、

キリストだけに隷属するキリスト者としての生き方を貫かなけ

ればならない。

　恵みによって示された『特別啓示』（イエス・キリスト）を掴

んで進んでいくが、私たちがとうてい理解できない自然界の調

和や現象などの『一般啓示』も、やみくもに無視することなく、

分別しなければならないだろう。

　2018 年の韓国には、あまりにも多くの出来事が起こった。政

治的には南北と米朝の首脳会談によって、南北間の緊張が一転

して平和ムードへと変わりはじめた。これからもいろいろな変

化が予想されている。肯定的に捉えるのであれば、南北統一が

早まるという期待感はある。だが、新しく大きな変化がもたら

されるときには、いくらかの痛みが伴うことも歴史が教えてい

る。

　経済的にも、政治的な影響を受けて多くの変動があった。南

北交流の再開という明るい話題の影で、経済的な苦しみが伴う

ことも考えられる。実際のところ、体感できるほど経済状況は

よくなっていないというが、今までに経済がよくなったと言う

人はほとんどいなかった。経済的な苦難に陥っていても、後に

なって振り返ってみると、結果的に経済がさらに成長している

ことを確認し、感謝するのである。苦しいと言いながらも、休

暇シーズンに海外旅行で出国する人数は増加しており、経済論

理はいつもこうなのである。

　こうした経済論理は、教育分野にも連鎖している。最近の韓

国の教育問題は、大学や中・高等学校だけでなく、小学校や幼

稚園にまで広がっている。韓国の過度な教育熱心さからきてい

るところもあるが、別の見方をすれば、それだけ余裕があるこ

とになる。

　文化の分野においては、平昌（ピョンチャン）オリンピック

の成功をはじめ、BTS（砲弾少年団）、K-POP アイドルが世界規

模で活躍するなど、驚異的な成果をあげている。社会的には、

記憶したいことより忘れてしまいたいことのほうが多い。憂慮

するのは、何よりも生命を軽視する傾向である。

主の慈愛を求め祈らなければ

　科学はお金とともに現代人の偶像となっている。この急変す

る時代の中で、キリスト者がそれらを受け止め、分別し、対応

することは、非常に重要かつデリケートな問題である。私たち

を攻撃するサタンに対し、恐怖を抱く必要はないが、だからと

いって無視してはならないと、キリスト教関連の作家である C・

S・ルイスは語っている。彼の著書『被告席に立つ神』において、

科学に対するキリスト教の観点はいかであるべきかを、次のよ

うに明快に答えている。

　「科学が進歩する理由は、説明できない現象を無視し隠すこ

となく、科学者たちが絶えず探求したからです。同様に、難解

で拒否感を覚えたくなる聖書の箇所も挑戦を受けなければ、キ

リスト教の知識の進歩はありません。当惑し拒否感を覚える箇

所にぶつかるたびに、その都度自分勝手に内容を変えられると
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ちは永遠なる真理を現代の言葉を使って教えなければなりませ

ん。」

　宗教改革 500 周年を迎え、「神を神に（Let the God Be the 

God!）、御言葉を御言葉に（Let the Word Be the Word!）、教会

を教会に（Let the church Be the church!）」という改革者の

叫びをよく耳にする。過去の失敗に捉われて執着するのではな

く、未来に向かって神の導きを受けるよう、私たちの現実を直

視すること。そのうえで、私たちがやるべきことは何かと神の

導きを求めることが、私たちの働きであると教えている。

　南北の国交は再開したが、世界的には難民が大きな社会問題

となっている。韓国も決して無視できない。教会の役割を当事

者の視点で深く考え、慎重に近づかなければならない。数えき

れないほど分断された社会と教会の傷をいかにしていやすべき

かを考え、主の慈愛が臨むように祈らなければならない。†

考える『自由主義』キリスト教は、いつか完全に停滞すること

は明確です。神学とは違って、科学では最新の研究成果を把握

していることが求められます。私たちは、科学者がキリスト教

に対して、10 年前に抱いていた疑問ではなく、今抱いている疑

問に答えるべきです。科学が絶えず進歩しているため、私たち

はそれに遅れないように努力する必要がある。同様の理由から、

今有力にみえる科学理論であっても、それに執着しないように

注意しなければなりません。」

　最後は宗教の分野であるが、他宗教を取り上げる必要はない。

私たちが抱えているキリスト教の諸問題を顧みるとき、今でも

議論が絶えないある教会の祝祭不正および世襲問題を取り上げ

る社会からの批判が、私たちの心を暗くする。現代でも社会か

ら取り残されたような現場で、目立つことなく奉仕する多くの

キリスト者がいるのに、世間には否定的な教会の姿だけが伝わ

り、非常にもどかしく思うばかりである。さらに、世間からの

非難に対し、私たちは沈黙し、頭を下げるしかない現実が私た

ちをより悲しくしている。

　この急変する混沌の時代にあって、この世にいながらも世間

に属さないキリストの軍隊として存在し、勝利するためには、

何をどう分別し、対処すべきだろうか？　C・S・ルイスは、何

よりも教会の指導者たちに向かって、正しい福音の提示を強調

している。

　「私たちの任務は、永遠なもの（昨日も今日も明日も同一なも

の）を固有言語として提示することです。正しくない説教者は

正反対のことをしています。現代の思想をキリスト教の伝統的

な言語を使って提示しています。彼の思考の中心にあるのはこ

の世のものなのに、外観だけが聖書的なのです。しかし、私た
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✿	特別寄稿｜クリスチャンの自己管理　　　　　　　　　　　　　　　	
　	コン・ビョンホ	所長　コン・ビョンホ研究所経済学博士

聖書の御言葉どおり
生きることが答えだ

　クリスチャンはどのように日々暮らすべきか？ クリスチャン

の正しい生き方はどのようにあるべきか ? 人の生き方を扱った

書籍はおもに、自己啓発書というジャンルに含まれる。世間の

人たちは、生きていく方法に対する知識を自己啓発書から多く

探し求める。筆者も自己啓発書の本を書いたりもするが、何よ

りも熱烈な読書家でもある。そういう本から知識や情報を探し

求め、それを人生に適用させてより良い人生を生きていくため

に活用している。

　クリスチャンの中には、そういう類いの書籍に対して否定的

な反応を示す人も稀にいるが、私の考えは異なる。広く知識を

求めることについて、批判的な視点を持つ必要はないと思う。

例えば最近読んだ、心理学者プレデリケ・ファブリティウス氏

の < 脳を読む >（ヴィンテージハウス出版）という本は、脳科

学の知識を生かし、成果を極大化するのに非常に役立つ本だ。

この書籍からも伺えるように、クリスチャンたちも自己啓発を

適切に活用する必要がある。実用的なものであれ霊的なもので

あれ、優れたものを他人から学び、自分のものにすることは良

いことである。

　クリスチャンたちが持っている最も優れた基盤は、聖書の御言

葉にある。聖書の御言葉に基づいた生活をしながら、同時に自分

の能力を最大化する方法を身につけ、生活に適用させて成功した

人生を生きていくことは、必ず必要である。なぜ、クリスチャン

にも自己管理が必ず必要なのだろうか？ こういう質問を投げて

みることができる。自分をよく管理して、自分が持っている才能

を存分に発揮する知識や情報は、なぜ必要なのだろうか？ その

ような知識や情報を生活に適用するために、組織的な努力を傾け

ることがなぜ重要なのか？ 以前私は、自己啓発とクリスチャン

の生活を取り入れた「＜クリスチャンの自己経営＞（21世紀ブッ

クス）を発刊したことがある。その序文に、クリスチャンの自己

管理のための考えがひっそりと込められている。

　「『自分の力で自分自身を管理せよ！』というアドバイスは、

自分の努力を強調する実用主義的アプローチです。一方『あな

たのすべての問題を主に委ねる！」は、聖書のアプローチです。

神の計画や摂理という視点で世界を眺めることと、人間の努力

で世界を眺めることとは互いに競合しません。賢いクリスチャ

ンであれば、大きい風船の中に込められたもう一つの小さな風

船を頭に思い浮かべることです。努力は摂理の部分で考えるこ

とです。これらの 2 つは異なる生き方や態度を示しているが、

クリスチャンには全くあてはまらないことです。」

　こうして自己管理とクリスチャン生活を組み合わせたのには、
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　クリスチャンたちは自然と、「どうすれば神様に栄光をよりよ

くお返しすることができるか」という主題に対して考えてみざ

るを得ない。神様はどんな生き方を望んでおられるだろうか ? 

私がどんな生き方をすれば主は喜ばれるだろうか ? こういう質

問に対して成熟したクリスチャンは、主は私たちに世の中でも

勝利の人生を生きていくことを願っておられるはずだ、という

結論を得るのである。

　もし皆さんが仕事で日々忙しく走り回る会社員であれば、神

なる御子キリストは、私たちに何を期待しておられるだろうか ? 

自身がすべきことをとりあえずかたずけて、適当に生きること

をお望みだろうか ? 自身の愛する子供がそのように生きること

を望まれないはずだ。また、自身の子供が過重な業務に圧倒され、

苦労して常に疲れ果てた姿で生きていくことを望んでおられる

だろうか？ 絶対にそうではないはずだ。ですから、主は私たち

に自分の才能を精一杯発揮し、世間においても成功し、また霊

的にも成功することを望んでおられるのである。

　ここで私たちは、クリスチャンが当然生きなけらばならない

生き方に対する明らかな指針を得ることになる。どこで何をし

ても常にきちんとすべきであり、そのためにあらゆる努力を尽

くさなければない。ある群れに属していれば、自身ができる限

り最大限の努力を尽くし、上位に属するよう努めなければなら

ない。これこそが主が私たちに望まれる人生である。

　このようなメッセージは、確かにクリスチャンの青年たちに当

てはまるメッセージかもしれない。イエスを信じるということは、

霊的にも成功すべきであるが、同時に世の中でも成功しなければ

ならない。世においても上手く熟していけるクリスチャンこそ、

十分な理由がある。まず、クリスチャンは世の人々とは異なり、

存在目的が明確である。世の人々は、まるでこの世に投げ出さ

れた存在のようで、なぜ生きるのか、自分の存在目的は何なの

かを自分で見つけなければならない、重大任務を持っている。

現代人に大きな影響を及ぼした実存主義の代表格であるポール・

サルトルは、「実存は本質に先立つ」という言葉を残した。彼は

「人間は椅子とは異なり、一定の目的を持って生まれた者ではな

い。椅子が作成される前にはすでに、独自の目的をもっている

が、人間は違うと主張する。彼は、人間の誕生には目的がなく、

自分の人生を自ら選択し決定することができる自由を持ってい

るという。つまり、人間は存在が本質的に先行しているという

ことである。

　世の人々の中には、生きる目的を見つけ出した人もいるが、

その目的を見つけることに失敗した人もいる。この類いの人が

逆境や挫折に遭うと、大きく落胆したり、時には極端的な選択

をして人々を驚かさせたりもする。いわゆる人生の意味と生き

なければならない理由は、世の人々にとっては見つけなければ

ならない課題として与えられているのである。

　クリスチャンはなぜ生きるのか？ クリスチャンの存在目的は

明瞭である。クリスチャンの人生は、自分の活動を通じて神の

栄光を現わすためである。日常生活を通して、また職業を通して、

常に神の栄光のために生きる人たちがクリスチャンである。

　このような大原則を深く考えない人も稀にいるが、聖書的知

恵の上に自分の人生を組み立てる人には、『神の栄光のために』

という存在理由と目的ほど重要なものはない。

神の栄光のため
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主が望まれる青年の姿だということを忘れてはいけない。

　人生の課題は、青年期を超えてもいつでも絶えず変化する。

私たちが中年期と壮年期、そして老年期にも常に上手に生きら

れるように努力しなければならない。 時折定年退職を控えたり、

また定年退職された方々から、上手な生き方について質問を受

けることがある。特に、引退した方々を対象にした講演会場で、

そのような質問がしばしば登場する。どうしても若い時は、家

族の生計に対する責任があるため、御言葉を学ぶ十分な時間を

確保するのは難しい。職場を引退した後も、無意味に時間を過

ごす方々を見ると、その生き方が理解できないときがある。

　家族への生計に対する責任から離れたなら、その時から本格

的に時間を費やし、御言葉を学ぶことに集中しなければならな

い。それも適当にするのではなく、体系的に学習することは必

要である。御言葉を学ぶことは、知れば知るほどより主に近づ

くことができるため、本当に大事なことである。

　世に属した殆どのものは、時の流れに逆らい例外なく残れな

い。高い建物、 すぐれた事業成果、立派な名声、強固な権力、

美しさなど、歳月の前では存続があり得ない。ただ唯一、例外

となるのは聖書の御言葉だ。人生の転換点になれば、もっと多

くの時間を聖書の真理を探求することに費やさなければならな

い。この方法だけが、歳月と伴って押し寄せる空虚感や不安感

を乗り越えるようにしてくれる。

　より上手に生きるためには、どのようにすべきだろうか ? こ

こで実用的な知識を提供する自己啓発書が、大きく寄与するこ

とができる。世の人々が上手く生きるために自己啓発書を読む

ならば、クリスチャンはイエス・キリストにあって勝利して生

きる方法を学ぶために自己啓発書を読めば良い。人生の基礎を

岩のようなイエス・キリストの上に築いた人と、そうでない人

との間には大きな隔たりがある。すでにイエス・キリストを自

分の救い主として受け入れた人は、人生で最も大事なものを手

にした人である。霊的に成功した人の仲間に入ることになる。

これから必要なことといえば、今よりもっと主を信じることが

残っているだけなのである。

　こうして人生を計画的にする方法、学習が上手にする方法、

対人関係を円滑にする方法、機会を捕らえ良い方向へ活用る方

法、他人をよく説得する方法など、すべての主題は学習の対象

となり得る。これらの主題には共通点がある。それは、インプッ

ト対比アウトプットという図式だ。努力を投じるものの、それ

から収穫できる成果をさらに多く得るための効果的な方法とし

てどんなものがあるかを教えられる。

　同じ時間仕事をしても、より効率良く仕事が出来る方法は何

か ? 同じ勉強をしても、さらに高い成績をおさめられる方法は

何か ? 一日一日を最も充実に送れる方法は何か ? 10 年後の自

身の目的到達地や 1 年後の自身の目的到達地、そして今月自身

が達成すべき課題を几帳面に記録する習慣だけでも、すごい成

果を上げることができる。毎日毎日、自身が挑戦すべき課題を

ノートに几帳面に書いてみる習慣から作られる成果は驚くほど

である。このような知識や情報、そのための道具や技術は、す

べて学習の対象となる。生まれた時から身につけて持つもので

はない。

　神の子である私たちは、より一層熱心に実用知識を学び、身

につけて自身を変化させていかなければならない。主は、自己

啓発するクリスチャンをより一層喜ばれるはずだから――。†
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たその夕方のリバイバル集会を忘れることができない。聖霊に

会いたいという切実な期待を抱いて按手を受けたのに何も感じ

られなかった。何か大きなことを期待したわけではなかったが、

それでも寂しい気持ちは隠せなかった。

　「その日は、雨がものすごく降りました。力なく靴を履いて外

に出た瞬間、私の目を疑うほど世の中が美しく見えたのです。

雨が降りすぎて、あちこちに水たまりができ、泥だらけなのに、

すべてが新しく見えた、私は理由もなく涙があふれました。長

老や他の先生たちが出て来て、泣いている理由を聞かれたので

すが、私は言葉が見つかりませんでした。ただすべてが新しい

という言葉だけでした。」

　長老は、その日幼いクァク教授に聖書の一節を読んでくれた。

「古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。」

（Ⅱコリント 5:17）。年を重ね、あの日を振り返ってみると、神

は創造主として被造物である自分に出会ってくださったことに

気づいた。あの 15 歳の少女は、主に出会ったのです。

万事を益となるように

　大学で作曲を専攻し、結婚後、夫と一緒にアメリカ留学の道

に進んだ。バークリーでの留学生活は満足だったが、荒野のよ

うな時間だった。

　「バークリーは、10 のうち 1 つだけ上手くやっても、その上

手なことを褒めてくれることで、私の長所を教えてくれました。

作曲家として私の価値を発見することになり、音楽をさらに頑

張ることができる原動力になりました。しかし、学期中の妊娠

と出産、そして育児を並行しながら学業を継続するのは簡単な

ことではありませんでした。当時、最も切なる祈りの課題は、

　「ヌンヒは才能豊かだ。何か習わせたいけれど何がいいかな？」

　TV に映るダンス、歌、バレエなど、それが何であれよく真似

をしていた娘を置いて、父は家族に尋ねた。家族はバイオリン、

ピアノ、ダンスなど、いくつかの意見を出し、その中に 1 票が

多かった「ピアノ」に決められた。クァク教授は、自分の意思

とは関係なく、ピアノを習うことになり、自然に音楽が人生の

一部となって音楽家の道を歩むことになった。

　イエスを信じるようになったのは、偶然の出来事だった。何

があるとお寺に行く仏教の家系だったが、ある日、芸能人教会

の週報が家に転がっているのを 2回もクァク教授は目に留めた。

　「週報の後に載っている芸能人の証を読みながら『神がいる

の？私も教会に 1 回行ってみようかな？』という好奇心が芽生

えました。そして中学 2 年生の時、初めて教会に行くようにな

りました。」

　教会に出席して初めて迎える夏修練会。田舎の教会で行われ

使命を越える
愛を学ぶ

✿	愛｜レイチェル・クァク ( クァク・ヌンヒ )　作曲家・白石大学実用音楽科教授
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勉強を無事終えることでした。」

　そうして終えた勉強。神はクァク教授にバークリー音楽

大学で韓国女性初のアレックス・ウラノフスキー賞（Alex 

Ulanowski Award）の受賞と、同時に首席で卒業（Summa Cum 

Laude）という名誉を与えられた。

　「レイチェルは、バークリーの誇りです」「将来がさらに期待

できます」 教授と知人の賞賛と期待を浴び、鼓舞され韓国に戻っ

てきた。しかし、実際に来てみると、環境が変わった。

　「母親として、妻として、嫁としてしなければならことがあり

ました。どうしても私の好きな音楽だけ没頭することができな

かったですね。それと共に周りを見てみると私だけが停滞して

いる感じがしました。周りと比較して、焦って、不安な気持ち

に耐えるのが大変でした。」

　音楽のみ没頭しても足りないのに、不思議なことに他の道が

開かれた。思わぬ神学の勉強をしなければならなかったし、終

えてからはラジオ DJ への道も入ってきた。

　あえてする理由がなかったが、祈りの中で「従順」という強

力なメッセージのために受けることにした。賛美と御言葉、黙

想が必要なそれらの場所は、感情の起伏が激しいクァク教授を

訓練させる場であった。しかし、周りが見え、気になってしま

うのは仕方なかった。

　「ある日、車を運転しながらあまりにも悔しくて神様に訴えま

した。苦労して勉強した音楽が、神様が私に与えられたタラン

トじゃないのか問い詰めましたね。その時、静かに内面から聞

こえてくる声が「音楽は私の計画の中、非常に小さな一部だ」

とおっしゃったのです。私のやりがい、満足の唯一の手段が音

楽だと思ったのに、私の人生に音楽が一部分なのかもしれない

と考えたら、神様の計画が知りたくなり始めました。」

　わざわざ探してないのに開かれる道がある。その道を分別し

ながら進んだとき余計だと思ったものが、結局は神に用いられ

る道具となった。ジャズの作曲、プロデュース、合唱指揮、オ

カリナ演奏、コンサルタントなど、さまざまな分野で用いられた。

コーチもその中の一つであるが、生涯やりたい働きである。

　「教会内のリーダーシップから勧められたコーチの働きを、最

初は奉仕、仕え、犠牲だと思いました。しかし、日々の出会い

が積み重ね、誰かの人生が改善され、方向が定まり、幸せになり、

神様の目的に自分の視線を置くコーチイー（コーチングを受け

る人）を見たときに、私自身も成長していることを確信しました。

音楽的に賞賛と名声を得たときと比べられないほど楽しくてや

りがいがありました。」

　今年最大の感謝を挙げるのなら、断然ボブ・ジェームスの回

心である。ボブ・ジェームスはジャズピアニストであり、フォー

プレイのリーダーとしてフュージョンジャズ界の巨匠である。

クァク教授とは、10 年前から知り合って、尊敬する友人であり、

ファストソロアルバム 「ポイエマ」を一緒に作業した音楽のパー

トナーでもある。

　「彼に会いながらいつも祈りました。『あんな方が神様を知る

と、どれくらい影響力が大きいか』『一度でも教会に行ったら

……』 ところが、今年の夏に韓国を訪問したとき、彼がこんな

ことを言ったのですよ。『どうやら地獄より天国に行くのが良く

ないか？ レイチェル、私はあなたについて天国に行きたい』神

様の待ち時間は一方的ではありません。素晴らしいタイミング

で、ボブ・ジェームスに出会ってくださいました。」

　韓国でクァク教授と初めて教会に行ったボブ・ジェームスは、
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アメリカに帰っても信仰生活に熱心だ。80 手前の年齢にも子供

のような純粋さで神を崇める彼を見ると、クァク教授は感動し、

感謝するだけである。

　クァク教授は、これから配信音源「十字架を負うか  」と、ピ

アノ楽曲のアルバムをリリースする。「十字架を負うか」とは、

中 2 の時初めて信仰生活を開始し大きく恵みを受けた賛美（韓

日讃美歌 519）で、新しい歌で告白として作曲したが、長い期

間引き出しの中に入れておいた曲だ。いまだに音楽は、彼女に

とって心が震える作業であり、人々に神の心を伝える通路となっ

ている。

　「私にされた質問だと思いますね。ヌンヒ、十字架を背負える

のか？」同様に今、私たちにも聞かれる。「アーメン！」†
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