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「必福音時代」―	御言葉どおりに生きるのが必須の時代

　一年が過ぎ去るたびに、環境に対する関心が徐々に大きくなっています。

以前は天気予報を観る時、雨が降るか否かだけを確認すれば良かったのです

が、今やＰＭ2.5やオゾン層、一酸化窒素などを確認したうえで外出するほど、

大気が汚染されました。ごみ処理も大きな問題です。その中で最近台頭され

ているものが、プラスチック廃棄物です。全世界が毎年 3億 3千万トンに上

るプラスチックを生産しています。その中で 9％だけが再利用され、79％は

ごみとして捨てられています。このごみは海に流れ込み、小さく砕かれマイ

クロプラスチックとなり、海洋生物を経て、再び私たちの食卓に上がるよう

になります。もはや環境汚染は、皮膚に体感するほど、私たちの暮らしに脅

威を与えています。それで出てきた用語が『必環境時代』です。できるだけ

環境に神経を使おうという「親環境時代」から一歩進んで、必ず環境を考え

なければならない『必環境時代』に突入したという意味です。

　ところが、今は目に見える物質的な環境汚染だけが深刻になったわけでは

ありません。目に見えない霊的環境の汚染も非常に深刻な状況です。市場経

済体制において、世間は人々の貪欲を煽り立てて広まった利己主義は、個人

の憤怒表出を制御できません。また、絶対価値を認めないポストモダニズム

の思想は、神の御言葉だけでなく、すべての倫理や道徳を破壊しています。

真理は薄れていき、罪に対する誘惑は徐々に鮮明になっています。

　今や、クリスチャンの意識が変化されなければなりません。できるだけ御

言葉に従って生きよう、という「親福音」的な甘い態度では全き信仰を守っ

て生きていけません。必ず御言葉どおりに生きていく『必福音』の心構えを

持たなければ、クリスチャンの正体性を維持できません。

　もはや新たに始まる 2019 年は『必福音時代』です。この世と御神の狭間

で右往左往する曖昧な態度を捨て、「ただ聖霊、ただ信仰、ただ御言葉」に

より、主なる神を喜ばせようと決心したすべての聖徒の皆さんを、心から

応援します。

　「あなたがたは、この世と妥協してはならない。むしろ、心を新たにする

ことによって、造りかえられ、何が神の御旨であるか、何が善であって、神

に喜ばれ、かつ全きことであるかを、わきまえ知るべきである。」（ローマ

12：2）†

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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　人が一日を生き

る時、その日の目

標を決めることは

とても意味のある

こ と で す。 ま た

一ヶ月、一年、更

には一生の目標を

決めることは、そ

の分その人生を豊

かで、意味のあるものとします。その分、成功を引き寄せる鍵

でもあります。

　イエス様を信じる私たちが世の人々に比べて、人生を生きて

放蕩しないのは、私たちには明白な未来の目標があるからです。

神の国に立ち会うという未来の輝かしい目標があって、これが

現在の私たちを義であり、敬虔にさせます。

　それでは私たちは、どのような目標を持つべきですか。私た

ちはみな究極的で、永遠の目標を持たなければなりません。究

極的で永遠な目標とはイエス様を信じることです。人はどこか

ら来て、何のために生きて、どこに行くのかを知らないと、究

極的な目標を知ることができません。このような人はお金をた

趙  鏞基　 
（チョー・ヨンギ）

ヨイド純福音教会元老牧師

くさん稼いで、良い環境で暮らしても、真の喜びを得ることが

できません。

　信じる私たちは永遠の目標を設定して、延いては現実的な目

標も立てなければなりません。朝起き上がってその日にやるこ

と、その月またはその年にやることを計画し、手帳に具体的に

記録することです。またその手帳を見ながら計画した日程表に

皆さんの心と考えの焦点を集め、事を進めなければなりません。

このように生きていくと、エネルギーの消耗も少なく、効率的

に働くことができます。また結果的に大きくて豊かな実を結ぶ

ことができます。

　ということで、皆さんは現実で勝利し輝かしい明日を迎える

ために、イエスキリストの中で永遠の人生の目標を立てなけれ

ばなりません。また神様に仕えて、あがめることを皆さんの目

標としなければなりません。これを土台に、毎日の生活でぶつ

かる問題に堂々と立ち向かわなければなりません。

　目標を立てて、その目標に向かって前進し続けましょう。常

に心の掲示板に明確な目標のライトを照らしてください。その

光はまさにイエスキリストです。その光について行く時、人格

は変化を受けて、運命は変わります。すると目標に到達するこ

とができます。†
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会 

「話がすむと、シモンに「沖へこぎ出し、網をおろして漁をして

みなさい」と言われた。シモンは答えて言った、「先生、わた

したちは夜通し働きましたが、何も取れませんでした。しかし、

お言葉ですから、網をおろしてみましょう。」	そしてそのとおり

にしたところ、おびただしい魚の群れがはいって、網が破れそ

うになった。」

　ガリラヤ湖は海抜マイナス 212 メートル、水深 43 メートルで

す。水が澄んでいるため、昼間に漁をすることができません。

網を投げても、魚が逃げてしまうからです。そして、夕方にな

ると魚が浅瀬へ集まる特性があるので、この地方での漁は、夜

間に網を投げるのが常識でした。それに、ヘルモン山からひと

たび風が吹けば、すぐに岸に戻って来なければなりません。舟

が難破してしまうからです。そういうわけで、ペテロも夜通し

網を打つのが習慣になっていました。

　昨晩、ペテロは、熱病で苦しんでいる義母に薬を買って来る

こと、家族に御馳走を買って帰ることを約束して家を出ました。

浅い人生と深い人生
――ルカによる福音書 5章 4～ 6節――

張り切って網を投げおろしたのは言うまでもありません。とこ

ろが、夜通し網を投げたのに、魚一匹獲ることができなかった

のです。夜が明けてしまい、仲間の船もそれぞれ岸に戻ったので、

仕方なくペテロも岸に戻り、網を繕っていましたが、その落胆

は言うまでもありません。そこへ、イエス様が現われ、『しばし、

舟を貸してほしい』と命じます。漁師の常識として、昼間は浅

瀬でも魚が獲れないのに、沖へ出たら 100％無理だと心で思い

ましたが、「お言葉ですから、網をおろしてみましょう」と告白

して、その通りに行ないます。すると網が引き千切れんばかり

の大漁で、自分の船だけでは積むことができず、傍にいたヤコ

ブとヨハネの船を呼んで、二艘に分けました。しかしそれでも

船が沈みそうになるくらいの奇跡が起きたと、本文は記録して

います。このことから私たちが学ぶべきものは何でしょうか。

　第一に、浅瀬に網を降ろすような虚しい人生から脱却するこ

とです。人は情欲に任せた暮らしを好みます。また、現世中心

の暮らしをし、神様は存在せず、裁きなどないものだと決めつ

けて生きています。確かに、富や権力、地位や名誉は人生の浅

最も大切なことは、皆さんの船にイエス様を

お乗せすることです。沖はカルバリーの十字

架を表します。「わたしは道であり、真理であ

り、命である。だれでもわたしによらないで

は、父のみもとに行くことはできない。」（ヨ

ハネ 14:6）。私たちの人生に対する神様の答え

は、まさしく『イエス・キリスト』なのです。
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✿ 特集｜聖い習慣で新年を始めよう　キム・ヒョンミ 牧師

　キリスト者の人生の目標は、イエス・キリストの生き方にな

らう者となり、世の中に影響力を及ぼし、救いの祝福の通路と

なることである。神に賜った御言葉を悟れなければ、道であり

命である主に従って生きることは難しい。

　多くのキリスト者は、祈りが神との対話であり呼吸であると

いうことを知っている。それにもかかわらず、祈らなければ霊

的に死んだものとなることを実感せずに生活していることが多

い。祈りの重要性を認識し、なぜこの現状を深刻な問題として

受けとめられないのかをよく考えてみなければならない。それ

は、私たちが祈りの形態だけに目を向け、祈りの内容について

はあまり深く考えない、いわゆる情緒的信仰に陥っていること

が原因ではないだろうか。

毎日祈りの練習と実践を通して
聖い習慣を身に着けよう

瀬にあります。しかし、それを天国行きの船に乗せられないと

いうことを悟るべきです。浅瀬にいくら網を投げても、天国行

きの船に乗せる魚は獲れないのです。

　第二に、深い所（沖）に行って網を降ろす人生を選択するこ

とです。最も大切なことは、皆さんの船にイエス様をお乗せす

ることです。沖はカルバリーの十字架を表します。「わたしは道

であり、真理であり、命である。だれでもわたしによらないでは、

父のみもとに行くことはできない」（ヨハネ 14:6）。私たちの人

生に対する神様の答えは、まさしく『イエス・キリスト』なのです。

そこには罪の赦し、癒し、祝福、永生、いわゆる天国があります。

人生の沖に行って網を投げおろす皆さんでありますように――。

　第三に、沖へ出て、満ち足りた人生を歩むことです。真の満

足とは何でしょうか。それは分かち合うことを知り、分かち合

える喜びを見出すことです。殆どの人が貰うことだけを考えま

す。しかし、貰うことからは真の幸福は生まれません。ペテロは、

得た魚を友人たちと分かち合うことができました。人は与えた

ときに最高の満足感を感じることができます。皆さんを通して、

生ける水が川のようになって流れ出ますように。皆さんの杯が

満ち溢れることによって、周りの人々まで満ち足りた人生を歩

むことができますように。求めるべきものは、浅瀬にあるいつ

かはなくなるものではなく、永遠に朽ちることのない、父なる

神様の無限なる資源です。どうぞ、その限りない資源の中に網

を降ろし、三拍子の祝福を受ける皆さんでありますように、主

イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。†
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　毎日祈る習慣において、わが国（韓国）ほど熱心な国はない

ようだ。早天から礼拝堂に集まり、御言葉を聞き、祈る国は他

にどれだけあるだろうか？ それなのに、祈りの実は満足できる

レベルには達していない。そこでこれから、真の祈りの習慣を

いかに持つべきかについて分かち合いたい。

祈りは神との出会いだ

　主の御言葉を耳で聞くだけでは経験と結びつかず、知識とし

て受けとめられるため、忘れやすい。霊的な実在があってこそ

御言葉が悟れるようになり、心に感動を覚え、その御言葉に従

順をもって反応し、希望を抱けるようになる。だから祈りは、

主に出会うための実在的手段なのである。御言葉の中に主の

御声を聞き、心の中に一日中御言葉が思い出され、私たちの生

活や態度や行動に絶えず御言葉が語り掛けてくることが聖霊に

あって自覚されなければならない。

　私たちは、自分の意志を貫くために神の力を利用しようとし

て祈るのではない。すべての状況において主の御旨を見出し、

その御旨どおりの生き方をもって神の栄光を表すために祈るの

である。当然、主の御旨どおりに生きるためには、御声に聞き

従わなければならない。祈りは、御言葉に従って生きるための

霊的な手段である。

　教会に通って聖書の知識を積み、熱心に主の働きに献身した

としても、本当に主イエスに似た者であると言えるだろうか。

表面的な真似に終わる場合もある。大なり小なり患難に遭う人

は、その期間、主の御前にひれ伏し、信仰の試練を通して忍耐

を学ぶ。自分の力で耐えるのではなく、主が与えてくださる力

で待ち望むのである。主にあって待ちながら、御言葉に耳を傾

けるようになると、その御言葉を通して自身が訓練されつつあ

ることを悟るようになる。

　御言葉、すなわち、イエス・キリストの前に、自分の利己的

かつ貪欲に満ちた姿が映し出されるのを見るようになる。これ

が訓練の始まりであると見なせる。その時間は恥ずかしくも悔

しくもあり、あらゆる不平不満を吐き出すようになる。だが、

そうした自分の姿を顧みることができるようになると、主の御

前で自分は何者でもない存在だということを悟り、信仰が成長

する。

　私たちの努力ではなく、主の御言葉の光の力で、自分がいか

なる存在かを知る時間となる。それゆえ、苦難は私たちに有益

な時間を造り出すものだと言えよう。苦難と試みと誘惑の時に

主の御言葉を握って生き抜く経験を積めば、主の御言葉に従わ

ずに自分の力で人生を切り開くことなどできないと、切実に感

じるようになる。

朝起きて主の御言葉を黙想し祈ることで、

一日の力が与えられる

　これまで、自分の意志を貫くことに焦点を合わせて祈ってい

た人は、これからは主の御旨を成し遂げるために御言葉を読み、

ものごとを主の言語で理解しなければならない。すなわち、自

分が御言葉を理解するのではなく、御言葉を通して自分がいか

に主と異なっているかを悟り、自分自身を理解するのである。

　私たちは、この世の習慣と多様な宗教的習慣を守ることによ

り、日頃安心して生活している。しかし、試みに会ったり、誘

惑に陥ったり、苦難に遭ったりすると、自己コントロールの力

が自分にはないことを悟り、主の御前にひざまずくようになる。
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当にイエスに似ていけるだろうかと考え続けた末に、初めてイ

エスのゆえに訓練されるということの意味がわかるようになる。

人のせいで訓練を強いられるのは苦痛であり、互いに辛いもの

だ。しかし御言葉による訓練は自分の意志との戦いであるから、

力を提供される主の御恵みをより深く体験することができる。

朝早く起きて御言葉を黙想し祈る習慣を身に着けることは、一

日一日と主と似た者となるために当然行うべき行動や心構えを

学び、従順することである。そして、その時間が祝福された時

間だと知っているから、譲れない喜びに出会う時間となる。

　この訓練は、毎日聖書の短い御言葉を何度も読み、主イエスを

思いつつ自分の心を覗いてみることだ。心の中はあまりにも深い

ため、自分でも意識していなかった堕落した感情と思いが表面化

してくることもある。世的な習慣に捉われた自分の意志を、これ

からは主の御言葉に捧げる習慣を身に着けることである。

　これを実践するために最も簡単な方法は、早天祈りと礼拝だ。

御言葉を聖霊にあって解き明かすという点では助けが必要であ

る。なぜならば、御言葉の解釈が歪曲される危険性があるからだ。

　私たちは、主イエスの性質と人格を盛るための器の役割をし

なければならない。集まっては御言葉をつかんで祈り、主イエ

スにあって交わりを持つ。また散らばっては主イエスを宣べ伝

えるキリスト者にならなければならない。

　長い時間祈り、霊性を積んできたにもかかわらず――また、

神の子という身分をもっているにもかかわらず――私たちの人

生に分裂と争いが絶えないのは、実際に、内なる人と外なる人

の両面が完全に主イエスに似る者とはなっていないからであろ

う。この地において私たちが、ひたむきにその道を行く巡礼者

の霊性を具え、共に歩んでいけますように――。†

　主の御声を聞く最初の一歩は、自分が置かれた状況の中で、

覚えている御言葉を絶えず宣言することから始まる。このこと

により、自分では全く思いつかない知恵と戦略が力として生ま

れ、聖霊の御業を体験する時間となる。暗闇の時を主と共に通

り抜け、勝ち抜いた経験は、やがて、起こり得るすべての事柄

に打ち勝つ力となる。

　私が黙想を始めたきっかけは、ある勧士さんの誘いだった。

右手に赤ペンを持ち、毎日聖書を三章ずつ読みながら、心に響

く箇所に線を引いて覚えれば、一年間で聖書を一読することが

でき、知識も増すという助言に従ったのである。

　しかし、子育てをしながら、夫の実家の仕事を手伝い、毎日

聖書を読み祈るということは簡単ではなかった。それでもかろ

うじて毎日聖書を黙想し続けられたのは、小グループで集まる

たびに御言葉を分かち合ったからである。日々の課題を溜め込

むことなく熱心に聖書を読み、読んだ御言葉を生活に適用する

ことで、苦しい時期を乗り換えることができた。

　御言葉を読み祈る習慣を持つようになって、30 年が過ぎた。

最初は聖書を読んでもわからないことが多く、読み続けても意

味がないという思いもあった。実際、習慣を身に着けることは

自分との戦いである。苦難や試みや誘惑の中で主の御前に出て

きた時は、辛くて痛い。しかしその時ほど、主の御前に近付い

た時間はなかった。

　「すべての訓練は、当座は、喜ばしいものとは思われず、むし

ろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによって鍛

えられる者に、平安な義の実を結ばせるようになる」（へブル

12:11）。

　御言葉に照らされた自分の姿に苦痛をおぼえ、どうすれば本
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✿ 特集｜聖い習慣で新年を始めよう　ナム・ソンモ 牧師

　私は両親に祈りを遺産として受け継がれた。子供の頃、私の

記憶に母は毎晩台所で、一人で礼拝をささげていた。引き戸の

外から聞こえてきた賛美と祈りの声は、幼かった私に深い安心

感を与えてくれた。大変な時代を生きていた父はよく祈祷院を

訪ね、答えを受けてようやく家に帰って来た。そうして生涯を

生きてきた父は今でも毎朝、オフィスで家族の名前を一つ一つ

呼びながら祈っている。両親が人生を通して見せてくれた祈り

の習慣は、私にとって世の何よりも大切な相続となった。

　大学時代、私は一日に一回は祈りの席に着いた。時間を決め

クリスチャンの人生の目標は、
幸せではなく聖さである

ておいたわけではないが、短いときは 30 分、長くは二、三時

間を遥かに越えた。祈りが深くなると、聖霊の導きにより様々

な領域と地域に祈りをもって仕えることができた。時には地方

の小さな教会のために祈り、またある日は、ヨーロッパの人た

ちのために祈った。聖霊の御手を握り、霊的な世界でしばらく

祈ると、新しい力と感激に満たされた。時には、主が祈りに仕

えたことの実を現実で見せてくださった。必要な人に会ったり、

ある地域に行かされ、聖霊にあって祈った結果を見せてくださっ

た。私はそのような時間を通し、霊的な世界でなされたことは、

必ず現実の世界で成就されることを確信するようになった。

　そうしてある日のことだった。私は習慣通りに祈りをしてい

た。その日は特に、神はより親密に私に会ってくださった。し

かしその日、私が感じた神は悲しんでおられた。それは感じた

ことのないことだった。今まで私の知っている神は、完全の喜

びを所有しておられる方であったからだ。私は慎重に心の中で

神に尋ねた。「主よ、なぜ悲しんでおられるのですか？」 主は言

われた。「ソンモ、あなたに会うこの時間がとても好きだ。しか

し、地球の反対側には、まだ私のことを知らない私の子供たち

がいる。彼らは真理を知らず、敵を父と呼び信じており、自分

の体を引き裂いて礼拝しているのだ。偽りの父にだまされ、死

にかけているその姿を見ながらも、私が彼らに行けないから心

がとても痛い。」

　その日、祈りの席で突然知った神の御旨は耐え難いほどの悲

しみだった。その悲しみの重さは、後に四人の子供を育つ中で

より共感するようになった。もし自分の子の中で、一人でも誘

拐され、偽親にひどく虐待される様子を見ているしかないとし
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　主は私に今まで多くの言葉を賜ってくださった。しかし、「あ

りがとう」と言われたのは初めてであった。新たな感動だった。

そして主は、宣教のためのすべてのものを満たしてくださると

約束された。その日、私が出会った主は真に人格的であった。

　「まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらの

ものは、すべて添えて与えられるであろう」（マタイ 6:33）。

新しい習慣

　その日出会った主のゆえに、私に新しい習慣ができた。それは、

日々の暮らしの中で主を伝えることである。どこに行って、何

をしても機会を作って福音を伝えた。タクシーに乗るとお釣り

を受けずにイエスを伝え、友人に会うと食事をもてなし、自然

にイエスを紹介した。私が生きている日々の暮しにおいて、救

済と伝道が証拠として現れた。すべてのことは私からではなく、

完全に聖霊様から始まったものである。

　それから 14 年間、私はアフリカと中東、インド、ヨーロッパ、

東南アジア、中国などで数ヶ月、時には 1 年間過ごしながら福

音を伝えた。その間、主はいつも私と共に歩んでくださり、必

要な能力と物質を真実に供給してくださった。

　聖霊と共に歩み、共に働くことによって、主は私をより深い

次元の恵みへと導かれた。それは「聖なる人生」だった。多く

の人は、クリスチャンの生活の価値が幸せだと誤解している。

しかし、クリスチャンの人生の価値は、「聖さ」にある。聖なる

こととは世間との分離ではない。この世に住んでいるが、聖別

されていることである。これはただイエス・キリストにより可

能である。「聖さ」は、イエス・キリストとの同行だからである。

たら、自分の心はどうだろうか？ その日、私が感じた主の御旨

はそれほどひどかった。

　痛まれる主の御前に、私は何をすべきか分からず、しばらく

とどまっていた。そしてこう祈った。「主よ、そんなに心を悲し

まれるとは知りませんでした。その思いを私にも分かち合わせ

てください。」

　自分の素直な心をささげたとき、実際に私の胸が硬くなる感

覚とともに痛みを感じた。私は全身をうずくまって床に転がる

ようになった。一瞬だが、「ああ！こうやって人が死ぬんだな」

と思った。後に私は正常に戻ったが、全身に冷汗が流れた。

　「主はそれほど心を痛めておられたのだろうか？」 あまりに

も驚いた私はしばらくぼんやりと座っていた。徐々に今まで祈

りをもって仕えた人たちの顔が思い浮かんだ。特に宣教地で出

会ったインドの人たちの顔が生々しく浮かんできた。

　「わたしはまた主の言われる声を聞いた、『わたしはだれをつ

かわそうか。だれがわれわれのために行くだろうか。』その時わ

たしは言った、『ここにわたしがおります。わたしをおつかわし

ください。』」（イザヤ 6：8）

　暗い部屋の中に流れる重苦しい静けさを破り、私は慎重に告

白の祈りをささげた。 ――「愛する主よ。私が行きたいです。

いたらない私ですが、主の痛む心を少しでも分かち合いたいで

す。私を遣わしてください。」

　主はその思いを受け取ってくださり、「ソンモ、ありがとう。

君が行くなら、すべて私が準備する。私はすべてのものを持っ

ている。あなたはこれから私が与えられるもののために働かず、

ただ魂のために働きなさい。あなたが魂のために働くなら、私

は必要なものを与えよう」と言われた。
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福音書に出てくる主イエスの弟子たちは、実際に聖さとはかけ

離れた人たちだった。しかし、彼らはただ主と共に歩むときに

聖くなれた。イエス様は彼らの聖さとなられたのである。

　「イエスは彼らに言われた、『ほかの、附近の町々にみんなで

行って、そこでも教を宣べ伝えよう。わたしはこのために出て

きたのだから。』」（マルコ 1:38）。

　もしイエス様が伝道しに他の村に行かれるとき、弟子たちが

主について行くならば、聖さが守られるということであり、主

について行かずに一人で残っているならば、もはや聖さを守れ

ることができないという原理であろう。

　同じ脈絡から、この時代の私たちは、聖霊と共に歩むときに

聖なる人生を生きることができる。聖霊充満とは聖霊との深い

同行である。「同行」という言葉は、方向や運動性を内包する。

神なる聖霊は、私たちを御霊に満たさせ、私たちと共に歩むこ

とを求めておられる。聖霊はどこに行かれるのだろうか？ その

方は宣教の御霊のゆえ、救済し伝道しに行かれるのである。聖

霊は私たちに神の御旨を伝え、ご自分の働きに私たちを招待さ

れる。私たちは、聖霊と共に歩み、仕える場所で共に働くとき、

聖なる人生を生きていけるのである。

　しかし残念なことに、多くの人は聖霊のバプテスマを受けた後

も聖霊と共に歩み、共に働くことをせず、自分の幸せと便利さだ

けを追求しているため、聖なる人生を継続的に享受することがで

きないのである。クリスチャンの人生の目標は、「幸せ」ではな

く「聖さ」にある。救済と伝道は聖霊と同行する、聖なる人生の

証拠である。今年一年、真実なる聖霊と共に歩み、共に働いてい

こう。聖なる人生の喜びを楽しめるはずであろう。†

礼拝堂建築と 5年間の朝の断食

　私と聖徒たちは 1 千名が入る礼拝堂を願い祈った。教会のお

金で建てるのではない。教会建築の 1 つ目の材料とは「祈り」

と「信仰」だ。ワシントン純福音第一教会の聖徒たちは「教会建築」

という共同祈り題目のために涙の祈りを捧げた。そして在籍 30

余名と共に礼拝堂建築の場所に集まり、その場所を踏みながら

祈った。

　私は教会が完工された時まで朝の断食をすると宣言した。教

会を建てるのに少なくとも 1 年半くらいあれば十分だと考えた。

しかし教会が完工するまでに 5 年半の月日が必要だった。結局

5年半の間、朝の断食をした。

神様が聖殿建築を導かれた

✿信仰の明文化を成し遂げますように㉟｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会
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過程が 2年間も続いた。一体何が悪いのだろうか。

　進んでいたと思われたのにひっくり返される建築は、許可後

2 年が経っても着工をしなかったため、建築許可が取り消され

てしまった。

　「神様！これはどうしたことでしょうか。これからどうしたら

よいでしょうか。」

　祈る中でふと悟りがあった。

　「私が最初から一千名を収容する礼拝堂を建築しなさいと指示

したではないか。それが建築許可を取り消された理由だ。」

　私は悔い改めの祈りを捧げた。

　「神様！赦してください。私が間違っておりました。」

　「そして、銀行からお金を借りずに献金で教会を建てなさい。」

私は勇気を出して聖徒たちに宣言した。

　「愛する聖徒の皆さん！教会建築の計画を全面修正します。私

たちが当初計画していたように一千席規模の礼拝堂を建てるよ

うに進めます。再び設ける公聴会では隣接住民の反対が無いよ

うお祈りをお願いします。」

　一千名規模の教会で設計図を変更し、該当機関にまた提出し

た。そして公聴会を開いた。アメリカでは居住地域や産業地域

どちらでも教会建築は可能だが、必ず公聴会を開き、住民らの

同意を得なければならなかった。もし公聴会で住民の反対があ

れば建築を進めることはできない。公聴会は順調に行われた。

隣に住む家族だけ反対意見を広げた。他の異議がなかったため、

5人の審議委員が満場一致で、教会の建築を許可した。

　それから本当に驚くべきことが起こった。2 年の間、私たち

が建築許可を提出して 6 回もの書類を戻した担当者が、ある日

解雇されたのか、在籍していなかった。そして、韓国系アメリ

　当時、教会の財政はゼロの状態であった。3 千坪の教会の敷

地を用意するのに、すべての財政を投入したからである。経済

事情もそれほど良い方ではなかった。

　私と聖徒たちは一千名を収容する礼拝堂を願って祈った。

チョー・ヨンギ牧師から学んだ「見つめる法則」に基づき、私

たちは既に 1 千席の礼拝堂を心の中に抱いていた。ところが、

建築のために苦労していたある長老が暗にこのような提案をし

てきた。

　「私たちの教会の状況では、出席聖徒もそうですし、財政状態

も厳しいので、250 席の礼拝堂をまずは建てましょう。そして、

教会がリバイバルしたら、教会を拡張するのが良いでしょう。」

　私はその話が合理的だったので、祈りで神様に聞かずに、ヨ

シュアがカナン征服時、ギブオン人の話を聞いて、その場です

ぐに和親を決定したように、突然その意見に同意した。当時の

聖徒が 150 人前後だったので、250 席の礼拝堂の規模が適して

いると思っていたのだ。

　「そうしましょう。」

建築許可が取り消された

　神様は明らかに一千名を収容する礼拝堂を建てなさい、と言

われたのに、こっそりと目標を修正したのだ。それは極めて人

間的な考えだった。その間違った判断により、過酷な困難を

経験した。教会建築の書類を作成し、申請書をディストリクト

（Distric：いくつかの区を合わせた規模の行政区域）に提出す

ると、書類がいつも戻された。建築課の担当者がパテル Patel

という中東系アメリカ人だったのだが、彼は 2 〜 3 週間の書類

審査の後、いくつかの条件をつけて書類を戻した。このような
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カ人のベク・ヨングク氏がディストリクト全体の最終決裁権者

となって赴任した。彼は 2 年前の最初の建築許可を出すとき

にディストリクト建築課に韓国系アメリカ人がいると知って出

会った人だったが、カトリック教会の信者だった。

　彼を伝道するために複数回会い、「しなんげ」を手渡した。そ

の時、ベク・ヨングクさんが私に言った。「私が担当した地域で

あれば、うまく進むようお手伝いしたでしょうが、私の担当区

域ではないため、お役に立てずお詫び申し上げます。しかし、

教会建築は心配しないでください。通常 6 ヶ月以内の許可が出

てきます」と言っていた。

　しかし、この方が総責任者としてきた途端、突然私たちの教

会を思い出し、その間建築がどのように進んだか気になってい

たと言った。

　べ・ヨングクさんは私の目の前で 2 つの条件を削除した。そ

してすぐに建築書類を再提出しなさいと言った。

「献金で教会を建てなさい」

　2 年もの間、私たちを苦しめていたことが一瞬にして解決し

た。2 年の間に許可が出なかった書類が 1 週間ですべての関連

部署の承認印が押されて、建築許可証が発行された。神様は簡

単な道を選択する私たちを鍛錬されたのだ。神様の助け無しに

は、何もすることができないことをすべての聖徒たちと共に改

めて悟った。このことをきっかけに、聖殿建設のための教会の

聖徒たちの祈りと献身の炎がさらに燃えた。聖徒たちと一緒に

熱心に祈っていた中、神様は次のような悟りを与えてくださっ

た。

　「銀行でお金を借りずに献金で教会を建てなさい。」

　「え？ 献金で、ですか？金融機関を利用しないででしょうか？

その多くのお金をどうやって用意しましょう。」

　「祈って、聖徒たちの純粋な献金で建てなさい。」

　「神様、300 名の聖徒が毎月 14 万ドルを献金すれば建築は進

行可能です。私たちの聖徒たちの現状ではこれは不可能なこと

です。しかし神様の御旨に従順します。次のことは私が責任を

取ります。」

　私は従順するほかなかった。なぜなら私の判断によって 250

席の礼拝堂を建てようとして一度困惑を招いてしまったことが

あったからだ。

　ついに工事が始まった。ところが工事開始から 6 ヶ月が過ぎ

て心配していたことが起きた。私たちはもう工事費を支給する

ことができない状況になった。私たちの教会の財政では延ばし

に延ばした工事費を支払う力がなかった。ついに主日の夜、工

事現場のトレーラーから早天礼拝を準備している私に現場監督

と職人たちが押し寄せた。

　「私たちは、もはや仕事を続けることができない。今月末まで

押された工事費を払わなければすべて撤退する。そしてあなた

を告発する」

　彼らは険悪な表情を浮かべながら、指で私指さして、叫んだ。

私は主日の夜に工事現場と労働者の代表者から大きな辱めを受

けた。聖徒たちにこの姿を見られなかったのが不幸中の幸いだっ

た。しかし、あまりにも衝撃を受けて、祈りもできなかった。

　「主よ！ ご覧になられましたか？ 私がこのようにひどく言わ

れることをご覧になったでしょう。」

　主の前にひれ伏して泣き叫んだ。†
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ごすためである。』（第 1 テモテ 2:2）、『これは、わたしたちの

救主である神のみまえに良いことであり、また、みこころにか

なうことである。』（3 節）、『神は、すべての人が救われて、真

理を悟るに至ることを望んでおられる。』（4節）。

　分かりきっている話のようですが、国家が揺れ動いて大切な

基盤が火に焼けて無くなる時は、本当に基本が大切です。即ち、

情熱的なとりなしの祈りと悔い改めが本当に大切なのです。こ

れらすべての状況は、悔い改めととりなしにより、全く他の局

面へと転換されることができます。

　ローマ書９章 17 節から神様がパロを王として立てられた理由

が、パロを通して神様の力を現し、その方の名を全世界に言い

広められるようにするためである、と言っておられます。

　パロがエジプトを鉄拳統治する時代に、神様がどうしてその

方が驚くべき能力を見せて、その方の名を全世界に伝えるよう

にするすごいことが起きるのでしょうか？

　モーセが神様の杖を持って現れる前に、エジプトのヘブル人

たちのところに誰かが行き、神様がすべての状況を逆転させる

であろうと言ったのならば、誰も信じなかったでしょう。神様

は出エジプト事件が起きる 430 年前にヨセフを通してエジプト

の飢饉を解決され、パロの心を解きほぐしました。パロはヘブ

「世を歩くとりなし祈り手」として知られている筆者は、18 歳の時か
らアメリカ・アリゾナ州・フェニックスの犯罪多発地域で主と共に歩
き始め、今まで主と共に歩いている。彼は全世界のどこででも彼が出
会った人たちのために祈り、福音を伝えている。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、彼が神の御言葉に従順
して歩きながら祈っているという事実である。

ヘンリー・グルーバー	
（Henry	Gruver）牧師

　十二月が過ぎ去り、

今や私たちは新年を

過ごしています。新年

のための計画を立て

ながら、今年一年どん

なことが起こるだろ

うかが気になります。

人類に与えられた一

番大きな贈り物であ

るイエス・キリストの

聖誕を祝う十二月が

過ぎて、感謝の心を抱いて新しい季節を迎えることが大切です。

そうする時に私たちに向かう、主のまことで真実であられる御

心の中へと入っていくことができるからです。

　今年は、家族、教会、職場、国家にどんなことが起きるので

しょうか？ とても緊迫に状況が移り変わっており、専門家たち

は様々な他の展望を出しています。それにもまして、預言的な

御声すらはっきりと聞き取れない時、私たちは聖書の御言葉へ

入っていくことができます。

　第 1 テモテ 2 章 1 ～ 4 節は、このような状況に私たちがどの

ように対処しなければならないかを教えています。『それはわた

したちが、安らかで静かな一生を、真に信心深くまた謹厳に過

ヘンリー・グルーバー牧師の

主と歩く
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ル人がエジプトで繁栄するように助けました。しかし、モーセ

の時代にはパロの心をかたくなにし、ヘブル人たちを抑圧する

ことを許しました。

　モーセの時代に、へブル人たちは約束の地でエジプトに同化

され、エジプトの奴隷生活に慣れたへブル人たちは、アブラハ

ムが持っていた約束の地に対する献身を忘れてしまいました。

　パロのむち打ちは、約束の地へ行くために、民たちを焼きいれ

する神様の贈り物でありました。神様はご自身の民を祝福なさる

ことを望まれています。神様はこの地でのつかの間の祝福ではな

く、永遠なる有益を心に置かれ、私たちを治められるのです。

逆転の神様

　私は、アメリカの国は一瞬にして社会主義国家へと変わる危険

があるという事実がよく分かります。アメリカの国鳥は白頭鷲で

す。白頭鷲は二枚の羽で飛びます。私たちが生きる世では、キリ

スト教を倒そうとする強力な勢力が存在します。神様が許された

ことです。神様の民たち、神様の御心でなく、神様の祝福、神様

の能力のみを見上げて飛んで行く鷲が、エルサレムの方へと西に

進むのではなく、モスクワの方へと飛んでいくことができます。

　神様の民、神様の御心でなく、その方の御手が与える贈り物

に集中するようになる時、神様の統治の基盤である公義を立て

る働きに不用心になることがあります。第一テモテの手紙は、

私たちに何よりもまず権威者たちのために祈りなさいと言って

います。私たちが敬虔で端正であり、もの静かで平安な生活を

送りながら、福音を伝え、人々を救うことができるようにとり

なしをしなさいと言われています。

　大きな家を建築するには、長い時間がかかりまた努力が必要

です。しかし、焼き払ってしまうことは一瞬のうちに起こすこ

ともできます。私は今年のための祈りをしながら、多くの揺れ

動き、そして火を見ることができます。また、たいへん大きな

リバイバルが訪れて来るのが見えます。

　神様は私たちの罪は記憶されませんが、私たちの献身は覚え

ておられます。私は皆さんの霊的な目が覚醒され、この時代を

よく分別して勇気をもって出て行かれるために祈っています。

　皆さんは、私たちが神様の御心に一致しさえすれば、すべて

の状況は逆転できるということをよく知っている心の勇士たち

です。特に若者たちのために祈りが必要です。若者たちが熱心

に生きていくことができるために、国家の基盤が公義的になっ

ていくために祈らなければならないという感動を受けました。

若者たちは状況を見て挫折してはいけません。箴言の書では、 

『強い男は富をわがものとする』と言っています。勤勉で誠実な

者へ神様が創造的な知恵を与え、時を与えてくださいます。

　

　アメリカは 70 代の人々が国家を引っ張っています。今の 70

代の人々は、成長時期に早朝に起きて新聞を配達し、収穫が終っ

た野原で残った穀物を集め、家々を回りながら売ったお金で小

遣いを稼いでいた時代です。その時にはあちらこちらでリバイ

バル集会が開かれ、聖霊が降り注がれ、人々は神様に対する関

心がたくさんありました。

　人々の心が神様へ立ち返るのならば、飢饉の時の困難は祝福

になることができます。神様は傷んだ葦を切らず、くすぶる燈

心を消すことのない、穏やかな心をもっておられます。神様の

御心に立ち返るのなら、災難が祝福へと変えられるのです。†  
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婚式や葬式のときもスーツを着ていない教役者の姿は想像すら

できないし、もし違う服装で行ったとしたら失礼な教役者に思

われるはずだ。むかし聞いたことだが、牧師按手を受けるはず

のある伝道師が牧師試験を受ける場所にスーツじゃない格好で

行って、成績とは関係なく落ちてしまったという話を聞いたこ

とがある。

　とにかく教役者はスーツを着なければならないという規定は

聖書のどこにも書かれておらず、教団憲法にもないのに、私は

スーツを着るしかなかった。問題は買うお金がないということ

だった。幸いなことに、その頃の私のことをよく知っている主

日学校のある先生が近所の安い洋服店でスーツを一着買ってく

れた。店の人からどの色が好きなのかと聞かれたので、結婚式

からお葬式までどんな時でも着られる黒が良いと答え、どの季

節に合わせるのかと聞かれたので、春から冬まで一年中着なれ

ければならないので適当な厚さが良いと答えた。店の人はとて

も困った表情をしながら一着を選んでくれた。実際に私は、神

学校 4 年と神学大学院 3 年、結婚するまでずっとその一着だけ

だった。

荒野を通っていたイスラエルの民たちの着物と靴は古びな

いようにされた主が（申命記 29:5）私の人生を責任とって

下さると思った途端、めがしらが熱くなった。そして、私

は決断した。これから何度、新しいスーツを着られる恵み

を主から与えられるかはわからないけど、これからの人生

は人が生地で作ったスーツだけではなく、主の品性と力で

作られた服を着ていたいと祈っていた。

	 	 	 						( ローマ 13:14、ガラテヤ 3:27)

私のスーツ物語

✿ 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

　高いスーツを着たことがないのでよくわからないが、スーツ

は軍服と似たところがあって夏は暑くて、冬は寒いだけだと思

う。スーツのかしこまった堅苦しさに首を締め付けるネクタイ

まで加わり、その心地悪さは言うまでもない。しかし、20 代前

半から始まった教役者としての人生は、スーツを自分の肌かの

ように、肌身離さず着ているしかなかった。

　担任牧師先生からいきなり伝道師に任命されたので、初めて

スーツを買うことになった。神学校に通っていた時はジーパン

二枚でずっと過ごし、赤いジャンバーだけで冬を乗り越えてい

た貧しい時代に、スーツを買って着るなど不可能に近かった。

　しかし、今は公式的な場で説教をして賛美を導くときも、結
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　結婚をして、私のスーツは二着になった。なぜならば、結婚

式に着る礼服として一着を買ったからだ。やっと私も二着のスー

ツから一着を選べられるようになった。しかし、その楽しみも

つかの間、10 年以上着続けたスーツが寿命を迎えた。伝道師時

代、そのスーツであちこちの教会で体を張って ( ？ ) 仕事をし

てきたので、そのスーツはこれ以上直すことすらできない程痛

んでいた。結婚してからもう一着ほしいと思ったものの、私の

新婚生活は本当に貧しかった。ご飯を食べられない時もあるの

に洋服を買うなんてありえなかった。建築をする教会で伝道師

をしていた時は給料も 3 ヶ月分もらえなかったし、伝道師にく

れる給料とは本当に人が死なない程度のものだった。だからスー

ツを買おうとも思わなかった。

　そのうち、主は私に教会を開拓しなさいと強く示された。開

拓したら、新婚の時よりもひどい経済的困難に陥っていた。伝

道師の給料でもいただいていた時は苦しくても生活できたが、

古い商店街の小さな開拓教会の担任牧師は、給料さえもらえな

かったからだ。

　もちろん無理をすればスーツを買うことができたはずだ。し

かし、お金が入るたびに教会と聖徒たちに分け与えた。自分の

冬服は一度も勝ったことがないけど、何人かの青年たちにはジャ

ンパーを買ってあげたし、私は一度もズボンを買って着たこと

がないけど、教会学校の子供たちにはかわいいズボンをプレゼ

ントしてあげた。結婚して 10 年間、肌着一枚も買ったことがな

かった。一度は、本当に履けるパンツがなかったので、教会の

前で安いパンツを売っている屋台で買おうとした時、その屋台

の人がどんなパンツがほしいのかと問うので、一番安いパンツ

がほしいと答えたら、黒いビニール袋に何枚かを入れながら「社

長さん！安いパンツが好きなんですね？」と言われたことがい

まだに記憶に残っている。私は苦笑いをしてしまった。

洋服に関しての黙想

　教会を開拓してから 7 年くらいだった、私の誕生日の日だっ

た。青年たちが突然私を連れてどこかに行っては、スーツを一

着買ってくれた。とてもありがたい日だった。高級なものでは

なかったけど、私はそのスーツを大事に大事に着ていたのに、

ある日教会で仕事をしていた時に大きくやぶれてしまい、直せ

なくなった。そうして、主の恵みによって教会をより大きな建

物に移すことができた。そして新しい聖徒たちが一人二人と教

会に集まって来た。

　そしてある日、最近教会に登録された聖徒さんから個人的な

面談の申し込みがあった。その聖徒さんは「この何年間の先生

の説教を動画で見ましたが、一つ変だと思ったことがあります。

先生のスーツが、ずっと同じものでしたよ」と言って、私が断っ

てもスーツを買うためのお金をくれた。私はそのお金で春夏用

の薄めのスーツと秋冬の厚めのスーツを買った。ここから、私

のスーツ物語のクライマックスを迎える。先週弟子一人が結婚

の招待状を持って訪ねてきた。この弟子とは私が伝道師だった

ころ、ある集会で偶然に出会った。それから彼は主に出会い、通っ

ていた大学をやめて神学校に編入した。伝道師の時代、十字架

教会に来て謝礼も貰わずに一所懸命に仕えてくれたが、自分の

使命のために教会を離れるしかなかった。私はその弟子の結婚

と働きのために一日も欠かさず祈った。その弟子が結婚するこ

とになって、来年は牧師按手を受ける。 

　その弟子から結婚式を導いてほしいと頼まれたが、教会の行
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　すべてのことが悩んだりためらう時間さえもなく急に決定さ

れ、迅速に行われた。すべてが必然であるかのように。伝道師

として仕えていた教会でフランスの宣教師と内定され、3 ヶ月

後に故国を離れシャルル・ド・ゴール空港に到着した。

　人は私が良いところに行くことを羨ましがったが、当事者で

ある私はときめく期待感よりも恐れのほうが大きかった。「フラ

ンス語を一言も話せないのに生きて行けるのか ? 食べ物に適応

できるのか？ 経済的な問題をちゃんと克服していけるのだろう

か？」　宣教師として遣わされる熱い使命感より、このような些

細なことを心配するなど情けない。私は伏して祈り、主は私を

言葉では言い表せない感動で満たして下さり、そのつど勇気と

希望をお与えてくださった。

　私の夢は韓国で教会を開拓し、全国至る所を巡りながら福音

を宣べ伝える伝道者として生きることだった。そのために祈っ

て準備しながら神学校時代を過ごした。海外、さらにヨーロッ

パでの使役は一度も考えたことがなかった。しかし、主は私の

夢を打ち砕かれ、主のビジョンを成し遂げられた。

✿ 我が人生のプラス｜私の生涯最高の贈り物

この山地を私に
与えてください

ソン・ウォンヨン
大韓イエスイ教長老会統合	フランス宣教師
パリ・ソンハン教会	担任牧師

事が重なっていたので、とても残念ではあるが断るしかなかっ

た。その次の週、少し付き合ってほしいと言われて行ってみると、

私にスーツを買ってくれると言った。二着もあるから充分だと

言ったが、弟子はぜひ買ってあげたいと話した。結局断れずに

スーツを買いに行った。そこで、私は驚いた。そこは既成服を売っ

ている所ではなく、オーダーメイドスーツを作るところだった。

生まれて初めて、自分の体の寸法測って合わせてつくったスー

ツをもらった。それも二着！ 金額は私が生れて着た服の中で一

番高いものだった。

　スーツを頼んで地下鉄に乗って家に変えてくる間私は、決し

て短くはない歳月を主が私を着せられたことを思い出した。伝

道師になったばかりの時から担任牧師になった今まで、主は様々

な御業を通して私を着せられた。時には不平を言ったりもした

が、振りかえてみるとすべてが主の恵みだった。荒野を通って

いたイスラエルの民たちの着物と靴は古びないようにされた主

が（申命記 29:5）、私の人生を責任とって下さると思った瞬間、

目がしらが熱くなった。

　そして、私は決断した。これから何度、新しいスーツを着ら

れる恵みを主から与えられるかはわからないけど、これからの

人生は人が生地で作ったスーツだけではなく、主の品性と力で

作られた服を着ていたいと祈っていた ( ローマ 13:14, ガラテ

ヤ 3:27)。

　そしてわたし自身も、アロンが自分の服を脱いで息子エレア

ザルに着せたように、エリヤがエリシャに外套を渡したように、

キリストの着物を渡したいと、切に願ってみる。†
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　私は、ビテニヤで伝道をしようとするパウロの計画を塞いで、

ヨーロッパを救おうとされた主の御心が成就した時の御言葉を

黙想した。「私が分からない、主のご計画があるでしょう。」

　使役した初めの 6 年半は、パリにある韓国人教会で副牧師と

して働きながら「フランスが宣教地なのか、ここで出来る、し

なければならない宣教の働きは何なのか。フランスのプロテス

タントの歴史が私たちに投げかけるメッセージは何なのか」な

どについて悩み、勉強する時間を持った。苦しく息詰まる時間

の連続だったが、フランスでの使役の基礎を固めるためのつら

い荒野の訓練の期間となった。フランスでの使役を続けるべき

かどうかについて真剣に悩んだりもした。

　後の一年は、宣教師の語学学校である Ecole　Cedre（エコ

ルセドール）に通いながら、次の使役を準備するようになった

が、そこで同じ悩みを持ちながら言語の勉強をしている二人に

出会った。私たちは、毎日の昼食後に近くのカフェでコーヒー

を飲みながら御言葉を分かち合い、お互いの将来のために祈る

時間を持った。

　カフェ祈り会を始めるようになって 1 年がたったある日のこ

とだった。私の心の中にあった漆黒の闇が消えていき、遠い海

から大きな船が現れるような印象を受け、その日の祈りを終え

た。神様がカフェで捧げた私たち三人の祈りに答えてくださっ

たことは明らかだった。

　そして 1 年以内に、私たち三人に新しい使役の道が開かれた。

キム・テファン牧師はソウルに新しい任地が決まり帰国し、アン・

テヨン牧師は、アフリカの宣教師として遣わされ、私はパリに

新しい韓国人教会を開拓することになった。パリには韓国人教

会が多いので、私は、そこに数字をもう一つ加えるよりは、人々

が歩まない道を行く方が良いと思って、フランス改革教会の牧

師になるよう祈って推進した。

　しかし、すべてのことがほぼ終わりに近づいた瞬間にすべて

の道が塞がれてしまった。行き止まりで、私は最終的には韓国

人教会を開拓するしかなかった。そして、その道は糸が解れる

ようにさらさら解かれた。私が考え期待していたすべての道が

ふさがれ、神様の計画通りに行われる瞬間だった。

神様が行われた

　実は私が考えて期待していた事が塞がれたわけではない。神

学校時代の 7 年間、毎日チュ · ギチョル牧師記念祈祷塔に上っ

て教会を開拓する栄光と全国を回りながら福音を宣べ伝える喜

びを与えてくださいと祈ったが、その長い祈りがすべて成し遂

げられる瞬間だった。場所だけ変わった。韓国ではなく、フラ

ンス · パリで教会を開拓し、全国至るところではなく、世界の

至るところを回りながら福音を宣べ伝える伝道者の道を歩ませ

てくださった。私が捧げた祈りを神様のレベルでもっと大きく

成してくださったことに感謝し、神様を褒めたたえる。

　開拓する事は速やかに行われた。教会を辞任し、2 ヵ月後の

2002 年 9 月に、大人 10 人と子ども 4 人で教会開拓の礼拝を捧

げた。その中の大半は数か月以内に帰国する人たちだった。財

政も建物もなく、毎日崖っぷちに立って、神様を見上げるしか

なかった。私にできることはただ一つ、祈りしかなかった。そ

れですべてのことを主に委ね毎日 3時間以上涙で祈った。

　祈りの中、主は「私の民を慰めなさい。彼らの目から涙を拭い

てあげなさい。私がそのためにこの教会をリバイバルさせよう。
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✿ 我が人生のプラス｜私の生涯最高の贈り物

苦難の中、
祝福してくださる
神様キム・ジェハ

大韓食品医学新聞	発行人

　私はカンウォンド（韓国の地名 ) という田舎で 8 人兄弟の 7

番目に生まれた。バスを乗るために、約 15 キロも歩かなければ

ならないほど、辺鄙な所に住んでいた。幼い頃の記憶に残るのは、

土俗信仰を信じる家であった。母は、三神おばあさん（お母さ

んのおなかのなかにいる胎児の段階から、見守ってくれていた

という架空の人物）に祈ってこそ、上手くいくと言ったりした。

　私は 30 代後半、隣の若い夫婦の勧めで教会に行くようになっ

た。私たち夫妻は一緒に登録し、信仰生活を始めた。妻の実家は、

4代に続く「信仰の家庭」として祝福を受けていた。

　私が伝道されて初めて教会に行った時、違和感があった。何が

何だか分からず、御言葉を聞いても心に当たって来なかった。メッ

セージの時間にはいつも居眠りばかりした。それだから、教会に

は通っていたが、形式的なものだった。当然教会から関心が遠ざ

かり、会社の仕事だけに集中するようになった。仕事が終わると

同僚たちと飲み歩くなど、節制できない生活が続いた。

　最初の職場は、大手新聞社の出版部で営業マンとして働いた。

会社の仕事に力を注いだので、実績は良かった。営業実績と誠

砂漠に砂風が吹いて突然大きな丘を成すように、この教会を私が

立てていく」という御言葉が与えられた。それと共に驚くべきこ

とが起こった。毎週、主日礼拝の度に涙の海となり、聖霊様が聖

徒たちの心に触れて、彼らの痛みと傷を癒し、人生の重荷を代わ

りに負ってくださる奇跡を起こしてくださったのだ。

　私たちは 1年の間３か所、礼拝所を移し、その都度満ちあふ

れるリバイバルと恵みを受け主日礼拝に 120 人が出席する教会と

なった。16 年が過ぎた今では 400 人が出席する教会にリバイバ

ルした。毎年帰国して離れる信徒を考えると、欧州では、大きな

リバイバルである。そして信徒のうち 70％以上が 20 〜 30 代と

いう若者たちの教会だ。私たちは、パリ善良な（ソンハン）教会

を基盤にした韓・仏宣教協定を 2013 年に結び、ヨーロッパとア

フリカのフランス語圏宣教にも参加、フランスの地方にも教会を

開拓し、あまねく巡って福音を宣べ伝えることをしている。

　ようやく使役の基礎を設けた程度であり、今後さらに大きな

リバイバルと使役の地を広げてくださる主の働きを期待する。

何の確信や準備もせず突然始めて、すべてを手探りで、今まで

きたが、振り返ってみると、我が主が定規で測ったかのように

導いてくださった。その主の手がこれから残った人生の後半に

も共にしてくださり、星のように輝く時間になるようになされ

ることを期待する。

　今日は、典型的なパリの冬だ。小雨が音もなく降っている。

だからといって傘をさしたり、そのまま雨に濡れることも好ま

しくない。20 年前と何も変わったことはない。しかし、私の心

のビジョンと祈りが変わった。今はこのように祈る。

　「主よ、この山地を私に与えてください。フランスを私に与え

てください。」†

- 36 - - 37 -



実さが認められ、50 ～ 60 人をマネジメントする責任者として

早くも昇進した。同僚の中で一番先に住宅も購入した。

　40 代を過ぎて 50 代に入り、さまざまな理由で通っていた会

社を退職し個人事業を始めた。しかし、経験と準備不足で事業

は失敗に終わった。会社経営は簡単ではなかった。

　この時までも私は信仰の未熟児だった。イエスが誰なのか、

人生がどこから始まり、遂にはどこに行くのか良く分からず、

祈りもできなかった。不思議にも、そういう時こそ「金を貸し

てほしい」とか、「住宅を担保にして保証人になってくれ」とい

う知人からの連絡が多かった。親しい人たちだから断れる事情

ではなかった。しかし、金を貸した結果は悲惨だった。金は返

してもらえず、担保を提供したために財産権の保障もできなかっ

た。状況はますます厳しくなった。売らなくても良い家 2 軒を

手放し、遂に無一文になった。

　そうなると夫婦喧嘩も増え、「一緒に死のう、離婚しよう、心

中しよう」など、極端的用語が飛び出し始めた。家族全員が道

端に放り出される波面になって、専業主婦だった妻が職探しに

出た。家族のために妻は仕事を始め、私は私なりに生きるため

に身もだえた。 

高慢から謙遜へ

　健康と財産をすべて失ってからようやく気付いた。このすべ

てのことは、神様が私を愛するがゆえに与えられた苦難だとい

うことを。苦難に遭って、私は神様を探し求めるようになった。

毎日早天礼拝を捧げ、涙を流しながら祈った。そうして 2 年が

経ったある日の早天礼拝の時、私は祈りの中でイエス様に会っ

た。目の前にイエス様の姿が現れて消えた。全身に電流が流れ

るような感動を覚えた。

　ある日、夢を見た。私が黄金の洞窟に導かれ歩いていた。洞

窟の中から世の中で聞いたことのない美しいメロディーが聞こ

えてきた。そのメロディーに惹かれて歩く途中に目が覚めた。

夢だった。 

　このような体験をしてから、私の優先順位は信仰と従順になっ

た。伝道訓練と弟子訓練を受けながら、信仰が成長していった。

そして、不安、焦り、心配、憂うつ症が消えた。聖歌隊奉仕、

中等部教師、区域長を務め、感謝と喜びで仕える人生をおくる

ようになった。

　神様は、私の高慢さを砕いて謙遜にさせられた。私を再び造

り直して用いられようとされる主の大いなる計画であったこと

を、後に知るようになった。

　相変わらず経済的に厳しい状況の中で、親しい先輩から連絡

があった。自分が発行している大韓食品医薬新聞を引き受けて

経営してみる気はないかと聞いた。少しの金額を払って引き受

けるようにと言われた。しかし、私には買い取るだけの金銭的

余力が全くないと答えた。すると先輩は、「それではそのままあ

なたに任せるから一度やってみない」と言った。

　突然、「大韓食品医薬新聞」と、早期環境教育の目的で作った

「子供環境新聞」の発行人に就任した。そして、韓国の健康な食

文化と正しい食習慣、国民健康の増進に役立つ医薬情報と健康

知識などを広めている。まだ多くの助け手が必要な新聞なので、

共に働く同労者が必要である。これも神様が優れた人材を送っ

てくださると信じている。 
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プラスチック・ブーメラン・ショック✿		特別寄稿

　「神は海の大いなる獣と、水に群がるすべての動く生き物とを、

種類にしたがって創造し、また翼のあるすべての鳥を、種類に

したがって創造された。神は見て、良しとされた。」（創世記1:21）

　今、全世界で生産されているプラスチックは、約 83 億トンに

も上ります。この中で再利用や焼却されたものは 20％足らず、

残りは今も地球どこかで浮遊しています。浮遊していて、毎年

800 ～ 1 千 2 百万トン（1 分にごみ収集車一台分の量ずつ）以上

プラスチックごみをなくし、
健康で豊かな暮らしを！

ユ・ミホ
「キリスト教環境教育センター・暮し」センター長

ミャンマーに派遣された
息子の家族

宣教師の息子

　一方、神様は我が家に多くの祝福をくださった。1年前、妻は

健康診断で乳がんの診断を受けた。幸いに初期に発見され治療を

受けた。今まで家庭のために働いた妻は仕事を辞めて休んでいる。

　そして、苦しい環境の中でも 3 人の子供たちは素直に育って

くれた。末息子が献身し、宣教師としてミャンマーへ派遣され

たことは家紋の栄光である。幼い頃はいたずらっ子だった末息

子は、海兵隊除隊後神様に立ち返り、毎年海外短期宣教活動に

参加した。息子がビジョンを発見したのは、チェジュ・ヨルバ

ン大学に入学した時だった。そこで勉強したことが息子にとっ

て人生のターニングポイントになった。そこで、梨花女子大学

の韓国語文学科を卒業し、ヨルバン大学で一緒に勉強した天使

のような嫁に出会った。その後、息子は神学に入って牧師になり、

宣教地に派遣されるようになった。 

　宣教師の息子を持つ親の立場からみれば、心配もあり、祈祷

の重大な負担もあるが、神様が息子の家庭を通じて御旨を成し

遂げられることを期待している。

　振り返ってみると、神様には感謝しか捧げるものがない。人

生のたそがれのときに、聖霊様と共に歩み、御心どおりに生き

るため、今日も賛美を捧げている。†
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のプラスチックが海に流れ込んでいます。2050 年になると、海

に魚よりプラスチックが多くなるだろうという話もあります。

それによって、海の生き物たちは、体にプラスチックに巻きつ

く苦痛を受けたり、餌と勘違いして食べてしまい命を奪われた

りしています。ストローなどのマイクロプラスチックは、もっ

と細かく分解され飲み水や食べ物を汚染し、私たちの体も蝕ま

れています。

　ＵＮ環境計画（UNEP）や国際連合食料農業機関（FAO）は、す

でに 2016 年から海洋生物の内臓に入っているマイクロプラス

チックが、私たちの食卓を汚染していると警告しています。今、

私たちの食卓に上がる海産物や塩や水も、すでにマイクロプラ

スチックに汚染されているという報道もあります。

　このようにプラスチックごみが問題なのは、特に「使い捨て」

ゆえです。使い捨てプラスチックは使うのにはとても便利で、

配達文化の発達によって毎年捨てられる量が増加しています。

生産はたった一秒、使われる時間はほんの数時間です。一人当

たりのビニール袋年間消費量は 420 枚だそうです。韓国国民ひ

とり、一日 1.13 枚使っていることになります。ＵＮ連合（ＥＵ）

では、1 人当たり年間ビニール袋使用量が 198 枚と報じられて

います。フィンランドではたった 4 枚にすぎないといいます。

一方、我が国（韓国）の国民ひとりの使い捨てプラスチックコッ

プの消費量は 500 個にも上ります。全て一度使っては捨てるも

のですが、分解されるのには最低 500 年という長い年月がかか

るのです。

使い捨ての時代

　もちろんプラスチックごみ問題は、使い捨てプラスチック製

品だけの問題ではありません。使い捨てプラスチックコップや

お皿などのように、使用抑制及び無償提供が禁止されている物

もありますが、ストローやホールダー、紙コップやティッシュ、

爪楊枝のように規制されていない使い捨ての物が私たちの生活

には数多くあります。さらに、物の寿命と関係なく捨てられる

物までを考えると、まだ使えるのに捨てられる物があまりも多

いのです。

　長く使えるように作られた製品さえも、新しい物や数回使っ

ただけの物が、家の隅々に山積みになって、ほこりを被ってい

ます。物があまりにも安く売られているため、家々に商品が溜

まっていきます。洋服も使い捨て用品のように使って捨てる時

代になりました。「使って捨てる大量消費、大量生産の社会」に

なったのです。このままでは、ごみ問題はもちろんのこと、微

細なほこり（ＰＭ 2.5）と気候変化の問題も解決できず、大変

なことになります。物の寿命を延ばすだけでなく、物を必要と

する人が使えるように共有する必要があります。

　捨てられるごみは、大体三つに区分されます。「必要」である

が一回だけか長くは使えそうもない物（安物買いの銭失い）、「必

要」な物を買うが付属についてくる物（過剰包装）、「必要」な
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少しづつ表れ始めています。

　実質的な成果が表れるためには、関連政策とともに、国民の

関心と協力が必須です。何でもひとりでは難しいのです。特に

プラスチックは、多くの人が日常生活から努力しなければ、変

化は不可能です。小さい変化であっても共にすることが、より

良い政策樹立の基礎となります。

　変化の始まりは、私たちキリスト者からであってほしいです。

信仰的にみると、プラスチックは、「ちりだから、ちりに帰る」（創

世記 3：19）という生命の循環と「命を得させ、豊かに得させる」

（ヨハネ 10:10）ことを遮る物質です。「再利用できるものだか

ら分離して出せばいい」と思い使い続けるなら、「必要」以上の

物、つまり「食べるに良く、目には美しい」ものを欲しがるこ

とになるのです。私たちはもちろんのこと、地球がよりひどい

苦痛の中で呻くことになるのです。

　「キリスト教環境教育センター・暮し（blog.daum.net/

ecochrist）」は、今年一年キリスト者と教会が共に『プラスチッ

クフリーの生活』と『プラスチックフリーの教会』を提案しま

した。使い捨てプラスチックコップやストロー、ビニール袋、

スプーン、容器など、すべてプラスチック社会において、プラ

スチックなしで生きていくことは確かに難しいです。しかし、

日常用品中、一つだけでも決めて変えていくなら、ゆっくりで

はあるが共に変えていくことができます。心に決めて実行する

ことが大事です。

　実際、変化は「私から始まり」ます。『ビニール袋はいらない

です』『パックに入れて行きます』と言えるようになりましょう。

エコバッグやマイカップが友になってくれるでしょう。共に実

践していける友が必要なら、教会で区域の兄弟姉妹と「プラス

物でないのに何となく購入したもの、他の人にとっては必要な

物（剰余物品）。こうしてみると、問題の核心は『必要』にある

ようです。自身の必要をきちんと把握できていないだけでなく、

いざ知っていても必要なものだけを買うのは容易ではありませ

ん。特に、大量生産と消費が美徳の資本主義の鮮やかな証拠物

だと言えるプラスチックは、なおさらなのです。

私から始めよう

　幸いにも今年に入って、全世界がプラスチックの使用を減ら

すために努めています。我が国（韓国）も遅かれ政策が設けら

れ、実践に力を注いでいます。デンマークは 1994 年から「包装

税」を導入し、使い捨て用包装材の使用を減らし、年間ひとり

当たりビニール袋使用量が 4 枚になりました。シンガポールは

政府と企業の協約（SPA）により、包装廃棄物の削減に取り組み

10 年ぶりに廃棄量は 3 万 9 千トン程度減りました。ケニアは昨

年 8 月、ビニール袋の使用を禁止し、使用が摘発されると製造、

輸入、販売、使用者すべてに、最大 4 千万ウォン（約 4 百万円）

の罰金もしくは 4 年の懲役刑が科されるようになりました。我

が国では今年、政府とソウル市が総合計画をたて、その成果が
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チックをどのぐらい使っているか」使用量を点検し、「どこまで

減らせるか」を試してみるのもよいでしょう。

　『ビニール袋を使わない主日』を始めに、ゼロウエスト教会に

挑戦してみるのも方法です。教会行事の際、使い捨て商品を使

わないよう実践するとか、聖徒たちの暮らしの中で『エコバッ

グ持ち歩き運動』を展開してみるのもよいでしょう。

　そして、なによりも教会がカフェを運営していれば、カフェ

で使い捨てプラスチックコップの代わりに、マグカップやタン

ブラーを持ち歩き、ストローを使用しないようにするキャンペー

ンも展開してみる価値はあります。昨年、韓国政府は 8 月から

使い捨てプラスチックコップ使用を規制し、使用が減りました。

モニタリング結果、いくつかの教会カフェは、テイクアウトコー

ナー店として登録されていて、特別な措置が取られてない所も

目立ちました。もちろん一般カフェも、まだ多数の使い捨てプ

ラスチックコップがテイクアウトされていて、依然として使い

捨て紙コップ使用も使われているという問題も残っています。

　初めに世界が創造された時もそうでしたが、神は今もすべて

の生命がその種類のとおりに生きて育まれ、繁栄し、豊かな暮

らしを享受することを望んでおられます。早めに使い捨てプラ

スチック製品の使用を減らしていくよう祈ります。もう少し時

が経ってしまうと手遅れになってしまうかもしれません。少し

不便になっても努力すれば、私たち皆が平等に豊かな暮らしが

享受できると信じます。「命を得させ、豊かに得させる」とされ

た主に従う教会なら、先頭に立って使い捨ての商品を使わず、

飲食ができるようになるべきです。すぐになくすのはあまりに

不便だと思うなら、「親環境」という名入りの紙ストローやお皿

を過度期的に使ってでも、変えるべきなのです。そうしてこそ、

今、苦痛に遭っている「極めて小さな生物」の命を救い出せる

のです。まずは、私が属した教会から、使い捨て用プラスチッ

クにから解放される宣言してみてはいかがでしょうか。

　「プラスチック解放宣言」を通じて、この地のキリスト者と教

会が――「私も生き、他人も生かす」「自分の身体のように隣人

を愛する」「すべてが平等に豊かな暮らしを生き抜く」――その

日が速やかにくるよう、切に祈ります。†

「神は海の大いなる獣と、水に群
がるすべての動く生き物とを、種
類にしたがって創造し、また翼の
あるすべての鳥を、種類にした
がって創造された。神は見て、良
しとされた。」（創世記 1:21）
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