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「卒業、新たな人生に向かって」
イ・ヨンフン 牧師

　　
　年々青年失業率が高くなっている。昨年は IMF アジア通貨危機直後の

1999 年と同様の水準に達したそうです。いつもより厳しい就職難のゆえに、

就職を準備するために卒業を延期する大学生も年々増えています。数年前に

は大学 5 年生という新造語が生まれたりもしましたが、最近は大学を 6 年、

7 年まで通っている学生たちも見ることができます。最も自分の夢を広げて

いく時期に、就職の門に遮られ、次のステップに進めない様子を見ると、誠

に心が痛みます。

　ところが最近、韓国の教会にもこのような問題が起きていることが見られ

ます。イエスを信じてから霊的な訓練を終え、世の中に出て福音を伝えなけ

ればならないのに、罪の誘惑と生活の重みに勝てず、主日礼拝を捧げること

だけに安住するサンデー・クリスチャンが増えています。また、信仰生活を

始めてから数年が経っても、依然として仕えと奉仕を受けるだけの霊的な幼

児期に留まっている信仰人もいます。

　卒業の季節を迎えて、私たちは怠って安住する誤った信仰人の姿をすべて

脱ぎ捨てなければなりません。霊的な幼児期を卒業し、この世に出て力強く

主の福音を伝える霊的な兵士に新しく変化しなければなりません。

　そのために、私たちは何よりも主にあって義なる人にならなければなりま

せん。義なる人は、神を喜ばせるために自分のすべて人生を捧げます。それ

ゆえ、絶対肯定の信仰を持ち、神に似ていく敬虔な人にならなければいけま

せん。否定的な言葉はパン種のように、私たちを霊的に汚染させるので、必

ず避けなければなりません。また、私たちは常に他の人を愛し、仕えなけれ

ばいけません。愛の実践は、福音伝播の近道だからです。

　このような霊的兵士の人生を継続するためには、柔和な心を持ち、何事に

も最後まで我慢し耐え抜かなければなりません。このすべてを取り入れ、今

年一年、信仰の戦いにおいて立派に勝ち取る私たちになるよう祈ります。

　「しかし、神の人よ。あなたはこれらの事を避けなさい。そして、義と信心

と信仰と愛と忍耐と柔和とを追い求めなさい。信仰の戦いをりっぱに戦いぬ

いて、永遠のいのちを獲得しなさい。あなたは、そのために召され、多くの

証人の前で、りっぱなあかしをしたのである。」（Ⅰテモテ 6：11 〜 12）。†

　聖書は私たちの人生を走りに例えています。運動場で走りの

競走をする選手たちは、出発線で準備をして、出発信号が鳴ると、

一斉に立ち上がって走らなければなりません。私たちは 2019 年

というコースを見つめて出発し、走り始めたばかりです。すべ

ての物事はスタートが重要です。どんなことをしても出発が良

ければ成功が期待できます。

　まず新しい出発をしようとすると、何よりも考えを新しくし

なければなりません。失敗した以前のことはすっかり忘れて、

「出来る、やれば成される、やってみよ」という肯定的な考えを

持たなければなりません。使徒パウロは「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

召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。」（ピ
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告白してください！

- 3 - - 2 -



　その時、宣教師たちは私の話を聞いて、拍手をしながら笑い

ました。しかし私は寝ても目を覚ましても、世界で一番大きい

教会を見つめました。神様はその夢を通して働いてくださいま

した。

　三番目、新しいスタートのためには信仰を持たなければなり

ません。信仰とはまだないことをあるように見つめることです。

自分自身を見つめると絶望的ですが、イエス様を見つめると信

仰が生じます。イエス様の十字架を見つめると罪が消え去り、

汚れは消え去ります。病が消え去り、呪いが消え去ります。死

が消え去るのです。

　四番目、信仰が生じたら、今度は口で告白しなければなりま

せん。「私のたましいが恵まれていると同じく、すべてのことに

恵まれ、すこやかであります！」と告白する時、これが私たち

の心をしっかりとつかんでくれます。

　今年一年をとおして、すべての方が考えを新たにして、胸に

夢を抱いて、信仰を持って、唇の言葉で告白してください。見

つめて、夢見て、信じて、告白すると、神様が働いてくださり、

皆さんは偉大な奇跡を体験することができ、神様に大きな栄光

を帰すことができます。ハレルヤ！†

趙  鏞基　 
（チョー・ヨンギ）

ヨイド純福音教会元老牧師

リピ 3:13 ～ 14）と言います。ですから後ろを振り向かず、前

だけを見つめて、目標を目指して走らなければなりません。

　二番目、夢と目標を持って走らなければなりません。明確な夢

と目標を目指して走ってこそ、成功的な人生を生き抜くことがで

きます。夢は神様がくださるものです。「神様、どのように生き

ればいいでしょうか。私を導いてください」と祈ることです。す

ると神様は、私たちの心の中に夢と願いを与えてくださいます。

　目に見えるものはなく、手に捕らえるものがなくても夢を離

してはなりません。胸の中に夢を抱いている時、夢はその人の

人生を導いていきます。私が教会を開拓していた最初の頃、天

幕教会の近にアメリカの宣教師たちが家を建てて住んでいまし

た。クリスマスになると、私は英語が少し出来たので、パーティー

に招かれたりしました。そのパーティーに行くと、彼らは度々

質問しました。「あなたは何のため天幕を張って、太鼓を叩いて

大騒ぎしているの？ 太鼓を叩いて、人が集まるの？」

　その時、私はこのように答えました。「神様は、『あなたの口

をあけよ、わたしはそれを満たそう』と仰いました。私はお金

もなく、能力もないが、口は開けられます。私は世界で一番大

きい教会を建てる夢を持っています」と。
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会 

　「わたしはあなたがたに、へびやさそりを踏みつけ、敵のあら

ゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だから、あなたがたに害をお

よぼす者はまったく無いであろう。」

　イエス・キリストを受け入れた私たちにはもの凄い権威が

与えられています。「わたしは、あなたに天国のかぎを授けよ

う。そして、あなたが地上でつなぐことは、天でもつながれ、

あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう」（マタイ

16:19）。しかし、戦う相手の正体を知らなければ、失敗してし

まいます。「わたしたちの戦いは、血肉に対するものではなく、

もろもろの支配と、権威と、やみの世の主権者、また天上にい

る悪の霊に対する戦いである」（エペソ 6:12）。私たちの相手と

は？――。

　まず、悪魔の正体を知りましょう。聖書で最初に悪霊の名が

出て来るのは、エデンの園です。エバを誘惑し、エバを通して

アダムをも堕落させた出来事です。また、最後のアダムである

イエス様をも試みようとしました。40 日の断食を終えられたイ

エス様に『石をパンに変えよ』『神殿の頂きから飛び降りろ。そ

敵のあらゆる力に
打ち勝つ権威

――ルカによる福音書 10 章 19 節――

うすれば天使が支えるはずだ』『一度だけひざまずけ。そうすれ

ば、この栄耀栄華を与えよう』――これらの試みをイエス様は

御言葉でことごとく退けられました。一体、悪霊の正体は何で

しょうか。「黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてし

まった。もろもろの国を倒した者よ、あなたは切られて地に倒

れてしまった。あなたはさきに心のうちに言った、『わたしは天

にのぼり、わたしの王座を高く神の星の上におき、北の果なる

集会の山に座し、雲のいただきにのぼり、いと高き者のように

なろう。』 しかしあなたは陰府に落され、穴の奥底に入れられる」

（イザヤ 14:12 ～ 15）。悪魔、すなわち、天使長ルシファーは、

賛美をもって神様を崇めるべき存在として、守護のケルブと一

緒に置かれていましたが、己の麗しさに三分の一の天使を引き

連れて堕落しました。この堕落した天使たちが、悪霊なのです。

　それでは、悪魔悪霊は何を行なうのでしょうか。神様を悲し

ませること、所謂、神様の愛している人類を堕落させることです。

では、どのような方法で人々を堕落させるのでしょうか？ 第一

は、偶像礼拝です。第二は心の混迷、第三は具体的な破壊行為、

第四は嘘つきの霊、第六は占いの霊、第七は病の霊、精神異常

を来たらす悪霊です。その目的は、平安を奪い、盗み、殺し、

滅ぼすことです。

　どうすればこれに対抗することができるでしょうか。聖書に

は、「そういうわけだから、神に従いなさい。そして、悪魔に立

ちむかいなさい。そうすれば、彼はあなたがたから逃げ去るで

あろう」（ヤコブ 4:7）。まずは、神様に従うことです。「身を慎

み、目をさましていなさい。あなたがたの敵である悪魔が、ほ
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　「主よ、立ちあがってください。人

に勝利を得させず、もろもろの国民

に、み前でさばきを受けさせてくだ

さい。」（詩篇 9:19）

　私たちは今、とても緊張した時期

に生きている。2019 年は、不確実性

が増える一年になるであろう。全世

界で経済的、政治的な不確実性が増

えるであろう。このような泥濘 ( ぬ

かるみ ) のような時期を生きていこ

うとするならば、幼な子のような単

純な信仰をもち、ただ主のみに頼る

堅固な信仰の筋肉を付けて出ていか

なければならない。

　エリヤは、堕落したイスラエルを

救うため、天の門が閉じ、雨が降ら

ないように祈った。農耕時代では、

一番必要である雨が降らなければ、

経済が崩れ落ちる。しかし、エリヤ

は飢饉が起こるように祈った。

 ✿ ヘンリー・グルーバー牧師の主と共に歩く

あの城壁に向かって前進せよ

えたけるししのように、食いつくすべきものを求めて歩き回っ

ている。この悪魔にむかい、信仰にかたく立って、抵抗しなさ

い。あなたがたのよく知っているとおり、全世界にいるあなた

がたの兄弟たちも、同じような苦しみの数々に会っているので

ある（Ⅰペテロ 5:8 ～ 9）。つまり、揺らぐことのない信仰を持

つことです。イエス様を受け入れることは、単なる宗教上のイ

ベントではなく、『永生』を受け取ることです。永生とは、ギリシャ

語で『ゾーエー・アイオーニオス』で、神様の生命を表します。

肉の人は天使より下位にあるので、その奴隷とならざるを得ま

せんが、霊の人は天使より上位なので、悪霊悪魔の支配を受け

る必要がなくなるのです。また、私たちにはイエス・キリスト

の御名の使用権があります。「信じる者には、このようなしるし

が伴う。すなわち、彼らはわたしの名で悪霊を追い出し……」（マ

ルコ 16:17）。さらには、助け主聖霊様の能力により頼むことで

す。「しかし、わたしが神の霊によって悪霊を追い出しているの

なら、神の国はすでにあなたがたのところにきたのである」（マ

タイ 12:28）。でも、能力だけでは足りません。なぜなら、能力

は権力の前では無力であり、従うしかないからです。悪霊にど

んな能力があろうとも、神の子となった私たちの権威には逆ら

えないのです。この真理を知った時、私たちは真の自由を得、

悪魔悪霊に大胆に立ち向かうことができるようになります。

　悪魔は私たちの人生を妨害し、破壊しようとします。しかし、

私たちには『敵のあらゆる力を抑える権威』があります。だから、

悪魔が一つの道からやってきて、七つの道から逃げ去るのです。

神の生命が皆さんの内にありますよう、主の御名によって祝福

いたします。†
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　イスラエルの王、アハブの異邦人の妻、イゼベルの影響により、

イスラエル全域でバアルを崇拝した。豊年に入ると、イスラエ

ル人たちは豊穣の神バアルの祝福として受け入れ、バアル崇拝

思想に更にはまっていくであろうから、エリヤは多くのイスラ

エル人たちが徹底した苦痛を経験することを知りながらも天の

門を閉じてくださいと祈らねばならなかった。クリスチャンた

ちは国家の堕落が度を超す時、国家を救うためエリヤの祈りを

しなければならない時がある。

　天の門が閉ざされ火が降りて来て、濡れた薪が燃えなければ

バアル崇拝が終わらないのと同じように、国家や個人が大きく

霊的に堕落する時、聖霊がそのような祈りをするようにされる。

苦難が有益になるためには、苦難を通して悔い改めが起きなけ

ればならない。悔い改めが遅れれば遅れるほど苦難は深刻とな

り、危険は大きくなっていく。

欺瞞とごまかしが主要戦略

　アメリカとヨーロッパ、アジアから教会と共産主義者たちの

間に、霊的戦争が更に熾烈になっているが、大部分の教会は自

分たちが向かい合っている架空の敵の正体を把握できないでい

る。

　1961 年、アナトール・ゴリチン（Anatol Golitsyn）とい

うソ連 KGB 大佐がフィンランド大使館を通し西側に亡命した。

1984 年に彼は『古くなった新しい嘘（New Lies for Old）』と

いう本を書いた。ゴリチンは西ヨーロッパに亡命する前に KGB

で大西方（特にアメリカ）長期欺瞞戦略を研究した KGB 高位幹

部であった。ゴリチンは彼の本の中で、ソ連は 1950 年代末にす

でにソ連の経済没落に備えて大西方欺瞞作戦を立て、1980 年か

らその計画を実現していくであろうと予測した。

　彼が本の中で予測した殆どの内容がそのまま成就された。重

要な内容をいくつかだけ要約すると次のようである。

　①ソ連は、西欧人たちの共産主義に対する抵抗を除き、西欧

の資本により共産国家たちを再建し、NATO の組織を崩壊させる

ため、欺瞞作戦を広げるであろう。

　②まず、ポーランドから「ソリタリティ」のような平和的な

反共産主義デモが起こりながら、ポーランドがソビエト連邦を

脱退したように見えるように演出する。

　③東ドイツが西ドイツのため、合併されるようにする。

　④中国（中共）とロシアが敵対的関係であるように演出し、

中国（中共）が西欧資本を誘致するようにする。

　⑤ソ連が改革的な指導者を選出し、解放政策を開くように西

欧を幻惑する。

　➅このような様々な欺瞞作戦を通し、アメリカの経済を損傷

させて、ソ連の崩壊により共産主義、社会主義に対する覚醒が

消え失せるヨーロッパなどの国家を中立化させ、アメリカを国

家社会から疎外させる。アメリカは結局、日本などの少数国家

とのみ同盟国の地位を維持するようにつくり上げる。

　ゴリチンは、ソビエト連邦の組織の崩壊は演出だけであって、

ソビエト連邦国家たちは依然とソ連が操っている人物たちを通

して統治され、時が来ればソ連と共に世界共産化を企てるであ

ろうと言った。

　彼は CIA にこのような情報を与えたが、ソ連の欺瞞作戦に属

していたアメリカとイギリスは、当時はゴリチンの情報を深刻

に受け入れなかったと言っている。しかし、ゴリチンが KGB 大
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の中でバアル崇拝を捨てなければならない。イスラエルの父な

る神様は、放蕩する者が帰ってくるのを待っておられる。

　立ち返らなければ、しだいに衰弱するだけである。主なる神

様は慈悲深く強いお方であられるため、私たちを救ってくださ

るであろう。重い罪の荷を投げ捨てよう。見よ！今は恵みを受

けるに充分な時であり、救いを受けるに充分な日である！†

とりなす人たちの祈りにより、
閉ざされた門は、
とりなしの祈りによって
開くことができる。
しかし、まず私たちの中で
バアル崇拝を捨てなければなら
ない。
イスラエルの父なる神様は、
放蕩する者が帰ってくるのを
待っておられる。

「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

佐として在職しながら、関与した大西方欺瞞作戦に対する内部

情報を基盤として、1984 年に出刊した本から予測したことは、

大部分が実際に成就し、今やそれらは歴史的事実となった。

　ゴリチンは二冊の本を執筆したが、その本は世界共産化のた

めの共産主義者たちの緻密な長期計画を理解することを助ける

のに良い材料である。教会が平安で豊かで、今や安全であると

いう時、敵たちは教会を崩壊させる作戦を実行してきたという

事実を、ゴリチンの本はよく露呈している。

　サタンは嘘つきの父である。共産主義者たちは欺瞞、ごまか

しを主要な戦略として用いる。

悔い改め、立ち返らなければ

　神様は小さくて軟弱なイスラエルを選ばれた。イスラエルは、

周辺の異邦国家たちから自身の知恵と分別力、力により自らを

守ることができない。ただ主なる神様のみに頼り仕える時、神

様がイスラエルを守ってくださり、イスラエルが状況を正しく

分別し、敵に打ち勝つことができるように助けてくださる。悔

い改めと霊的刷新と祈りによって、イスラエルは危機から抜け

出すことができた。

　イスラエルの神様は、弱い者が強い者に、少数が多数に勝利

するようにされる全能なる神様であられる。私たちが私たち自

身の手で作ってきたものを信頼してきたことに対し、悔い改め

て立ち返る時、全能なる主が耳を傾けて私たちの祈りに応えら

れるであろう。

　エリヤの祈りによって閉ざされた天は、エリヤの祈りによっ

て開かれた。とりなす人たちの祈りにより閉ざされた門は、と

りなしの祈りによって開くことができる。しかし、まず私たち
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　神は人類へ向けた驚くべき御計画を持っておられる。それは

『神の王国』と呼ばれるものだ。その計画の中心人物はメシア・

イェシュアであり、その方がその王国の王であられる。

　その計画の輪郭が聖書に現われている。神は創造を始める前

にこれを計画された ( エペソ 1:3 ～ 14)。建築家が建築を始め

る前に建物を設計するように――。聖書は数世代にかけて様々

な人達によって書かれたが、これらの著者たちは彼らの時間よ

り先立ってその計画を考案した神の御霊の感動を受けたのであ

る。

 ✿ 神の国

ゼベダイとゼブルン
――	聖書のへブル的根元概論	――

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

聖書の一貫性

　人類に向けられた神の御計画は歴史をひっくるめて粘り強く展

開されてきた。神の王国は育っていく植物のように着実に成長し

繰り広げられていく (マルコ 4:26 ～ 29)。 同様に、聖書の啓示

は初めから最後まで一貫して繰り広げられている。それは創世記

の創造の話で始まり、ヨハネの黙示録の最後の終末で終える。

　植物が育つのにも色々な段階があるように、神の王国と聖書

もそうである。まずは族長の話であり、その次はモーゼの律法、

そしてダビテ王国、イスラエルの預言者たち、その次にはメシア・

イェシュアの福音書、そしてパウロ、ペテロとヨハネが教会に

送った手紙、最後にヨハネの終末論である。

　正しく理解するために、神の王国という主題の展開は聖書の

初めから終わりまで、必ず出てこなければならない。

天と地

　聖書は「天と地」（創世記 1:1）の創造の話で始まり、天と地

の回復で終わる。最初のふたつの章、創世記 1章と 2章はエデン

の園の創造の話である。最後の二章の黙示録 21章と 22章は、地

球的楽園が完全に回復することが語られている。創世記 3章はサ

タンが人間をだますことが語られ、最後から 3番目の章の黙示録

20章は人の子、すなわちキリストにサタンが滅ぼされることが

語られている。このようにすべてが対称的に語られているのだ。

　土地は人の手に委ねられたが、天は神の統治権の下に残って

いる（詩 115:16）。サタンの反逆と人間の罪のために土地は汚

された。しかし窮極的に神の子であり人の子であられるイェシュ
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サレムとは中東の一都市だと考えることである。そしてキリス

ト教的観点からみたエルサレムは天上の都市を考えることだ。

この二つの考え方はどちらも正しく、天上のエルサレムと地上

のエルサレムが存在するのである。結局のところ、最後には天

上のエルサレムがすべてを一つにするために下ってくるのであ

る（黙示録 21 章参照）。

ヘブライ語の名前

　キリスト教とユダ民族間の歴史的分裂のゆえに、聖書の計画

の一貫性を見失う場合が多くある。この一貫性を完全に理解す

るための一つの簡単な方法は、新約聖書に登場する人物たちの

名前に含まれたへブル的根元を認識することである。

　イェス様の名前はイェシュア である。イェシュアはすなישוע

わち、イェホシュア を短縮して呼んでいるのであり、ヘיהושוע

ブライ語で「主が救ってくださる」という意味である。イェシュ

アという名前は以下の内容と連結してみます。

　１．ヤーウェ (YHVH) という名前

　２．イスラエルの土地を征服したヨシュアという名前

　３．「救い」という単語

　また他の例は、イェシュアの母の名前であるが、ヘブライ語

ではマリアではなくミリアム である。ミリアムは最初の女מרים

性の預言者であり、礼拝と賛美リーダーであったモーセの姉で

ある。ユダヤ人の女性はこの名前を多く付けられる。

　ルカの福音書 2 章の中で登場する祈りを捧げる女性アンナの

名前は事実上、サムエルの祈りの母、ハンナ 。と同じであるחנה

シモン・ペテロはヤコブの 2番目の息子と同じシメオン でשמעון

アをとおして、天と地のすべてが一つになり連合されるように

なる。

　「それは、時の満ちるに及んで実現されるご計画にほかならな

い。それによって、神は天にあるもの地にあるものを、ことご

とく、キリストにあって一つに帰せしめようとされたのである」

(エペソ 1:10)。

　私たちの理解には天にあるものと地にあるものの両方が含ま

れていなければならない。イェシュアも天と地の両方に属され

た方である。

ヘブライ語とギリシャ語

　律法と預言書はヘブライ語で書かれたが、福音書と書簡はギ

リシャ語で書かれている。ヘブライ語聖書は多少イスラエル中

心で、ギリシャ語聖書は異邦に開かれていた。これは人間に左

側に一つ、右側に一つ、目が二つあるという事実と比較すると

よい。この二つが調整される時、脳はすべての次元から像を認

識できる。片方の目は遠くを見、もう片方は近くを見る傾向が

ある。

　聖書的、ヘブル的、セム族的、中東の観点はもう少し歴史的

であり、土地中心的でありながら、契約的に具体化された傾向

がある。反面、ギリシャ的で国際的であり、多民族的な観点は、

より天が中心的で天上的であり、普遍的な傾向がある（もちろ

んこれは過剰に単純化された表現であるが――）。私たちはヘブ

ライ的観点とギリシャ的観点の両方を備えなければならないの

である。

　ユダ王国の首都エルサレム――ヘブライ的観点から見たエル
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ある。インマヌエルは三つの単語で構成されている。イン はעם

共に、マヌ は私たち、エルאנו 、は神――キリストはメシアでאל

油を注がれた者、特別に預言者、祭司、王を意味するマシアホ

。であるמשיח

主の贈物「ゼベダイ」

　数百個の単語と名前に込められた関連性を見出すことができ

るはずなのに、あるものは明確にみえれば、そうでないものも

ある。多くの者が逃してしまうような一つの例がある。福音書

の 3 人の愛弟子のうち、二人はゼベダイの兄弟、ヨハネとヤコ

ブである。この名前はレアをとおして生まれたヤコブの子、す

なわちゼブルン部族と連結されている。「ゼベダイ」という単語

は、主の賜物を意味する。

　（創世記 30:20）――「そこでレアは、『神はわたしに良い賜

物（ゼベダイ）をたまわった。わたしは六人の子を夫に産んだ

から、今こそ彼はわたしと一緒に住むでしょう』と言って、そ

の名をゼブルンと名づけた。」

　ヘブライ語でゼベダイとゼブルンは事実上、同じ語根である。

ある面ではイェシュアのこの弟子達は、ゼブルンの子と呼ばれ

たかもしれない。ゼブルン部族はガリラヤ地域に住んでいた。

ゼベダイ家族もそこに住んでいた。イェシュアは、ゼブルン―

ゼベダイの息子たちと宣教活動を始められた。こうして神の御

約束が成就したのである。

　イェシュアは、「ナザレを去り、ゼブルンとナフタリとの地方

にある海べの町カペナウムに行って住まわれた。これは預言者

イザヤによって言われた言（ことば）が、成就するためである。

『ゼブルンの地、ナフタリの地、海に沿う地方、ヨルダンの向こ

うの地、異邦人のガリラヤ』」（マタイ 4:13 ～ 15）。

　「しかし、苦しみにあった地にも、やみがなくなる。さきには

ゼブルンの地、ナフタリの地にはずかしめを与えられたが、後

には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに

光栄を与えられる」（イザヤ 9:1）。

　ゼベダイという名前は聖書に数回登場します。例えば、エズ

ラ記 10 章にある名前の目録だけを見ても、この名前が 6 回出て

いる。

神の真実性

　ここで論点は ( 残念なことに、多くの人々がそうしているよ

うに )、単語や文字の意味を過度に強調しようとするのではな

く、神の契約、約束、真実なる神を強調するものである。イエ

ス様は預言者イザヤに与えられた神の約束を成就させるため、

ゼブルンのゼベダイに来られた。これは、レアとヤコブに千年

を超える真実性を示されたのである。

　彼らにそのように真実であったならば、神様は私たちに対し

ても真実であられるであろう。そして実際にそうなさったので

あり、今もそうであられ、今後もそうであられるであろう。神

の王国に関する概論をこのように整理してみる。

　１．神の御計画は永遠である。２．聖書は一貫している。３．イェ

シュアは王国の中心であられる。４．王国は段階的に展開される。

５．王国には天と地の両方が含まれている。６．ヘブライ的観

念とギリシャ的観念の両方が必要である。７．神はご自身の契

約に対して真実であられる。†
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この時代の新しい中毒者たちがインターネット放送を通じて視

聴しているのは、結局、自己満足のための偶像崇拝なのである。

自身の欲求が実現されない時、メディアを通じて、いくらでも

代わりに満足できる時代だ。

　多くの若者たちが利用しているインターネット媒体の『SNS』

というサービスがある。日常の写真や文書を載せ、他の人々に

見せるサービスだ。互いの安否を尋ね励ますという良い趣旨と

は異なり、SNS には他の人の視線を意識する写真や文書が乱舞

している。さらに、数えきれない他の人たちの文や写真をみな

がら、自分と比較して劣等感に陥る。以前は、有名な芸能人だ

けが持つような深い優越感や劣等感が、多くの人が時々刻々感

じるようになり、私たちの人生を徐々に蝕んでいく。自己崇拝

という偶像崇拝に満ちた時代の風景だ。

　しかし、クリスチャンは、自己崇拝に対する免疫力をすでに

賜物として与えられている。私たちはすでに死んだ者であるか

らだ。ローマ人への手紙 6 章には、「罪に対して死んだわたした

ち」「彼と共に葬られたのである」と記されている。キリストに

あって、私たちはすでに主イエスと共に死に、お葬式まで終え

たのである。皆さんは、イエス・キリストにあって、すでに死

んだ者であると確信しているだろうか？ 私たちの信仰は十字架

を根拠にしている。十字架はイエス・キリストの凄まじい受難

に対する描写と象徴、それ以上の力を持っている。十字架は私

たちすべての人に、『自己死』というメッセージを宣言している

のである。十字架は主イエスを架ける死刑の道具であった。と

同時に、私たちの死刑の道具でもある。

　教会は、その十字架でキリストと私たちが共に死に復活した

事実に同意し、信じる人たちの集いである。敵は教会に向かっ

　かつて偶像崇拝といえば、お寺に行って仏像を拝む姿が思い

浮かんだが、今や簡単にスマートフォンを通じて偶像に心から

耽溺する。人々は、主を黙想する余裕もなく、時間さあれば写

真や映像をみてゲームに没頭する。私たちが心と精神を尽くし

て仕え安息するもの、それがすなわち私たちの偶像である。

　毎日のように多くの人に崇められる座に誰が着いているだろ

うか？ その席に自分自身が座っているのだ。私たちは皆、自分

自身を崇拝する。すべての人が自己満足のために世の価値を追

求し、耽溺し、中毒になり溺れていく。

　かつての一般的な中毒は、飲酒と喫煙であった。彼らはお酒

と煙草に仕えるのではなく、それを通じて自分自身に仕えてい

るのである。自分の欲求が実現されない時、その憤りと苦痛を

酒や煙草で紛らわせ慰められながらも、自分自身に仕えている

のである。アイドル、自動車、名品、食べ物、お金、不動産など、

 ✿ 特集｜私たちの心は偽りの神々の戦場である

私たちは何を崇拝しているのか？
南ユダ 牧師・ワールドミッション教会
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て嘘を言う。「あなたの自我は依然として生きているのだ。だか

ら快楽を追求しなさい」と騙している。この世における見える

ものや聞こえるもの、感じるものも、敵の偽りを助けている。

だから、私たちは簡単に自分自身に快楽をプレゼントし、自己

崇拝しながら生きていくようになる。

　しかし、私たちはすでに十字架で死に、キリストにあって復

活されたということを思い起こさなければならない。教会の真

ん中に掛けてある十字架は、インテリアではない。私たちの集

いが教会となり得る唯一の根拠である。十字架は、もはや私で

はなく、よみがえられたイエス・キリストだけが残っている、

ということを、力強く証言しているのである。ならば、あなた

はこのように反論するだろう。

　「でも、私の自我は死んでいません。依然として私は生きてい

て、私が罪を犯しているのを感じます」――もちろん、そのよ

うにも言える。しかしそれは、真理ではなく、私たちの感覚で

ある。誰もがそう感じる時がある。使徒パウロもやはり、ロー

マ人への手紙 6 章では自身の死を宣言しているが、7 章では再

び罪の虜になっている自分を発見している。その時、彼は「わ

たしは、なんというみじめな人間なのだろう」と嘆いた。

何を背負って歩むべきか

　聖書における「死の体」について知っているだろうか？ ロー

マの残酷な刑罰の中に、罪人を死体と一緒に縛って放置する刑

罰があった。死体の腐敗によって発生する様々なウイルスや毒

物の影響により、徐々に罪人が死んでいく、惨たらしい刑罰で

ある。使徒パウロはこの刑罰をみて、あたかも私たちがこのよ

うな状況だと述べたのである。すでに死んだ自身の屍に縛られ

て生きていく人生を嘆いたのである。私たちもこのように生き

ていているのかもしれない。「死の体」――つまり、死体が私を

押さえ付けていることを感じるだろうか。だが、忘れてはなら

ないのは、それが『死体』だという真理である。

　毎朝、私は選択の前に立つ。死体である「南ユダ」と「十字架」

の中で、何を背負って一日を始めるべきかを決めなければなら

ない。もし、死体である「南ユダ」を背負って一日を始めれば、

死体に最も高価な服を着せ、高級化粧品を使って化粧をし、格

好いい車に乗ろうと努力するはずだ。自己偶像崇拝が始まる瞬

間である。私に会う人は、私が背負って歩く死体「南ユダ」を

称賛し賛美する。気分が良いのだ。しかし、それも束の間、ま

もなく苦痛が始まるようになる。死体が腐敗し水が出るように、

死体「南ユダ」からは死に属する感情、つまり劣等感や嫉妬の

ようなものが同時に現われ、瞬く間に心に苦痛が訪れるはずだ。

その苦痛を忘れようと、死体が要求する様々なインターネット

娯楽、飲酒、喫煙など、あらゆることをしてみるが、解決され

ない。毎日が死体を背負って生きる苦痛の連続であろう。

　主は、私たちにその死体を脱ぎ捨てて十字架を背負って生き

なさいと、断固として命じられる。「だれでもわたしについてき

たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負うて、わたし

に従ってきなさい」と仰せられる。罪に捉われ嘆いていた使徒

パウロもやはり、その死体を脱ぎ捨て、十字架を背負って「い

のちの御霊の法則」に従って自由のうちに生きはじめた。なら

ば私たちもやはり、使徒パウロのような驚くべき人生を生きる

ことができるのである。すでに死んで死体となった自身を偶像

化せず、復活されたキリストの御身体にあって、自由を享受し
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従順する心で 9人乗りの大きめの車を購入した。そして、一日が

過ぎた。今度は、先日財政講義を聴いたある受講生から「車両購

入」という名目で献金が入った。前回と全く同じ額の献金だった。

私はすぐに彼に電話をし「感謝します。でもすでに車を購入しま

した。心だけいただいて献金は返送させていただきます」と言っ

た。その方は私の話を聞いて「神様に従順して献金したものなの

で、牧師先生が主の御心に従って用いてください」と言った。

　主を恐れおののく従順な人たちからの献金は本当に尊いもの

だ。私はその献金から十字架を見ることができた。私はその尊

い献金で、最初に考えていたあの宣教師のために車を購入した。

宣教師は大変喜んでくださった。車がなかった私たちに、二台

の車が与えられた。私たちには全く予算もなく車両もなかった

が、世を愛せずに自足しながら神を礼拝する心を持っていた。

　もしもその時、私が世の価値と基準によって自分自身を偶像

化し、不平不満を言いながら生きていたら、大きな献金の前で

主に委ねることはできなかったであろう。私が主人となり、私

の判断と感情によって献金を用いたであろう。私の人生を「神

の話」ではなく、「南ユダの話」で満たしたかもしれない。私の

人生を「死の体」で満たすならば――、想像するだけで恐ろし

くなる。私たちの人生をイエス・キリストの話で満たさなけれ

ばならない。私たちが自分の十字架を背負って誇らしく生きる

時、イエス・キリストの御体から溢れ出る愛と豊かさを受け取

り楽しむことができる。偶像崇拝が蔓延する時代に、自分を愛

するのではなく、私たちのかしらとなられたイエス・キリスト

を愛するよう祝福する。

　「自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者

は、それを保って永遠の命に至るであろう。」（ヨハネ12:25）†

　悪魔に心を捉われ、霊的には目が塞がれた状態であるからだ。

だから心を注がなくても良い事や問題にすべての神経を使い心

を奪われたまま生きているだ。一言でいえば、おろせられなく

なっているのである。こういう場合、神様に委ねられないとい

うのである。おろせられないということは、神様を見つめられ

ないということだ。今、自分は神様を仰ぎ見ているか否かは、

おろすべきことによって自分の心が揺れているのかいないかを

みれば、自己判断できるのである。

　主を見つめなければ――、という意識を持つといっても、実

際に神様を見つめることにならない場合もある。ある問題のゆ

えにストレスがひどく、心が辛いのか？ その問題をおろそうと

努めるより、弛まず神様を見上げることに全力を尽くしてほし

い。

24 時間主を見上げよう

　24 時間主を見上げようとしても、再び罪に倒れる場合もある。

みな思うままに怒り、淫らな行為に誘惑され、偽りと貪欲の罪

に倒れる。この時の罪悪感や挫折感は途方もない。

　「結局、罪は克服できないものだろうか？」「神様を見上げて

も罪に打ち負かすことはできないものだろうか？」

　罪に打ち勝つのは私たちの力でなすものではない。神様が私

たちの内に臨まれ、打ち勝つようにしてくださるのである。で

すから、24 時間主を見上げれば、罪に打ち勝つ驚くべき人生を

生きるようになる。しかしなぜ、24 時間神様を見上げているの

に、再び密かな罪に倒れてしまうのだろうか？ それは主を見上

げながらも世の中をのぞき込んでいるため、悪魔に隙を与えた
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　ある牧師が相談事を求めて私を尋ねてきた。最近、教会や家

庭に大小の問題が継続して起きているので、心配や怒りや焦り、

恐れや挫折などに苦しんでいるという。祈れば、すべてのもの

を主の御前におろし、主にすべてを委ねる時だということがわ

かるという。しかしそうしたくてもできないので、どうすれば

いいかわからず切なくなるという。

　私たちが問題をおろすことができないのは、それに心を奪わ

れているからだ。こういう場合、自分である問題を主の御前に

おろしたくてもおろせないのである。逆に、おろそうと努力す

ればするほど、その問題によりのめり込むことになる。あるこ

とを考えないようにしようと思えば思うほどより考えるように

 ✿ 特集｜私たちの心は偽りの神々の戦場である

私たちは
何に心を奪われているのか？

ユ・キソン 牧師・ソンハン牧者教会

なるのと同じだ。闇を取り除くのは努力によるものでないから

だ。

　ある問題を心の中からおろそうとすれば、その問題よりもっ

と大きいものをつかまなければならない。すると、おろそうと

努力しなくても自然とおろせるようになるのである。ある問題

がおろせないということは、それよりもはるかに大きい神様と

の関係が非常に弱いということだ。問題をおろそうと悩まず、

根気よく神様との親密な関係を養っていかなければならない。

だから、24 時間主だけを見つめようというのである。

　おろせということは、それを「もうやめなさい」「あきらめな

さい」「離れなさい」という意味ではない。家庭、仕事、職場、

事業や勉強を止めなくても、神様を見つめるようになれば、お

ろせるようになる。おろしたいことが心を占める比重は弱くな

る。うまくいくかいかないかによって動揺されることもなくな

る。愛する人ができれば日常生活で感じる好き嫌いが消え去る

ように、神様を知る霊の目が開かれれば、他の問題のゆえに心

が動揺されることがなくなり、主の御心どおり従順していくこ

とにおいて、苦しさがなくなる。

　多くのキリスト者は、神学的なイエス、歴史的なイエス、聖

書に記録されたイエスに関してはよく知っているが、人格的に

共にされる主イエスに対してはとても未熟で軟弱だ。主イエス

のご臨在に目覚めないなら、イエス・キリストの光栄の福音の

輝きを見ることができない。

　「彼らの場合、この世の神が不信の者たちの思いをくらませて、

神のかたちであるキリストの栄光の福音の輝きを、見えなくし

ているのである。」(Ⅱコリント 4:4)
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からだ。悪魔に隙を与えてはならない。世の中をのぞき込むこ

とは、私たちが罪に倒れる始まりである。

　しかし多くのキリスト者は、「世の中をのぞき込んではならな

い」と忠告すると、ため息を吐く。あまりも荷が重いと嘆く。

まさにその嘆きが問題の核心である。よそ見せずに生きること

は不可能だと思うその考えは、依然として私たちが罪に倒れる

状態に留まっていることの表れである。よそ見してはならない

ということを、力尽くして守るべき律法だと思っているのであ

る。それはまだ、私たちの内に臨まれた神様を心から信じてい

ない、否定できない証拠である。本当に神様が私の内に臨んで

おられると信じているなら、世の中をのぞき込んだりしないは

ずだ。

　愛に落ちた人は他の人が目に入らない。「よそ見しないように

しよう」でなく『よそ見しなくなる』のである。主イエスとの

関係においても同じことがいえる。一度深く考えてみよう。あ

る異端団体から 10 億円を差し出して皆さんを誘惑したとすれ

なければならないのである。イエス・キリストの生命（いのち）

によって、死に属する感情――劣等感や中毒、嫉妬や汚れなど

――から抜け出すことができる。貧しさや呪いなどの現状を乗

り越えることができるのである。

　私たちが「死の体」を背負わず、「十字架」を背負って誇らし

く生きるためには、祈りと御言葉の戦略を持っていなければな

らない。私たちは唯一、祈りと御言葉によって主を崇める時のみ、

この地で神の国を楽しみ、勝利することができる。

　私は 37 歳と比較的遅い年齢で最初の子を産んだ。子どもは三

人いるが、その時はまだ車が与えられず、いつも公共交通機関

を利用していた。5 世帯がバスに乗り、一緒に移動するのは容

易ではなかった。しかし、子どもたちはバス旅行を喜んだので、

皆、感謝し幸せに過ごした。

　ところがある日、財政講義の依頼を受け、ある団体を訪問した。

その講義が終わった後、団体代表の方が自動車購入のための多

くのお金を援助してくださった。初めは、負担に思い固辞したが、

祈りによって決めたことだからと言われ、送金してくださった。

私は何日も祈り、このお金をどうするか主に委ねた。主はひと

りの人を示してくださった。私のような状況に置かれている宣

教師だったが、彼も車がなかった。私は、主にそのお金を分けて、

小さい車を二台購入しますと祈った。主は、私の心を喜んで受

け止めてくださった。

　ところが次の日、朝の祈りの席で、主は「あなたの気持ちはわ

かった。お金は分けずに必要に応じて大きくて良い車を購入しな

さい」という心を与えてくださった。万一、自分の内に欲がない

だろうか、私は何日も点検した。確かに主の御心であることは明

白だった。しかもすべての過程において私の心に平安があった。
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ば、皆さんはその提案に乗るだろうか？ 決してそうではないは

ずだ。皆さんの中に「どの異端に行こうか？」と、異端団体を

のぞき込んでいる方はいないであろう。「よそ見しないようにし

よう」ではない。『よそ見しなくなる』のである。

神様の内にとどまりなさい

　王なる神様が私たちの内に臨んでおられることを信じるなら、

世の中に対しても同じこととなる。神様と親密になる過程にあ

る人は、世間の誘惑や関心の対象になるだろうか？ 密かな罪に

打ち勝つ道は、決断や悔い改めや断食によって成り立つもので

はない。だからといって、どうにもならない肉のゆえに心配し、

「自分自身を虐待せずに神様の赦しと恵みを信じていれば、主は

いつしか打ち勝ったしてくださるであろう」と気楽に考えても、

解決されるものではない。

　王である神様が、私たちの内に臨在されることが恍惚に思わ

れる時に可能だ。毎日王なる主と一日を始めることに興奮し感

激した時、罪に打ち勝つことができる。これは禁欲生活とは異

なるものだ。実際に王である神様をより深く知っていくことは、

一生を投資しても価値のあることだ。王である神様と親密にな

ること、王なる主と同行すること、目に見えない神様が目に見

えるように信じることができるのは、本当に夢のようなことだ。

私たちがこれを本当に信じるなら、世の中をのぞき込むことは

ない。よそ見をしなくなるのである。

　そうだ。神様を信じても世の中をのぞき込むようになるので

はなく、神様を心から信じていなかったから、世の中に心を奪

われて生きてきたのである。その間、私たちの問題は、私たち

の中に神様の臨在が実在であるという信仰がなかったのだ。だ

から神様と世の中を秤にかけて求めてきたのである。神様の臨

在は漠然としており、世の中は実在だったからだ。私たちは本

当に資格がない者なのに、全面的に神様の恵みにより、主が私

たちの内に来られた。私たちのすべきことは、この驚くべき事

実を心から信じる、それだけである。「王なる神様が私の内にお

られる！」

　これがすべての問題の解答である。まだ神様が共におられる

ことを明確に感じ取ることができず、主の御声を聞くことも漠

然としているだろうか。心配することはない。「誰でも初めはそ

うだ」と認めれば良い。その間、神様を見つめて生きてこなかっ

ただけのことだ。今からでも毎日毎瞬間、神の御言葉に耳を傾け、

悟らせてくださったにもかかわらず従順できなかったことがあ

れば、すぐに悔い改めて従順していけば良い。

　主の御言葉に従順すること、それだけである。そこにはいか

る選択の余地がない。だが、私たちはあまりにも御声を聞く訓

練ができていないのだ。主が働いてくださることを待ち望みつ

つ、疲れた人がいるのか？ その理由は、神様との親密さがない

からだと知らなければならない。忍耐とは、死にそうな惨めな

姿で待つことではない。聖霊の実である寛容は、喜びをもって

耐え忍ぶことだ。状況が苦しくなり、約束の成就が遅くなっても、

主を見上げることの喜びで日々暮らしていくことが寛容である。

　24 時間神様を見上げることは、むやみに待ち続けなさいとい

う意味ではない。最も基本的なこと、神様との関係を常に維持

しなさいということだ。長い忍耐があっても不平を言わずに神

様を知り、主にあって生きる人生の訓練を甘んじて受けいれな

ければならない。†
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しかし、彼らの前に私は弁明ができなかった。彼らに数ヶ月、

工事費を払えなかったからだ。遠い異国で本当に険しい目に遭っ

た。今まで牧会をしながらこのように辱めを受けたことはなかっ

た。だからといって解決策もなかった。聖徒たちが突然巨額の

献金を捧げる状況でもなかった。現実は冷酷に流れていた。私

は夜明けに切なる気持ちで、ひれ伏して神に祈った。

　「神様、今、この苦難をすべてご覧になっておられるでしょう。

主よ、私たちの事情をご存じでしょう？」

　早天礼拝でメッセージを終えて祈りを捧げるのに、最初は心

が苦しく、祈りがなかなか出なかった。「主よ、ご覧になったで

しょう ? 主よ、ご存知でしょう ?」と、 血を吐くような思いで、

1時間の祈りの間、これらの言葉を何度も繰り返した。

　その週の水曜日だった。早天礼拝を終えて、聖書を黙想して

いたが、教会に電話がかかってきた。早天祈祷会に毎日出てお

られる近隣米国教会の聖徒だった。いつだったかその方が私に

連絡してきたので、チョー・ヨンギ牧師が米国で開かれた聖会

の時の説教テープを渡したことがある。それを通して恵みを受

け、チョー先生が強調された祈りを学びたいと言った。私はそ

の時、彼の質問にこう答えた。

　「祈りは学ぶものではなく、するものです。神様が私のすべて

の状況を心から告げれば良いのです。時間があれば、私たちの

教会の早天祈祷に出てください。」

　その後、彼は雪や雨が降っても、聖殿が完成するまで 2 年半、

一日も欠かさずに早天祈祷会に参加した。私たちの教会の聖徒

ではないが、幼子のように純真な信仰を持っておられた。良い

信仰生活を送ろうと非常に努力する人だった。彼は少し戸惑い

石膏のつぼを割りなさい

✿信仰の明文化を成し遂げますように㊱
｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会

神様は人を通して働かれる

　聖殿を建築することがこれほどまでに大変なこととは知らな

かった。主日の晩、現場監督と工事作業員の代表が険悪な顔つ

きでトレーラーにある臨時事務室にやってきて、「あなたは嘘つ

きだ。延期している工事費を今月中にすぐに払いなさい。そう

しなければすべての装備を撤収し、教会を告訴する。」と声をあ

げた。彼らはドアを壊す勢いで入って来て、荒っぽく抗議した。
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ながらも言葉をひねり出した。

　「先生。今日、早天で祈る中で神様の御声を聞きました。イ・

ヨンフン牧師様、今日時間があれば、ランチの時間にお会いし

たいです。」

　ランチの時間にホテルのレストランで私に会った彼は、私を

じっと見つめて興奮した語調で話し出した。

　「私が、早天で神様から、イ牧師の教会建築を助けなさいとい

う御声を聞きました。私は神様に銀行口座にある現金は多くな

いですと言ったら、主は、そうであればあなたが持っているも

のをすべて持ってきて捧げなさい、と言われました。だから、

私は持っている全財産、今私が住んでいる家を含め、家三軒分

の文書を持ってきました。神様に喜びの心で捧げます。しかし、

1 つ条件があります。私の名前は絶対に明かさないでください。

無名で捧げたいのです。神様と先生と私だけが知っているとい

うことにしてください。」

家三軒を献身した聖徒

　本当に驚くべきことだった。私たちの教会の聖徒でもない方

が、家を三軒も献身するという。それも米国の地で…。これが、

果たしてあり得ることだろうか。神様は想像を超越する方法で

私たちの祈りに応えてくださった。神様は信仰の人を用いて、

その御旨を成し遂げられた。私は説教の中で、この教会の聖徒

の献身について公開した。マリアが石膏のつぼを割り、イエス

様の足に香油を注ぐことに例えて説明した。マリアにとって石

膏のつぼは一度きりのチャンスであった。彼女はその機会を逃

さなかった。その香油はマリアの全財産だった。

　しかし、弟子たちは、むしろ女性を非難した。そのお金で他

の善行をいくらでもできると不満を募らせた。弟子たちは彼女

の今を見たが、イエス様は彼女の未来を見た。弟子たちはお金

の価値を見たが、イエス様は彼女の恵みの心を見た。むしろイ

エス様は、女性の行いを「全世界のどこででも、この福音が宣

べ伝えられる所では、この女のした事も記念として語られるで

あろう」と絶賛した。

　「皆さんは、神様のために、聖い主の聖殿のために石膏のつぼ

を割ったことはありますか？ 香油の入った石膏のつぼを割った

マリアのように、皆さんも人生の最も貴重なチャンスに石膏の

つぼを割ってください。」

　その時から、本当に驚くべき奇跡が起こった。聖徒たちが恵

みを受け、あなたも私も、と石膏のつぼを割った。事業資金、

子女の大学の授業料、保険金、積立金などを献身する働きが起

きた。教会はアメリカ人聖徒一人の献身により、連鎖的な変化

が起こった。子どもから老人に至るまで、全聖徒が力を集めて

建築献金を捧げた。

5 年半を経て完工礼拝を捧げた

　神の恵みと摂理は誠に奥深い。聖徒たちの口から「感謝の歌」

が止まらなかった。教会建築の献身行列に皆が喜びと感謝で参

加した。聖徒たちの口から賛美と感謝が止まらなかった。

　米国南部は北部より圧倒的に良い自然環境に囲まれている。

しかし米国は世界最強だが、米国南部は未だに疾病と飢餓に苦

しんでいる。その原因は何であるか。歴史学者たちの分析は次

の通りだ。

　「米国はピューリタンたちが信仰の自由を求め開拓した『感謝
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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

わたしが彼らを
一つになるようにする

　いままで何か月にわたり、

私たちは神の御働きについ

て学んできました。クリス

マスを振り返って、神が創

造の時から十字架に至るま

でなされた驚くべき偉大な

る変化と変革を見ることができました。また、韓国の統一のた

めの祈祷戦略も見てきました。神は、本当に韓国のための祈祷

戦略を持っておられるのだという強い証拠を見るのは、大きな

慰めであり、興奮することです。私たちがこの祈祷戦略の一部

分であるとわかったこと――これもやはり、私たちにとって祝

福であると思います。今回は、人々を一つにならせるために、

神の御働きについて学んでいきたいと思います。

　一定の期間、このコラムを読んでこられた読者であれば、私

が連合に焦点を合わせ、キリストの御体なる教会の連合が南と

北の究極的な統一、神の御心に従って新たな統一韓国を成し遂

げることがいかに重要であるか、これに集中していることがわ

かるはずです。

の地』だ。南部は一攫千金を掲げた人々が開拓した『貪欲の地』だ。

北部と南部の生活水準の差が見られるのは当然のことだ。感謝

の心があるかないかが国の運命を分けるのだ。」

　感謝の心を持てば、感謝することが続けて起こる。感謝があ

ふれる家庭は、子孫たちが祝福を受ける。自分自身の有益だけ

を追求する利己的な家庭で育った子どもたちは生涯、貪欲の沼

から抜け出すことはできない。ワシントン純福音第一教会の聖

徒たちは教会建築を通して感謝の力を悟った。その苦しい期間

にも聖徒たちの顔には喜びが満ち溢れた。

　教会建築は一瀉千里に進められた。銀行からお金を借りるこ

ともなかった。全聖徒が祈りと物質と時間と真心を集めた。そ

の後、一度も工事作業員が私を訪ねてきて辱めを与えたり抗議

したりしなかった。教会建築の請願を立ててから 5 年半を経て、

聖殿が完成した。総工費は土地代を合わせて約 270 万ドルであ

り、一銭の借金もなく、聖殿を完成することができた。全信徒

が涙と祈りで共に建てた聖殿だった。ベーグル販売店を運営す

るある執事様は家族会議を開き、最高級のピアノ（スタインウェ

イ・アンド・サンズ）を献堂の時に捧げた。その当時の価格は、

なんと 2 万 5 千ドルであった。ベーグル 5 万個を売らなければ

ならない金額だった。

　1991 年．チョー・ヨンギ牧師を迎えて完工礼拝を捧げた。真

に感激の瞬間であった。その時、聖徒は、すでに 300 名から

1000 名に増えていた。そして私の朝の断食も教会建築と共に 5

年半ぶりに終わった。それ以来、おいしい朝食を食べることが

できた。†
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　私は教会の連合と韓国の統一が唯一、神の御業によってのみ

可能であると度々述べました。この時点で、ユダとイスラエル

の分裂王国に対し、預言者エゼキエルをとおして仰せられた御

言葉を思い起こしてみましょう。エゼキエル書 37 章に書かれた

二つの木の比喩については、よく知っているはずです。この御

言葉は南北、韓国と北朝鮮を言及する際によく用いる箇所です。

　「これに言え、主なる神はこう言われる、見よ、わたしはエフ

ライムの手にあるヨセフと、その友であるイスラエルの部族の

木を取り、これをユダの木に合わせて、一つの木となす。これ

らはわたしの手で一つとなる」（エゼキエル書 37:19）。

　「その地で彼らを一つの民となしてイスラエルの山々におら

せ、ひとりの王が彼ら全体の王となり、彼らは重ねて二つの国

民とならず、再び二つの国に分れない」（エゼキエル 37:22）。

　私が重要に思う部分は、この業をなされる方がイスラエルや

ユダではなく、主なる神であるという事実です。「わたしは……

取り……合わせ……わたしの手で一つとなる」（19 節）、「（わた

しが）一つの民となして……」（22 節）。教会の連合とこの国の

統一について記憶すべきことは、これは神ご自身がなされるこ

とだという事実です。

　もちろんこれは、私たちが何もしないでただ座っているだけ

で良いという意味ではありません。祈りをもって関係が回復し

実際的な協力をなすまで、私たちのやるべきことは多くありま

す。ですが、これらすべてのことは、聖霊の導きに応じ、従順

によって成し遂げるべきです。

　しかし、数年間連合のために尽くした多様な努力を振り返れ

ば、絶望するしかありません。何も起こっていないように見え

たかもしれません。互いの間柄が悪くなり、敵対視し、仲間割

れすることが常に起こっていたような気がします。こういう現

象に驚かないのは、次のふたつの比喩のゆえです。一つは、私

たちが慢心や力に対する欲求に満ちた罪の属性をもつ人間であ

るという事実です。またもう一つの理由は、サタンは連合が神

の計画を挫折させることだとよく知っているので、連合を望ま

ないということです。サタンは誤解や紛争を広めるためにあら

ゆる努力をします。だから私たちは、二つの方向から攻撃を受

けているのです。内側からは私たち自身の最善の努力を弱化さ

せる心の内にある罪の属性、外側からはサタンの攻撃を受けて

いるのです。

神が働かれる

　ですから、私たちに必要なのは（従順以外にも）謙遜です。

歴代誌下 7 章 14 節の御言葉を知っているでしょう。「わたしの

名をもってとなえられるわたしの民が、もしへりくだり、祈って、

わたしの顔を求め、その悪い道を離れるならば、わたしは天か

ら聞いて、その罪をゆるし、その地をいやす。」

　慢心で固まった私たち、特にリーターシップの位置にある人々

に最も重要かつ難しいことは、自分自ら低くなることです。こ

のことを最も難しくするのは、私たちが心から謙遜であったの

がいつだったか、確信できないということです。なぜなら、自

分が謙遜であると思う瞬間が、まさしく最も謙遜でないときだ

からです。

　私たちが確信できることは、ただ私たちに悔い改めが必要だ

ということです。リーターシップの位置にいながら、常に私た

ちの名が高められたいと願ったこと、他の人々が私たちを称賛

し、私たちを尊敬してほしいと願ったことを悔い改めなければ
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ように、私は私たちの内に働かれる復活の主の小さな証人です。

今始まったばかりの 2019 年を仰ぎ見、神が働かれることをもっ

と多く見られるであろう、という大きな期待があります。

　私が目撃したこのすべてのことは、聖霊によって人々の心の

内に働かれる神の御業に対する証拠であり、彼らを悔い改めと

協力へと呼び掛けておられる証拠です。多くの人が謙遜に反応

を示してくれて本当に嬉しいです。特に、この事が私にとって

励みになるのは――私たちみなに励みになるはずだと考えます

――今や外側から見ると、主の教会が暗やみに覆われているよ

うに見えるからです。教会内に様々なスキャンダルが起こって

いることを見ました。教会の財産を譲り渡すことで争うのも目

撃しました。教会リーダーたちが性的な罪に陥り、人々が他の

人を追い出し、盗み、騙すことも見て聞きました。私たちは傷

を負ったキリストの御体なる教会の中で広がりつつある罪の証

人です。これは事実です。しかし最も光栄なのは、神の御前に

悔い改め、ひれ伏し、関係が回復されることに対する証人でも

あるのです。

　使徒ペテロの驚くべき言葉が思い出されます。「だから、自分

の罪をぬぐい去っていただくために、悔い改めて本心に立ちか

えりなさい」（使徒 3:19）。私たちの自慢心を悔い改め、神に立

ち返る時、私たち自身の野望や情欲に従って歩んだことから立

ち返る時、「神の御座」、「神のご臨在」から流れ出る恵みによっ

て、新たにされる時間を体験するようになるでしょう。どれほ

ど驚くべきことでしょうか！ 

　主なる神が働いてくださいます。主が私たちを一つにされ、

この国を一つにされるでしょう。神に感謝し、その方を賛美し、

すべての栄光を主に帰しましょう！†

なりません。栄光の座に就きたいと願い、特別な働きをしたい

と願い、礼拝の最後に祝祷したり、代表祈りをしたいと願いま

した。連合を蝕み、サタンに葛藤や紛争や誤解の種を蒔くよう

に許したのは、私たちの心の内にある自尊心、自慢心です。

　しかし神をほめたたえましょう！ これが終わりではありませ

ん。神が働かれます！ 神はご自分の民を遜らせ、リーターであ

る私たちを謙遜にされます。私たちの罪が、神の御目的を挫折

させることをお許しにならないはずです。主なる神は今も働い

ておられます。これからも働きかけてくださいます。

　昨年一年間、神はご自身が働いておられるという証拠を示し

てくださいました。壊れた関係が回復されることを目の当たり

しました。弟子たちと主につく群れの前でひざまずき、自負心

や軽率さに対し、赦しを求めるリーダーたちを見てきました。

心を開いて最も深い秘密と暗やみを露わにする、神の人たちを

見ました。神の民たちの心の内に働かれる聖霊様も見ました。

　また、北朝鮮のための祈りの働きを導く人たちが、多くの兄

弟姉妹を国のための祈りに参加させようと、実際的な努力をす

るのを見ました。これは、保守的性向をもつ団体をはじめ、進

歩的性向をもつ団体まで、そして他の観点をもつグループも含

みます。彼らは、自分たちの計画をおろし、この地が一つにな

るように、連合して祈るために集まりました。多様な意見や観

点をもつ北朝鮮専門家や学者たちが自分の考えや知識を分かち

合い、他の人たちの話を聞くために集まるのも見ました。

　主なる神は、この国のために働いておられます。私がその証

拠です。使徒ヨハネのように、「わたしたちが見たもの、聞いた

ものを、あなたがたにも告げ知らせる」（Ⅰヨハネ 1:3）と、私

は話すことができます。使徒ヨハネが主の復活の証人であった
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✿ 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

　誕生日だからと言って特別

なプレゼントをもらった記憶

などないが、小学校 5 年の時

は別だった。その時、私は初

めて父からギターをプレゼン

トしてもらった。「セゴビア」

という文字の跡が薄っすらと

残っている中古のギターだっ

た。ありふれたビニールケー

スもなく、余分の弦もなかっ

た。父からギターをもらった

　　　　けれども、父はギター

　　　　を教えられない。病

　　　　院や薬局もなくバス

　　　　も通らない田舎町に

　　　　ギター教習場がある

　　　　わけがない。またギ

　　　　ターを引ける人もい

　　　　なかった。

私の限界のうちで働かれる主

　仕方なく下敷きをハサミで切ってピックを作り、あの人この

人に聞いてやっと古いギター教本を手に入れた。日本の本を訳

したもののようだが、当時の幼い私から見ても丁寧でないこと

がわかるくらいだった。しかし、最善を尽くしてチューニング

のやり方を覚え、簡単なコードから一つ一つ覚え始めた。

　チューニングをする際、ヘッドピンを回しすぎて弦が切れた

ことも、楽譜に難しいコードが出ても教えてくれる人がいない

ので、音を合わせるために指で弦を半音ずつさぐりながら、夜

を明かしたことも何度もあった。まるでどこが干潟なのかも知

らずに何の準備もなく浅瀬に入ってしまった人のように、いく

ら頑張ってもなかなか前に進めずあがいていた。

　ギターを習い始めてから 6 ヶ月が過ぎた。やっと一曲が弾け

るようになった。最初に弾いた曲は「エーデルワイス」だった。

この曲は２つのコードを知っていればできるからだ。しかしそ

のコードが難しすぎるのが問題だった。下手に押した指先の間

から、鈍重な音が辛そうに流れた。その聴き苦しいギターの音

を聴くことや、指先の痛みより辛かったことは、一緒に住んで

いたいとこたちからの「うるさい、二度とギターを弾くな、弾

いたらギターを壊す」という脅かしと小言に耐えることだった。

　私はギターを取り出すたびに神様に祈った。「主よ！ギターが

上手く弾けるようになりたいです。ギターを上手く弾けるよう

にしてください。主と人たちのために何かできるようになりた

いです」と。練習を重ねたすえ、中学生になった時は人前に出

て少しずつ弾くようになった。決して上手くはなかったが、学

生集会の際はギターをもって賛美を導いた。毎年冬になると、

募金のために街に出て何時間もギターを弾きながら賛美した。
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ないときもあった。  

　しかし主は、その限界の中で働いておられた。頼りない実力

と状況の中でも、主は私のギターを通して賛美が盛り上がるよ

うにし、人々が感動をおぼえるようにされた。金曜礼拝に初め

て来られた聖徒たちは、私がギターを弾きながら賛美を捧げる

姿を見て、「とても驚いた」という。それが何であるかは、主が

ご存知である。

　私は今、金曜礼拝を終えた後、この原稿を書いている。キーボー

ドを一つ一つ押すたびに痛みを感じる。つい先までギターを弾

いていたからだ。金曜礼拝が終わり、家に戻ってシャワーで汗

を流した。喉と指に痛みがはしった。教会を開拓してからいつ

も金曜日はそうだった。しかし、私はこの辛さの中からより尊

い記憶を得ていた。この指先に残された多くの賛美や涙や祈り

の記憶が、私にとっては尊いものだからだ。そしてこの記憶は、

自然と私よりも数万倍も苦痛であったはずのあの手、つまり十

字架につけられた主イエスの御手を思い出す。あの方も限界の

中で働かれた。否、私とは比べられないほど、徹底した限界の

中で生命を演奏なさったのである。いかなる苦痛も限界もない

お方なのに、肉を持つ人間となられこの地に来られた。飢えや

寒さ、多くの人間の限界を経験しながらも、ご自身の手に置か

れた十字架を諦めることはなかった。否、あの方はその限界の

中で進み出ることによって、限界の中にいる人たちを慰め導か

れた。

　「主ご自身、試錬を受けて苦しまれたからこそ、試錬の中にあ

る者たちを助けることができるのである」（へブル 2:18）。この

御言葉のようになられたのである。多くの人が裏切り、実の兄

弟さえも誤解する状況に置かれても、最後まで彼らを愛し祝福

何よりも大きな力を発揮したのは、路傍伝道の時だった。他の

楽器は持っていけないので、私がギターを持って行き、ギター

を弾きながらみなで賛美すると、力が湧いて大胆に福音を宣べ

伝えることができた。

　ある日、路傍伝道の帰りに、青年部の先生が「サン君がギター

を弾き賛美する姿は本当に素晴らしい。まるで主がサン君の手

をもっておられるようだ」と褒めてくれた。気候の寒暖差とは

関係なく、ギタリストは素手で演奏しなければならない。その

日はとても寒く、手がちぎれそうになって痛かったが、先生の

その言葉がその痛みを包み込んでくれた。私は嬉しくて喜びな

がら家に帰ったことを覚えている。

神様の演奏

　私は、この 13 年間ギターを弾いてきた。ギターの実力はたい

したことはない。しかし人生の大事な瞬間にいつもギターがあっ

た。両親から離れて暮らしながら、寂しい時に妹と一緒に歌っ

たりした。礼拝の時に伴奏者がいなければ喜んでギターを弾い

た。新婚当初、あまりの貧しさに愛する妻が落ち込んでいると、

あたたかい音楽で慰めることができた。小さな教会を開拓して

からも、金曜礼拝を捧げる時は最善を尽くしてギターを弾き賛

美した。

　私は自分でギターが上手いと思ったことはない。しかし、30

年以上もギターと親しんできた。その間、私は徹底した限界の

中でギターを弾いた。音が良くないギターもあれば、時には弦

の切れたギターで演奏したこともあった。誰もいない金曜礼拝

で、一人でギターを弾きながら涙で賛美したこともあった。大

事に大事にしていたギターを弟子にプレゼントしなければなら
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された。大工の荒れた両手が、十字架上で錆びついた釘で筋と

血管を破壊されたあの手が、まさにギターの弦を弾く弱い私の

手を握って働いてくださった。子供たちは、私が賛美をしなが

らいつも泣いている姿を見て、心配してくれる。牧会が辛いか

ら、聖徒たちが成長しないから泣いていると思っているようだ。

しかし、私はあの方の手があまりにも温かくて涙が出る。何の

取柄もない私を用いてくださるから涙が出る。実力も能力もな

い私の手を握ってくださるから涙が出る。私の徹底した限界の

中で偉大な御業をなされるあの方のご苦労に涙が出る。

　この世で生きているすべての神の人は、今日も徹底した限界

の中で各々の人生を演奏しているだろうと思う。その限界を乗

り越えられるよう切に願う。しかし、覚えてほしい。主は、私

たちの限界の向こうにおられながらも、私たちの限界の中で働

かれることを喜ばれる。兄たちから見捨てられたヨセフにも、

左利きだったエホデにもそのようになさった。逃げ回っていた

ダビデにも、妻を亡くしたエゼキエルにもそうなさった。監獄

に入れられた使徒パウロにも、パトモス島に送られたヨハネに

もそのようにされたのである。ですから、あなたも限界ばかり

を見るのではなく、その限界の中で働かれる主を見てほしい。

限界の中で主に演奏されるギターになろう。†

✿ 我が人生のプラス｜私の生涯最高の贈り物

ただイエスに従って
生きる人生

キム・ヨンヒ
ベンスキンケア韓国法人代表

　私は仏教の家庭に生まれ育った。父は検事で

母も仕事をしていたため、比較的豊かな家庭で

あった。母親は、新年になるといつもお守りを

もらってきたり、全国のお寺に行き、有名な大

僧に会ってお布施をし、仏様の座布団を作った

りした。その時は、それが偶像崇拝だとも思わず、

普通のことだと思っていた。

　大学時代、夫に出会って結婚した。夫は、イ

エスを信じる信仰の家庭で成長した 3 代目のク

リスチャンだった。私は、何も考えずにクリス

チャンの夫と結婚し、多くの試練を経たのちに

神様に出会い、信仰を持つようになった。
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るべきなのに、牧師でさえ間違って自分のために生きている人

が多い。だが、人間は悔い改めば新しく作られた者になるのだ、

と。その話を聞いて、父は涙を流して悔い改めた。たぶん、悔

い改めないで人生を過ごせば、誰もが自分のためだけに生きる

罪人に過ぎないことを悟ったのだろう。しかし、悔い改めれば

許され、新しく作られた者になるという御言葉に、深い聖霊の

感動があったようだ。

　その後、父は私たち 5 人兄弟を呼んで、「私の人生はこれまで

失敗だった。自分自身が人生の主人となり、思うままに生きて

いたからだ。今まではわからなかったが、私の人生の主人は私

を創造した主なる神様だ。おまえたちも、人生の主人が神様で

あることを認めて生きてほしい」という言葉を遺した。癌で死

を目前にした父親の姿は、普段私が知っていた姿ではなかった。

父は病床にありながら、見舞いに来る人たちの前にひざまずい

て悔い改め、福音を宣べ伝えた。「私は傲慢な罪人でした。しか

し悔い改め、神様の子供になりました。どうかイエス様を信じ

てください。」　見舞いにきた 200 人余りに福音を宣べ伝え、天

に召された

　私は父が天に召された日を忘れることができない。その日は

よく晴れた土曜日だった。父は昏睡状態で横になり、万一の事

態に備えてアメリカから一時帰国した兄は、庭をほうきで掃い

ていた。兄は、すがすがしい天気に寂寞とした雰囲気を感じな

がら、なつめの木の下を掃いていたが、どこからかものすごい

風の音と鉄馬車のブレーキ音が聞こえた。こんなすごい風が吹

けばなつめの木が大きく揺れ、葉が落ちてくるかと思ってすぐ

に木を見上げたが、驚いたことに葉っぱは一つも揺れておらず、

木は微動だにしていなかった。家の中にいた家族たちも、皆そ

　幼い頃、主日になると、近所の友達とトックッ ( 雑煮 ) を食

べるのを楽しみに貞洞第一 ( チョンドン · チェイル）教会の主

日学校に通った。トックッ ( 雑煮 ) を食べに行っただけなのに、

その時に主日学校の先生が話してくれた「再臨されるイエス様」

の話は、60 歳になった今も鮮明に記憶している。

　今覚えている範囲では、6歳になった年の秋、葛峴洞（ガルヒョ

ンドン）に引っ越すことになってので、幼いながらにもう教会

には来れないと考え、それを誰かに伝えなければならないと思っ

たようだ。それで、いつも黒のスーツを着て教会の出口に立っ

ていた年配の牧師先生に、「引越をするからもう教会には出られ

ません」と話した。その時、先生が涙ぐんで「どこへ行っても

父の家を忘れないで」と言われた姿も、まだ私の胸に残っている。

しかし、引越をして小学校に入学すると、私は神様のことをすっ

かり忘れてしまった。

　歳月が流れ、結婚をして最初の息子が生まれた年に、実家の

父が癌で亡くなった。生涯、清廉潔白な検事として生きてきた

父は、私たち 5 人兄弟に、「牧師と僧侶には詐欺師が多いから気

をつけた方がよい」とよく話していた。父は、検事という職業柄、

多くの犯罪者と出会ったが、なかでも牧師と僧侶に出会う機会

が多かったようだ。

　ところが、父が病床で癌と闘っていたある日、姉の通う教会

の牧師先生が見舞いに来て、福音を宣べ伝えた。父は、初めは

かたくなに断り、牧師が何度目かに来た時にはこんな質問をし

た。「牧師たちは世俗化されて、お金が大好きで、俗世を愛して

いるじゃないですか ?」

　その質問に対する牧師の答えは、コリント人への手紙 5 章 15

～ 17 節の御言葉だった。イエスを信じたらイエスのために生き
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生涯、真実なパートナー夫は長老として主に仕える人生を生きている（左）。
ベンスキンケア化粧品事業を通して得た収益金で神学校を建てて
世界を変える人材を輩出されることを祈っている（右）。

の大きな風の音と鉄馬車のブレーキの音を聞き、天気が急に悪

化したのだと思っていた。

　兄は首に数珠をかけて通うほど仏心が強い人であったため、

父が病床でいくら福音を宣べ伝えても聞こうとはしなかった。

しかし、この奇妙な現象に驚いて、昏睡状態で横になっていた

父の部屋に飛び込んだ。すると驚くべきことに、換気のために

少し開けておいた扉の隙間から、その大きな風の音と鉄の音が

部屋に入って来た。

　兄は恐れおののき、「お父さん !　お父さんが語られたイエス

様が迎えに来たんですか ?」と大声で父に呼び掛けた。すると

意識もなく横になっていた父が、少し目を開け、窓の方を指差

して息を引きとった。私の家族は、このように不思議かつ奇跡

的な現象を経験し、父の遺言に従って皆イエス様を心に迎え、

教会に通うことになった。

　しかし、私は教会には通ったが、相変わらず庭先にだけ出入

りするサンデー・クリスチャンだった。主日になると、舅姑が

通う教会へ仕方なく同伴したりしたが、なかなか信仰心は生ま

れなかった。

　しかし、ある主日、人生を変える大きな事件が起こった。そ

の日の午前中は教会に行き、とりあえず礼拝を捧げた後、午後

に家具を見に論硯洞（ノンヒョンドン）の家具屋に向かった。

だが店に着くと、4 歳の長男が自分は車に残っていたいと言い

出した。その時、次男はまだよちよち歩きだったので、私は長

男を車に残し、次男だけ連れて家具屋に入った。しかし突然次

男が車を指差し、車に戻りたいと泣きはじめた。

　仕方なく車に戻ったところ、車内に座っていた長男の顔が赤

銅色に変わり、呼吸が止まっていた。瞬間、私は驚いて息子の

口を開けて呼吸させようとしたが、体が硬くなって動かなかっ

た。夫は急いで車を運転し、救急病院に向かいながら、「呼吸を

させるんだ！」と大声を上げた。私はさらに大きな声を張り上げ、

「どうしたらいいの？　こういう時にどうしたらいいのか、何も

聞いてないわ！」と言い、「神様！　この子を生かしてくださる

なら私は教会へ行きます。神様を信じます！」と叫んだ。その日、

生まれて初めて切なる祈りを捧げたのだ。「この子を生かしてく

ださるなら、神様を信じます。私は、心から神様を礼拝する者

として生きていきます」と祈った。その瞬間、息子の呼吸は戻り、

私は神様が生きておられることを体験した。

　過ぎ去った歳月を考えてみると、毎日、神様と闘いながら生

きてきたようだ。私の罪のために十字架につけられ死なれたイ

エス様の血潮――私はそれだけを得ようとした。十字架上で、

自分もイエスとともに死ななければならないという事実は否定

して、私は依然として自分中心の信仰観を持ち、どれほど神様

と敵対したかわからない。だが今は、残りの人生を神様に捧げ

たい。自分の自我を十字架につけ、ただイエスに従って生きる

ことを願う。†
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間には一言も逃さないよう、耳を傾けていた。その聖徒たちを

見ていると、これまで自分の信仰生活が恥ずかしかった。

　しかし、中国現地での働きが拡張されることで、中国公安に

知られたために追われる身となった。ある聖徒と一緒に撮った

写真が公安に検挙されたようで、その方が、24 時間以内に中国

へ出なければならないと、お孫さんを通して連絡してくれた。

私は使役を片付ける間もなく、中国から急いで出国しなければ

ならなかった。

　このような事情を聞いて、当時アメリカに住んでいた兄が、

アリゾナ州ツーソンに私を呼んでくれた。ちょうど、兄が通っ

ていた教会の牧師先生が、韓国人教会で留学生を担当する青年

部牧師を探していると知り、紹介してくれた。こうして私のア

メリカでの牧会は苦労もなく始まった。私は、その教会でそれ

なりのリバイバルを経験した。そして、６年間その教会で仕え、

他の赴任先を探していた頃、進退両難の状態に陥った。赴任さ

れるはずの教会からは、他の牧会者が決まったという連絡を受

けた。私は生活のために、すぐにでも仕事を探さなければなら

なかった。

　しかし、私を受け入れてくれるところはなかった。その時、

自分がどれほど世間知らずに生きてきたか、初めて現実の厳し

さを知った。米国で 6 年以上も暮らしていたが、韓国人教会か

ら離れ、アメリカ社会に入ろうとすると、私の英語力はとても

足りなかった。またどこから仕事を探さなければ良いかも分か

らなかった。住んでいた家の電気も切られ、家賃も数ヵ月分が

滞納したため、私たちは追い出されるはめんになった。妻と幼

い子供 3 人の三食を心配するほどになっても、私にできること

は何もなかった。無能力な自分を嘆いた。

✿ 我が人生のプラス｜私の生涯最高の贈り物

愛の負債者であるから
感謝する

チョン・ヒョンモ
愛の負債者教会牧師、
Yesu Care 宣教会

　私は祖母の祈る姿を見ながら子供の頃を過ご

した。高校時代、サマーキャンプで恵みを受け、

神様に献身するようになった。91 年チュウシン

大学に入学し、同一の大学院を卒業した。神学

大学に通っている間は、青少年の歴史に興味津々

で、未明から夕方までほとんどの時間を教会で

過ごした。そして 2004 年に、中国ハルビン市に

長期宣教師として派遣されることになった。そ

こで、神様の恵みを心から慕う人たちの祈りに

応えられる神様の奇跡を体験した。特に朝鮮族

聖徒達は、牧師をまるでイエス様のように敬い、

切実な思いで祈り求めていた。メッセージの時
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　私にできることは祈りしかなかった。しばらくの間の苦難だ

と思って気を引き締めたが、これからのことを考えると真っ暗

で不安だった。その切実な気持ちからか、朝起きるといつの間

にか両手が合わせてあって、うつ伏せのまま目を覚ます自分の

姿を発見した。家族の心配で、私はすぐに「神様、助けてくだ

さい」と祈りを捧げた。

　非常に苦しい 2 年 6 ヵ月をこうして過ごした。そして私は、

「わたしの失った羊を飼いなさい」という、拒否できない明確な

神様のメッセージを聞いた。自分の家族も養えない状態にいる

私にとっては、非常に従順しがたい、苦しいメッセージだった。

しかも神様は、「ツーソンでホームレスのために働いていて、途

中に亡くなった人を探しなさい」というメッセージをくださっ

た。私は漠然とした。どこから探せばいいだろうか。インターネッ

トや新聞などを捜してみたが無駄だった。

　ある日、他州にいる弟の訪問があった。ちょうどその日は主

日だったので、弟と礼拝をささげるために、韓人教会を探して

一緒に行った。開拓したばかりの教会だった。主日の午前中な

のに、教会は閉まっていて、人の気配もなかった。帰ろうとし

ていたら、ある方が出てきて声をかけた。女性牧師だった。彼

女は、私を知っていて待っていたと言った。瞬間、これは何だ

ろう ? という思いがした。私たち家族はその方と教会に入り、

礼拝を捧げた後、対話を交わした。その時知った事実は、その

方のご主人も牧師だったが、ホームレスのための働きをしてい

て、過労による交通事故で亡くなり、神様はその後継者を探し

ていたという。

　彼女は、私に大きなコーヒーポットを渡してくれた。「このコー

ヒーポットは、夫がホームレスの方たちにコーヒーを入れる時

に使っていたものです。受け取ってください」と言った。私は

そのコーヒーポットを受け取り、神様の計画に従順するように

なった。祈る場所とコーヒーを入れる場所が必要だったので、

教会の台所を使わしてもらうことにした。こうして私の働きは

始まった。

　その後、住んでいた家を空けることになり、家を購入する際

にアドバイスしてくれた不動産業者に、銀行の借金を返さなけ

ればならないので、安く売ってほしいと頼んだ。ところが、初

めて住宅を購入し手放すようになった人に、政府から引っ越し

費用として 3 千ドルの支援金が出たという知らせを受けた。不

動産業者も初めてのことだと言った。とりあえず賃貸アパート

に引っ越しをし、残りのお金でホームレス方たちに朝食を提供

することにした。知り合いの執事さんが働きに加わってくれた。

最初は最大に費用を使った。今まで苦しかったので、神様が委

ねられた働きであれば、神様が導かれるはずだという期待感が

あった。

　私は今まで熱くもなく冷たくもなく、生温い状態で過ごした

時間を悔い改め切り捨てた。すると言葉通り、足りなくもあま

ることもなく、毎回満してくださる神様の奇跡を体験した。私

みたいに何の取り柄もなく知り合いもない私を通じて、彼らに

朝食を提供することが 3 カ月続けば、それこそ奇跡だと思って

いた。しかし今や、3 カ月を軽く越えて 6 年目になる。毎朝、

神様は一度も彼らを飢えさせたことがなかった。

　彼らの根本的な回復のため、教会の建物を借りて一緒に暮ら

し、毎朝コーヒーとドーナツを配る前に、5 分間だけ御言葉を

語る。彼らを出エジプトさせたいと願われる神様の御旨が含ま

れた福音を伝えるため、水曜日は聖書の勉強と祈りをし、主日
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✿ 牧会の香り
パク・ヨンチョル	宣教師・フルゴスペル沖縄恵み教会

　携帯電話の音がやけに大きく響いた。取引先の電話かと思い

出てみると、日本の宣教師として献身している姉からの電話だっ

た。内容を聞いてみると、あまりにもとんでもない話のゆえ、「姉

ちゃん！正気か！」と叫び、電話を切ってしまった。

　姉から再び電話をかけてきた。姉は、世の中だけを見て生き

ている私に、真剣な声で「あなたは神学校に行かないといけない」

と言いながら、それが神の御心だと言った。教会を通ってない

私に神学校に行けとは、到底納得のいかない話だった。しかし

信頼する姉の話なので、私のために一週間祈ってほしいと頼ん

で、電話を切った。

　一週間が過ぎた頃、姉は私に神学校に行かないといけない、

と宣言をしたが、その言葉を聞いた瞬間、私は今、この言葉に

従順しなければ大きな災いに遭うような気がした。

　そうして、私は世的な姿のまま、全く整えられていない姿の

ままに、神の御言葉に従順し神学校に入った。だが、私の生活

はまだ神学生の姿ではなかった。世的な習慣はそのままで、私

だけの苦しみを持って神学校生活をした。

　しかし、祈りによって酒とタバコを止めることができ、神の

恵みで新しい変化の生活を始めるようになったが、心の中に確

小さな従順の恵み

には礼拝を一緒に捧げている。彼らが休まず参加する奇跡を見

ながら、神様の奇跡を毎日体験している。14 歳から麻薬中毒に

なり、高層ビルから飛び降りようとしていた青年が変わった。

自分はもちろん、子供と孫までも麻薬中毒者となり、家庭が崩

壊し、暴力団にも巻き込まれ、逃亡生活をしていた 50 代の男性

が変わり、家族全員が救われた。実に胸がいっぱいになる瞬間

だった。もちろん、辛いこともある。裏庭の広いスペースに、

トレーラー数台の後援を受けて共同体を作り生活していたが、

近所の通報 ( 商業空間なので住居空間として使うことができな

かった ) により、多くの兄弟が道端に追い出され、再び中毒者

の生活に戻ってしまったことが、それである。今も色んな方法

で古い建物を探しているが、なかなかない。神様の助けが必要だ。

　ホームレスの方たちは、私にとって尊い先生だ。最初はホー

ムレスだった彼らが、今は友人や兄弟として身近に感じられる。

使役の特性上、多くの死を接しながら、別れがあまりにも簡単

だということを学んだ。人生は旅人に過ぎないことを実感して

いる。神様が望む忍耐は何だろうか、慈愛とは何だろうか、今

日も神様の心を学んでいる。

　人生の最期に、死について悩む魂に近づきたい。必要な物だ

けを与えるのではなく、匂いも我慢し、彼らの痛みのゆえに叫

ぶうめき声にも耐え忍ぶ、友となり家族になりたい。周囲に傷

や中毒の奴隷になったホームレス方たちの魂に、より近づける

ように祈る。イエス様は天の御座を捨て、この地の最も低い所

に来られた方であるからだ。私たちの痛みを知っておられ、飢

えている人たちと共にされた主を黙想する。私たちは、らい病

人の傷に手を置いて心から祈られた方に仕えているので、本当

に幸せだ。†
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信のない部分がもう一つあった。それは「神様は本当に私をし

もべとして召してくださっただろうか？」という疑問だった。

　神は 40 日間断食する恵みをくださった。私はその期間中に召

命の確信を与えてくださいと祈った。祈祷院で 40 日間の断食を

終え、30 日間の回復食をしていたが、神は召命の確信と信仰を

与えてくださった。私の考えと自己中心的な生活の基準が変化

し始め、言動や習慣が変わり、夢が変わり始め、主が与えてく

ださるビジョンを見つめるようになった。神学校を卒業して、

私に大きなチャレンジが訪れてきた。沖縄宣教師として歩み出

すことであった。

　いままで日本の宣教師になりますと祈り決心していたが、実

際、私にその道が開かれた時は「本当に私が務まるだろうか」

という恐怖に襲われた。私は主に叫び求めるしかなかった。「神

様！私はあまりにも至らないものです！助けてください！」

「私は日本語も上手くありません。遅れて神学校に入ったため、

経験も知識も足りません。私には得意なものが何一つありませ

ん。どうして宣教師が務まるでしょうか」と祈った。

　神は「君はわたしだけを信じて、わたしだけを見て来なさい。

わたしがいるじゃないか。君が働くのではなく、わたしが働く」

という御声を聞かせてくださった。私はこれが自分の信念では

なく、神が与えてくださる恵みであると確信し、とめどなく涙

が流れた。私は、「主よ、私はあまりにも至らないものです。私

をあわれんでください。私を助けてください。私は主だけを信

じて行きます」と告白し、ただ主だけ見て、沖縄宣教師として

旅立つことになった。

ホームレスと友達になる

　前任牧師の涙の労苦と献身により、私は「沖縄恵み教会」に

赴任した。教会の近くにホームレスが多く集まって生活する公

園があった。私たちは毎週土曜日、聖徒たちと一緒に、イエス・

キリストの愛で昼食ををもって彼らに仕えながら福音を伝えて

いる。と同時に、彼らの友になろうとしている。また、主日に

は公園に彼らを迎えに行って、礼拝を一緒に捧げ、再び公園に

送っている。

　時には、お酒に酔った方が礼拝時間にうるさいから静かにし

ろと叫んだり、排便調節能力が弱くなって車のシートに便を付

ける方もいるが、それでも神に礼拝を捧げているので、感謝の

気持ちでいっぱいになる。

　宣教チームが来ると一緒に療養施設に行って賛美を通して神

の御言葉を伝えている。患者に福音を伝えることも重要だが、

そこで働いている多くの従業員にも自然と福音が伝わるので、

彼らが福音を受け入れ、その施設が主の愛で変化してくれるこ

とを切に願う。

　沖縄アメリカンビレッジには、広い広場があり、そこでは、

日本の若者たちがバンドを招いて彼らだけの楽しい時間を過ご

している姿を、偶然に見かけた。心の奥底で、私たちもあそこ

で神に賛美を捧げたいという祈りが込み上げてきた。

　「神様、私たちもあの広場で思いっきり神様を賛美したいです」

と、一年ほどそこを通るたびに切実に祈った。神はその方法を

教えてくださった。区役所に行って申し込めば、誰でもその広

場を使えるということが分かった。

　私は何も準備できてなかったが、神がこのことを導いてくだ

さるという確かな信仰があった。2015 年 11 月 3 日祝日にこの

広場を使用するため数ヶ月前に予約をし、第 1 回沖縄グレース
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コンサートを準備した。神を愛し、神だけを賛美する人は誰で

も参加することができると、広告を出した。神はすべての必要

を満たしてくださった。韓国で30人程が自費で参加してくれた。

沖縄でも多くの人たちが、第 1 回グレースコンサートに参加し、

神を賛美し御名をほめたたえた。

　2019 年 11 月に「第 5 回沖縄グレースコンサート」を開く予

定だが、すべては神が導いてくださると信じている。沖縄は多

くの傷や戦争の痛みをもっている。神は沖縄の地を愛してくだ

さり、偶像に満ちたこの地を癒してくださると信じている。聖

徒の皆さんの祈りによって、この日本にも福音の波が押し寄せ

てくると信じている。

　あまりにも至らない私に、神は今日も新しい力を与えてくだ

さり、知恵を与えてくださり、勇気を与えてくださる。今日も

絶対肯定、絶対感謝で神だけを見つめ、神だけにより頼みなが

ら前進している。このすべては、神の恵みであり導きであった。

主なる神に賛美と感謝を捧げる。ハレルヤ！ †
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