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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

信仰の年輪
イ・ヨンフン 牧師

　　
　春になると、冬の間静まった世界が突然、慌ただしくなります。ど

こからか、山や野原に暖かい風が吹いてき、無彩色の単純な風景が目

が回るほど多彩な色を作り出します。

　寒さで縮こまっていた木も、春になると枝ごとに葉芽や花芽を出し、

体を伸ばし成長しはじめます。そうして夏になると、生い茂った葉を

揺らしながら光合成をし、栄養分を集め、秋になると香しい果実を豊

かに結びます。そして、冬が来る前に葉を落とし、再び死んだように

成長を止め、厳しい冬の寒さを耐え抜くのです。

　こうして一年を過ごすと、木には一つの年輪が造られます。ところで、

木の年数を示す年輪は、ただ自然と生まれたものではありません。木

には形成層という細胞があります。暖かい春と夏には、形成層が早く

細胞分裂をしながら木が育ちます。早く成長するために、細胞がやわ

らくて広い面積を占め、色彩も鮮やかです。しかし冬が近づくと、形

成層の細胞分裂速度が遅くなるため、真冬には殆ど成長しません。

　ところが、私たちの信仰が成長する姿をよくみると、木に年輪がで

きることと非常に似ていることがわかります。主イエスに従っていく

信仰の旅程は、喜びに満ちた春、情熱と希望の夏、応答の秋もあるが、

すべての人が通らなければならない苦難や忍耐の冬もあるのです。人

生に冬が訪れたときは一日が辛く、耐え難い挫折感を覚えます。

　しかし、冬は必ず過ぎ去り春が戻ってくるという事実を覚えてくだ

さい。辛い冬が訪れた時は、私たちは人生に必要な悪い習慣の葉を落

とし、信仰の再整備をしながら待っていれば良いのです。するとある

日突然、どこからか吹き寄せる暖かい、優しい春の風を迎えるように

なるでしょう。そうして苦難の冬を通過するたび、私たちの信仰は鮮

明な年輪を一つずつ作りながら、美しく成長していくのです。†

　荒野のようなこの世を無事に渡り行く力を得るために、私た

ちはキリストのからだを食べなければなりません。キリストの

からだを食べて、キリストの血を飲まなければ、私たちはキリ

ストと何の関係がありません。

　キリストのからだを食べることとはどういうことでしょうか。

ヨハネによる福音書 1章 14節を見ると、「そして言（ことば）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」と記されています。今日私たちが持ってい

る創世記からヨハネの黙示録までの聖書の御言葉が、キリストの

からだです。御言葉を読む時、どのような祝福が与えられるでしょ

うか。

　一番目、御言葉は私たちをきよめます。「あなたがたは、わた

生ける水の川

神様の御言葉を食べましょう
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会 

　人はまたその床の上で痛みによって懲らされ、その骨に戦いが絶えるこ

となく、その命は、食物をいとい、その食欲は、おいしい食物をきらう。

その肉はやせ落ちて見えず、その骨は見えなかったものまでもあらわにな

り、その魂は墓に近づき、その命は滅ぼす者に近づく。もしそこに彼のた

めにひとりの天使があり、千のうちのひとりであって、仲保となり、人に

その正しい道を示すならば、神は彼をあわれんで言われる、『彼を救って、

墓に下ることを免れさせよ、わたしはすでにあがないしろを得た。彼の肉

を幼な子の肉よりもみずみずしくならせ、彼を若い時の元気に帰らせよ』

と。その時、彼が神に祈るならば、神は彼を顧み、喜びをもって、み前に

いたらせ、その救を人に告げ知らせられる。彼は人々の前に歌って言う、『わ

たしは罪を犯し、正しい事を曲げた。しかしわたしに報復がなかった。彼

はわたしの魂をあがなって、墓に下らせられなかった。わたしの命は光を

見ることができる』と。

　第一のステップは、霊の治療です。病の根源的原因が罪にあ

ることを私たちは知っています。だとしたら、真の治療には霊

の根本的治療が必要だということです。イエス・キリストの贖

いを受け入れた者には霊の復活が伴い、聖霊様の助けによって

癒しの川に辿り着きました。そこで、私たちの霊は洗い清めら

れ、神の子として暮らすようになり、その結果として癒しを受

けることになります。私たちの父なる神様は 『癒しの神様』、

ヤーウェ・ラッファであられるからです。

癒しの川
――ヨブ記 33 章 19 ～ 28 節――

しが語った言葉によって既にきよくされている。わたしにつな

がっていなさい」（ヨハネ15:3～4）とあります。御言葉を読むと、

私たちの心の中に不信仰と不従順がほこりのように溜まってい

るのを見ます。そのすべてのことが、御言葉によってきよく洗

われるのです。

　二番目、御言葉は私たちを癒します。詩篇 107 編 20 節に「そ

のみ言葉をつかわして、彼らをいやし、彼らを滅びから助け出

された」とあります。神様の御言葉は癒す能力があります。私

たちが毎日聖書を黙想する時、魂は病むことはなく、肉身の病

はもちろん、家庭の病、生活の病をも癒されるのです。

　三番目、御言葉は私たちに知恵を与えます。詩篇 119 編 105

節に「あなたのみ言葉はわが足のともしび、わが道の光です」

とあります。暗い夜道を歩く時、ともしびがあればどこでも無

事に行けます。同様に私たちは荒野のような世を歩む時、困難

が近づいてきますが、神様の御言葉を読んで黙想して、そこか

ら知恵を得ると、すべての状況に勝ち得て余りがあります。

　四番目、御言葉は私たちを霊的に成長させます。子供が正常

に育たないと、親はとても心配して不安がるでしょう。神様も、

神様の子供である私たちが、霊的に成長してキリストの姿に似

ていくことを願っておられます。それゆえ、私たちが御言葉を

黙想する時、私たちを霊的に成長させて下さいます。

　ですから、私たちは皆一日の特定の時間を決めて、聖書の御

言葉を読みましょう。いつでも聖書の御言葉を読みましょう。

そうする時、キリストのからだを食べて、たましいがいつも恵

まれていると同じく、すべてのことに恵まれ、またすこやかで

ある祝福を受けます。†
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　第二のステップは、心の治療です。まずは憎しみを洗い流し

ましょう。憎しみや憤怒がある限り、神の癒しの力が現れない

からです。次に、不安や恐れを癒しの川に捨てましょう。恐れ

ることは、神様を信じていないことと同義語だということに気

付かなければなりません。癒しを通して起ち上がりましょう。

そして、自分自身を赦しましょう。自分を愛せない人が神を愛

せるはずがないからです。

　第三のステップは、肉体の治療です。もうお気づきだと思い

ますが、肉体の治療を受けるためには順序があります。霊が癒

され、心が癒され、道徳的な暮らしがいやされたとき、私たち

は真の肉体の治療を体験することができるのです。肉体の治療

は、間違いなく神の御旨です。イエス様が公生涯の三分の二を

癒しに費やされたことを見ても、間違いありません。12 人の弟

子たちに「病人をいやし、死人をよみがえらせ、らい病人をき

よめ、悪霊を追い出せ。ただで受けたのだから、ただで与える

がよい」（マタイ 10:8）と主は言われました。また、70 人の弟

子たちにペアを組ませ、送り出す際にも命じられました。「どの

町へはいっても、人々があなたがたを迎えてくれるなら、前に

出されるものを食べなさい。そして、その町にいる病人をいや

してやり、『神の国はあなたがたに近づいた』と言いなさい」（ル

カ 10:9）と。ヤコブ 5 章 16 節には「だから、互に罪を告白し

合い、また、いやされるようにお互のために祈りなさい。義人

の祈は、大いに力があり、効果のあるものである」とあります。

必ず癒しの奇跡は起きます。大事なことは、純粋な心を持って、

神様の準備してくださった癒しの川に進み出ることです。そし

て、癒しを切に追い求めましょう。奇跡は必ず起きます。霊・心・

肉、そして暮らしの健康が皆さんと共にありますようにお祈り

いたします。†

　律法書と預言書を貫通して出てくる、メシヤに関する二つの

姿がある。一つは苦難を受ける僕であり、もう一方は征服する

王である。ラビ（ユダヤ教の律法教師）たちは、この二つの人

物をそれぞれヨセフの子孫メシアとダビテの子孫メシアと呼ん

だ。ヨセフが兄弟の手によって苦難を受け、エジプトの監獄に

囚われたためである。そして、ダビテという人物は最高の能力

をもって治めた王であった。

獅子と小羊

 ✿ 神の国

リバイブ・イスラエル（www.reviveisrael.org）創立者であり、
國際ティクン代表である。ラビ家庭のユダヤ人であり、アメ
リカ のハーバード大学を首席で卒業した後、イエス様に奇跡
的に出会った。 1991 年イスラエルに移住、正統派ラビたち
と共に長年の間聖書研究を続けながら教会とイスラエルの関
係、ユダヤ人と異邦人の間で和解とイスラエル回復のための
ビジョンを持って働いておられる。

アシェル・イントレーター  牧師・リバイブ・イスラエル 代表
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　ダビデはサウルの手によって苦難を受け、その後エルサレム

で治めることとなった。ヨセフは兄弟たちの手によって苦難を

受け監獄に囚われた後、エジプトで統治した。多くの義人たち

が苦難だけを受けることもあり、またあるものたちは統治だけ

をすることもあった。しかし苦難を受け征服する、この二つの

心像は繰り返されるのである。

　ゼカリヤ 9 章 9 節では、メシアは謙遜にろばに乗ってエルサ

レムに来られる様子が描かれている。ダニエル7章13～14節で、

私たちは「天の雲に乗ってきて、日の老いたる者のもとに来る」

方を見る。義人が苦難を受ける姿は屠られた小羊として象徴さ

れ、征服する王は吠えたける獅子に象徴される。イェシュアは

この二つ、両方に象徴されるのである。

　「すると、長老のひとりがわたしに言った、『泣くな。見よ、

ユダ族のしし、ダビデの若枝であるかたが、勝利を得たので、

その巻物を開き七つの封印を解くことができる。』 わたしはま

た、御座と四つの生き物との間、長老たちの間に、ほふられた

とみえる小羊が立っているのを見た。それに七つの角と七つの

目とがあった。これらの目は、全世界につかわされた、神の七

つの霊である。」（黙示録 5:5 ～ 6）

　メシアは私たちに赦しを与え、私たちの罪を贖うために罪も

汚れもない生贄として来られ、犠牲にならねばならなかった。

これが十字架の上で起こった出来事である。そして主は、千年

王国で千年の間、君臨し治められるために地上に再び戻って来

られる。（黙示録 20 章）

　この二つの姿は互いに矛盾するものではない。十字架に架か

られたイェシュアの頭上には『ユダヤ人の王』という名札がつ

けられていた。主は、ユダの獅子として統治し支配するために

　だが、この区分の仕方は、ヨセフとダビデがどちらも苦難を

受け、どちらも統治をしたという事実から見ると、間違ってい

るといえる。（反面、このような対照によって見出せる正しい意

味とは、ヨセフは異邦人の中で統治をし、ダビデはイスラエル

の中で統治したということだ。メシアは世界的教会のかしらで

あり、ユダ /イスラエルの王として統治されるべきである。）

　ラビたちは、苦難の僕または征服する王としてのメシアが持

つこの逆説をどのように解決しようとしたのだろうか。ある者

たちは、この二つが別個のメシアであると見、またある者たち

は二つの選択案があるのだと考えた。それは、民たちが義に満

ちた時のメシアは征服者として来られ、民が罪に満ちている時

は、メシアは苦難を受けるために来られるということである。

苦難を受け統治をする

　私たちはこの解釈法を福音書の中から見つけることができる。

初臨のメシアは苦難を受けて死なれるために来なければならず、

その次には征服し統治するために来られる。まずは苦難を受け、

後に統治をする、このパターンは律法書と預言書を通して多く

の箇所から発見することができる。

現在のエルサレム市の紋章が獅子であることに注目す
れば興味深い。まず、主は犠牲の小羊として十字架に
架かるために、エルサレムに来られた。そして、これ
からユダの獅子として支配し統治するために、その場
所に再び来られるのである。
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戻って来られる。過去にエルサレムで十字架の出来事があった

ように、将来イェシュアの王国の首都もエルサレムになるであ

ろう。十字架、そして千年王国の首都はすべてエルサレムなの

である。（詩編 2:6、48:1 ～ 2）

　獅子は統治する王の象徴である。ユダの獅子は 『ユダヤ人の

王』であり、したがって主が統治される王国の首都も、ユダの

地にあるエルサレムの町でなければならない。ユダは自らを低

くして異母兄弟ベニヤミンの代わりに監獄に入ろうとしたとき、

やってくるメシア的王が属した部族の指導者として、自身の使

命の中に自ら足を踏み入れたのである（創世記 44:33）。ユダが

犠牲の小羊となったその瞬間、彼はそのおかげで征服する王の

先祖になる資格を得たのである。このように獅子と小羊は互い

に結びついている。

再び来られるイエス・キリスト

　イェシュアはこの資質をすべてお持ちである。獅子でありな

がら小羊であられる。主に従いながらその方の姿に似ていくな

か、私たちも小羊と獅子の両方の資質を育てていかなければな

らない。獅子は勇敢で戦闘的であり、なおかつ権威がある。小

羊は穏やかで軟弱であり、なおかつ敏感である。イェシュアは

涙をもって祈られ、叫びをもっても祈られた（へブル 5:7）。涙

は主ご自身が愛をもって祈られた彼らの苦痛を感じたときに流

れるものであり、叫びは主が愛しておられた彼らに代わって、

悪しき勢力と戦闘するときに出てくるものである。

　イェシュアは永遠に獅子と小羊であられる。しかし主は 2 千

年前に、十字架における犠牲の小羊としての役割を果たすため

に来られた。そして、再び来ら

れるのである。今度は犠牲になるためではない。戦って罰を与

え、統治するために来られる。初めはろばに乗って来られたが、

今度は白馬に乗って来られるのである。

　「またわたしが見ていると、天が開かれ、見よ、そこに白い馬

がいた。それに乗っているかたは、『忠実で真実な者』と呼ばれ、

義によってさばき、また、戦うかたである。その目は燃える炎

であり、その頭には多くの冠があった。また、彼以外にはだれ

も知らない名がその身にしるされていた。彼は血染めの衣をま

とい、その名は「神の言」と呼ばれた。そして、天の軍勢が、

純白で、汚れのない麻布の衣を着て、白い馬に乗り、彼に従っ

た。その口からは、諸国民を打つために、鋭いつるぎが出ていた。

彼は、鉄のつえをもって諸国民を治め、また、全能者なる神の

激しい怒りの酒ぶねを踏む。」（黙示録 19:11 ～ 15）

　イェシュアは、エルサレムを攻撃する国々と戦うために再び

来られる（ゼカリヤ 14 章）。全地にご自身の王国を建て、エル

サレムをその首都とされる（イザヤ 2 章）。現在のエルサレム市

の紋章が獅子であることに注目すれば興味深い。まず、主は犠

牲の小羊として十字架に架かるために、エルサレムに来られた。

そして、これからユダの獅子として支配し統治するために、そ

の場所に再び来られるのである。†
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　アメリカのトゥルーマン大統領が、イスラエルが現代国家と

してカナンの地に再び建てられるための援助をした以後、アメ

リカは持続的に世界の強大国の地位を守ってきた。だからトラ

ンプ大統領がエルサレムに大使館を移転するという計画を発表

した時、クリスチャンたちが大歓迎したのである。トランプの

就任後、250 万個の働き口を用意すると宣言するやいなや、多

くの人々がトランプはほらを吹いているのだと批難したが、ト

ランプはアメリカに 350 万個の働き口を作りだした。

　アメリカの歴史だけでなく、古代からの世界史を見てみると、

アブラハムに与えた神様の約束がこれほどにも偽りなく機械的

であるくらいに正確で速やかに守られてきたという事実を確認

できる。まるで部屋の中に電燈を灯したいのなら、電気のスイッ

チをつけなければいけないように、神様の恵みや好意を受けた

いならば、イスラエルとユダヤ人を祝福しなければならないと

いう法則が古代から今に至るまで歴史が証明している。

御言葉の成就

　例をあげると、紀元前 3000 年の世界の絶対的な強者はエジプ

トであった。しかし、この強力な王国は紀元前 1200 年頃、ユダ

ヤ人を虐待し始めた。モーセがヘブル人たちを出エジプトをさ

せた後、エジプトは別の国家のため奴隷として捕えられていき、

それ以降持続的に弱小国の身分から免れないでいる。

　残忍さを武器として、世界を征服したアッシリアは、イスラ

エルを滅ぼさせてイスラエルの10部族を捕えに行った。その後、

バビロン帝国などが立ち上がり、アッシリアを攻撃し跡形もな

く破滅させた。

　バビロン帝国はユダヤ人を捕虜として捕えに行った。神様の

　多くのクリスチャンたちは、神様に自分

の属する国家と教会、そして自分自身を祝

福してくださるようにと祈りながら、多く

の善行をしている。しかし、神様の祝福を

受けるために一番大切であり、強力である

霊的な法則がわからない人々が依然として

多い。

　神様がアダムの堕落による世界を救うた

めの通路として、アブラハムを選択された。

神様はアブラハムに約束された。『あなたを

祝福する者には、わたしが祝福し、あなた

をのろう者には、わたしはのろう』（創世記

12:3）。神様がなさった約束は、永遠に変わ

らない。この約束が民族たちの興亡を決定

してきた。

　多数のアメリカのクリスチャンたちは、こ

の約束をよく知っており、アメリカがこのよ

うに世界中で一番強力で富裕な国家になっ

たことが、一番目には神様を畏れていたか

らであり、二番目にはユダヤ人に公正な機

会と自由を与えたからであると信じている。

 ✿ ヘンリー・グルーバー牧師の主と共に歩く

イスラエルの神に
敵対する国は滅びる
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聖殿のあるエルサレムを幽霊都市に変えた。ペルシア帝国は、

バビロンを侵攻してバビロン人たちを捕えに行き、別の都市に

移住させてバビロンの首都を幽霊都市にした。

　ダニエル書に出てくるペルシア帝国のダリウスとコレスは、

ユダヤ人の一部と聖殿の器物などをイスラエルに再び元に返し、

聖壁を積み上げるように許可してあげた。ペルシア王国は滅ぼ

された後、歴史を通じて持続的にある程度、国家の勢いを回復

することを繰り返してきたのであるが、現代ではイランとして

存在している。

　ギリシャは精神的に霊的に世界を支配しようとした。ギリシャ

界のセレウコス王国のアンティオクス皇帝は、ユダヤ人たちへ

ギリシャ式の服を着て、ギリシャ語を話し、主の代わりにゼウ

スを崇拝せよと命令した。聖殿に豚の血を捲いて不潔にして、

割礼するユダヤ人には死刑に処した。アンティオコス皇帝はハ

ヌカー節の最後の日に突然倒れ死んで、その後に王国は跡形も

なく消え去った。反キリストの原型であるアンティオコスは、

ユダヤ人たちが主の代わりにゼウスに仕えるようにしようとし

たが、結果的にギリシャ人たちがゼウスを捨て、イスラエルの

神様に仕えようになった。

　ローマは、AD.70 年イスラエルを侵攻してユダヤ人を捕えて、

全世界に散らばって住むようにした。ローマ帝国の皇帝である

コンスタンティンはユダヤ人の聖職者たちだけでなく、キリス

ト教の聖職者たちにも税金を減免してあげる恩恵を与えたが、

ユダヤ人たちを軽蔑し、クリスチャンたちが過越し祭の代わり

に復活祭を守るようにさせた。コンスタンティンは神様を畏れ、

ユダヤ人に対してもある程度は広大な政策を広げた。ローマは

強大な帝国として存在し、後に分裂されたが、ローマの言語と

文化は英語と英語文化圏の中で大切な基礎となった。

　中世ヨーロッパの王たちは時々、王国の金庫を満たすために、

ユダヤ人たちをキリストを殺した者であるという名目で財産を

奪い虐待した。6世紀末に勃興したイスラム教徒たちはヨーロッ

パを更に優遇した。イスラエルは大きく勃興し、ユダヤ人を殺

したり虐待したりしたヨーロッパは衰退した。

　12、13 世紀にイギリス、フランスなどのヨーロッパの国々は

ユダヤ人を虐待した。特にイギリスは自国内で、長い間根を下

ろし生活していたユダヤ人たちを全部追い出した。シェークス

ピアがベニスの商人より、ユダヤ人の商人を血も涙もない人物

として描写したという事実は、イギリス人がユダヤ人をどれだ

け憎悪していたかをよくさらけだしている。しかし、皮肉なこ

とにもシェークスピアが存在していた時期に、イギリスではユ

ダヤ人が生きていなかったので、シェークスピアはイギリス内

に根を下ろした反ユダヤ主義を土台として人物をつくりだした

のである。ユダヤ人たちを受け入れてイギリス国内で金融業者

として成功するようにする前まで、イギリス国家はヨーロッパ

の辺境国であった。

　ヨーロッパ人のユダヤ人虐待がピークに達した中世の時期に

は、ヨーロッパに黒死病が入り、ヨーロッパの人口の約 30 ～

60％が死んだ。

　イギリスやフランスから追い出されたユダヤ人たちは、スペ

インへ入った。スペインは彼らを歓迎し、彼らはしだいに富ん

でいった。しかし、スペインのイザベラ女王は誤った宗教的な

情熱をもってユダヤ人をスペインから全て追い出し、スペイン

王国はその後すぐに衰退した。今もスペインは科学が発展でき

なかったその理由が、科学発展のためにきっと必要であったユ

- 14 - - 15 -



聖殿完工後、教会が大きくリバイバルする

　ワシントン純福音第一教会は「物質」ではなく、「祈り」で建

てられた聖殿だ。早天から深夜まで熱心に働く聖徒を見ている

と、建築献金を強調することは到底できなかった。心すべてを

尽くして教会に献身する彼らに、再び助けを求める状況ではな

かった。彼らに負担をかけたらいけないという思いから、ただ

一度も建築献金を訴えてこなかった。その代りに早天の度に涙

の祈りを捧げた。

　「神様！すべてをご存じでしょう ? そしてすべてを見ておら

れるでしょう？」

　教会建築を始めた時、聖徒数 300 名に成長していた。この聖

徒たちが 1 年 6 ヶ月間、毎月 14 万ドルを献金すれば、教会の運

営費と建築費をぎりぎり間に合わせることができた。当時、あ

る聖徒がクリーニング店で終日働いてもらう月給は、1000 〜

1500 ドルほどだった。さらにアメリカの移民者の生活は韓国の

聖殿を建築し、
聖徒が祝福を受ける

✿信仰の明文化を成し遂げますように㊲
｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会

ダヤ人たちが、イザベラ女王以降、スペインに存在していなかっ

たためであると言われている。

　ユダヤ人とクリスチャンたちを迫害していたソ連は衰退し、

キリスト教国家としてユダヤ人を歓迎したアメリカは強大に

なった。中国のクリスチャンたちは、長い間神様から直接「エ

ルサレムに帰れ」、「イスラエルを祝福せよ」という御声を聞い

てきて、迫害の中でもエルサレムに帰り宣教しなければならな

いという召命を持っていた。中国がイスラエルに敵対したら、

中国が没落するようになるであろうという事実を聖書と歴史が

証明している。

　イスラエルのユダヤ人たちは、北朝鮮の核武器をとても深刻

な脅威であるとみなしている。イスラエルの空軍は、10 年くら

い前に北朝鮮がシリアに建てておいた核発電施設を 17 トンの爆

弾を投下し破壊させた。イスラエルを壊滅させようという計画

をもったイランは、北朝鮮の援助によってミサイルを開発して

いた。ある有名なラビが 1994 年にすでにソウルから核がイスラ

エルに飛んでくるであろうという警告をしたこともあった。

　北朝鮮の核開発を援助したり、幇助したりすることは、イス

ラエルの神様の御心に逆らうのを助け、幇助することであって、

極めて恐れねばならないことである。クリスチャンを殺し、虐

待しながら世界で一番貧しい国家へ転落した北朝鮮は、核によ

り韓国だけでなく、アメリカとイスラエルを脅威しながら生き

る道を模索しているが、彼らの行動は自らを更に敗亡するよう

にするだけであるという事実を、北朝鮮政府と北朝鮮政府を援

助する者たちが速やかに悟るようになることだけを祈るのみで

ある。†
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それよりも辛く苦しかった。しかし、私は聖徒 300 名を「ギデ

オン 300 勇士」と思い、熱い祈りの祭壇を積み上げた。聖徒が

まず祈りで武装し、どんな困難にも打ち勝つことができた。毎

日 3 〜 4 名ずつリレー断食祈祷、1 日 2 回の祈り会 ( 午前 5 時

の早天祈祷、午後 9 時のゲッセマネ祈祷 )、全聖徒が 1 ヶ月に 1

回、祈祷院で徹夜祈祷など、各種の祈り会を継続した。

　その時、祈りと共に住宅 3 棟を建築献金として捧げた方の献

身に力を受け、教会建築する 1 年半の間、神様が毎週恵みを施

してくださることで、教会が建てられていった。1 年半後、１

銭の銀行融資も受けず、借金無しに聖殿建築を完成することが

できた。土地と建築費合わせて 270 万ドルすべての経費が、献

金を通して満たされたのだ。

　自分の名前を絶対に明かさないでほしいと言ったその方の願い

で、今でもワシントン純福音第一教会の聖徒たちは、住宅 3棟を

献身した方が誰なのかを知らない。その方は私たちの教会の信徒

ではなかった。彼は早天祈祷を捧げる中、「あなたが持つすべて

の財産を建築献金として捧げなさい」という祈りの応えを受け、

それをそのまま実践したのだ。自分の住んでいた家さえも建築献

金として捧げた。どうしてこのようなことが起こり得ようか。そ

の方には天での大きな報いが備えられているだろう。

　聖殿竣工後、3 年が過ぎ、その方から連絡が来た。「先生、神

様が私たちの会社に大きな祝福をくださいました。今さっき国

防部プロジェクト 1 件を受注しましたが、その金額が 5000 万ド

ル ( 約 50 億円 ) です。」 神様が聖殿建築のために献身したその

方に想像を超えるとてつもない祝福を与えられたのだ。

　米国のワシントン純福音第一教会は安定の中で驚くほどリバ

イバルした。聖殿献堂礼拝を捧げる頃には出席聖徒が 1000 名に

達しながら、教勢はワシントン州で 3 番目となり、聖徒たちは、

大きな誇りを持つようになった。教会が建てられて、毎週新し

い聖徒が登録された。移民生活で傷つき、孤独だった同胞が、

聖殿に出てきて慰めを受けて新たなビジョンを抱いた。教会建

築のために涙の祈りと惜しみない献身を注いだ聖徒とその家庭

も、皆、大きな祝福を受けた。これまで苦しく詰まっていた牧

会の一部が開かれながら、他の部分も一気に自由を得た。

　今、ワシントン純福音第一教会はシオンの大路を歩くことが

できる基盤を築いた。聖徒たちは誇りを持って熱心に韓国人を

伝道した。純福音の「野性」と「霊性」が、米国でも光を放った。

主日になると新しい聖徒で聖殿があふれた。

感謝の中に祝福の種がある

　感謝と肯定的な信仰で奇跡は起こる。固い大麦パン五つと生

臭い魚二匹。それはユダヤの庶民が食べるみすぼらしいランチ

メニューだ。イエス様は、脂ののった豊かな料理ではなく、そ

の最小限のみすぼらしい食事を前に置き、感謝の祈りをささげ、

その感謝が奇跡を起こした。成人男性だけで 5000 名、女性と子

どもを合わせて 2 万余名の群衆のお腹を満たした。これがまさ

に感謝のシナジー効果だ。感謝の中には祝福の種が入っている。

米国が富強したのは、建国の先祖たちが最悪の状況でも感謝の

気持ちを失わなかったからである。その感謝の種が後世にたく

さんの花として満開となった。

　しかし、四方は塞がれていても上はいつも空いている。神様

は上の門を大きく開けておられ、私たちの祈りを待っておられ

る。天に向かって感謝の祈りを捧げる「美しい手」、それがまこ

との希望だ†
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　教会歴の始まりは紀元 313 年、ローマのコンスタンティン皇

帝がキリスト教を国教として宣布される頃に遡ります。ローマ

帝国内での原始キリスト教は『人の血と肉を分けて食べる宗教』

だといわれ、また、ローマの絶対的君主である『皇帝より別な

神を信じる、反国家的宗教だ』とされてきました。国法によっ

て不法宗教であるとの烙印を押され、様々な場所で迫害が起き、

多くの人が殉教の血を流さなければなりませんでした。にもか

かわらず、信仰の勇士たちは主イエスが死なれた後、三日目の日、

つまり安息後の翌日によみがえられたその日が、主の復活を記

念する日となり、今に至っているのです。

　そして、よく復活祭をキリスト教のあらゆる『祝祭日の中で

最も大切な日』であり、『祝祭日中の女王』であるともいわれて

います。なぜなら、4 世紀頃から復活祭を中心に、現代の教会

歴が漸進的に構成されたからです。要するに、復活祭は聖金曜

日を、顕現祭は聖誕祭を、五旬節は昇天日をそれぞれ生み出し、

四旬節（受難節）は復活祭を準備するための期間として、現在

の暦を占めており、聖霊降臨祭はその後、6 世紀に西方教会か

ら生まれたのです。

四旬節の現代的意義

　私は何年か前、16 世紀の宗教改革の発生地であるドイツに行

き、何カ月間あらゆる所を訪問し、説教をし学びながら悟った

事実は、ドイツ教会が中世期には至る所に大きな聖堂や修道院、

そして教会があり、主日には多くの聖堂や教会に人々が集まっ

てきて人山を築くような時もあったのです。20 世紀に入り急速

な都市化と世俗化の激しい荒波に遭い『いわば四輪信者』――

つまり、幼児期は四つの車輪の付いた歩行器に乗り教会に来て

四旬節の由来

　私たちが使っている一般的な

カレンダー（Secular Calendar）は、

太陽を中心に地球が一回自転することを単位として

一年とします。つまり、地球と太陽の位置や角度によって、春、夏、

秋、そして冬が生じます。しかし、教会歴（Church Calendar）

は『義の太陽』となられるキリストを中心に、二つの部分に構

成されています。第一に、イエス・キリストの誕生と死、そし

て復活を回想し祝う有祭期、第二は、聖霊降臨祭（ペンテコステ）

以降の例祭をはじめに『王なるキリストの日』までを無祭期と

称します。これらの有無祭期は、約６カ月となります。

イエスと共に死に、
イエスと共に生きる
時間の中に

✿ 企画｜復活祭を準備する四旬節　キム・ヘチョル 牧師
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幼児バプテスマを受け、青年期は牧師の結婚の司会を受けるた

め、四輪自動車に乗り教会を訪ね、死んでからは牧師の葬儀の

司式を受け教会内の付属墓地に埋葬されるため、霊柩車に乗り

教会を訪ねるといわれています。『いわば四輪信者』が増えてい

るということです。そのため、荘厳で美しかった教会は『テン

プル・チャーチ』に転落し、今に至っているとみられます。

　今や韓国教会の現実をいかに診断すべきでしょうか？ 今の韓

国教会は、宣教初期から 1980 年に至るまで、非常に誇らしい歴

史をもって発展してきたと思います。この地に海外から多くの

宣教師が入ってきて、彼らは至る所に多くの学校を建て、国民

を啓蒙し、現代的な病院を建て、病を治療しました。全国至る

所に教会を建て、偶像や迷信から救出しました。数百年にわたっ

た男尊女卑という誤った伝統や価値観から女性たちを解放しま

した。私たちが国を失って絶望の中にいる時、国内外から独立

運動の旗を掲げて立ち上がり、遂には独立の日を迎えるように

なったではありませんか。今日、このように私たちが自由と繁

栄を享受しながら生きるようになったこと、これもやはりキリ

スト教の影響が大きかったということに、誰も異議はないと思

います。このように、韓国教会の過去は非常に誇らしい過去だっ

たのです。

　しかし、1980 ～ 1990 年代に入り、韓国教会が急速に発展し

成長しながら、一部の聖職者たちが献金を流用し、性スキャン

ダルに巻き込まれ、これが世論化されました。また、社会的な

信頼を失い、教会を離れる聖徒たちが増え、教会が力を失いつ

つある危機を迎えているこの時、私たちは四旬節を迎えていま

す。

　四旬節は復活祭を待ちながら、キリストの受難と死を黙想し、

主の苦難にあずかる、敬虔訓練と弟子訓練を体系化する例祭だ

と思われます。

復活祭を待ちながら――

　四旬節は、聖会の水曜日から始まります。聖会の水曜日は、

長い伝統に根を置いていますが、罪を悔い改める時、頭に灰を

被る伝統があります。（ヨナ 3:6、マタイ 11:21）

聖会の水曜日は普通、2 月 4 日と 3 月 10 日の間にあたるように

なっており、聖会の水曜日に始まり復活の主日の前日まで、平

日 40 日と 6 回の主日を合わせて 46 日間を守ります。そして

四旬節は、主の苦難に焦点をおくのではなく『聖週間（Holy 

Week）』が主の苦難に焦点を合わせているといえます。

　その後、主イエスは神殿でお金を両替し物を売買する行為を

叱り、神殿を清められました。そして、洗足の木曜日には屋根

裏部屋で弟子たちの足を洗われ、最後に食卓兼聖餐を制定され、

世の終りの日までこれを行ない『罪のない私がなぜカルバリー

の十字架上で釘付られ、肉が裂けて血を流したか、その意味を

末永く記憶しながら生きること』をお命じになりました。そして、

その次の日、主はカルバリーの丘で十字架に架かり亡くなられ

ました。墓に葬られ、三日目に復活なさることで、楽園を失っ

た以来、人類が夢見てきた楽園を回復されました。

　ですから、私たちは聖会の水曜日に始まる救済の大ドラマを

通して、敬虔訓練と弟子訓練を徹底し、イエスの受難が私の受

難となり、イエスの死が私の死になる時、ようやく私も、すべ

ての教会も、イエス・キリストと共に復活する祭になると思う

のです。†
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多くの方から電話があって、涙の告白と感動の証しを聞かせて

くれた。延滞していた家賃も払えるように助けられ、密かに食

べ物を置いて行く方もおり、多くの感動的出来事が起こった。

何よりも、この世には真のクリスチャンとして生きようとする

人たちがまだまだ多くいるということに感謝した。私は勇気を

得て、深い神の恵みを味わった。

　しかし、このような喜びもつかの間、すぐに新しい本や新し

い話しに移り変わり、私の本やＴＶ番組は新しい流行りに流さ

れて人々の記憶から消えていった。

　そんなある日、地域教会の牧師たちの集まりに参加するよう

になったが、私のＴＶ番組の話しが再び人々の間で話題になっ

ていると、ある牧師が教えてくれた。誰かが私の話しを YouTube

に載せたからだというのだった。今でもそうだが、あの時も私

はスマートフォンを使用していなかったので、インターネット

や YouTube に全く関心がなかった。しかしこの時だけは興味が

あったので、YouTube を観てみた。番組の動画の再生回数は相当

なもので、下には暖かいコメントも書いてあった。誰がこんな

ことをしたのか、気になっていた。そのうちに YouTube に私の

話しを乗せたいという方から連絡があった。その方は私を激励

しながら、私の説教を YouTube に乗せてあげると言った。説教

の映像さえ送ってくれれば、自分が私と教会を広報してくれる

と。初めはあまりにもありがたくて、その情熱に感動した。

　しかし心の興奮を静め、その日の夜に教会で祈った。 「主よ！

私がこれをやりましょうか？」主は何もお答えにならなかった。

そして、ゆっくり私の心の奥底に潜んでいた真実が姿を現した。

率直な話し、私は説教の動画をインターネットに載せることで、

一人でも多くのたましいが変えられることよりも、私自身が認め

我が心の最も深い所

　2013 年 7月、長い時間をかけてヤコブの手紙を読み研究して

いるうちに見つけた福音の道、つまり逆転の道に立った我が人生

の告白として書いた本、「私は本物なのか」が紆余曲折の末、出

版された。本を出版して間もないときは、小さな開拓教会で足り

ない主のしもべとつらい信仰の日々を過ごしている聖徒たちに、

小さなやりがいと希望を与えたかっただけだった。しかし、驚く

ことに数々のインターネット出版社の人気ランキング上位に入

り、度々教理主義者たちの激しい抗議を受けたりし、恨みの声も

多かったが、それでも多くの聖徒たちが応援してくれた。

　さらに主は、大切な人たちと出会わせて下さり、私の本を読

んだ基督教放送局のＰＤの方から出演の依頼がきた。そして私

は、人生初のＴＶ番組＜新たにさせたまえ＞に出演することに

なった。どうやって私の電話番語を知ったのかは知らないが、

✿ 完全な福音

カン・サン	牧師十字架教会、＜私は本物なのか？＞著者
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られ有名になりたいという思いが強かった。私たちの教会が多く

の人たちに知らされれば、うちの教会に良い聖徒が集まってくる

かもしれないとも考えた。私は丁重にお断りした。今まで自分が

良い牧師先生を見つけ、動画を投稿してあげると言うと断る方は

いなかったようで、唯一私だけが断ったそうだ。それでも喜んで

互いを認め合いながら別れた。

ただ一人でも

　そして、年月が過ぎた。最近になって、毎日のように説教の動

画が欲しい、YouTube にあげてほしいと、依頼を受けている。そ

んな時、私は優しいけど断固とした口調で断っている。それはあ

れ以来、主が私に下さった説教に対する立場が確立されたからで

ある。私は、礼拝から説教だけを引き抜いて聴いている今日の人々

の姿が正しいとは思わない。多くの説教者たちが、説教の準備も

せず、YouTube から説教を盗んでいる。聖徒たちも説教に含まれ

た共同体性と実践性を無視し、自分が好む話だけを聞こうとする

様子は、今日の説教が変質されている証拠だと思う。だから心が

痛い。私はその流れに加わるつもりは全くなかった。

　そうして、私は最近、全く違う種類の本を三冊読んだ。その三

冊の本は私に同じメッセージを語っていた。それは、私の内に潜

在する高慢な態度をへし折り、私が変わることを望んでいた。も

ちろん、今でも礼拝における説教の重さに対し、変わらない態度

を持っている。説教は礼拝の一つの要素であり、礼拝の中で共同

体が共に分かち合う時間にならなければならないからだ。

　しかし、誰もがそういう状況にあるのではないことが分かっ

た。そして、もう一度 1ヶ月程祈った。すると主は、私に具体

的な方法を示してくださった。何よりも、主の御旨の深い所に

あるものを、私の心の最も深い所に与えてくださった。それで、

ただ一人でも私の説教を聴き、恵みを受けて人生を変えるチャ

ンスに繋がればと思い、投稿を決めった。（現在私のネイバーブ

ログに少しずつ動画を投稿している）

　毎日多様な人々の状況と話しを聞いている。牧会をすると言

いながら、事業をやっている牧師もいる。宣教すると言いなが

ら旅行をしている人もいる。聖書を読むと言いながら知識だけ

を探求したり、祈ると言いながら自分の義を見せようとばかり

する。主のために何かをしているかのように見えても、実は自

分の欲のためかも知れないし、親切に笑っていても、実は偽り

の場合がほとんどだ。重要なことはこれだ。まことに私の一番

深い所に何があるのか？ 包装された外見ではなく、心の一番深

い所にあるもの、それを言っているのである。

　バラムがバラクを訪ねて来た時、彼の心に何が潜んでいたかを

思い起こしてみよう。一人の女性が主の足に香油を注いだ時、弟

子たちは貧しい人たちの救済に関して言及した。しかし、彼らが

言った言葉の底には何があったのか？ 私たちが点検すべきこと

は、単純に動機が良いかどうかではない。根本的に「各々が自分

の心の最も深い所に、主の深い御心があるか」である。主の御心

が私の心にならない限り、何をしても生命にならないはずだから。

　春を迎えるこの時期、人は自分の学校、職場、教会で様々な

評価と判断、そして計画したこともあるはずだが、いま少し主

の御前にひざまずき、自分の心の奥底を点検してみよう。そし

て心を正し、その最も深い所で主の御心が常に生きて働かれる

ように守ろう。命の泉はまさにそこから始まるからである。

　「油断する事なく、あなたの心を守れ。命の泉は、これから流

れ出るからである」 ( 箴言 4:23)。†
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　ところが中学校に入る頃、長兄の事業の失敗で家は傾き、母

は病に伏した。中学校は町内にあったので、兄と一緒に自炊し

ながら暮らし、兄の導きで生まれて初めて教会という所に通う

ようになった。私は、病気の母を癒してくださいと切に祈った。

母の枕元に座って、主の祈りと使徒信条を何度も何度も読み上

げた。そのおかげで、使徒信条と主の祈りは自然に覚えてしまっ

た。しかし、高校 2 年生の時、5 年間病の床にあった母は天国

に導かれた。

　その頃 C.C.C 幹事が私たちの教会に来て、4 つの法則を教え

てくれた。それを覚えて、幹事の指導で田舎町の各戸を訪ねな

がら伝道訓練をした。そんなある日、頭で覚えた 4 つの法則を、

「ああ、これは救いの原理だ！」と一瞬にして悟る経験をした。

　救いの確信に燃え、高等部の献身礼拝を捧げるようになった。

ポケットにあったお金全部を献金箱に入れた。その後家に帰っ

てきて、祈りを捧げる間、何か残念に思えて仕方がなかった。

「献身とは献金することなのか？　献身礼拝を捧げることが献身

なのか？」　このようなことを献身と定義するのは、何か足りな

いという思いがしてならなかった。そうするうちに祈りの中で

「神様、どう考えてみても、私には持っているものがありません。

捧げられるのは私自身しかありません。私を捧げます」と宣言

して、少しすっきりした気分になった。それから、高校を卒業し、

牧師先生の推薦で神学校に行けることになった。

　神学校を卒業した後、私は富平に教会を開拓をすることになっ

た。初めの開拓は、まるで大きな山が目の前にはだかり、霧の

中にいるかのようだった。何か新しい道を探して見たかった。

霊的な渇きがますます増大し、もっと勉強しなければと思った。

そんなある日、1992 年の交通事故の補償金が出た。丁度アメリ

　通常「淳昌」と言うとよく分からなくても、「コ

チュジャン」と言えば多くの人が「あぁ！」と

反応する。私の故郷は淳昌だ。6歳の幼い時から、

小学校に十里を歩いて通った。父は勤勉で真面

目な模範的家長で、母と口論するのを一度も見

たことがなかった。父は竹の加工技術に優れ、

その技術で竹製品を生産して富を集め、田舎で

精米所を運営した。私は精米所の7人兄弟の末っ

子であり、小学校入学前まで裕福な家庭で豊か

な時代を過ごした。近所の大人が私を呼ぶとき、

「お金持ちの末っ子」と呼んでいたことを今でも

はっきり覚えている。

✿ 我が人生のプラス｜私の生涯最高の贈り物

すべての道は
主の御手の中で…

イ・ピリピ 牧師

ワシントン CBS テレビ代表
Jp poly Inc 代表取締役
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カに行ってみたいと考えていた時に得た補償金は、航空券を購

入できる金額ぴったりだった。一人でアメリカに行き、新しい

環境や新しい人々に出会い、多くのことを考えて学ぶようにな

なった。

　その後、アメリカ旅行中に神学校の同期が牧会していた教会

を、家族と一緒に訪問した。その教会の後任者にならないかと

いう提案を受け、そこで牧会をするためにアメリカに移ること

になった。最初の牧会地はアメリカ西部だったが、その後、住

み慣れた教会を辞任し、東部に移住した。引越荷物を降ろす時に、

ある韓国人が助けてくれた。後で分かったが、その人は伝道師で、

青少年の麻薬の予防と治療のための活動を準備している人だっ

た。一緒に活動してほしいという提案を受けて、フィラデルフィ

ア・ニュービジョン青少年センターでの仕事を始めた。

　移民というのは、文字どおり、簡単なことではない。木一本

を植え替えても根付くかどうかは大問題だ。ましてや人が、文

化や風習、法律と言語の違う国に定住して生きることは、それ

ほど簡単ではない。移民生活の中で親が忙しく生活に疲れると、

子供たちが道を外してしまう場合がしばしばある。青少年は手

を伸ばせば、麻薬にも触れることができる。タバコを買う方が

難しいくらいだ。タバコを買うには身分証明書のチェックを受

けるが、麻薬は、自分たち同士で取引するため、身分証明書も

必要ないからである。

　ある高校で登校生徒のカバンを調べたところ、大量の薬物（大

麻）が発見されたこともあった。その後、ある学校では透明カ

バンを持ち歩く提案がなされたが、学生たちの反対で失敗に終

わったという。約 10 年にわたる薬物関係の活動をとおして、韓

国の青少年の薬物問題の深刻さを知ることができた。より専門

的なカウンセリングの知識と薬物の勉強が必要であることを感

じて、フィラデルフィアにあるヴィラノヴァ大学で麻薬専門の

カウンセリングを学び、資格を取得した。麻薬中毒の青少年を

助けて、彼らと一緒に働き、新しいモチベーションを持たせる

ために、在米韓国人の大型マートの前で焼き芋を売ったことも

ある。

　多くの青少年に出会い、活動が広がる中で、ワシントンに移っ

た。ワシントン地域では、麻薬の予防活動に加えて、他の牧師

たちと一緒に黒人ホームレスの支援にも加わった。ホームレス

の支援活動は、別の霊性を悟るきっかけともなった。ここでの

働きを通して世の中と教会を見る目がさらに広くなり、ホーム

レス支援や麻薬予防に尽力しながら、貧しい人々をより深く理

解できるようになった。

働きの変化

その後、時がめぐり、クリスチャンのための文化活動をしてい

たイェヒャンと合流するためにシカゴに行った。そしてそこで

テレビ放送に関わり、後に CBS の東部本部がシカゴに置かれ、

ワシントン支部が誕生した時には、ワシントン支社長に就任し

た。すべての活動がそうであるように、機関の中で働くことも、

主の特別な恵みがあってこそ持続できる。

　福祉法人で 6 年間、社会福祉士として障害者支援に関わった

ことにより、福祉施設の明暗を赤裸々に体験した。世の中がそ

うであるように、どこでも光と闇が交差していた。お定まりの

ことよりも、常に新しいことに挑戦することを好み、新しいこ

とを学ぶのが楽しくて様々な活動を経験したのは、まさに主の

恵みに他ならない。

　故郷の家の床に座ると、正面には遠くに大きな山が視野をさ
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　幼い弟が 1 歳の時に亡くなり、落ち込んでい

た母はヨイド純福音教会に通い始めた。母は、

教会に通いながら神様の恵みを体験し、その喜

びと感激で人に会うたび伝道した。いつからか、

母はとても誇らしげに紫色の区域長のかばんを

持って通うようになった。自宅で礼拝を捧げる

ことも多く、祈り叫ぶ声や賛美の声が響き渡っ

た。母は美味しい料理を作ってもてなすことを

喜んでいたので、いつも多くの聖徒が集まり交

わっていた記憶がある。 

　ある日、オーブンで調理していて料理を確認

しよと顔をオーブンの中に入れた途端、家が揺

✿ 我が人生のプラス｜私の生涯最高の贈り物

今、ここで悟れる感謝

イ・ヘヨン 画家

キリスト教美術家協会
部署理事

えぎって、その向こうは何も見えない。その山の向こうに何が

あるのだろうかと考えるだけだ。先日も、その山に登った夢を

見た。いつもとは異なる道に混乱し、大きな山が立ちはだかる

と恐ろしく息苦しい。だが恐れずに山を登ると、新しい景色が

目の前に広がってくる。

　様々な活動は、様々な苦労でもあった。しかし、その山を越

えたら、新たな経験と新しい視野が広がる。今は、これまでの

活動から引退し、新しく漢方医学の道に挑戦している。その動

機は、エクアドルのジム・エリオット宣教師が殉教した地域で

宣教している金・チャンホ宣教師に会った時、宣教師がジャン

グルの中で病気の人々に出会った時、消化剤を与えるだけでも

病気が治るという話を聞いたことだった。その時に、「漢方医学

と密林の薬草によって病気を治し、福音を通して魂を癒すこと

ができたら、どんなによいだろうか」という考えが頭をかすめ

たのだ。貧しい奥地や第三国には、西洋医師よりもむしろ漢方

医学が必要だという気がした。なぜなら西洋医学の場合、近代

化された医療機器を持ち運んだり薬品を入手したりする困難が

伴うが、漢方医の鍼灸用具は持ち運びにも便利で、薬草はどの

国でも育っているからだ。漢方医としての実力さえあれば、医

療宣教にぴったりだと考えた。今年末には漢方医大を卒業する

計画だ。アメリカで漢方免許を取得し、宣教を通して第 2 の人

生と第 2 の働きの道を行きたい。行ったことのない新しい道は、

常に好奇心を刺激する。もちろん新しい苦労が待っているであ

ろうが、これまでの経験を通じて、苦労の後には新たな悟りと

新しい祝福があるということを知っている。アメリカで漢方の

勉強をして医療宣教に献身する人が、これから多く現れること

を祈っている。†　
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れるほど、「パ～ン」とガスの音がした。しかし母は、前髪と服

が焦げて燃えただけで、顔は大丈夫だった。奇跡だった。教会

に通い始めてから数年後に、長女である私より 10 歳年下の弟が

生まれた。 

　元小学校教師だった母は、区域礼拝の時に色々な証を分かち

合いながら、恵みを受けていた。当時の区域礼拝は昼間に捧げ

ていたので、教師は参加することができなかった。母は、こう

いう状況をとても残念がっていた。それで祈る中、キム・キョ

ンヒ先生と教師だけの区域礼拝を始めた。小学校の教師をして

いる叔母も合流し、すぐに 30 人、60 人、100 人と集まるように

なり、神様の炎のような奇跡が起り始めた。 

　その頃、母は学校を訪問するために自転車を習い始めた。倒

れることを数十回……遂に母は自転車が乗れるようになった。

母が自転車のペダルを踏むたびに、宣教の加速度も上がり始め

た。自転車で行けない遠い所は、車で行けるように車も与えら

れた。母の活動領域は遂に、全国区に広がった。町中の椅子を

全部借りて置き、居間や部屋、庭までも開放し、チョー・ヨン

ギ牧師を招いて区域の連合礼拝を捧げた。みなは聖霊に満たさ

れ、あたかも天の窓が開くようだった。 

　チョー先生の勧めで、母は純福音神学校に入学した。母の霊

的成熟とともに、教育者区域は「教育者宣教会」として地境が

広がり、学校の休みを利用した修練会に首都圏はもちろん、済

州島からも参加し、参加人数 2 千人をはるかに超えた。私は、

母が伝道したパク・ジョンイン美大教授の勧めで、美術大学に

進学することになった。センター試験日、入学願書を書く日ま

で修練会を主管した母のおかげで、修練会に参加した 2 千人の

切なるとりなし祈りと、全国各地から来られた最高の講師に、

特別に按手の祈りを受けるという恵みを頂いた。

　私は純福音の教会学校、中等部、高等部聖歌隊として奉仕し、

ミカエル、ホサンナ、ベツレヘム聖歌隊で賛美の奉仕をした。

長老たちの登山会のご紹介で、聖歌隊リーダーだったキム・チャ

ンウォン長老さんの甥と見合いし、結婚することになった。当

時私は幼心で、教育者宣教会に母を取られた気分になっていた。

しかし、多くの執り成し祈りと教育者宣教会役員たちの関心と

愛を受けた、恵まれた者だった。

　結婚後、私たち夫婦はニューヨークと韓国を往来しながら暮

らすようになった。2005 年、再び L.A に移住することになり、

移民生活と子育てで多忙な毎日だった。自分自身が美術専攻者

という事実さえ忘れていたある日、南カリフォルニア州キリス

ト教美術家協会展に展示しようという提案があり、パンフレッ

トに名を載せることになった。その瞬間、子供の頃に純福音教

会大聖殿で、十字架を眺めながら「神様に栄光を捧げる美術家

になりたい」と祈ったことを思い出した。絵を描きながら、心

の苦しみや悩んでいた問題が癒される経験をした。

　そして韓国に帰ってからは、夢見ていた個展を数回開いた後、

梨花キリスト美術協会と韓国キリスト美術者協会部署理事とし

て活動するようになった。ある人は一ヶ所にいて長い間安定し

た生活をしているのに、私はどうして韓国とアメリカを往復し

ながら、繰り返される引越しのゆえにストレスを抱えて暮らす

ようになっただろうか。人生はまるで真理を求める迷路のよう

だ。これから私の人生の旅程は何だろう ? 悩んだ末に得た答え

は、「here and now」だった。「感謝しながら与えられた場所、今、

ここに集中しよう」――私にとって「今ここは画幅であり、神

様の計画された迷路の終わりである」という答えを得た。 
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り、ウェストミンスター大学院大学

で美術治療修士と心理相談学博士課

程を勉強することになった。大衆と

心理的安定感と治癒と回復が内包された霊性美感で疎通される

ことを祈る。 

　ユーモアラスに話すと、救命胴衣を着けずに海で泳ぐような、

死にそうな苦しみの中に投げ出されたと思った人生の瞬間を客

観化してみたら、クルーズの中の大きなプールだった。クルー

ズは純福音教会で受けた信仰教育であったし、母ファン · ミョ

ンジャ牧師・父イ · ゴンホ長老の祈りと、教育者宣教会で執り

成して下さった先生たちの祈りで作られたクルーズだったよう

だ。人生の危機に、危機よりもっと大きな愛をもって守って下

さった神様と執り成し祈りに感謝する。私も祈りをもってサ

ポートして下さった方のように、人生の苦難と困難に陥った人

たちの支えになりたい。最近、ストレスで憂鬱やパニック障害

など、心の病に悩む心理的危機にある方たちが増えている。感

謝と平安が与えられるように、回復と治癒を助ける気持ちで祈

り、それを作品に表現して神様の愛を伝える画家になりたい。

美術を通じて宣教を夢見ながら、片手には聖書と片手に筆を

持って――！†

作品「五つのパンと二匹の魚」
私にとって、一食の食事はつまらないものかも
しれないが、それを分け合う時、五つのパンと
二匹の奇跡が起こることを形象化した。食事を
分け合うことは、生命を分け合うことだという、

『生命の分け合い』の意味も盛り込んだ。

　私が属している梨花キリスト美術者協会は、毎年 5 月に展示

会を開催しているが、そのために１年も前から、毎月一緒に集

まってテーマとなる聖書箇所を読み交わりをしている。御言葉

を黙想し、その思いを画幅に移すのは難しいことだが、御言葉

を読みながらレマとして悟り、感じ、恵まれるので感謝である。

米国で一緒に祈り会をしていた友人リタとトマスが、アフリカ

· ルワンダに歯科院と歯科大学を設立する夢をもって準備する

「宣教費募金バザー」に、私は何をして助けるべきか祈っていた。

すると主は、作品を寄付する心を与えて下さった。幸いに私の

作品が多くの知人に渡ることで、「神様がくださったダラントが

神様の働きのために使われるなら、それより嬉しいことはない」

と、悟ることができた。

　どこか旅行に行けばその場所がロマンチックになる。しかし、

そこで現地人と競争しもまれながら生活する現実は、「救命胴衣

を着けずに海で泳ぐことと同じだ」という思いがした。

　移民生活は、留学や駐在員とはまた違った辛い時間だった。

多くの移民 1世代の家庭が経験することで、夫婦間の葛藤の溝

が深まり、社会的には人種差別やビザ問題の壁も耐え難い問題

であった。思春期の息子のことで助け手が必要な瞬間、教会で

会ったＡＮＣ家庭使役ピーターと、クリスティーナ・カン牧師

のキリスト教的家庭相談によって家庭が回復し、相談の必要性

を体験し学ぶようになった。ユ・ジンソ牧師は我が家の回復を

見て、夫婦セミナーと家庭使役のリーダーとして任せてくれた。

他の家庭の相談を受け建てていきながら、一緒に神様が下さっ

たエデンの回復、すなわち「家庭が回復すると教会がリバイバ

ルし、子供たちが回復し、国が回復するミッション」を持つよ

うになった。きちんと勉強して助けようという思いが動機とな
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　40 を過ぎて神学校に入り、大学院卒業後初の赴任先は江華（カ

ンファ）の南方のマリサン祈祷院だった。そこで 5 年間、山中

での霊的戦いをしながら訓練を受けた。後に下山し江華の北方

で 4年間務めた後、現在江華の西方、江華河岾面 ( ハジョムミョ

ン ) 新鳳里（シンボンリ）にある「トサラン教会」に仕えるよ

うになってもはや 2年になろうとしている。

　開拓地同様のこちらに来てみると、まるで砂漠の中に立って

いる感じだった。どこを見回しても希望が見えなかった。信徒

一人いないこちらで、前の教会から５家庭が一緒に来て、希望

のからし種を蒔いてくれた。しかし、心の片隅に引っかかる部

分があった。それは教会土地の所有の問題だ。土地の持ち主が

別にいたからだ。

　今現在、長老教会を引退した牧師が土地の所有者になってい

る。賃貸生活に心は楽ではなかった。引越してから2カ月経た頃、

その方が来て屋根を改修してくださった。そして、私たちに宿

題を一つ出して帰られた。それは、「たくさん祈ってください。

みなさんはメソジストですが、私は長老派の牧師です。ですか

ら長老派の牧師が赴任してくれば、みなさんはすぐに引越さな

ければなりませんよ」とのことだった。引越して来たばかりな

のに、これはいったいどういうことなんだろうか？ 私たちみな

は隙があれば聖殿で祈り続けた。まるで聖書に出ている一人の

✿ 牧会の香り
チョン・キュファ	牧師、カンファ・トサラン教会

古いものは過ぎ去り、
新しくなったのである

女性が恨みを解決してもらおうと懇願していたように――。

　そうして 1 ヶ月後、その方から電話が掛かってきた。この祭

壇と社宅の土地をメソジストに編入したいと言ってくださった。

その瞬間、私たち皆は「ハレルヤ」と喜び踊った。教会をメソ

ジストに編入してくださったので、メソジスト教団地方会から

の祝辞と感謝牌を土地の所有牧師に渡した。当時、私たちの教

会は江華中に話題となった。これらのすべては主がなさった。

　だけど土地は神に捧げたが、教会はまるで倉庫のようにみす

ぼらしく、カーテンやテーブルは褪めて古い。どれ一つちゃん

としたものがなかった。私たちは祈るだけだった。主は生きて

おられ、私たちの微弱な祈りを聞かれるのである。教会を建築

していた知人の執事が、改築のために一肌脱いてくださった。

もちろん、至る所からの支援と宣教献金を受け、最高に質の良

い資材を使わしてもらった。小さいながらも美しい教会に変貌

した。すべての栄光を神に帰した。ある牧師は、「この教会は地

主が別にいて信徒もいないので、教団の地方会から教会をなく

そうという話もあったが、みなさんがこちらに来てから異変が

起きた。神様のなさることは実に素晴らしい」と言った。
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　韓国の復興と成長の原因は聖書中心の信仰だった。聖書筆写

は良き伝統や遺産を受け継ぎ、子供たちに信仰の遺産を残せる

方法である。なおも、神様の言（ことば）である聖書を愛し、

御言葉を刻み込む作業に、新しい感動と挑戦を与える。

　信仰人であるならば、毎年の新年計画の一つが聖書通読であ

ろう。しかし、多忙な日常生活の中でいつの間にか諦めて、年

末になると後悔や罪悪感に陥る人が多い。聖書を読んで黙想し、

手で紙に書くということは、実に素晴らしいことだ。私たちが、

煩雑で多忙な暮らしの中にあっても御言葉を読み、書き写し、

心に刻み、御言葉どおりに生きるならば、日常生活の中で祝福

✿ 企画｜手で書く祈り、聖書筆写　ファン・ヨンホ 牧師

 「聖書筆写に定年はありません」

すべて神がなさった

　ますます高齢化していく時代、信徒の一人が亡くなり、もう

一人は老人ホームに入った。小さな教会は、力を失ったサムソ

ンのように落胆していたが、老人ホームに入った 90 歳の勧士さ

んを訪問すると、かえって力を得て帰って来る。「牧師先生・奥様、

祈りは必ず神様が聞いて働いてくださいます。必ず、神様は教

会に働き人を送ってくださいます」と、確信に満ちた勧士さん

の握り合う手に力を得、さらに祈りに専念するようになった。

　昨年、この町にお酒が好きで、酒に溺れて生きている方が教

会に来られ、再び希望の錨が上がり、活気が戻りつつあった。

その方がお酒を止め、礼拝を捧げるたびに御言葉に恵みを受け

変化するのを見ると、主は今も生きておられ、働いておられる

ことを感じ、感謝した。教会全体的に手を加える事があれば、

この方と力を合わせて教会の仕事ができることに、どれほど感

謝したかわからない。農村教会では、この信徒一人が大きな教

会の 100 人に相当する。主日礼拝後の食事と、水曜日礼拝後の

間食の交わりの時に、彼は親指を上げておかずが美味しいと表

現してくださる。とってもありがたい。

　小さな農村教会に仕えながら、主に感謝を捧げる。たとえ信

徒は少なくても、一緒に笑い、一緒に泣き、一緒に祈りながら

小さな喜びを分かち合う共同体に、主はどのように今年は働い

てくださるだろうか、と期待し希望に満ちている。御言葉によっ

て変化し「今年も、古いものは過ぎ去り新しくなりました！」と、

証しするその日を楽しみに待ちながら――。

　「神は、神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召され

た者たちと共に働いて、万事を益となるようにして下さること

を、わたしたちは知っている。」（ローマ 8:28）。 †
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を享受することができるであろう (申命記 6:24)。

　聖書箇所を書いて溜めて置いたものを見ると、感動的だ。聖

書筆写は、筆写者自身の信仰を成長させてくれる。韓国人の肯

定的で極めて丁寧な性格が、その写本一冊、一冊に滲み出てい

る。筆写をするためには多くの時間と誠意が必要だ。真心を込

めて書いただけに、記憶に残る。単語一つひとつが心に深く刻

まれていくのである。例えば、屏風や画仙紙に筆写したり、刑

務所服役中の回心者が心を込めてトイレットペーパーやノート

などに筆写したものには、感動と恵みが溢れる。このような聖

書筆写は、世界教会どこからも見られない、類例のないものだ。

これは韓国教会の信仰人が、神の御言葉をどれくらい愛してい

るか、自ら記録した御言葉をいかに大事に保持しようと努力し

ているかがわかる。

　聖書を筆写すれば有益な点が多い。先ず、御言葉の個別化が

成り立つ。聖書を筆写していると、三度読むことと同じ効果が

ある。本文を読み、書き写しながら読み、さらに見直しながら

もう一度読むようになる。すると個別的に、私に与えられた御

言葉として受け取るようになり、その御言葉によって、自分は

どう生きるべきか考えるようになる。

　韓国のクリスチャンの人口は 25% に至っている。ある商店街

のビルの上と下の階に教会があり、夕方に屋上に上がれば、十

字架の赤いネオンがあちこち数え切れないほど多い。しかし何

故、私たちが世間の人たちの非難の対象になっているだろうか？ 

聖書の御言葉を知らないからだろうか ? 弟子訓練がなかった

からだろうか ? すべての教会はそれぞれ、様々なプログラムに

よって聖書を学んでいる。しかし、聖徒の一人ひとりに御言葉

の個人化がないため、ますます暗くなっていくのである。聖書

勉強、弟子訓練、区域礼拝などで学び、多くの知識を持ってい

るが、耳と頭だけが大きくなっているだけで、聖徒の人生に御

言葉の個人化、御言葉の生活化はあるだろうか ? 訊ねたい。

　聖書筆写をしていくと、私に与えられる御言葉として受け取

ることができる。その御言葉が生活化し単純化され、毎日時間

を決めて筆写しているので、罪を犯す時間がない。神の御言葉

は霊の糧である。エゼキエル書 3 章 3 節に、「…それはわたしの

口に甘いこと蜜のようであった」とある。ダビテは詩編 19 章 7

～ 10 節に、「主のおきては完全であって、魂を生きかえらせ、

主のあかしは確かであって、無学な者を賢くする。主のさとし

は正しくて、心を喜ばせ、主の戒めはまじりなくて、眼を明ら

かにする。主を恐れる道は清らかで、とこしえに絶えることが

なく、主のさばきは真実であって、ことごとく正しい。これら

は金よりも、多くの純金よりも慕わしく、また蜜よりも、蜂の

巣のしたたりよりも甘い」と、御言葉の意味を証言した。また

使徒パウロも、「聖書は、すべて神の霊感を受けて書かれたもの

であって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。

それによって、神の人が、あらゆる良いわざに対して十分な準

備ができて、完全にととのえられた者になるのである」（Ⅱテモ

テ 3:16 ～ 17）と、御言葉の有益を示している。ユダヤ人の親

は子どもたちにトーラーを教えた。たからこそ、彼らは優秀な

民族になれたのである。彼らは、聖書にすべての解答があると

信じていた。聖書筆写は、次の世代に信仰の遺産を残す方法で

ある。

聖書筆写の恵みと有益

　我が国（韓国）の聖書筆写運動の体系は、最初に東大門トン
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や万年筆で筆写しているが、パク長老は筆で筆写している。現在、

24 冊目を筆写中である。時間と真心を込めて書いているという

わけだ。パク長老は、聖書筆写本を信仰の遺産として孫に渡す

たび、大きな喜びを感じるという。

　平沢ソンゴク教会のチョン・キュファン長老は、会社の人員

削減により、リストラになって落ち込んでいたが、聖書を書き

写すことで克服した。長女が結婚して子供に恵まれなかったが、

聖書を筆写するうちに、娘が 10 年ぶりに男の子を産んだ。チョ

ン長老は、「聖書筆写には定年がないのではありませんか」「神

様が召してくださるまで、聖書筆写は継続してやっていくつも

りです」と述べた。

　宣教地からも聖書筆写が広がっている。タイのカンケン長老

教会の信者 40 人余りが、タイ語聖書筆写に参加した。聖書筆写

は手だけでなく、コンピュータで筆写される方もいる。ソウル・

アンチャン教会のビョン・ウクソプ執事は、コンピュータで筆

写を終え、プリントして提出した。イーグル（鷲）打法で入力し、

1 年間で聖書を写し終えた。ビョン執事は喘息を患っているが、

聖書を写す間は発作もなく平穏であったと証した。

　聖書筆写体験の証はあまりにも多い。ワンソン教会は一年に

50 余人ずつ聖書筆写に参加しているが、小学校入学と同時に聖

書筆写を始め、6 年かけて筆写を終えたキム・アヨンさんは、

１年生の時は聖書文字があまりにも小さくて筆写し難かったの

で、母親がコンピュータで大きく拡大し出力して使うようにし

た。 1 学年時は一日 1 節ずつ、2 学年時は 3 ～ 4 節ずつ、学年

が上がるたびに徐々に増やし、毎日 30 節以上筆写するようにし

た。毎日１時間以上聖書を記録した。毎日聖書を筆写するのは

容易ではなかった。今は熱心に勉強をしている。母チャン・ミョ

イン教会のチ・サンソップ牧師が箴言を書き写す運動を始め、

後に新旧約聖書全体を書き写すようになり、公募展までも開く

ことになった。現在、35 万人位が聖書筆写に参加していると推

測される。2020 年第 30 周年聖書筆写公募展 (12 月 7 日 ) には、

参加者 100 万人を目標に、聖書筆写拡張運動を繰り広げている。

2018 年 12 月 3 日、鐘路 5 街にある百周年記念館で「第 28 周年

聖書筆写公募展」が開催されたが、これにまつわる様々な事由

や証は深い感動と更なる挑戦を与える。

　出品した方々は、幼稚園児から 90 才を越える年配の方まで、

多様であった。ある方は、子供に遺産として譲り渡したいから

聖書筆写をしていると述べた。また聖書筆写を書道に昇華させ、

喜びと恵みを深く享受している方もいた。筆写する動機や目的

は異なっていても、その方たちの証から、一様に聖書を筆写す

る過程で生命力溢れる神様の言（ことば）を体験したという。

　大田光明教会のパク・ウボン長老は、1993 年から去年まで 25

年間、一日も欠かさず聖書筆写をしている。普通はボールペン
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ンオク執事は、自分の娘が瞬間的

な快楽よりも、永遠の霊の糧が与え

る、消え失せない喜びの泉を発見

しながら成長するように祈ってい

る。他の学生が塾に行っている間に

も、彼女は学校を終え家に帰って来

ると、すぐに聖書筆写を始めたとい

う。筆写をすれば治癒効果がある。

筆写という単純作業が自分を苦し

める、という思いから抜け出して心

の安定を見出すならば、励みと癒しを得るのである。

　数え切れないほどの多くの人が、聖書を筆写しているうちに

神様に出会い、救われた。だからこそ、「あなたのみ言葉はわが

足のともしび、わが道の光です」（詩篇 119:105）と告白した詩

篇記者の告白を、誰も否認することはできない。聖書筆写作業

は、神様を知る知識に至る重要な敬虔訓練であり、聖書筆写過

程で神様に会って内面の深い痛みや傷が癒されるたましいの浄

化過程である。と同時に、祝福されたヒーリングの時間となる。

御言葉を読んで書き、黙想する時間を持つことで、御言葉の意

味をより深く知ることができる。

　韓国教会の復興と成長の根源は、聖書中心の信仰だった。聖

書筆写は、韓国教会の良い伝統と遺産を受け継ぎ、子どもたち

に信仰の遺産を残していく方法である。なお、神様の言（こと

ば）である聖書を愛し、御言葉を刻み込むことに、新しい感動

と挑戦を与える。聖書筆写への挑戦が韓国教会を新たにし、未

来統一韓国の時代にも福音の驚くべき神の御業が起こるであろ

う。† 　　　※聖書筆写問い合わせ :www.btmkorea.org 02)935-9091

　聖書でいう悪霊は、シャーマニズムでいう悪霊とは異なる。

それだけでなく、キム・キドンという人が言う「寿命まで生き

られず、死んだ不信者の魂」でもない。一言で言えば、サタン

と一緒に神に反旗を掲げた堕落した天使である。ですから、悪

霊は汚れた霊的存在である。主なる神は、創造の前から多くの

天使を創造し、神を賛美するだけでなく、神に従順するように

された。

　ところが、神が創造された天使長であった明けの明星、すな

わちルシファー（Lucifer）が他の天使たちを誘惑し、その中の

✿ 牧師先生、これが知りたいです　

シン・ソンジョン 牧師
クリスチャン文学の木 編集者 

私たちを苦しめる悪霊は
誰が創造したのか？

- 46 - - 47 -



聖霊の導きに従い、御言葉によってサタンを追い払わねばなら

ない。

 それでは、サタンはいかなる方法で私たちを誘惑しているだろ

うか？ 筆者が書いた＜霊的戦い＞を参考にしてほしい。サタン

の十の戦術は、高慢、絶望、比較意識、疑い、不信、偽り、憎しみ、

不平不満、つぶやき、遅延作戦、不誠実、偽善などである。　

　ならば霊的戦いにおいて、私たちが勝利するための秘訣は何

だろうか？ 賛美、祈り、御言葉、生命力のある証や信仰、従順、愛、

感謝、聖霊充満、希望である。問題は、私たちには知っていな

がらも実践できない弱さがある。だが、私たちの救いは全面的

に神の御恵みによるもののゆえ、私たちがやることは何もない。

救いは神の御恵みによるものであるが、信仰とは霊的な手を持っ

ていてこそ、その恵みを受け取れるのである。「あなたがたの救

われたのは、実に、恵みにより、信仰によるのである。それは、

あなたがた自身から出たものではなく、神の賜物である」（エペ

ソ２:8）。†

三分の一（黙示録 12:4）を連れてきて自分のほうにつくように

し、神に対抗して権力を得ようとしたことから起源する。聖書

には、天使たちの数が数千数万だと記されているが、それは数

えきれないほど多いことを意味する。したがって、悪霊の数も

多いということになる。

 ならば、サタンは誰が創造しただろうか？ サタンは、最初か

らサタンではなかった。本来、神が創造された天使長で、黎明

（れいめい）の子、明けの明星と言われるほど（イザヤ 14:12 ～

15）、完全な印（全きものの典型）であり、知恵が満ち、美の極

みであった。（エゼキエル 28:12 ～ 19）

 しかし、高慢さと権力欲に目が眩み、他の多くの天使（天使の

三分の一、黙示録 12:4）を糾合し、神に対抗したのである。簡

単に言えば、サタンは堕落した天使であるルシファーであり、

悪霊どもはサタンの使い走りである。

　サタンと悪霊どもは、知・情・意をもつ人格体だ。しかし、

神の御子イエス・キリストがこの地に来られ、十字架の血潮に

よって暗闇と罪、すべてを解決されたのである。主は十字架上で、

『すべてが終わった』と宣言されることで、サタンを打ち負かし、

彼につく多くの悪霊どもを永遠に縛り付けて暗闇、すなわち地

獄に投げ出し、最後の審判の時まで閉じ込めたのである。（ユダ

1:6、Ⅱペテロ 2:4）

　そこには私たちが知れない巧妙な神の摂理があるため、すべ

ての悪霊を閉じ込めたのではない。閉じ込められたのは一部の

集団にすぎない。ですから、残りの悪霊どもは、自分の時の残

りが少ないことを知り、できるだけ私たち信じる者たちを吠え

長ける獅子のように呑み込もうと、もがいているのである。

 ですから、私たちがやるべきことは、サタンの戦術戦略を知り、
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　京畿道始興市シファ工業団地に位置した（株）プンジンは、プン

ジン科学という名前で出発した。去る 37 年間、塗装産業一筋の道だ

けを歩んできた。国内最大のフッ素樹脂経木及びアクリル樹脂、塗

料塗装専門業者として技術革新と大胆な投資で、アルミニウム押出

成形まで直接製作し、ワン・ストップ方式のトータルサービスを施

行することで、国内だけでなく、世界的に優秀な塗装技術を誇る。

キム・チョンボク代表は、昨年プンジン財団を設立し、スマートハー

ブ病院を開院した。

私の内にあるのは、
イエス・キリストの生命です

キム・チョンボク	代表、㈱プンジン、医療法人プンジン医療財団理事長

✿ 愛 　シファ・スマートハーブ産業団地に位置したスマートハーブ

病院は、（株）プンジンが建築したスマートハーブ N-CITY オフィ

ステル 1 階に位置していて、その規模は非常に大きく見えた。

キム・チョンボク代表は病院を紹介してくれた。

　「私どもの病院は昨年 7 月に開院しました。シファ・スマート

ハーブ産業団地の勤労者及び近隣居住者たちに便利なリハビリ

及び医療サービスを提供しています。1 階にある病院の面積は、

約 1300坪余りです。1階にある病院としては国内最大規模です。

このように設計した理由は、診療―治療―入院の際、エレベー

ターに乗らずに利用できるよう、患者さんの便利を考慮したも

のです。」

　（株）プンジンのキム・チョンボク代表は、国内塗装業者の最

高実力を備えているという評価を受けている。1982 年設立され

た会社は、1987 年中小企業振興公団から、有望中小企業として

選定された後、「大田（テジョン）EXPO 世界博覧会」開催功労

者表彰、誠実納税者表彰、ヒューマンブランド賞など、多くの

賞を受けており、中小企業省から輸出有望中小企業として選定

され、内実のある企業として認定された。このように立派な企

業として成長するまで、キム代表と会社は、多くの苦難を通過

した。

「あなたに何があるの？」

　彼は小学校を卒業し、すぐにソウル永登浦ペイント塗装工場

で社会生活を始まった。

　「私が 11 歳の時、突然弟が亡くなり、何か月後に父もなくな

りました。私が中学校に進学すれば、兄たちに苦労をかけるよ

うで、私は技術を身に着け、自分でお金を稼いで勉強しようと
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と、自身を訪ねて来た企業家の話をされたという。

　「チョー先生はその企業家に、『神様は祝福されるために苦難

を与えられる場合があります。生き残ってこそその祝福を受け

取れるのであって、死ねばいかにその祝福を受け取ることがで

きますか』と、説得して帰したと言いました。結局彼は、自殺

を諦めて後に、新たに企業を興して大きく成功したという内容

でした。それはあたかも私に語られるメッセージのように聞こ

えました。その時突然、心の中に微細な声が聞こえました。『あ

なたに何があるの？』――その質問に私は、『大韓民国最高の塗

装技術を持っています』と答えました。『それなら、よろしい』

――御声が聞こえました。その時、今まで一度も経験したこと

のない平安が、私に臨みました。主が私に会いに来てくださっ

たのです。神様がすべてを責任もってくださるという、信仰と

確信が生じました。」

　自殺を放棄し、再び仕事をし始めました。半月ほど過ぎて、

徐々に仕事の依頼がきて、徹夜で働くほどに注文が増え、多かっ

た借金も返済することができた。それ以来、韓国の塗装産業を

先導する企業に成長した。しかし 1998 年、再び危機が訪れた。

ＩＭＦで取引先の会社が倒産し、プンジン科学も不当たりを出

すようになった。個人財産は回収され、家も差し押さえられた。

今まで苦労して開発したシステムや機械装備も売りに出された。

しかし、彼の苦難に対する姿勢は依然とは違っていた。

　「目の前ですべてが崩れ去りました。しかし家にお米がなく

なっても、長老として教会に奉仕しに行くときも、私の足取り

は軽かったです。私は何もかも失いましたが、神様がイスラエ

ルの民をマナとうずらで養われたように、神様はすべての必要

を満たしてくださいました。思い起こせば、神様がいつも私と

計画を立て、工場に入りました。」

　最初何年かは報酬をもらわず、見習いとして住み込みで働い

た。こうして 25 歳まで塗装職人になるために熱心に働き、その

後独立した。しかし、事業はそう簡単なものではなかった。

　「1983 年だと思います。最初 2 ～ 3 カ月は仕事の依頼が多く

繁盛しましたが、すぐに売上が急減するようになり、人件費や

利息が徐々に増え、1 千万フォンの借金を抱えるようになりま

した。私は怖くなり生きる希望を失い、自殺を決心しました。

登山に行って失踪者になりすまして死ねば保険金が下り、その

お金で借金を返せば良いと思いました。」

　当時、彼は教会に出席したりもしたが、主に出会った経験は

なかった。月曜日に自殺を決心し、土曜日に実行しようと決め

ているが、その待っている時間があまりにも長く感じられた。

どこへ行って死ねばいいか思い悩みつつ、ヨイド純福音教会の

金曜徹夜礼拝に出るようになった。まるで屠所に引かれる牛の

ようになった彼は、2 階に行ってぼっとしてチョー・ヨンギ牧

師の説教を聞いていた。その日、ある事業家が事業に失敗し、

最後に「死ぬ前にチョー先生に按手の祈りを受けてから死のう」

㈱プンジン創立 36 周年感謝礼拝に参加されたチョー・ヨンギ牧師とリ・ヨンフン牧師
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共におられることを体験した、感謝の時間でした。」

　苦難を乗り越えたキム代表の信仰はより強くなった。ハヤン

ドン教会の聖殿建築の時である。彼に一千万ウォンの建築献金

を捧げたいという熱い思いが与えられた。しかし彼には、それ

だけのお金は持っていなかった。

　「工場を移転したばかりで、お金がありませんでした。子ども

の保険金から借り、他のところからも融通して献金を用意しま

したが、妻が同意してくれるか心配でした。しかし妻は、私た

ちが受けたすべては神様の恵みによるものですと、快く賛成し

てくれました。妻には申し訳ないと思いつつも、感謝の気持ち

でいっぱいでした。」

　神の聖殿に信仰の種を蒔いたら、後に 30 倍を超える祝福を受

けるようになり、プンジン科学の基盤を作る礎になった。

リハビリ専門病院の設立

　キム・チョンボク代表は、2016 年 7 月に始興市チョンワンド

ンに大規模のオフィステルを建築し分譲した。彼の夢の一つは、

引退した宣教師や牧会者、ご老人や障がい者たちが楽に暮らせ

る、クリスチャン・タウンを建てることだ。その一歩としてオフィ

ステルを建築し、その中にリハビリ専門病院を設立した。

　「最近は病気を治療することも大事だがリハビリ、つまり病気

を治療した後、後遺症として残る障害を最小化するリハビリ治

療も第三医学分野として非常に重要です。私どもの病院は、リ

ハビリ治療を通して患者さんが健康を取り戻し、社会に復帰で

きるように、リハビリガイドの役割をしています。なお、スマー

トハーブ病院はリハビリ専門病院として、リハビリ治療と同時

に、家庭医学科を運営し、体系的な連携システムを通して最上

の医療サービスを提供しています。」

　「医療法人財団認可を受けること

や病院設立過程、これらすべては神

様の奇跡です」と証するキム・チョ

ンボク代表。彼は病院設立後にも、

工場より病院で過ごす時間が最も多

くなった。

　「病院を設立し、最高の医療スタッ

フを招くために努めました。内科ハ

ン・インクォン博士は、ソウル大医科大学を卒業し、アメリカ

のメイヨー・クリニック（Mayo Clinic）の骨粗しょう症研究員

を経て、国内で骨粗しょう症治療を最初に始めた医者の中のひ

とりです。サムソン第一病院の内分泌研究所長とソンギュンガ

ン医科大学内科学教授を歴任した、骨粗しょう症分野では国内

最高の権威者と呼ばれる方です。また、リハビリテーション医

学科のソン・ユンボム専門医は、脳卒中、脊髄損傷、筋膜痛症

症候群、慢性的な痛み、関節炎、骨折治療後運動障害など、リ

ハビリテーション医学診療に卓越した実力を持っている方です。

そして、チェ・ヒョンジュ漢方医は、数十年間の臨床治療経験

をもとに、患者にとって最も必要かつ適切な治療をしています。」

　キム・チョンボク代表は、まだ病院が開院して一年足らずだが、

病院拡張設計を進行している。

　「うちの病院で治療を受けた方たちの口コミで噂が広がり、多

くの患者さんが来院するようになりました。本当に感謝です。

今の空間をより効率的に配置し、健康診断センターや肥満クリ

ニックも運営する計画をもっています。シファ工業団地内にあ

る会社の職員たちが、近くで健康診断サービスを受けられるよ
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う、速度を上げて進行しています。最近、神様は私に再び訊ね

られました。『あなたに何があるの』と。私は、『私の内にイエ

ス・キリストの生命があります』と答えました。神様は私の人

生を導かれました。これからも導いてくださると信じています。

今の私がいるのは、すべて神様の恵みです。」†
　　　　　　　　　　　　　　　　　＜記事＝キム・ソンホン記者、写真＝ソン・ビョンヒ＞
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