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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）



十字架事件がもたらした
	 	 	 復活の勝利

二つの足指に感謝
趙  鏞基 ／ヨイド純福音教会元老牧師イ・ヨンフン 牧師

　　
　こういう日がありました。周りを見渡す時間もなく忙しく走り回らねばな

らなかったあの時、疲れた足を引きずりながら家に帰る道、一日を振り返っ

てみると思うとおりになったものが何一つなく、複雑でもどかしい思いに襲

われました。その瞬間、心をしっかり守らなければ、突然堤防が決壊したよ

うに、心の中からつぶやきや不満や憤りが溢れ出るようになります。

　ところで、私たちのように一日ではなく、生まれた瞬間から毎日絶望や恐

れ、つぶやきや不平に満ちた人生を生きて来た人がいます。すなわち、先天

的に両腕と両足のないまま生まれたニック・ブイチチ牧師です。彼は、すべ

ての人が当然のように持っている四肢が与えられています。神は彼に出来損

なった形の足一つと、その足に付いている二つの指だけをお許しになりまし

た。彼が覚える絶望感がどれほど大きかったか、彼は 8 歳の時に自殺を試み

るほどでした。ニックは、常に憤りを覚え、無気力で、恐怖や絶望的な時間

を過ごさねばなりませんでした。

　しかし彼は、15 歳になる年のある日、生まれながらの盲人の障害は神の

御業を現わすためである、というヨハネによる福音書 9 章の御言葉が心に

入ってきました。ニックは、自身の障害が神の失敗ではなく、神の栄光を現

わすためであると悟り、絶望から抜け出し希望の人生を生きるようになりま

した。今は、全世界を巡回しながら、多くの人を慰め勇気を与える働きをし

ています。彼は告白します。「身体の障害は何でもありません。生きている

と誰でも苦痛を経験します。しかし、人生に目的があればいかなる苦難も耐

え忍び、勝ち抜くことができます。幼い時は、他の人の足と手が本当にうら

やましくて、自分の姿に絶望しました。しかし今は、足がないと絶望し不平

を言うより、私にあるこの二つの指のゆえに感謝しています。」

　私たち人生には、消してしまいそうな失敗や欠乏の姿があります。しかし

決して、それは絶望の理由にはなりません。私たち人生の失敗や欠乏は、神

が私たちを用いられる貴重な通路になるからです。

　人生に絶望が訪れた時、多忙な日常をしばらく止め、いつも私と同行して

くださる神に、自分にある『二つの足指』をもって感謝を捧げましょう。神

は私たちの弱い傷や失敗を用いて美しく、なおかつ驚異的に主の御業を成し

遂げていかれるのです。†

　イエス様は公生涯の期間中、沢山の奇跡を行いましたが、と

りわけ死んで 4 日も経ったラザロを生かした出来事は、非常に

重要です。主が死んだ者を生かした理由は、キリスト教の福音

は理論的な福音、学問的な福音ではなく、生きている現実的な

福音という事実を見せるためです。現在を生きる私たちの人生

と生活に関連している福音がキリスト教であるから、神様は私

たちに生命を溢れんばかりに与えてくださいます。

　一番目、イエス様はよみがえられて、私たちに大変な勝利を

与えてくださいました。罪と死を廃されたのです。イエス様が

死を通して負債を完済されたため、イエス様を信じる私たちは

大胆に神様の前に立つことができます。イエス・キリストを救

い主として受け入れて生命を頂いた人は、永遠のいのちを得て、

イエス・キリストの十字架の血潮で罪の赦しを頂き、救われた

人になるのです。（ローマ 6:23）

　二番目、イエス様は復活されて天国に昇られる前に、別に助

け主を送ると約束されました。ヨハネによる福音書 14 章 16 ～

生ける水の川

- 3 - 



メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会 

「しかし事実、キリストは眠っている者の初穂として、死人の中

からよみがえったのである。」

　復活がなかったとしたら、イエス様は単なる宗教家、十字架

で処刑された悲劇の人にすぎません。逆に、平凡な死であった

ら、罪の赦しも、癒しも、祝福も、永遠なる命も、神の国も虚

偽だと言わざるを得ません。復活こそ、私たちの信仰の基であり、

イエス様が神の御子であることの証拠だからです。その復活の

事実を聖書の中で確認して参りましょう。

　第一は、復活の証人についてです。イエス様に高価な香油を

注ぎかけたマクダラ・マリヤと数人の女性が、十字架刑の三日

後の未明にイエス様の墓を訪れたところ、大きな地震があり、

墓の入り口の岩がどけられ、その上に天使が座しているのを目

撃します。死体が盗まれないように（復活の噂を流布させない

ために）墓を守っていたローマの兵士たちも恐れおののきます。

天使は女性たちに『先にガリラヤに行かれた』と伝えます。

　更に、マクダラ・マリヤにはイエス様が直接現われ、「恐れる

ことはない。行って兄弟たちに、ガリラヤに行け、そこでわた

しに会えるであろう、と告げなさい」（マタイ 28:10）と仰せら

眠っている者の初穂
――コリント人への第一手紙 15 章 20 節――

17 節に「わたしは父にお願いしよう。そうすれば、父は別に助

け主を送って、いつまでもあなたがたと共におらせて下さるで

あろう」と言われました。ですから私たちは困難に出会う時、「助

け主聖霊様、私を助けてください。イエス様の御名によって私

を助けてください」と祈ることができます。

　私は海外の聖会を多く導いてきました。アフリカ、中東、南

米、など。10 万人、30 万人、100 万人の群衆の前に立つと、外

面は違いますが、内面はがたがた震えます。その時、「助け主聖

霊様、私はできません。駄目です。聖霊様、私を助けてください」

と祈ると、驚くべき奇跡が起こって、風のように、空気のよう

に心の中に平安が臨み、大胆な心が生じて、喜びが湧き出るこ

とを経験しました。イエス様を信じる私たちは、助けてくださ

る方がおられるということを忘れてはなりません。

　三番目、イエス様は天に昇られる時、私たちの病を癒してく

ださいました。ペテロの第一の手紙 2 章 24 節に「さらに、わた

したちが罪に死に、義に生きるために、十字架にかかって、わ

たしたちの罪をご自分の身に負われた。その傷によって、あな

たがたは、いやされたのである」とあります。

　また呪いを撤廃されました。ガラテヤ人への手紙 3 章 13 節に

「キリストは、わたしたちのためにのろいとなって、わたしたち

を律法ののろいからあがない出して下さった。聖書に、『木にか

けられる者は、すべてのろわれる』と書いてある」とあります。

アダムが罪を犯して、この地に呪いをもたらし、いばらとあざ

みの中で血を流すほど汗をかいて生きる人々に、主は十字架に

かけられて、その呪いを全部共にかけられたのです。イエス・

キリストの中で呪いは消え去り、アブラハムの祝福が臨まれま

した。ですから、イエス様を信じる私たちは、まことに祝福を

された者です。ハレルヤ。†
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れました。

　このマクダラ・マリヤがイエス様の復活の最初の証人だと言

えるでしょう。二人の若い弟子が悲しみに浸りながらエマオに

向って行く途中、ひとりの見知らぬ人に出会います。旅館に伴っ

たところ、目が開かれて、イエス様であることに気付きます。

　二番目の証人です。その晩、トマスを除いた弟子たちが屋根

裏部屋に隠れているところに、イエス様が現われ、『安かれ』と

仰います。

　三番目の証人です。8 日後に、復活を信じようとしないトマ

スにイエス様が現われ、「あなたはわたしを見たので信じたのか。

見ないで信ずる者は、さいわいである」（ヨハネ 20:29）と論し

ました。

　四番目の証人です。それから多くの者に現われ、復活から 40

日後にオリブ山に集まるよう、弟子たちに命じます。

　そして、五百余名が見守る中、天に昇られました。多くの証

人です。何よりもはっきりとした証拠は、イエス様が昇天する

ことにより、約束されていた聖霊がマルコの屋根裏部屋に降臨

したこと、今も私たちの内に聖霊様が宿っておられることが、

イエス・キリストの復活の証なのです。聖霊は主の復活の賜物

であり、イエス様そのものであられるからです。

　第二は、復活を否定する人たちの主張についてです。仮死説

を唱える人々がいますが、ローマの軍人が何度も死を確認して

おり、アリマタヤのヨセフが遺体を引き取る時にも念をいれて、

最終確認をしていることから、全くの虚構だと言わざるを得な

いでしょう。

　トリック（陰謀）説は、弟子たちが復活の噂を流すために遺

体を盗んだと言うのですが、生きていたイエス様を捨てた弟子

たちが、死体のために命を賭けることは有り得ないでしょう。

　幻覚説もありますが、同じ場所で複数の人間が同じ幻覚を見

るのは論理的説明とは言えず、更に何度も繰り返すことは有り

得ません。これらの説はすべて虚しい空想だと言えるでしょう。

　それでは、イエス様の復活と私たちとの関係は何でしょうか。

まず、生死の定義が明確になったことです。肉体の死は終わり

を意味しないということです。「イエスは彼女に言われた、「わ

たしはよみがえりであり、命である。わたしを信じる者は、た

とい死んでも生きる。また、生きていて、わたしを信じる者

は、いつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。」（ヨハネ

11:25 ～ 26）

　次に、人生の目的が明確になりました。復活を通して、何処

から来て、何のために生き、何処へ行くのか悟りました。更には、

希望を持つことができるようになりました。復活があったから

こそ、贖罪、神癒、祝福、永生が現実のものとなり、三拍子の

祝福（霊が恵まれる祝福、すべてに恵まれる祝福、健康になる

祝福）に対する確信を持つに至ります。

　私たち自身が、復活の証拠なのです。「よくよくあなたがたに

言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ

一粒のままである。しかし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶ

ようになる。」（ヨハネ 12:24）

　主が死んで復活されることにより、私たちが眠っている者の

初穂となり、復活の証人となったのです。聖徒の皆さんを見て『ま

さしくキリストの実だ』との告白が生まれますよう、主イエス・

キリストの御名によって祝福いたします。†
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　イスラエルは、教会に神様の栄光と、神様が人類を扱う方法

について多くのことを教えてくれる。神様の道の中で、とても

重要な真理は、賜物と召しを回復させようとされる神の御恵み

が、私たちが審判に打ち勝って連合することによって初めて与

えられるということだ。 

　ローマ人への手紙 3 章 2 節は、ユダヤ人たちの賜物と召命の

中のひとつが、神の御言葉がゆだねられることだと言っている。 

　「では、ユダヤ人のすぐれている点は何か。また割礼の益は何

か。それは、いろいろの点で数多くある。まず第一に、神の言（こ

とば）が彼らにゆだねられたことである。」（ローマ 3:1 ～ 2）

　現在のアメリカでは、キング・ジェームズ、現代英語聖書本、

拡大翻訳本など百種類ほどの聖書翻訳本があるそうだ。しかし、

ユダヤ人には、聖書 ( 旧約 ) はたった一種類のみである。5 千

年～ 6 千年の間、ユダヤ人たちはいくら年月が変っても聖書は

他の時代に合う言語に変更し、翻訳をしなかった。彼らは、自

身へ聖書を合わせるのでなく、聖書に自分自身を合わせようと

努力をしてきた。聖書の一点一画でも変更させないというユダ

ヤ人のこのような敬畏心は、非ユダヤ人の中では見出せない品

性である。ユダヤ教を信じるユダヤ人たちは、聖書を読むこと

自体が、きわめて大いなる栄光であり喜びであると教えている。

だから、会堂では聖書の御言葉の巻物を手に持って踊ったり、

その巻物に口づけをしたりするのだ。 

　教会の中に聖徒たちが聖書を持ち、調子よく踊ったり、聖書

に口づけをしたりする日が来ればどんなにかよいであろうか？

私はそのような日が来ていると信じている。

　神様は約 2 千年前に消え去った国家イスラエルを 20 世紀に再

　「見よ、兄弟が和合し

て共におるのは、いか

に麗しく楽しいことで

あろう。それはこうべ

に注がれた尊い油がひ

げに流れ、アロンのひ

げに流れ、その衣のえ

りにまで流れくだるよ

うだ。またヘルモンの

露がシオンの山に下る

ようだ。これは主がか

しこに祝福を命じ、と

こしえに命を与えられたからである。」（詩篇 133:1 ～ 3 ）

 ✿ ヘンリー・グルーバー牧師の主と共に歩く

「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
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建された。イスラエルにお与えになった賜物と召しも回復させ

る途中であると、私は信じている。イスラエルに聖霊充満な共

同体が建てられて、神様の御言葉に対して特別な心を抱いたパ

ウロのような聖書の教師たちが現れるならば、イエス・キリス

トを信じる人たちにも神様の御言葉に対する敬畏と熱意が転移

されるであろうと、私は信じている。

　1980 年代にエルサレムに対して祈りながら歩み往く時、黒の

帽子に黒の礼服を着た伝統的なユダヤ人に出会ったものだ。伝

統的なユダヤ人のラビの中には、その地を祝福するためにとり

なしの祈りをしようとしてやって来た私に向って、露骨に軽蔑

の表情を示す人もいた。2 千年間、ヨーロッパの地であちこち

の国を追い回されながら、時にはただユダヤ人であるという理

由で命と財産を奪われた民族の過去の傷が、そのように表現さ

れたのである。 

　1980 年代まで、イスラエル内でイエス・キリストを信じるユ

ダヤ人たちの数は取るに足りなかった。今はイスラエルに聖霊

充満なユダヤ人の共同体と教会が多く生まれ出て、24 時間祈り

の家もたくさん増えてきた。ユダヤ人の若者たちの 20％がイエ

ス・キリストが神であると信じているというので、イスラエル

に必ず大リバイバルが起きると信じている。また、アメリカの

トランプ大統領のエルサレムへの首都の移転など、親イスラエ

ル政策を通してユダヤ人たちの傷が更に多く癒されて、キリス

ト教の伝播がもっと活発に起こることを期待している。  

不従順は分裂をもたらす 

　イスラエルの歴史が私たちに教える、またもうひとつの重要

なことは、連合によって召命と賜物が成就されるという事実で

ある。 

　ユダヤ人たち 300 万人がシナイ山で心をひとつに合わせて神

様の御言葉通りに生きるという約束をした時、モーセは人類の

光であり、祝福の源である神様の御言葉を神様から頂き地上に

臨まれるようにした。そうすることでユダヤ人たちは、すべて

の人類の中で唯一民族的な救いを受けた偉大な民族となり、神

様の御言葉による統治国家を建国することができた。ソロモン

王が、異国の女性たちの持ち込んできた偶像に従って崇拝する

罪を犯し、イスラエルは分裂された。神様の御言葉に対する不

従順は、分裂をもたらすという事実を私たちは知ることができ

る。 

　しかし、神様はイスラエルへ賜物と召しを取り上げることは

されなかった。イエス様が復活された後、マルコの屋根裏部屋

でユダヤ人 120 人がイエス様の御言葉に従って心をひとつに合

わせた時、御言葉となられた聖霊が肉体に降り注がれ、世界的

なリバイバルが始まった。祝福の源であるという召しと御言葉

にあずかる賜物が成就されたのである。 

更に熾烈となる霊的戦争 

　イエス様が仰せになった終わりの時が近づきながら、ヨーロッ

パやアメリカなどでクリスチャンたちが迫害を体験し始めてい

る。このような霊的な戦争は、国家ごとに更に熾烈となるであ

ろう。敵たちは混乱と惑わしと迫害を通して教会を分裂させ、

無力化させようとしている。

　教会が分裂されると、賜物と召しを成就することができない。

教会が賜物と召しを失ってしまうようになると、賜物と召しを

成就しなさいと与えてくださった祝福が消え失せるようになる。
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　メシアの再臨において最も意味深長な祈りはこのようなもの

である。

ברוך הבא בשם הי　

　バルッハバー　ベシェム　アドナイ

　主の御名によってきたる者に祝福あれ

　マタイの福音書には２度登場する言葉である（マタイ 21:9、

23:39）。初めはエルサレムに凱旋入城される時、群衆達が歓呼

して歓迎した。イェシュアがロバに乗って町に入城される時、

人々は自分たちの上着を脱いで道に敷き、しゅろの枝を手に持っ

て振りながら叫んだ。

ホサナ、
主の御名によって
きたる者に祝福あれ！

 ✿ 神の国

教会が連合し、賜物を回復し召命に従っていく時、敵は分裂し

始めるであろう。 

　終わりの時には、神様に仕える指導者と聖書の御言葉を基盤

としたひとつの法律をもつ羊の国家と、神様に敵対する指導者

と聖書の御言葉に敵対する法律をもつ山羊の国家が現れるであ

ろう。 

　世の中は早く、絢爛に動いていき、新しいことを作り出して

いると誇っているが、賢者であるソロモンは太陽の下に新しい

ものは無いと言った。敵はいつも教会を分裂させて召命と賜物

を成就されないようにする。敵はいつも不義な指導者を通して

神様の法に敵対する新しい法を作り、教会を破滅させようとし

ている。悔い改めを通して神様と連合し、赦しを通して兄弟姉

妹と連合する教会が立ち上がる時、主が勇士のように出て行か

れ、天使のように奮い立って大きく叫びながら、その大敵に大

勝利を治めるであろう。（イザヤ 42:13）†

敵たちはいつも不義な指導者を通して神様の法に敵対する新しい
法を作り、教会を破滅させようとしている。悔い改めを通して神
様と連合し、赦しを通し兄弟姉妹と連合する教会が立ち上がる時、
主が勇士のように出て行かれ、天使のように奮い立って大きく叫
びながら、その大敵に大勝利を治めるであろう。（イザヤ 42:13）
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　ダビデの子に、ホサナ。主の御名によってきたる者に、祝福

あれ。いと高き所に、ホサナ。」（マタイ 21:9）

　二番目は、このことから数日後にイェシュアがエルサレムで

説教をされながら、終わりの時についてお教えになり、宗教指

導者たちの偽善をお叱りになった時である。

　ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、おまえ

につかわされた人たちを石で打ち殺す者よ。ちょうど、めんど

りが翼の下にそのひなを集めるように、わたしはおまえの子ら

を幾たび集めようとしたことであろう。それだのに、おまえた

ちは応じようとしなかった。見よ、おまえたちの家は見捨てら

れてしまう。わたしは言っておく、『主の御名によってきたる

者に、祝福あれ』とおまえたちが言う時までは、今後ふたたび、

わたしに会うことはないであろう。」（マタイ 23:37 ～ 39）

　よって、一つの『凱旋入城』は過去において（マタイ 21 章）

であり、一つは未来（マタイ 23 章）に起こることである。未来

のことは再臨を指し示している。それははじめのことと類似し

ていることであるが、はるかに栄光と勝利感に満ちあふれてい

る。イェシュアは白馬に乗って帰ってこられ、すべての国から

集まった大きな群れのお迎えを受けられるであろう。

　イェシュアは仰せられた。「～をする時までは私を見ることが

できないであろう。」 これは否定的でありながらも肯定的であ

り、刑罰でありながらも約束の御言葉である。まず初めに、エ

ルサレム町は破壊されるであろう。そしてやがて、いつかは回

復されなければならないのである。

　回復された後は、エルサレムの居民が『バルッハバー』と叫

び、その方を迎える時が来るのである。このことが起こるまでは、

イェシュアは来られない。主はこのことが起こる時に来られる

のだ。これは必ず起こることであり、預言であると同時に先制

条件でもある。

　なぜこのことが先に起こらなければいけないのであろうか。

イェシュアがまずは贖いの生贄として苦難を受けるため、そし

てもうひとつは王として統治するために二度来られなければな

らないことと同様の理由である。

　イェシュアは十字架に架けられた後、エルサレム町は破壊さ

れなければならなかった。その時、救いのメッセージが全世界

に広がり始めた。こうして長い歳月が流れ、すべての国に救い

を受ける機会が与えられた。あらゆる民族集団から出る真のク

リスチャンたちで構成された全世界のエクレシア（教会）は成

長した。

二種類の先制条件

　今やイスラエルが回復され、メシア・イェシュアを再び迎え

る準備ができた時である。今度はイスラエルだけがその方に会

うのではなく、すべての部族と民族のなかの残りの者たちが会

うことになる。

　イェシュアはユダヤ人の王であり、王の王である。ダビデの

子であり、神の子である。イスラエルの王であり教会の頭であ

られる。したがって、最後の凱旋入城には世界的次元とイスラ

エル的次元のすべてにおいて実現されなければならない。

　同様に、主の再臨に関する約束には世界的先制条件があるだ

けでなく、イスラエルに対する先制条件もなければならない。

イスラエルに対する先制条件はマタイ福音書 23 章に引用された

御言葉で、世界的先制条件はマタイ 24 章に出てくる。
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ちも悪霊どもの標的となる。

　 『バルッハバー』という表現は、ヘブライ文化において三つ

の場合に使われる。まず第一に、家を訪ねて来た人を歓迎する

ときである。第二は、新婦を迎えるため結婚式場に入る新郎を

歓迎するときである。そして第三は、今まで見てきたとおり、

イスラエルの王が首都エルサレムに即位されるときに掛けられ

る言葉である。

　したがって私たち共に、イスラエルと全世界で、イェシュア

に向かって、 『バルッハバー』 と 『マラナタ』と叫ぼう。イェシュ

ア、私たちは主なるあなたをここに新たに歓迎します。来てく

ださい。純潔で聖くなった主の花嫁をお迎えください。主の王

国で、王として治め統治するために来てください。王よ、メシ

アとして来られるイェシュアに栄光がありますように――。†

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

　「そしてこの御国の福音は、すべての民に対してあかしをする

ために、全世界に宣べ伝えられるであろう。そしてそれから最

後が来るのである。」（マタイ 24:14）

　したがって、再臨の道を備える神の王国のふたつの主要な主

題は、すべての民族へ福音を伝えること、そしてイスラエルの

物理的、霊的回復である。

　神の王国のこの二つの主題は、聖書の数百箇所において確認

することができる。イェシュアはマタイ 23 章と 24 章の中で、

これについてあまりにも簡単かつ簡潔に要約してくださった。

これをイェシュア再臨に対する二つの一般的先制条件としてみ

ることができるであろう。

　再臨されるとき、イェシュアはこの地に彼の千年王国、メシ

ア王国を建てられる。その首都はエルサレムになり、全世界に

平和と繁栄が臨むことになるのだ。そして、サタンは縛られて

千年の間閉じ込められる。（イザヤ 2章、黙示録 20 章など）

　イェシュアの王国の到来が人類にとって驚くべき良い知らせ

ではあるが、悪霊どもには恐ろしい悪い知らせである。したがっ

て再臨のふたつの先制条件は、両方とも霊的戦争の標的となる。

悪の勢力は、イェシュアが再来されると滅亡させられることを

知っている。よって、この二つの先制条件を妨害しようとする

のである。

　サタンはこの二つの事柄に対抗して戦おうとする。神の王国

の福音が全世界に伝えられることと、イスラエルに王国が回復

されることである。全世界のエクレシアとイスラエルの残され

た者、メシアニックジューである私たちは、このふたつの先制

条件を満たすために熱心に仕えているのである。よって、私た

- 16 - - 17 -



✿ 特集｜主よ、あなたを慕い求めます　南ユダ 牧師／ワールドミッション教会

霊的渇きは、
礼拝が回復する時に
満たされる

　主日礼拝を終え出てくる人たちに、「今日、主日礼拝で主の臨

在がありましたか？」と質問すると、少ない方が「いいえ、主

の臨在を感じませんでした」と答えるはずだ。これは軽い問題

ではない。主日を守り、奉仕し仕えても、主との親密な出会い

がないなら、宗教活動へと転落してしまうかもしれない。私た

ちは主に会わねばならない。

　私たちの礼拝の中で主は臨在される。しかしある人たちは、

主に会って礼拝の感激を享受するが、ある人たちは礼拝に参加

しているが、そういう出会いが全くなく、冷え冷えとして帰っ

てしまう。礼拝中に主に会うということは、礼拝に参加した本

人だけが答えを出せる私案だ。だから、それはまるで証言と同

じだ。礼拝中に実際に主と疎通があったならば、彼は主を証言

するはずだ。反対に、主と何の疎通がなかったのであれば、彼

は主に会えなかったと陳述するはずだ。ならば、彼らの礼拝に

はどのような差があるだろうか？ 理由は簡単だ。それは礼拝を

準備し臨む心の姿勢にある。

　牧師である私は説教を担当し礼拝を導かねばならないため、

常に一週間が始まる月曜日から土曜日まで、6 日間主日礼拝を

準備してきた。そのおかげで、主日礼拝のたびに、幸いにも主

に会って成功的な礼拝を捧げることができた。こうして私を牧

会者として召し、恵みを与えてくださることに感謝する。もし、

皆さんもこうして礼拝を期待し準備するなら、その礼拝の中で

主に会えるはずであろう。

　もちろんある者は、このように質問することもできる。「主が

聖殿にだけ臨在しておられるのですか？」「私たちの日常の中で

礼拝するとき、そこに神の国が臨むのではないですか？」――

もちろん、全面的に同意する。しかし、主日礼拝が崩れた状態で、

日常における礼拝は殆ど不可能だ。主と私たちの出会いのため、

100％準備された主日礼拝と生活現場とでは差が大きい。

　主日を逃し、日常で礼拝を回復するのは容易ではないはずだ。

もちろん、日々の暮らしの中で、時間を割いて主との深い交わ

りを持てるならば極めて良いことだが、それもやはり誰もが起

伏を見せ得る。幸いなことは、私たちが主日を通して、よく準

備された礼拝時間に主との関係を回復できるという事実だ。教

会のリーターたちは、聖徒たちが主日だけでも主に会えるよう、

きちんと準備する責任がある。そして、聖徒たちは最善を尽くし、

主を慕い求める意志を持たなければならない。

　反対に、敵は私たちと主の出会いを必死に妨害しようとする
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である。私は行為のゆえに罪人であるが、御言葉の真理は私が

神の子であり義人であると宣言する。罪の行為や義人のアイデ

ンティティが衝突するのである。私の現実と感情が私たちの内

に存在するのは事実であるが、それが真理ではない。私たちが

掴むべき真理は、御言葉でありイエス・キリストである。時折、

真理となられたイエス・キリストを逃し、世の中で現実と感情

という事実に抑圧され振り回されるけれども、礼拝を通して真

理が再び回復し、私の人生に光のように登場する。その御言葉

の真理と世の偽りが衝突するのである。どちらに立って礼拝を

始めれば良いか？ それは私たちの選択にある。

　多くの場合、なれなれしく敵の主張に手を挙げている。相手

は卑劣で残酷な敵だ。偽りの術数に長け、私たちの弱点をよく

知っている。私の行為と現在の感情を根拠に攻略する。それで

敵に騙されて、礼拝に注がれる生ける水を逃すようになるので

ある。それは、私たちにとって非常に大きな損失だ。イエス・

キリストの十字架の贖いが無意味なものになる瞬間だ。私たち

は勇気を出して頭を上げ、十字架を見上げなければならない。

そして、驚くべき御愛で私たちを包んでくださる神の子どもで

あるということを、全身全霊で宣言しなければならない。

　残念ながら、礼拝時間に聖殿を見渡すと、ある人は一番後ろ

の席に座って礼拝に集中できずに、自身の感情だけを黙想する。

またある人は、同じ席で礼拝に属せず、自身の後悔の人生を振

り返り、それに囚われている。敢えて説明すれば、前者は感情

に根拠した礼拝であり、後者は行為に根拠した礼拝だ。そうい

う礼拝は、そのような信仰を作り出すのである。本当にもどか

しいことだ。

であろう。敵の作戦が成功し、私たちのたましいに注がれる生

ける水が遮断されてしまうなら、聖徒のたましいは急速に荒廃

していき、敵の攻撃はより活発に進行されるであろう。弱まっ

た聖徒はむしろ、罪に対する渇望が強くなり具体化されるはず

だ。自然と、次第に主日礼拝はより空転するようになり、甚だ

しくは大小の事で、主日を守ることさえ危うくなるであろう。

　このような悪循環を直ちに断ち切れるのも、やはり主日礼拝

だ。これからでも、主日礼拝を通して主に会い、天から注がれ

る生ける水を受け取り、たましいを豊かに満たすことができる。

だから毎週の主日礼拝は危機であるとともに、機会でもある。

聖徒たちは礼拝に来るとき、世的なものをそのまま持って来る。

世的な基準や思い煩い、そして世の偽りの言葉を持って歩み、

聖殿に来るときもそのまま持って出てくる。

真理に根拠した礼拝

　例えば、劣等感や恐れ、憎しみや嫉妬、落胆や絶望、貧困や

呪いなどだ。だけど明確に知っておくべきことは、これらは私

たちに属したものではないということだ。そのような感情が私

たちの内に存在するのは、これらのものが自分のものだと騙さ

れる場合が多い。しかし、必ず覚えておくべきことがある。事

実がすなわち、真理ではない。その週にあった私たちの行為は、

実際にあった事だが、それに根拠を置くならば、完全な礼拝を

捧げることができない。私たちの礼拝は、ただ主の愛と十字架

の真理の上に立って始めなければならない。

　もちろん、容易なことではない。礼拝はいつも、現実と真理

が衝突するからだ。私の生活は貧しいが、御言葉の真理は私を

豊かであると宣言する。貧しい現実と祝福の真理が衝突するの
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　私たちの信仰や礼拝は、十字架の真理の上に建てられなけれ

ばならない。私たちの礼拝の中に主は臨在され、賛美や礼拝を

お受けになる。主は私たちに向かって、生命の糧である御言葉

を分け与える準備を終えられ、私たちを呼んでおられる。私た

ちはその方が準備しておかれた感激的な賜物を受け取り享受す

れば良いのである。この驚異的奥義を知れば、礼拝は変わる。

土曜日から既にときめいてくる。主日礼拝が期待される。あた

かも、多忙な日常を過ごした恋人がピックニックを準備するか

のように、浮かれてくる。そして、自然と主日は少し早めに礼

拝に着くようになる。可能であれば一番前の席に座り、唇から

は祈りが始まる。まだ自分の内に残っている世の偽りの言葉や

偽りの感情をことごとく除去する。それらは主に会うための妨

害となるからだ。真理の上に立て偽りの霊に立ち向かうならば、

意外に敵は簡単に尾を引くのである。そして賛美が始まるよう

になると、積極的に起き上がって礼拝を楽しむことだ。最も大

きな声で、手を叩きながら賛美することである。

　他の人を意識する必要はない。ただ私の前におられる主を仰

ぎ見よう。そのように喜び賛美し手を叩く、これが私たち本来

のアイデンティティである。私たちは主を賛美するように創ら

れた存在だ。偽りの言葉に騙され、落胆し悲しむことが私たち

の本来の姿ではない。真理に根拠した力溢れる喜びの賛美は、

礼拝後の生活に繋がり、真理はより一層確固たるものとなるで

あろう。

　そして、遂に主の御言葉が宣言されるとき、理解とは関係な

く、『アーメン』と答えねばならない。説教は、主が説教者の唇

を通して代言されることである。説教は、理解し適用するもの

ではない。御言葉が生命（いのち）のパンとして与えられたとき、 

『アーメン』と受け取るものだ。御言葉が霊の糧となり私を満た

すとき、新たな力が供給されるのを感じるであろう。霊とまこ

とによって捧げるすべての礼拝に、主は臨在される。主のご臨

在によって天軍天使が聖殿をいっぱいに埋め尽くし、主が注が

れる賜物が全聖徒の上に注がれる。礼拝の中に神秘的な光景が

聖殿いっぱいに満ちる。世のいかなる華麗さとは比べられない

美しさである。ただ私たちの肉の目がそれを見ることができな

いだけだ。

　しかし、私たちの霊は十分に享受できるのである。礼拝は驚

異的かつ神秘的な『霊的活動』だ。礼拝を終え出てくる人たちに、

充満な恵みと喜びが満ち溢れる。対話の中で、証と賛美が満ち

溢れ、勝利を宣言する。自然と互いを慰め、祝福する。これが

礼拝の結果である。私たちの礼拝が豊かでない理由を、教会や

リーターのせいにしないでほしい。それは私たちの問題であり、

私たちの内側で解決すべきことである。教会を変えようとせず、

私を変えなければならない。

主を慕い求めよう

　私たちはもどかしくも、霊的渇きが冷めつつある時代に生き

ている。そうなるしかない最も大きな理由は、霊的満足を経験

したことがないから、慕い求めることもできないのである。霊

的満足を経験した人は、より主を慕い求め満たされるようにな

るが、味わったことのない人は慕い求めないゆえ、あるものも

奪われてしまうのである。ワールドミッション教会の初期、礼

拝場所がなくてキャンパス・サークルの部屋で始めた。聖殿の

ある場所までは、聖徒たちの家から非常に遠かったし、しかも
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　日本初の教会納骨堂を備えて、日本の東京で再び牧会を始め

た。毎日、早天祈祷を捧げた後、教会を建てる敷地を探し回っ

た。その頃、教会に熱心に通う日本人の聖徒の妻である女性執

事が 7 ヶ月の赤ちゃんを流産した。彼女は夫、日野さんと一緒

に悲しみと絶望の時間を過ごしていた。当時、日本は、キリス

ト教の墓地や納骨堂の施設が全く整っていなかったため、喪に

服すると火葬した灰を壺に入れ、ほとんどの場合、納骨堂の施

設が充実している神社やお寺に安置した（参考に日本には神社

が 9 万所、寺が 8 万所あり、大部分が社寺に納骨堂が併設され

ている）。その姿を見ながら心が痛んだ。良い信仰生活を送る人

たちの遺骨が寺に置かれるということが胸を痛めた。病院に行

き、大人の拳のサイズにもならない血のかたまりを置いて礼拝

を捧げたが、聖霊の感動が押し寄せてきた。

　「納骨堂を準備しなさい。教会建築に先立って、納骨堂を準備

することから始めなさい。」

「なぜひとりで教会を
建てようとするのか」

✿信仰の明文化を成し遂げますように㊳
｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会

礼拝の時間が午前 9 時 30 分だった。青年たちにとって、楽ない

時間帯ではなかった。すべての条件に無理があった。それでも

感謝したのは、幸いなことにみなは主を切に慕い求めたし、喜

びをもって礼拝を捧げた。

　私たちは毎週、ただ主を賛美し、御言葉を宣言し、祈った。

礼拝はしたいに深くなり、11 時 30 分に終わる礼拝も多くあっ

た。礼拝が午後 2 時まで延びたときもあった。賛美が長くなっ

て祈り説教し、また祈り賛美し、再び思い出す御言葉があれば

また説教し、礼拝は増々長くなっていった。自然と、主はすべ

ての人に深く会ってくださった。私たちはあまり恵まれた教会

ではなかった。しかし、礼拝の時に主は私たちに会ってくださり、

全聖徒が主の臨在を確信した。それで充分であった。時間が経て、

今は私たち教会も多くのものに満たされるようになった。

　しかし今も、私たちがそういうものに捕らわれないように祈っ

ている。礼拝を捧げるたびに、ただ主だけをもっと慕い求める

ようにしてくださいと祈っている。以前に主に会った思い出に

安住せず、今なお、主を新たに知っていくよう、切に願う。主

に会った人たちは、不思議にも主をより慕い求める。反対に、

主に会った経験のない人たちは、主にもっと冷たくなる。私た

ちにとって、今度の主日礼拝は、主に深く会える良い機会だ。

私たちの視覚で、礼拝の深さを制限せず、主を切に慕い求める

ならば、主は応答してくださり、満たしてくださるであろう。

その機会を掴めるよう切に願い、祝福する。

　「おおよそ、持っている人は与えられて、いよいよ豊かになる

が、持っていない人は、持っているものまでも取り上げられる

であろう。」（マタイ 13:12）†
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その日はちょうど金曜日だった。金曜聖霊待望会で御言葉を証

しする途中に、昼間、病院であった出来事を述べながら、聖徒

たちに涙ながらに訴えた。

　「私たちが日本に宣教するために来て、未だに納骨堂ひとつも

準備できていないのはどうでしょうか。私たちの教会が納骨堂

を準備しなければなりません。熱心に信仰生活を送り、死んだ

らその遺骨を置く場所を探すこともできず、なぜ寺や神社に置

かなくてはいけないのでしょうか。私たち教会が聖殿建築の前

に、まず納骨堂を準備しなければなりません。今日と次の主日

に 2 回にかけて、納骨堂を備えるための特別献金をします。皆

さんが祈る心で、真心を持って参加してください。」

　多くの聖徒たちの祈りと参加により、たった 2 回の献金で

450 名を安置することのできる納骨堂を準備した。そして教会

の納骨堂の最初の安置者は 7 ヶ月で流産の痛みを受けた女性執

事の子どもだった。この光景を見て一番驚いたのは日本人の聖

徒たちだった。教会がこのようにすぐに納骨堂を準備するのを

見て、大変感動していた。納骨堂竣工礼拝に参加した日本の聖

徒は感激の涙を流した。そして彼らは神社や寺に置いた遺骨を

教会の納骨堂に移し始めた。教会が聖徒たちのために、誠に価

値のある奉仕をしたのだ。

エリヤが見た人の手ほどの雲

　私はここで大きな力を得た。納骨堂が成功したので、今度は

教会建築である。納骨堂は、エリヤが最初に見た人の手ほどの

雲だった。今、人の手ほどの雲が黒く大きく膨らみ、大雨が降

るようにも祈った。聖徒たちに向かって、教会建築を宣言しよう。

その時、ある古株の勧士が私を訪ねてきた。

　「先生！もしかしたら、聖徒たちに建築献金を請願するように

言うつもりですか？ 絶対にそうしてはいけません。ここに来ら

れる牧師が、来るたびに教会建築献金について請願を立てましょ

うと言われてきました。もう 4 回目です。聖徒が教会建築献金

でストレスを受けたら教会を離れます。」

　勧士の言葉を聞いて、むしろ勇気が出た。勧士の言葉からむ

しろ希望が見えた。人間の力では不可能なことであるが、神様

の力で聖殿を建てよう。神様の偉大な力を聖徒たちに生き生き

と見せよう。私は心の中で教会建築献金の請願を立てずに教会

を建設することに決めた。

「今がまさに教会を建築する絶好のチャンスだ」

　教会建築の夢を抱いて熱心に土地と建物を探し始めた。とこ

ろがある日、家庭訪問に行った帰りに新宿の大通りの真ん中に

建物が一軒、閉鎖されたまま建っているのを偶然発見した。調

べてみると、保険会館の建物が 200 億ウォンの負債を返済でき

ず、差し押さえられている建物であった。私たちは、この建物

を差し押さえている建物の所有者に会い、価格交渉を始めた。

最初のミーティングで 180 億ウォン以下では、到底売却するこ

とができないと言った。ところが、複数回会って話を進めてい

た中で分かったのは、その建物の所有者が聖徒と縁がある方だっ

た。ある日、ある執事の方が病院にいる姪のために祈ってほし

いと病院に一緒に行ったことがあった。

　「先生！私の姪のヘミといいますが、体の具合が非常に悪い状

態です。姪のために按手の祈りをしてください。」

　しかし、そのヘミさんはその日本人の社長の父と私たちの教

会の聖徒の妹（韓国人）の間に生まれた子どもだった。病床で
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患者を無理やり追い出

すことはできないで

しょう。だから私たち

は、教会や学校などに

融資しないよう内部方

針を立てました。」

　絶望だった。なすす

べもなく、次に、東京

にある韓国系銀行で調

べてみると融資限度が

最高 30 億ウォンだと

言った。また、韓国で

開催される理事会で決

定してはじめて可能で

あり、時間も 6ヶ月程

度かかるとのことだっ

た。私は誰もいない

聖殿でひざまずき祈っ

た。涙が流れ続けた。

米国ワシントンで教会を開拓する時とは別の孤独な絶望感だっ

た。祈りの同労者もなく、ただ一人でもがいているように感じ、

さらに悲しみが深くなった。その時、神様の密な内的な御声が

聞こえた。

　「なぜひとりで教会を建てようとするのか。」

　本当にそうだった。今、私はひとりで動いていた。

　「神様にすべてを委ねます。助けてください。」

　私は神様にすべてを委ねて、祈りに専念した。†

ヘミさんは顔面蒼白だった。私は時々ヘミさんが入院する病院

を訪ねて、按手の祈りをした。

120 億ウォンで聖殿を購入する

　私は建物主と会った。しかし、話をしている途中、本当に偶

然にヘミさんがその方の子どもである事実を知った。建物主は

私がヘミさんのためにお祈りしていることにとても感謝してい

た。私が献金で建物の代金を支払うと言った時、最初は 150 億

ウォン以下では絶対に売れないと言っていたが、ついにこのよ

うに提案してきた。

　「私は感動しました。120 億ウォンで建物を譲ります。」

　建物の買い入れが一気に進んだ。当時の教会は、約 40 億ウォ

ンの建築資金を用意した。一旦、契約金から支払った。そこか

らは 80 億ウォンの融資を受ければ、建物を買い入れすることが

できた。当時、純福音東京教会の 1 年の献金が 50 〜 60 億ウォ

ン程度だった。しかし、問題が生じた。中途金を支払ってから3ヶ

月以内に残金を払うこととなっていて、残金は銀行から融資を

受ける計画だった。教会の年間献金収入が多いため、日本の銀

行の融資に対して楽観視していたが、融資の相談を受けて待機

し、2 週間後再び銀行に行くと、意外にも否決されたと通知を

受けた。大きな銀行 2 〜 3 カ所の門を叩いてみるも結果はすべ

て同じだった。当時の教会の献金では、毎月十分に融資額を返

済でき、その上残る状況であった。ところが、最後の銀行の融

資担当者が融資にならない状況を詳しく説明した。

　「日本の銀行が融資を渋る 3 分類があります。それは教会、学

校、病院です。なぜかご存知ですか？この団体が融資金を返済

できない時に私たちが対応するのが難しいのです。聖徒、学生、
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伴われる価値に対する熟知

　十字架教会を開拓して

すぐ、財政的にとても

苦しい時期に、同じ地域

教会の牧師先生から連絡

をいただいた。片道の飛

行機代ほどの価額で、済

州島旅行するツアーがで

きたと。お金がないなら

貸してあげるから、必ず

行って来なさいとのこと

だった。先輩の脅しのよ

うな頼みを断われず、結

局三日間の済州島ツアー

に参加した。

　家族に申し訳ない気は

したが、辛い牧会の状況

から逃れ、済州島の冬を

味わえるという期待感を

持って出発した。しかし、

✿ 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

安すぎるツアーの実態がすぐに明らかになった。小さな気流に

も激しく揺れる低価格飛行機には何とか耐えられたが、決まっ

たコースに決まった食堂、見たいもの食べたいものもなかった。

そのうえ、行く所々で必ず特産品購入を要求する時間が設けら

れていた。どこに行っても観光する時間より商品を説明する時

間が長く、追加料金を払わないと利用できない施設ばかりだっ

た。結局、私たちは知った。安すぎる旅行はそれにあったもの

しかついていないことを――。

 　世の中の大半がそうである。やすいものにはやすいものが、

高いものには高いものが伴われる。安い定食には安いおかずが

付いていて、お高いディナーはメインメニュー以外にも美味し

くて贅沢な料理が付いている。パッケージの中身は目に見える

ものばかりではなく目に見えないものもあり、これこそがもっ

と大事なものであることを忘れてはならない。

　私はスマートフォンが韓国で販売開始されてから、愛する弟

子たちに繰り返し強調して話した。絶対必要なわけでないなら、

今まで通りにガラケーを使った方が良いと。それを聞いた弟子

の一部は、世の中が変わるから私たちも変わらなければならな

いという論理的理由まであげて、私の考えが古いと言った。ス

復活を待ち望む 4月だ。

復活の情報だけを伝え、

たまごを食べて終わるのではなく、

復活という偉大な頂上に登るまで伴われた

大事な価値を、私たちは覚えて黙想し、

その通りに生きなければならない。
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く、その価値と決定に至るまでに伴われる価値と決定も探って

みるべきである。今でも、そんなこともわきまえられない人た

ちが、良いものは無条件良しと、華麗な論理と理由を人々の前

で並べ挙げているようだ。

　しかし、主の御前でもそんなことができるだろうか？ あな

たの人生がそれを証明するようになるはずだ。スマートフォン

だけではない。この時代が提供している便利なプログラムと機

械の数々がどれほど巧妙なやり方でサタンの道具として使われ

ているか、私たちは目を覚ましてわきまえなければならないし、

出来るなら勇気を出してそのものを捨てるべきである。

十字架の道

　しかしここでもう一つ、伴われる価値に対する熟知は「真の

信仰の深さとは何か」に対しての熟知に続くはずだ。つまり、

私たちがイエス様を信じるということに伴われるものとは何で

あるかを正しく知り、それを続けるのである。イエス様は一度

も信仰を単純な知的同意や感情的共感として扱われていない。

イエス様を信じるということは、イエス様の弟子になることで

あり、イエス様の道をついて歩くことである。まさにその道に

伴われるものがあり、それは自分を否定して自分の十字架を背

負うことだ。マタイ、マルコ、ルカの福音書はすべてこの部分

を明らかに強調している（マタイ16:24、マルコ8:34、ルカ9:23）。

御言葉を黙想して、毎日祈り、苦難を耐え忍び、隣人を愛し、

福音を伝え、死ぬ覚悟で献身することがまさに十字架の道に伴

われるものである。それゆえ、これらのものが伴われない福音

は福音ではなく、キリスト教でもない。

　真の牧師は牧師という名だけを所有している者ではなく、牧

マートフォンが出てきて、一部弟子たちは歓声をあげ、説教者

の講壇にはスマートな機械が上がってきた。お金がなくても高

い製品を購入して、故障する前に買い替えた。

　そして 10 年くらいだった今、弟子たちと率直な話し合いが

できた。弟子たちはスマートフォンは良いものだけど、良いこ

とばかりではなかったと認めた。常に手元にあるから、良い情

報だけでなく淫乱な情報も容易く入ってくるし、必要な情報を

得るために全く必要もないものも使うようになったと話してい

た。何よりも牧会の現場で会っている聖徒と学生たちの信仰が

スマートフォンによって向上されたという報告はまったくない。

単純に視力や脊髄など、肉体に無理を起こさせただけではなく、

霊的視力と霊的脊髄を破壊している。スマートフォンは礼拝の

時間を邪魔して、祈りと御言葉の時間を奪い、犯罪と堕落の通

路になっている。

　もちろん私は、まだスマートフォンを使っていない。私がス

ゴイからではなく、逆に私は非常に弱い存在であることを認め

ているからだ。スマートフォンの有益さを無視するからではな

く、スマートフォンが私の手にないから得られる有益なことを

諦めたくないからである。

　ある女性が私にした話しを思い出す。バックを一つ買うとそ

れに合う靴と洋服と髪のスタイルまでも変えなければならない

と。だからこそ、自分が関わっている人だけでなく、遊びや仕

事に対する些細な選択において、そのことだけではなく、それ

に伴う物事と現象すべてに敏感になるべきである。サタンは未

だかつてなく巧妙であるからだ。無論、現代文明のあらゆる道

具を無視し拒むことなどできない。しかし、その流れにただ流

されていてはならない。表面的に見える価値と結果だけではな
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師としての道に伴われるすべてを担う者である。真の親とは子

供を産むだけではなく、申命記にあるように、神の御言葉を子

供たちに教えるために努めるべきである（申命記 6：7）。学校

や塾に子供をあずけて手にスマートフォンを持たせて、信仰の

ためには何の献身も払わない親を親と言えるだろうか？

　マルコの福音書 15 章で、イエス様は十字架を背負われる。イ

エス様が十字架を背負われるのは、単純に映画撮影のために作っ

たセットで、十字架を背負う演技をしたのではない。イエス様

は十字架を背負うために受肉され、飢えと貧しさの中で 30 年間

を仕えられ、私たちは想像すらできないむちと侮辱と恥までも

耐え忍ばれた。それこそがメシアという名に伴われる偉大な使

命だった。今日多くの人々が「十字架を負う」という表現をく

ちにするが、その十字架に伴われる価値は全部無視している。

しかし、十字架に伴われるものはこれだけではない。真の十字

架の死の後には真の復活と永遠のいのちが伴われている。

　復活を待ち望む 4 月だ。復活の情報だけを伝え、たまごを食

べて終わるのではなく、復活という偉大な頂上に登るまで伴わ

れた大事な価値を、私たちは覚えて黙想し、その通りに生きな

ければならない。牧師按手を受けた方は牧師という名に伴われ

ることを決断し、結婚して子供がいる人は父と母という名に伴

われる献身を惜しまず捧げ、先生と師匠という名を得る人々も、

その名に伴われるものを示すべきである。そして、キリストに

ならう弟子としての名を持ったクリスチャン一人一人がこの世

の光と塩になるため、それに伴われるすべてを忍んで従順して

実を結ばなければならない。その時こそ、私たちは真の復活を

味わうことができるはずである。†

　揺れもなく、濡れもせずに咲く花はない。私

たちの人生も常に成功ばかりではない。失敗す

る時もあるが、それが人生なのであるから、そ

のまま受け入れなければならない。失敗しても

挫折せずに再び立ち上がれば、結局は花を咲か

せることができるとある詩人は語っている。こ

れは確かに的を射た言葉だ。

　過去を振り返ってみると、嬉しかったことより

も大変だったことの方が多かった。しかしそのた

びに、感謝をもって苦難を乗り越えた。一つのこ

とに感謝すると十の知恵が与えられ、また百人を

つけてくださって、千の祝福をくださることを心

✿ 我が人生のプラス｜私の生涯最高の贈り物

この世界に、揺れもせず
濡れもせずに咲く花はない

ジョン・ヨンジ
ディセログループ会長
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ニックネームが付けられ、片っ端から職業を替え、ようやく小

さな家に住めるようになり、ほっと幸せを感じたこともある。

　小さい家に住むようになってからはミンク工場に事業を広げ、

「金持ち」と言われたりもした。お金を稼ぐ楽しさに夢中になっ

ていたが、豊かさを感じたも束の間、うまくいっていた事業は

景気低迷に勝てず、結局、不渡りで崩壊した。飲食店も経営し

たが失敗は続き、大きな落胆を味わう羽目となった。

　私が歩く道は確かに険しく滑りやすく、何度も滑ったり転ん

だりした。しかし、幼い妹たちを思って元気を取り戻し、泣い

ている妹の手を握って、「大丈夫！　道がちょっと滑りやすいけ

ど、ここは崖ではないよ。お姉ちゃんはきっと成功するから」

と慰め、心を引き締めては、二人で泣き明かした。

　だが、失敗は私をより強め、神様に出会うきっかけとなった。

国会議員選挙の運動員のアルバイトで教会を訪問した時、週報

を渡しながら説教を聞くように勧める信徒たちに、思わず「はい」

と返事をして説教を聞いた。

　説教を聞いていると、牧師先生が私のことを話しているよう

に思えて、涙がこぼれた。初めて感じる安らぎと幸せ、教会の

子供たちの善良な瞳が輝いて見え、教会に通うきっかけとなっ

た。「何事も思い煩ってはならない。ただ、事ごとに、感謝をもっ

て祈（いのり）と願いとをささげなさい」と言うメッセージを

聞き、神様に委ねたら恐れがなくなった。何よりも神様が私の

父であり、神様の子どもと呼ばれることが誇らしかった。寂し

かった心も神様が溶かして下さった。人間にはできないことが

神様にはできると考え、早天礼拝に出て、祈りとともに毎日の

生活を始めると、神様から答えを受ける奇跡が起きた。

から確信し、夢を持って、険しい世の中を粘り強く走って来た。

そして、それが成功の秘訣だと自信を持って言えるようになった。

　正直さ、技術、感動、感謝をもってスタートしたディセロ・

カンパニー、そして家族全員が夢として願っていた建物が実現

し、2019 年 3 月 20 日、私たちは喜びと幸せに満ちてそこに入

居することとなった。本当に感謝すべきことである。すべての

ことが、神様の恵みである。

弱い時こそ強い神様

　私は江原道・洪川 ( カンウォンド · ホンチョン ) で生まれ、

幼児期を過ごした。しかし、幸せを味わうより先に両親を早く

亡くしたため、苦難を経験することとなった。16 歳でソウルに

上京し、家長として幼い妹を世話しなけなければならなかった。

見知らぬソウルの地で自分の家もなく、どうにか生き残るため

に路上で屋台を広げ、アクセサリーの商売を始めた。

　アクセサリーは、さびがつくと返品できないので、一日でも

早く売らなければならなかった。靴下や服なども商品として扱

い、夜間学校で裁縫技術を学んで穴が開いた靴下を繕って売る

など、がめつい事業手段を発揮したりもした。「トスニ」という
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与えられた恵みを分かち合う人生に

　化粧品会社の美容コンサルタントとして新しい人生をスター

トし、心を尽くして努力した結果、「販売王」という実を結ぶに

至った。 2013 年には、機能性化粧品の専門企業である ( 株 )

リオンメディコスを設立し、また別の人生が始まった。それと

ともに新しいアイテムの開発にも全力を注いだ。例えば、教会

で脚光を浴びている国内唯一の窒素縫合、遺骨成形などを行う

葬儀専門会社 ( 株 ) ディセロカンパニーでは、教会の一部を利

用し、半永久的なクリスタルと十字架模型を用いた追悼館を建

造し、家族が利用しやすく教会のリバイバルに役立つ施設とし

て工夫した。その他に、肝機能と腎機能を補い長寿に貢献する

親孝行食品のナメクジ事業、さらに建設および不動産開発、保険、

といった具合に事業領域を拡大しながら、神様に栄光を捧げる

ことに熱中している。

　「天使の分かち合い寄付プラン」を通じて、恵まれていない隣

人に愛の米を分かち合い、親のいない少年少女家長に奨学金を

与え、ホームレス支援事業の拡張にも最善を尽くしている。ま

た、最近は楊平に「ヒーリングセンター」を設け、これまで守っ

てきたディセロ・ファミリーの憩いの場として活用する計画だ。

引退した牧師や長老のための高齢者福祉、低所得層の子どもに

対する無料教育など、ボランティア領域をさらに拡大するため

に、活動を総括する社団法人「ＪＷＡＹ」の設立を進めている。

これは、必ず成し遂げられると信じている。

　主は私にこう仰っているようだ。「ヨンジよ、今までたくさん

苦労した。もう泣くな。私があなたを祝福する。必ず私があな

たを立たせて用いる。」 主よ、ありがとうございます！ 主よ、

愛します！†

　1993 年秋、マレーシア・クアラルンプール空

港。そこには私と妻、息子と娘、家族四人が韓

国に帰国するための出国手続きをしていた。し

かし、突然、私だけ出国が禁じられた。私が運

営していた会社と利害関係がある現地の会社（鉄

の取引先）が、資金の回収を求めたからである。

私は妻に、子供と一緒に先に出国するように言っ

たが、妻は「私から離れない」と言った。私が

金融業者から毎晩支払いを催促されている姿を

みていたからである。私の家族は、全員再びク

アラルンプールに留まり、数日間、祈ってまた

祈った。貸金を返済する手段がなくなっている

✿ 我が人生のプラス｜私の生涯最高の贈り物

岩の上に建てられた
私の人生

チョ・スンボン
チョスンボン（株）C&A 建築士事務所
代表理事
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　私は J会長に会い、状況を説明した。私がマレーシアにどれほ

ど愛着を持って投資したか、また、ひたすら奉仕だけ専念してき

たこと、もはやすべてを失って帰国しようとしていること。そし

て、2つの条件をお願いした。私たち家族が無事出国できること、

里帰りする最小限の費用を頼んだ。会長の答えは「Yes」だった。

　代わりに一ヶ月ほど韓国で休んで、クアラルンプールに戻り

Bank of financial のタイ支社長として、第 2の生活をスタート

してほしいという驚くべき提案を受けた。おそらく、誠実で熱

心に働いたことに対する特別な提案だったようだ。年収および

勤務条件など詳しく説明し、彼は私に白い封筒を渡した。

　私は震える心で封筒を開けた。そこには、家族全員が乗れる

飛行機チケットと、出国許可書、そして約 1000 万ウォンの現金

が入っていた。とてもありがたい気持ちだった。私の家族は、

神様に深い感謝の祈りを捧げ、主日に韓国人教会で礼拝を捧

げ、月曜日の夕方に帰国するスケジュールを組んだ。妻と相談

し 500 万ウォンを教会に感謝献金として捧げ、残りは月曜日に

プレゼントを少し買って帰国することにした。

　大手企業で 13 年間勤めたすべての給料をマレーシアに投資し

たが、ポケットには 500 万ウォンと韓国行きの飛行機チケット

が四枚、これが三十五歳、私に残されたすべてだった。しかし、

家族は希望を捨てなかった。神様が一緒にいればできないこと

がなく、望んでいることは叶う、いつも希望があるということ

を知った。それでもここで実力を認められ、勤勉さに挑戦する

ことが認められたことに感謝した。

やり直す

　帰国して今後どう生きるべきか後が見えなかったが神様の導

状況で、頼れるのは神様だけだった。

　そのうち、取引先の会社が今まで韓国で投資した総額や、工

事された内訳などを検討し、私の会社は、再び資金を受け取れ

るようになった。奇跡的にその資金ですべての企業への代金を

全額支払うことができた。借金を全額返済し、いざ帰国する飛

行機のチケットを買おうとするも、お金は既に底をついていた。

私はもう一度、韓人教会に行き、神様にお祈りした。神様、私

の家族全員無事帰国できるように道を開いてください。

驚くべき神様の恵み

　妻は、ただより頼むところは神様しかないと判断し、神様だ

け頼りに祈り始めた。妻はマレーシアで過ごす間、厳しい環境

の中でも、神様への感謝献金と什一献金を徹底的に区別して捧

げた。一週間の感謝の内容をびっしり書いて感謝献金をささげ

た。一度も欠かさずに捧げた。簡単ではない献金生活だが、こ

れを通じて神様が一瞬一瞬、私たちの家庭を見守って下さり、

祝福して下さったと信じる。

　妻は帰国を控え、さらに熱く祈った。神様は妻の祈りを聞い

てくださった。徐々に神様の御業が始まった。ある日、マレー

シア Bank of financial の J 会長から打ち合わせの連絡が来た。
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きを求めた。そして、タイへ行くより韓国内で基盤を確保する

ことにした。ＬＧ子会社である創造総合建築士事務所で良い勤

務条件での仕事が始まった。5年後、1999 年 40 歳になった私は、

自分の実力を信じてＬＧを退職して自分のデザインスタジオを

設立した。

　しかし、やはりすべてのことは神様と一緒にしないと人生も

企業も存在できないことを悟るようになった。最初三人で始め

たデザイン会社は、本当にみすぼらしいものだった。ホンウン

洞の地下で換気もあまりできない１5 坪の事務室だった。それ

でもそこでの生活は、自由にデザイン開発ができ、私自身には

充実したものであったが、家庭にとってはつらく劣悪な日々だっ

た。

　特に、ＩＭＦ以後経験した困難は、本当に耐え難いものだった。

それでも神様に頼らず、神様の意見も聞かず、私の能力、私の

力だけを信じて、私が本当に実力ある人だと思い、一生懸命働

いた。一年、二年……。時間が経つにつれ、会社は成長するは

ずだったのに、過酷な仕事量に比べて極めて少ない収入のまま

だった。会社の経営はとても大変で苦労の連続だった。

　大変な時だけ、神様を探すようになると思うと、神様に申し

訳なくなった。結局、崖っぷちの状態になると神様を探した。もっ

と前に神様に寄り頼み、神様の御心を求めれば、危機を経験し

なかったのに、後悔してもダメだった。とうとう妻に執り成し

の祈りを頼んだ。そして、一緒に神様を求めた時、神様は道を

開いてくださった。教会の建築を通じて神様が祝福してくださっ

た。ウンピョン区シンサ洞に西北教会を設計して監理したが、

この建築物が「美しい教会」に選ばれ賞を受賞した。

ＣＢＭＣとの出会い

　知人の紹介で 2010 年 4 月に初めて世宗 ( セジョン ) ＣＢＭＣ

( 韓国基督実業人会 ) に参加した。 各企業のＣＥＯが集まって

フォーラムをした。フォーラムでは聖書の御言葉と祈りで霊を

磨く場所だった。この集まりにはとても立派な経営者が多かっ

た。彼らは、教会で長老と按手執事、権士として一生懸命に奉

仕し、企業を率いている方々だった。互いの経営哲学と家庭の

新しい道などを提案、お互いに情報交換し、どのように企業が

社会と教会に仕えるのかを議論する集まりだった。

　私は最初、自分が一番優秀で、スマートで優しい人だと思っ

ていた。しかし、この集まりでは、私は極めて平凡な人で回り

から学ぶことばかりだった。毎週、打ち合わせのある金曜日未

明は特別な日だった。一週間に解決できなかったこと、苦労し

て疲れたこと、解決しなければならないことなどを神様の前に

下ろし、霊と真をもって祈る時間だった。そこには聖霊様と神

様の真理があった。

　最近、最も大きな変化は、会社の社員 12人が一丸となって神

様の御言葉を組み合わせて、設計に反映することだ。会社で推進

しているすべてのプロジェクトが画期的なデザインを通じて周辺

を変化させている。最近の作品は、ホンイク大学前の近くのハナ

銀行西橋(ソギョ)店、新村(シンチョン)レコード店、東橋洞(ト

ンギョドン )ダイソービル、ホンチョン室内ゴルフ練習場などは、

神様からもらった新しい霊感でデザインされた建築物である。

　私がデザインした建築物を見て驚く人を見ると、生きがいを感

じる。その見えない力は神様から来たものだ。神様だけが私の力

の源であり、私の能力であることを告白する。これまで私と私た

ちの家族を導いて下さった神様に栄光を捧げる。ハレルヤ !†
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十字架展示館

　公式的な十字架展示会が始まったのは 2016 年 3 月、530 個の

クロスを展示することができ、期待以上に多くの方々が十字架

を見るために、教会を訪れた。閑静な田舎の町に大型観光バス

が入ってきて、一週間で 2000 人の聖徒が十字架を見に来訪した。

展示の効果  とともに信仰的サポートをするため、展示期間中に

黙想部屋を運営し、訪問されたいろんな教会の聖徒が十字架の

分かち合い時間を持つことができるようなプログラムを設けた

ので、最初の公開展示としては非常に好評価を受けることがで

きた。

　2017 年 3 月、十字架は更に増え、なんと 850 個の十字架で 2

回目の十字架展示会が開かれた。この時はＣＢＳ全北（チョン

ブク）支局の招待を受け展示するようになったが、8900 人の聖

徒が十字架展示会を訪問する成果をもたらし、その後 2018 年に

は釜山（プサン）のスヨンロ教会と国防大学教会など巡回展示

をした。

　時々、人々が私に尋ねる。「なぜ十字架を…どうやって十字架

を収集しようと思いましたか？」そんな時、私は二つの理由を

説明する。

　8 年前に礼拝堂を建築した。礼拝堂建築前もサムイル教会は

多くの牧会者がその働きを見聞きするため教会探訪が多い方

だった。教会の中に劇場を作るなど、新たな試みもする中、探

訪者が多いので博物館を作ってみようと提案したが、長老たち

の反応が不如意であきらめなければならず、教会で十字架を収

集してみてはいかがなのか提案もしたが、やはり受け入れられ

るのは容易なことではなかった。

　結局、一人で、趣味のように十字架を収集するようになり、

1 年間収集してみると、250 個の大小の十字架が集まっていた。

その十字架を一人だけを見るのはもったいなく思い、受難週に

全聖徒に見せたい気持ちで、大した準備もなしに十字架を広げ、

それぞれの十字架にまつわる話を聖徒たちに説明すると、恵み

を受けた執事一人が「これを、外部に公開しましょう！」と提

案した。結局、その日の雰囲気は、より多くの方々に十字架を

展示しようという意見が出され、その時からより熱心に十字架

を収集し、作家さんから十字架にまつわるストーリーを集める

ことが重要な仕事となった。

✿ 牧会の香り
チン・ヨンフン	牧師、益山（イクサン）サムイル教会

小さな田舎町の
十字架の奇跡
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　一つ目は、賛美の働きがおもとなっている韓国教会の文化に

展示文化を通して様々なジャンルの文化を開くことであり、二

つ目は、牧師が引退後も続けられる仕事についての悩みがあっ

たからだと。引退後の「経済面」ではなく「仕事」という重要

性を探ってみたいと思い、「引退後牧師ができることが果たして

何だろう？」

「牧師らしい仕事につなげるためには何が妥当なのか」を長い時

間考えてきた。私は引退後、十字架展示館を運営したい。展示

館を通して意味のあることを継続的にしたいのである。

　十字架が偶像だと言う人がいる。私はそのような教義的な慎重

なアプローチは必要だとは思う。しかし、全世界的に、キリスト

教は十字架を象徴的に持っているだけでなく、福音が韓国に伝わ

る前、すでにキリスト教の象徴であったので、ややもすれば、十

字架を偶像だと思ったり、十字架を作る人を偶像を作る人と軽々

しく扱うことに、私たちは慎重にならなければならない。

　十字架を収集することにより十字架を作る多くの作家たちに

出会うことになった。ある作家は作家という言葉をぎこちなく

思ったり、ある作家は涙を流しながら寂しさを吐露する。主に

出会い十字架が好きで十字架を作ったが、知ってくれる人がい

ないとのこと。韓国教会が外形的にこのように成長したにもか

かわらず、十字架と説教壇が作品ではなく、機械で削った製品

で奉納されていることを残念に思う人もいた。このような話は

私にとって十字架を降ろせない使命と貴重な挑戦を与える話だ。

　そのように全国を探し回り知り合った十字架の作家が 30 人

である。昨年 12 月にヨンムデ軍人教会が新たに奉納されたが、

5000 席規模で、全世界で最も大きな軍人教会が建てられたので

ある。幸いなことに、この広い空間に十字架を展示することが

できる常設展示館の許可が降りた。私は 30 人の十字架を作る作

家から作品を寄贈されており、今年 5 月には展示館の準備完了

を目標に進めている。

　2019 年も十字架展示会を準備している。今年の展示会は規模

がもっと大きくなり、内容面でもまだ国内外に全く試みられて

いない <3C 展覧会 >、すなわち十字架（Cross）、文化（Culture）、

聖餐器（Communion）この 3 つを同時に展示する予定である。十

字架は 1100 点余りの国内作家の作品と、世界 50 カ国の十字架

を一箇所で見ることができ、ユダヤ人の文化に触れ、聖書をよ

り立体的に見ることができる聖書遺物 100 点余りが一緒に置か

れることになり、国内外の作家が作った特別な聖餐器と、過去

300 年前まで伝わってきた聖餐器が展示される予定である。

　韓国教会の展示文化を田舎辺境の小さな教会が試みている。

礼拝堂の長椅子をすべて取り出し、展示会に必要な照明や展示

会用品を設置して、十字架の物語を案内するガイドを立てるな

ど、今、益山（イクサン）サムイル教会の全聖徒は韓国教会と

聖徒に仕える機会が再び訪れることに、多少の興奮とときめき

の気持ちを持って祈りで心を込めて準備している。†
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教が死んだ者との対話が可能だと教えていることだ。要するに、

魔法を使って死んだ者の魂を呼び出せるというのである。教会

史をみると、死んだ者と接触することを禁じてきた。にもかか

わらず、中世とルネサンス時代に霊媒術の行為が頻繁に行われ

ていたことも事実だ。

　ならば、私たちはサムエル記上 28 章に書かれた出来事をいか

に見るべきだろうか？ まず、聖書に示されたことを調べてみる

のが正しいはずだ。申命記 18 章 9 ～ 13 節をみると、「あなたの

神、主が賜わる地にはいったならば、その国々の民の憎むべき

事を習いおこなってはならない」とあり、また「占いをする者、

卜者、易者、魔法使、呪文を唱える者、口寄せ、かんなぎ、死

人に問うことをする者があってはならない。主はすべてこれら

の事をする者を憎まれるからである。そしてこれらの憎むべき

事のゆえにあなたの神、主は彼らをあなたの前から追い払われ

るのである」（申命記 18:11 ～ 12）と記されている。

　生きている人が死んだ人と対話することが可能であれば、愛

の神がなぜ、このような命令を下されただろうか？ それは、こ

ういう行為が神に対する非信仰的行為にすぎず、死んだ者には

全く意識がないからだ。伝道の書 9 章 5 節には、「生きている者

は死ぬべき事を知っている。しかし死者は何事をも知らない」

からだとある。イザヤ書 26 章 14 節にも「死んだ者はまた生き

ない。亡霊は生き返らない。それで、あなたは彼らを罰して滅

ぼし、彼らの思い出をことごとく消し去られた」と書いてある。

サタンの幻覚術

　しかし、今も私たちの周辺には、死んだ人と対話したという

　簡単に言えば、心霊術（あるいは霊媒術）をいかに見るべき

かという質問である。歴史をみると、人々は長い間、死んだ者

が生きている人たちと対話し得ると信じてきたのは事実だ。古

代記録の中に、ギリシャの詩人ホメーロスが書いた長編叙事詩

に心霊術に関する話が出てくる。オデッセイが、故郷イタカ島

に帰る方法が知りたくて霊媒師を訪ね、助言を求める内容が書

かれている。問題は、こういう心霊術に関し、世界の多くの宗

✿ 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 

サウロ王が霊媒する女を
通して、死んだサムエル
を呼び出したこと（Ⅰサ
ムエル 28:3 ～ 25）が、
歴史的事実なのか？
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人が少なくない。それならば、果

たして彼らは誰と対話しただろう

か？ 信者が死んだ者と対話する

ことは正しいことだろうか？ ま

た、サムエル記上 28 章に出てく

るサムエルは、いかにみるべきだ

ろうか？ ――これは霊媒術を禁

じたことをみると、サタンの幻覚

術だとみるべきであろう。要する

に、サウロ王が会った人は、預言

者サムエルではないということだ。だからレビ記 19 章 31 節に、

「あなたがたは口寄せ、または占い師のもとにおもむいてはなら

ない。彼らに問うて汚されてはならない。わたしはあなたがた

の神、主である」と言われたのである。

　ならば私たちは、自分一人で解決できない困惑な問題が生じ

たとき、どうするべきだろうか？ まず、サウロ王が死んだのは、

彼が知りたいことを霊媒に訊き出そうとしたからだ、というこ

とを忘れてはならない。ならば、より良い方法はあるのだろう

か？ それはすなわち、私たちの道であり、真理であり、命とな

られたイエス・キリストである（ヨハネ 14:6）。時には主の御

声が聞こえなくても、記録された聖書の御言葉は、いつでもど

こでも私たちの傍にいて常に語られるのである。より重要なこ

とは、信仰によって救われた主の民たちを、助け主聖霊様がい

つも導かれることを忘れずに、求め、探し、叩くならば、いか

なる逆境もすべて解決されるという、この簡単な原理を忘れて

はならないのである。†

信仰界 COVER STORY　

　3 メートルの長さの白い花仙紙の前に立っているソク・チャンウ

画伯の表情は悲壮さが覗き見える。義手に挟んだ筆が花仙紙と一体

になって動けば、生きているような躍動的な人物たちが誕生する。

韓国で初めの義手作家であるソク画伯は、世界的に有名な水墨クロッ

キー画の大家だ。彼は 2014 ソチ冬期障害者オリンピックと 2018 平

倉冬期障害者オリンピックで絵画のパフォーマンスに登場し、世界

中の人達の視線を集めた。彼の作品は、中高等学校美術教科書の中

でも簡単に探せるほど有名だ。特に、スポーツ選手の動きを瞬時に

捕えて表現した絵は、動感と迫力があふれる。腕があった 30 年前よ

り、腕のない現在がもっと幸せだと告白するソク・チャンウ画伯の

人生ストーリーを紹介する。

両腕を失った代わりに
永遠の生

い の ち

命を得ました

ソク・チャンウ画伯　水墨クロッキー作家	
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智大学電気工学部を卒業し電気技師として仕事を始めた。1984

年の秋、電気安全点検の際中に 2 万 2900 ボルトの電気に感電し

た。遮断装置故障による事故だった。彼は死なずに奇跡的に生

き返った。腕から入って来た電気が全身を通過し、足から抜け

ていった。彼の年は 29 歳、二番目の子供が生まれてわずか一ヶ

月半になった頃だった。 

　彼は十日間意識を失ったまま生死の境をさまよい目覚めた。

　「目を覚まして見たら、上腕と足の指二つがなかったんですよ。

両腕が真黒く焦げていたと聞きました。その時の絶望感は、言

葉で言い表せなかったのです。ところが妻は冷静に受け止めて

いました。死なずに生きているだけで幸いだと言いました。」 

　彼は事故当時、落下してしまったが、その時に頭にも怪我を

して人工骨を挿入する手術を受けるなと、12 回にわたって全身

に手術を受けた。彼は 1 年 6 ヶ月間入院しながら、リハビリに

邁進した。しかし、彼は歩くこと以外に何も一人でできないと

いう事実を悟るのに、時間はかからなかった。ご飯も一人で食

べることもできず、風呂も一人で入れないし、一人で服も着る

ことができなかった。リハビリの時間はその現実を直視する時

間だった。

五つのパンと二匹の魚   　韓国の体の動き

　江辺北路と漢江が人目に入る

所に位置したソク・チャンウ画

伯の自宅を訪ねた。家の至る所

に特色ある彼の作品が目を引い

た。彼は聖書筆写をしている最

中だったと言った。

　「毎日 5 時間ずつ筆で聖書を書き写しています。去年の夏、3

年 6 ヶ月ぶりに旧約と新約聖書筆写を完了し、再び新約聖書を

書き写しています。」 

　彼は、2015 年 1 月 30 日に創世記を書き写し始め、2071 年 8

月 30 日に旧約聖書筆写を完了した。それから 1 年余で新約聖書

のすべてを書き写した。画伯が 4 年間で書き写した聖書筆写本

は長さ 25 ｍ、幅 46 ㎝花仙紙 115 個分で、長さだけでも 2875m

に達する。画伯の聖書筆写本は、義手に筆をはめて一字一字、

すべての精神誠意を尽くして書いた汗と涙の結晶だった。 

電気事故、生死の分かれ道

　ソク・チャンウ画伯は、1955 年慶尚北道尚州で 2 男 4 女の長

男として生まれた。10 代の頃に一家がソウルに上京し、彼は明
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　しかし、彼の苦難は彼にとって有益だった。病院に入院して

いるうちに、彼は忘れてしまった信仰をまた求めるようになっ

た。彼は高校の時ミッションスクールに通い、イエス様を信じ

るようになった。勉強も良く出来て成績も良かった。しかし大

学に進学してから、彼は神様をすっかり忘れて暮していた。

　「病室にいる時、純福音教会に通うある執事さんが毎週来て

祈ってくださいました。その方が祈ってくれると痛みが消え

ました。最初は、しきりに訪ねて来て『イエス様を信じなさい』

と、祈ってくれるのがうっとうしいと思いました。しかし後

に、その執事さんが来て祈ってくれる時間が待ち遠しくなり

ました。あの時、その執事さんと私の母をはじめ、みなさん

の祈りで、私は再び神様に出会いました。苦痛の時間に、キ

リストだけが私の救世主であると告白するようになり、神様

により頼みながら、苦しい瞬間を勝ち抜けることもできまし

た。また両腕のない夫を離れずに傍で見守ってくれた妻の献

身的な介護のおかげで生きる希望を持つようになりました。」 

神様がくださった才能 

　彼が初めて絵を描くようになったのは、息子のためだった。

義手にボールペンを挟んで字を書く練習をしていたある日、4

歳だった息子が掃除するママを追い回して絵を描いてくれとね

だっていた。妻は、「ママは忙しいからパパに描いてもらいなさ

い」と言った。

　「息子が私にのところ来て絵を描いてくれと言ったものの、そ

の時の表情が 『本当に描ける？パパ？』と訊いているようでし

た。腕がなくなってから、まともに抱いてやることができなかっ

た息子の喜ぶ顔を一度見たいと思いました。今まで絵を描いて

あげたことがなかったです。何を描けば良いか分からず、童話

の絵本にある鳥の絵を見ながら描き写しました。ところが、息

子と妻の反応がすごく良かったです。周りの人たちの反応もす

　2014 年ソチ冬季パラ
リンピックでのソク画
伯。彼は神様が共に絵を
描いてくださったと告白
する。（上）
　ソク画伯が初めて書い
た絵。この絵を見た妻や
知人たちの応援によって
絵を描き始めた（右）

画仙紙に書いたマルコによる
福音書聖書筆写本（下）
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聖書筆写の恵み

　彼が最も記憶に残る公演

は、2014 年開催されたソチ

冬季パラリンピックに参加

した時だ。横 9 メートル、

縦 2 メートルの超大型花仙

紙に 2 分 40 秒間で絵を描き

上げなければならなかった。

韓国で練習した時、時間の

内に描き終えたことのない

ままソチに旅立った。

　「神様に祈りました。『神

様、一回も決められた時間

内に描いたことはないですが、神様が 50％だけ力を増し加えて

くだされば、可能性が見えます。』 そのように祈り舞台に上がり

ました。すると、羽を付けたように踊り始めた筆に弾力を感じ

ました。瞬きをするたびに筆が画幅を通りながら生気が吹き込

まれました。体が痛くもなかったです。何より練習の時にはい

つも足りなかった時間が、むしろ残りました。奇蹟の 2 分 40 秒

でした。神様が私の手を掴んで共に描いてくださったのです。」 

　ソク画伯はこの頃、聖書筆写をしながら驚くべき経験をして

いる。筆写を始める前までは、視力が良くなくて眼鏡を掛けね

ばならなかった。しかし今は、眼鏡を掛けなくても細かい字が

読めるようになった。また幻想症もなくなった。幻想症とは、

切断した手がまるでそこにまだあるかのように、関節を針でほ

じくるように痛みを感じることだが、聖書筆写後、その痛みが

ほとんど消えたのだ。しかし彼は、なによりも御言葉が解かる

ごく良かったのです。」 

　事故後、希望の光を失っていた時に「私にも何かができる」

と言う自信感が生まれた瞬間でした。

　「美術学院に行ったが腕のない人を教えた経験がないと言わ

れ、断られました。しかし諦めませんでした。腕のない私にとっ

て、多くの色を使う絵画は適していませんでした。それで墨一

つで絵を描ける書道を学び始めました。」 

　元光大学書道科ヨ・テメミョン教授を尋ねてしつこく教えて

くれと食いついた彼は、諦めることなく遂に承諾を得、書道に

入門した。彼は多くの人が口と足で描く「口足画家」の道を選

択するのを見、差別化された絵を描きたくて義手で絵を描くこ

とを選択した。その過程は、死ぬほど苦しかった。しかし絵の

中で楽しさを見つけ、喜びを感じた。食事と寝る時間以外には

書道にだけエネルギーを使った。絵とはなにも接点がなかった

彼が、芸術的才能を発揮するようになったのである。

　書道を始めてから足掛け 3 年になった 1991 年、全羅北道書道

大会をはじめ、翌年には大韓民国書道大会、大韓民国現代書道

大会などで、15 回入選、特選、優秀賞を受賞した。彼の挑戦は

ここで止まらなかった。

　「一回はヌードクロッキー講義を聞く機会がありました。瞬時

に人の体が新しい形にくねくねと動く絵を見たのです。新たに

挑戦する目標を見出すようになったのです。」 

　クロッキーは、短時間に対象の主な特徴を捕捉し、大略の線

で流し描くドローイングの一形態であるが、鉛筆の代わりに筆

で絵を描き始めた。そのように東洋の墨と西洋のクロッキーが

出会って、水墨クロッキーというジャンルが誕生した。
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ようになった喜びが、最大の奇蹟だという。

　ソク・チャンウ画伯は、4 月 20 日障がい者の日を前にし、自

分のように人生の途中で障害になった人々に、過去の記憶から

脱しなければならないと助言する。

　「現実を認めることが新しい人生の始まりです。過去を振り返

れば、過去が足首を掴んで未来へ向かって進むことができない

のです。みなさんにできることが必ずあります。もちろん、そ

の過程において苦しみがあるかもしれません。しかしあなたに

意志があれば、必ずやり遂げることができます。何でもやり遂

げるという意志を示せば、周りの人たちが助けてくれます。こ

のすべての努力の上に神様を信頼し祈ってください。」 

　ソク画伯は、この 30 年が障害を持つ前よりもっと幸せだと告

白する。

　「二つの足指はなくても、二つの足を残してくださり感謝しま

す。義手を付けられるように両腕を少し残してくださり感謝し

ます。これは細密な神様の御計画です。私の人生を最も存じて

おられる神様が設計なさったことです。両腕を持って自分勝手

に生きて来た 30 年よりも、神様と一緒に生きて来たこの 30 年

がもっと楽しくて幸せです。」† 

　　　　　　　　　　　　< 文 = キムソンホン記者 , 写真 = タクヨハン作家 >

主よ！あなたを敬い恐れる信仰の光と

あなたを愛せる生
い の ち

命を与えてください。

あなたを慕い求める力を与えてください。

いつもあなたの御愛にあって生きるようにしてください。

主が私の喜びとなるよう、心を捕え完全に支配してください。

主にあって生きてゆけるようにしてください。

あなたのための私の霊の家はあまりにも小さいです。

けれどもあなたが広めてくださり、その内にお宿りください。

わが霊の家は荒れ果てました。どうぞ直してください。

その内には、あなたの御目に障るものも多いかと思います。

どうぞ貞潔にしてくださいます。

あなたでなければ、だれの力を借りましょう？

私の内に隠れている過ちをお赦しください。

その隠れた罪が力を発揮できないよう、

遠ざからせてください。

主だけにより頼みます。アーメン。

わが霊の家は
荒れ果てました

｜聖アウグスティヌス（St. Augustine, 354~430)
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