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神様は私たちの父です
微細ほこり (Fine dust)、
小さな罪 (Fine sin)

趙  鏞基 
ヨイド純福音教会元老牧師

イ・ヨンフン 牧師

　　
　毎年、わが国（韓国）の空気の質が徐々に悪化し、今年は毎日のよう

に微細ほこり（ＰＭ 2.5）が深刻化され、国中が頭を悩ましています。私

たちが普通の誇りより微細ほこりをもっと警戒するのは、言葉どおり微

細ほこりが粒子状だからです。簡単に考えると、大きなほこりがより大

きな害を及ぼすようですが、大きなほこりは私たちの鼻の粘膜で大部分

防げられるため、私たちの身体の内部へ入り込むことはできません。

　しかし、目はもちろんのこと、一般的な観測器具でもよく捕捉し難い

ほどに小さな微細ほこりは、鼻の粘膜で引っかからず、私たちが呼吸す

る際に肺の深いところまで簡単に入り込みます。このような微細ほこり

は各種気管支疾病の原因になり、がんやリューマチ熱、心血管疾患など、

深刻な疾病を誘発します。

　この微細ほこりは英語で『Fine dust』と表記します。ここで私たちは

『fine』の意味をよく理解しなければなりません。『fine』はおもに、『良い』

という意味に使いますが、ここでは『最も小さい』『微細な』という意味

に使われています。小さなほこりは決して良いほこりではありません。

　小さな微細ほこり（PM2.5）が、大きなほこりより私たちの健康をもっ

と害するように、小さな罪が大きな罪より私たちの霊的健康により多く

の害を及ぼしています。大きな罪は私たちの道徳、倫理、良心の濾過膜

にかかり、私たちの心の深いところまで入り込むことができません。し

かし嘘、嫉妬、憎しみ、自己卑下、憤怒、疑いのような小さな罪は、簡

単に心の深い所まで入り込み、霊魂を病ませます。それなのに私たちは、

「小さな罪は犯したが、大きな罪は犯してないから大丈夫だ」と思います。

よくわきまえなければなりません。この世で犯しても大丈夫な罪はあり

ません。「Fine」sin は、「小さな」罪ですが、決して「良い」罪ではあり

ません。　特に、微細ほこりが深刻な春に、私たちの肉の健康のために

は微細ほこり専用マスクを、霊の健康のために聖霊と御言葉の霊的マス

クをきちんと着用しなければならないのです。†

　今窓を開けて外をご覧ください。暖かい太陽の光、豊かな

空気と水、様々な形の青色の植物と溢れる自然資源、このす

べては神様が私たちにくださったものです。父なる神様は、

キリストの中で私たちの父となられ、子供となった私たちに

必要なすべてのものを供給してくださいます。私たちは神様

の子供であるため、このすべての資源を所有し治められると

いう事実を考えたことがありますか。

　私たちはたまに、小さなことで神様に不平を言う時があり

ます。神様は私たちの父でありながら、父としての役割を果

たしていないかのように思う時があります。しかし、神様は

私たちに必要なすべてのものを用意してくださいます。ハガ

イ書 2 章 8 節を見ると、「銀はわたしのもの、金もわたしのも

のであると、万軍の主は言われる」と記されています。

　金と銀を持っておられる神様が私の本当の父であるなら、

生ける水の川
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会 

　それからお育ちになったナザレに行き、安息日にいつものよ

うに会堂にはいり、聖書を朗読しようとして立たれた。すると

預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、こう書

いてある所を出された、「主の御霊がわたしに宿っている。貧し

い人々に福音を宣べ伝えさせるために、わたしを聖別してくだ

さったからである。主はわたしをつかわして、囚人が解放され、

盲人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者

に自由を得させ、主のめぐみの年を告げ知らせるのである。」 イ

エスは聖書を巻いて係りの者に返し、席に着かれると、会堂に

いるみんなの者の目がイエスに注がれた。そこでイエスは、「こ

の聖句は、あなたがたが耳にしたこの日に成就した」と説きは

じめられた。

　イエス様がこの地に来られたのは何のためだったのか、イエ

ス様が私たちに託された福音伝道の本質的指針は一体何なのか

を、本文の御言葉は明確に示してくれています。

　第一に、貧しい者に福音を宣べ伝えることです。しかし、政

治的かつ社会的改革のための福音ではありません。福音とは文

字どおり『祝福の便り』ですが、祝福の最たるものは天国の祝

主の御霊が私に臨んだ
――	ルカによる福音書 4章 16 ～ 21 節	――

私は持っているものがないと不平を言う必要はありません。

金と銀を持っておられる宇宙的な父と一緒にいながら不平

を言うならば、これこそが、不信仰なのです。

　イエス・キリストを救い主として受け入れるならば、私

たちは救いを受けます。神様はその救われた人々のたまし

いの中に聖霊を送ってくださり、神様を父と呼べるように

してくださいます。この世の人々は神様を父と呼ぶことは

できません。異端者たちも神様を父と呼ぶことはできませ

ん。ただイエス・キリストを救い主として受け入れた人だ

けが、神様を父と呼ぶことができます。聖書に「しかし、

彼を受けいれた者、すなわち、その名を信じた人々には、

彼は神の子となる力を与えたのである」と記されていると

おりです。私たちが神様の子供となったのではなく、神様

が私たちを子とされたのです。私たちはイエス様を通して

神様から直接生まれた者です。

　イエス様を救い主として受け入れましたか。それなら、

神様は本当の父になります。肉身の父も子供のために良い

ものをもって世話してくれます。まして天におられる私た

ちの父、父なる神様はより良きもので満たしてくださらな

いはずがありません。

　窓を開けて、天と地をご覧ください。父なる神様が皆さ

んのためにすべてを用意してくださいました。神の御言葉

に従って「アーメン」と答え、信じて進んでいく人には、

すべて準備された者たちが寄って来て、神様の子供である

皆さんに仕えるでしょう。天におられる私たちの父なる神

様は、本当に良き父であられます。†
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今は個人の救いの時です。

それは、イエス・キリストの再臨による

集団的救いの日まで続くのです。

福であり、その天国を授けるためにイエス様は来られたのです。

マタイによる福音書 5 章 3 節には、「こころの貧しい人たちは、

さいわいである、天国は彼らのものである」とあります。

　考えてみてください。この世の栄耀栄華を得ている人が、天

国を求めるでしょうか。天国を求めるのは心の貧しい人たちだ

けなのです。そして、天国を求める人は、その結果として「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」なれるのです。

　イエス様が私たちを富ますために来臨されたことは、間違い

のない事実です。聖書には、「あなたがたは、わたしたちの主イ

エス・キリストの恵みを知っている。すなわち、主は富んでお

られたのに、あなたがたのために貧しくなられた。それは、あ

なたがたが、彼の貧しさによって富む者になるためである」（Ⅱ

コリント 8:9）とあり、また「きつねには穴があり、空の鳥に

は巣がある。しかし、人の子にはまくらする所がない」（マタイ

8:20）とあります。

　しかし、それ以上の祝福は、私たちが天国の市民権を得たこと、

そして、私たちの内にすでに天国が臨在していることなのです。

　第二に、囚われ人に赦免を告げることです。ここでも政治的

解放を意味するのではなく、霊的かつ精神的に自由を得ること

を表します。悪魔・悪霊に憑りつかれ、支配される苦しみから

解放することです。イエス様だけが、その代価を支払われた方

だけが、悪魔の奴隷の支配から解放することができるのです。

　第三に、盲人の眼が開かれることを告げることです。イエス

様の癒しの中で、肉的盲人に対するものが多くあります。しかし、

それ以上に大切なのは、霊的盲人を癒すことにあります。肉の

眼より、霊の眼が大事だからです。肉体の死は誰にも不可避な

ことですが、霊の眼は永遠から永遠までを見つめることができ

ます。イエス様のもとに来ない限り、霊の眼が開かれることは

ありません。

　第四に、打ちひしがれている者に自由を得させることです。

やはり、政治的かつ経済的自由のことではなく、悪魔に抑圧さ

れている者を意味します。「神はナザレのイエスに聖霊と力とを

注がれました。このイエスは、神が共におられるので、よい働

きをしながら、また悪魔に押えつけられている人々をことごと

くいやしながら、巡回されました。」（使徒 10:38）

　第五に、神の恵みの年を告げ知らせることです。旧約時代、

イスラエルでは 50 年に一度の借金免除と奴隷解放がありまし

た。同様に、アダムが失った霊的なものを取り戻すことのでき

る『恵みの年』を告げ知らせるのです。「『わたしは、恵みの時

にあなたの願いを聞きいれ、救の日にあなたを助けた。』見よ、

今は恵みの時、見よ、今は救の日である。」（Ⅱコリント 6:2）

　今は個人の救いの時です。それは、イエス・キリストの再臨

による集団的救いの日まで続くのです。†
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　今日イェシュアを信じる者たちは、すべての国と民族の中に

おいて、本来の使徒的共同体が始めた事を共に仕えながらやり

遂げるように呼ばれている。今日、私たちにも同じ大義がある。

　使徒行伝一章をもう一度見てみる。イェシュアは死から復活

された。復活から五旬節までの四十日間のあいだ、弟子達の前

に物理的に目に見える姿でご自身を現わされた。これは復活の

ゆるがない証拠であり、イェシュアから近づいて来られる時間

に関する明確な指示をされるための機会であった。（使徒 1:1

～ 11）

　ヨシュアがこれからの時間について明確に指示されること

のできる機会であった。主の御命令に含まれるおもな主題は、

『神の王国』（使徒 1:3）であった。この指示を実行する能力を

受けるため、主は彼らがまもなく『聖霊のバプテスマ』を受け

るだろうと言われた。聖霊のバプテスマは、神の王国に関して

与えられた主の御命令が実行できるよう、能力を与えることで

あった。

　しかし、弟子達は自分たちに大きな関連のある論理的質問を

イェシュアにした。「主よ、今こそ、イスラエルのために国を再

興してくださるのですか」（使徒 1:6）。この質問に対する完全

な返答を、主はされたことはない。ところで、これは今日の私

たちにも関連がある質問である。そして、それは今から始める

話の核心的論点である。

　弟子達の観点からこの問題を見てみよう。イェシュアは長く

待ち望んだメシアであり、ダビデの子孫、イスラエルの王とし

て任命を受けた方であり、さらに大いなる神の王国の王であら

れる。主は、十字架の上で刑罰を代わりに受け死なれたことで、

人類の罪という核心的問題を解決された。死から復活されたこ

- 8 - - 9 -

エルサレムの嘆きの壁

イスラエルに王国を回復される
「使徒的委任の三番目次元」

　使徒行伝は本来、使徒的共同体の活動が始まる様子が明示され

ているものだ。今日私たちもみな、彼らの足跡に従って生きてい

る。私たちが正しいことをしているのか、正しい道を進んでいる

のか確認したいならば、その根本に戻るべきである。では、初代

使徒達はどのように始め、彼らの目標は何であったのだろうか。

 ✿ 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



とにより、永遠の命、そして死を解決してくださった。

　イェシュアが十字架にかかる前に、そして復活後の 40 日の間

に弟子達に教えられたすべてを見る時、弟子達としては次の段

階、イスラエルの王国を建てた後、全世界へとその王国を拡張

することが当然のように見えていた。このように見ていた彼ら

は、半分は正しく半分は間違った見方であった。

　当時、彼らに与えられた聖書の全般的な教え（律法と預言書

に構成されたヘブライ聖書）によれば、イスラエルに王国を建

てることは最も核心的な主題であるという。イスラエルに王国

を建て、世界へと拡張していくこと、これもやはり全面的に論

理的であり聖書的のように見えた。

　イスラエルと世界のこの王国は旧約だけでなく、福音書の教

え（マタイ 1:1、 4:17、6:10、8:11、10:6 ～ 7）においても中

心となる主題である。イェシュアと数年の間ともに暮らしなが

ら彼の御言葉を聞いた弟子達は、この王国についての他の計画

があるなどとは考えにも及ばなかった。

　だが、イェシュアは聖霊に満たされる時、この地に神の王国

を建てる戦略にあって、重大な革新があるはずだとお示しになっ

た。そして、いつイスラエル地においてその神の王国が建てら

れるかは、弟子達の知る限りではないと仰せられた。――「時

期や場合は、父がご自分の権威によって定めておられるのであっ

て、あなたがたの知る限りではない」（使徒 1:7）。それより先

に起こらなければならないことがあるからである。「ただ、聖霊

があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、

ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人

となるであろう。」（使徒 1:8）

聖霊の火、福音のメッセージ、神の王国

　ここでイェシュアが話された言葉は王国の本質的価値ではな

く、それが臨むことにおいての戦略を変更するという意味であ

る。聖霊を受けた時、弟子達は彼らの内にある神の王国のすべ

ての霊的本質を受けている。――「神の国は飲食ではなく、義と、

平和と、聖霊における喜びとである」（ローマ 14:17）。そうい

う面で彼らは、五旬節の日に聖霊の火で満たされた時、イスラ

エルに神の王国を建てたことになるといえよう。

　これらは、イェシュア王国の内的本質は受けているが、その

統治の外的表現はまだ受けられなかったのであった。メシア王

国の霊は、聖霊の充満を着て、福音のメッセージを伝播するこ

とにより、イスラエルと世界の中に建てられていくのである。

これは、その王国が最初に内的に臨み、その後に外的に現れる

イェシュアの比喩と一致する。（マタイ 13 章、マルコ 4 章、ル

カ 17 章）

　聖霊の火は燃料のようなものである。福音のメッセージは弾

薬で、神の王国はしるしである。私たちは能力を持っていながら、

しるしを逃すことを望まない。能力がなく目標に向かって奮闘

するのも、望ましくない。

　神の王国がその時イスラエルに建てられるのかと弟子達が訊

ねた時、イェシュアはそうなることはないとはお答えにならな

かった。その時期がいつかはわからないとお答えになった。イェ

シュアは、イスラエルに神の王国が建てられることに関する聖

書の計画を、肯定されたのである。しかし、イスラエル王国の

回復は、福音時代の始まりではなく終わりにある。

　王がイスラエルに戻られる時、王国はイスラエルに回復され
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ちたことを悟っている。主は、イスラエル（オリーブ山とエル

サレム）にまた来られ、ご自身の地上の王国を建てられる。エ

クレシアは、イスラエルに王国がすぐに回復されること、そし

て全世界の国々に王国が建てられることを祈らなければならな

い。

　王国はイスラエルにいくつかの段階をかけて回復される。

　①民をその地に再び集められる。

　②国家と首都を新たに建てられる。

　③メシアニックの残された者たちを回復される。

　④イスラエルに復興を与えられる。

　⑤イェシュアが王として、メシアとして戻られる。

　すべての人は霊、魂、肉体の 3 つの次元を持っている。神の

王国も同様である。私たちは福音のメッセージが充満すること

を、この三次元すなわち、聖霊充満、霊魂の救いのための全世

界への伝道、イスラエルに王国が回復されること、これらすべ

てを目撃することを渇望している。使徒たちが本来受けた委任

は、三番目の要素の『イスラエルに王国が回復すること』なし

に成就されることはない。†

る。これは初臨ではなく再臨の時に起こるのである。神の大委

任のフィナーレは、イェシュアの再臨である。「あなたがたを離

れて天に上げられたこのイエスは、天に上って行かれるのをあ

なたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになるであろう。」

（使徒 1:11）

　イェシュアの弟子達はこのように予想した。

　①イスラエルの王国を回復させること。

　②その王国を全世界に拡張させること。

　イェシュアはこのように変えられた。

　①聖霊の充満を受けること。

　②全世界に福音を宣べ伝えること。

　③再臨の時に王国を建てること――イスラエルにおいて、そ

して全聖会においてである。

　神の王国は、まずは霊的かつ内的なものである。そして、次

に外的かつ国家的なものである。究極的にイェシュアは戻って

来られる。主の王国がこの地に建てられ、すべての国に平和と

繁栄が臨むようになる。そして、その首都はエルサレムになる

であろう。（イザヤ 2 章、イザヤ 9 章、ミカ 4 章、エゼキエル

40 ～ 48、マタイ 23 章、マタイ 24 章、ルカ 21 章、黙示録 20 章等）

　神の王国はまず、イスラエルの弟子達に霊的に臨み、それか

ら全世界に拡散された。この期間、イスラエルは消え去り国々

の中に散らされなければならなかった。王国のメッセージが全

世界に響き渡り、教会（エクレシア）が全世界の国々に建てら

れることになった。

　もはやこの多民族エクレシアは、イェシュアの再臨の時が満

- 12 - - 13 -



　「あなたは六日のあいだ、仕事をし、七日目には休まなければ

ならない。」（出エジプト 23:12a）

　これからいくつかの国家が理念的な混乱より抜け出し始める

であろう。ベネズエラがそのような国家の中のひとつだ。ローマ・

カトリック教徒が 92% であるベネズエラの国民たちは、社会主

義を選択したが混乱と経済没落という代価を支払い、社会主義

から抜け出るため身もだえしている。

 ✿ 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

シャロームを守ろうとするなら

　神様は六日間熱心に働き、七日目には休みなさいと仰せられ

た。キリスト教は安息日には教会に来て礼拝を捧げなければな

らないと強調するが、少数民族として世界で一番豊かで賢明で

あるユダヤ人たちの観点は若干違う。

　ユダヤのラビたちは、神様が安息日に火を焚いてはいけない

と言われたので、六千年間ほど火を焚かずに生きてきた事実を

誇っている。ユダヤ人たちは、それほど安息日を文字通り守る

ために孤軍奮闘する。神様の御言葉に対する伝統ユダヤ教信者

たちのこのような敬畏を、クリスチャンたちも学べばよいであ

ろう。ユダヤ人たちは自分たちが安息日を守ったのではなく、

安息日が自分たちを守ったという。

　西暦 70 年、ローマのためにエルサレムが陥落した以降、ユダ

ヤ人たちは全世界に散らばって生きながら、19 世紀末から 20

世紀初めまであちらこちらで疎外を受け、ぞんざいに扱われた

り差別されたりして生きてきた。しかし、ユダヤ人たちは旧約

の御言葉に従って生きながら、家庭と信仰共同体を守り通して

生き残っただけでなく、少しの機会でも与えられれば、一番多

くのことを成し遂げ通してきた。彼らは安息日に家族、信仰共

同体と共に時を過ごし、旧約聖書を読んで黙想してきたおかげ

で、2千年の極限の苦難に打ち勝ち勝利できたと信じている。

　伝統ユダヤ人たちは、御言葉から引き抜いた観点が、プロテ

スタントと違う場合がいろいろある。信仰の祖先であるヤコブ

に対して、ユダヤ人たちはプロテスタントの信者たちとは違っ

て大きな尊敬心を抱いている。ユダヤ人たちは幼い世代から叔

父ラバンの羊をヤコブが自分のものである羊のように手まめに

世話をしたように、どんなことをするにしても勤勉にしなけれ

ばならないと教えている。安息日について話をする時も、安息
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　クリスチャンは社会主義が経済システムであるだけでなく、

宗教のように世界観であるということを知らなければならない。

社会主義は、個人でなく全体が重要であって、全体のために個

人は犠牲することができるとみる理念である。

　最近何十年もの間、共産国家である中国は驚異的な経済成長

を成し遂げた。上海の華麗さはニューヨークと肩を並べて比べ

られている。しかし、ブランド品で身をまとい世界を席捲しな

がら訪れる中国人たちの子女たちは、依然として学校で『党は

両親や兄弟姉妹より重要だ』、『党に忠誠を尽くさねばならない』

と学んでいる。共産主義の中国は、絶対に党より神様を敬拝す

ることを許されない。

　社会主義は、国家が家族、信仰共同体に代わることを望んで

いる。個人が国家又共産党以外に別のどんなことにも忠誠した

り、信仰を与えたり、頼ることを望んではいない。ヨーロッパ

式社会主義の国家でも、国民たちは幼稚園から大学まで社会主

義の社会観を注入させる教育を受けなければならない。

　家族共同体と信仰共同体、そしてキリスト教の真理を崩す世

界観が、「性教育」、「人権教育」という名で実行されている。学

生たちが性に対して早く学べば学ぶほど、更に早く世界観を持

つという事実はすでに確実に現れたが、性教育年齢は低くなっ

ていっている。

　アメリカの著名なピュア・リサーチの研究によると、婚前の

性関係を持っているパートナーの数と離婚率は比例している。

婚前の性関係がなく、結婚パートナーとだけ性的な親密感を共

有したクリスチャンが、一番離婚率が低かった。性関係パート

ナー数が 20 名を超える人は、離婚しない確率が 20% 程度に過ぎ

なかった。

日を努めて守りなさいという話と共に、六日間は熱心に働かな

ければいけないと教えている。

　ユダヤ人たちは出エジプトの後に、神様を信頼できなかった

ため、約束の地に入ることができず、荒野で 40 年を過ごした。

神様は彼らに毎日マナを降り与え、彼らが着る服と靴も超自然

的に古びないように保護してくださった。神様を信頼できずに

約束の地に入ることを拒否した世代がすべて死ぬまで荒野をさ

まよいながら生きた。

　心理学者たちは、第二次世界大戦前にユダヤ人捕虜収容所か

ら生き残った人々を研究してみた結果、生きなければならない

理由、召命意識や希望を抱いた人たちが生存する可能性が高かっ

たと述べた。一年中索漠とした荒野で毎日同じ食事を摂り、同

じ服を着、同じ靴を履きながら生きなければならなかったユダ

ヤ人たちは、どんな目的と希望をもって生きたのでしょうか？

　荒野で生きようとするならば、私たちはマナと服と靴をもらっ

て命をつないでいくことができる。しかし、それより更に高い

召しと繁栄は、積極的に神様を求めながら誠実に勤勉に生きる

時に成就することができる。

社会主義を警戒せよ

　すべての権利には責任が伴う。人々は安全で平安な生活を望

んでいるため、国家という巨大な機関が親となり責任を負って

あげるという言葉に簡単に魅惑されるようだ。しかし、多くの

人々が国家にこんなに多くの責任を負いなさいと要求する時、

それくらい多くの権利を国家へ与えねばならないという事実に

対しては深刻に考えないようだ。
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　ヨーロッパの社会主義の国々の中では、このように性教育と

いう名で家族共同体と信仰共同体を崩し、キリスト教世界観を

破壊する教育が強制施行されている。ベネズエラの旧教徒だけ

でなく、ヨーロッパの国々のプロテスタント教徒も、社会主義

は個人が更に多い税金を支払う代わりに国が個人の荷を背負っ

てくれる良い制度であると同調し支持をした。

　国が自分の生活の責任を負ってくださいと要求しようとする

なら、国が自分の生活を統制するために権利も譲らねばならな

い。そのような権利の中のひとつが、宗教の自由である。デンマー

ク、ノルウェー、スウェーデンのような国々が一時は強力なキ

リスト教国家であったが、今は主日を守る教徒たちがひとかた

まりの数で、おもに老年層である。

　スカンジナビアのようなヨーロッパの国々は、中国のように

手放しで党に忠誠しなさいという教育はしないが、性教育のよ

うなプログラムを通して結婚、信仰共同体、キリスト教価値観

を破壊してきた。逆説的にもキリスト教を迫害する中国のよう

な国々では、キリスト教がリバイバルしたが、ヨーロッパのよ

うな性的な快楽追及を助長する方式で社会主義教育が行われた

国々のキリスト教は限りなく衰退してきた。

　神様は私たち各自を召してくださった。私たちはその召しを、

六日間で自分の仕事をし、七日目には休息する過程から成就す

ることができる。私たちのふたつの手で勤勉に、誠実に主に仕

え、与えられた本分を六日間尽くす時、七日目の安息に入るこ

とができる。ヘブライ語で「シャローム ( 安息 )」は、霊、魂、

肉が恵まれている状態を意味することもある。聖書は、神様の

御言葉通りに生きる時、国家でなく神様が、私たちが繁栄する

ように守って面倒をみてくださると言っておられる。†

神様は涙の祈りをお受けになった後に応えられる

　東京の 120 億ウォン (12 億円 ) の聖殿建物売買契約書を作

成した後から、苦難の日々が始まった。その多くの残金を突然

充当する当てはなかった。いくら祈っても変わるものはなかっ

た。残金の支払い (80 億ウォン ) を 1 ヶ月延期した。そして

また 1 ヶ月延期した。融資側の弁護士が最後 1 ヶ月延長する

といいながらも、次の 1 ヶ月以内に残金全額支払わなければ

契約金を返金することはできない、と通告してきた。その時、

日本人の執事一人が私を訪ねてきた。

苦難の中で建てられた
純福音東京教会

✿信仰の明文化を成し遂げますように㊴
｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会
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奇跡を起こされる。

逆境に見舞われるほど、

神の御前により低くひれ伏せねばならない

　人々は私がワシントンと東京に次々に教会を建築するのを

見て、「いとも簡単に建築する」と考えるかもしれない。しかし、

決してそうではない。すべての問題を解く方法は、結局祈りだ。

ある人々は、信仰の良い家庭で育った私を見て、このように

話す。

　「イ・ヨンフン牧師は金の匙だ。」（韓国語で裕福な家庭とい

う意味）

　これは偏見だ。私の牧会は徹底的に土のスプーンだった。

信仰の良い家庭で生まれたのは確かだが、牧会の道は決して

平坦ではなかった。難関なゲートにぶつかるたび、私は人に

頼らず神様に助けを求めた。そして祈りによってすべてのこ

とに打ち勝つことができた。私は早天祈祷をとても大切に考

えている。それは牧会者の霊性に関連する問題だ。牧会者が

まず聖霊充満を受けてこそ、聖徒たちが恵みを受けられるの

である。早天祈祷は牧会者自身の霊性訓練に助けとなる。

　一度は早天祈祷の時、交通事故にあったことがある。事故

の原因は睡眠不足だった。夕方ごとに私に電話をしてくる 80

代の勧士が一人いた。夜遅くに訪問をして家に戻って休もう

とすると、必ず電話をかけてきた。ある日は夜中 1 時半まで

通話をした。少し目をつむって早天祈祷会を導くために教会

に向かった。家から教会まで総 18 個の信号を通過しなければ

ならないが、教会に行く途中、眠くなってしまい消火栓に突っ

込む事故を起こした。体が少し不便ではあったが、急いで事

　「私が一度検討してみます。」 

　私はその間、教会建築の融資先を当たってみますと言った

人々は多くいたが、誰も融資を可能にした人はいなかったた

め、ただ軽い気持ちで「はい、お願いします」と言った。しかし、

その週に執事からまた連絡が来た。

　「先生、融資が可能なようです。」

　その方は数日の間に残金全額の融資を可能にしたのだ。

　私はその執事の娘の結婚式の司式をしたことがあった。そ

の時、参席した人の中で信用金庫の理事長がいたようだ。そ

の理事長は篤実なクリスチャンだった。日本人の執事はその

信用金庫の理事長と近い仲で、連絡をして教会の事情を説明

した。そして彼が金額も聞かずに助けようと返事をしたとの

ことだった。

　後に分かったことは、その理事長の母親が篤実なクリスチャ

ンとして生前、鳥取県に教会を奉献したことがあるそうだ。

母親が亡くなる時、このような遺言を遺したという。

　「息子よ、あなたが教会を直接捧げられなくても、教会を建

築することを助ける機会が巡ってきたら、迷わずに助けなさ

い。神様がとても喜ばれることです。」 彼は、自分の母親の遺

言を想いながら、教会に80億ウォンを迷わず融資してくれた。 

　当時の信用金庫は最大融資金額が 50 億ウォン (5 億円 ) だっ

たが、80 億ウォン (8 億円 ) を融資してくれたのである。

　神様の摂理はまことに驚異的である。一瞬にすべての心配と

悩みが消え去った。神様はいつも人を通して夢を実現される。

しかし、絶対にすべてのことを簡単に与えてはくださらない。

神様は必ず、私たちの涙と祈りと献身をお受けになってから、
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故を収拾し、早天祈祷を導いた。このように牧会は一瞬たり

とも油断できない働きだ。

　遂に純福音東京教会の聖殿を準備した。内外部を 3 ヶ月か

げて約30億ウォン(3億円)の費用でバイプまで完全に交換し、

きれいにリモデルした。新しく建てた建物のように変わった。

私たちはチョー・ヨンギ牧師先生を招いて入堂礼拝を捧げた。

　すべての聖徒が非常に感激した。本当に難しい環境の中で

立派な聖殿を準備したのだ。不可能に見えた出来事がすぐに

目の前で現実として近づいてきた。

苦難は私にとって益となる 

　逆境にぶつかるほど、私たちはより神様にすがりひれ伏し

なければならない。これは私が二度の教会建築を通して悟っ

た貴重な教えである。二度の教会建築を通して牧会に大きな

力を得た。教会を建てる際、私は殆どの謝礼金を建築献金と

して捧げた。ワシントン純福音教会を建設する時は、ヨイド

純福音教会から送ってくれた 1000 ドルの奨学金と妻の助教の

謝礼 400 ドルで勉強と生活を並行して、教会の謝礼金すべて

を教会に建築献金として捧げた。当時、私の居住地は、フィ

ラデルフィアのテンプル大学付近で家賃が月 150 ドルの地下

の一部屋だったが、電気料金がたくさん出ていると、電気製

品を使用するだけで大家が降りてきて、「別にお金を出しなさ

い」と急き立てた。

　雪が降り積もるある日、メリーランド州に住んでいた妻が私

の部屋に来た。当時妻はメリーランド大学大学院のアパート

に住み、勉強していた。大家は誰かが訪ねてくると降りてきて、

「あの人は誰なの？」と聞き、「私の妻」と答えると、ここで 1

日泊まるなら宿泊費 30 ドルを払いなさいと主張した。結局妻

は、涙を流しながら自分の家へ戻った。当時大雪で、妻が涙

を流して汽車に乗りワシントンへ向かう姿を思い出すと、今

も胸が痛む。私は苦難に遭うたびにローマ書 5 章 3 〜 4 節を

黙想する。

　「患難をも喜んでいる。なぜなら、患難は忍耐を生み出し、

忍耐は錬達を生み出し、錬達は希望を生み出すことを、知っ

ているからである。」

　牧会者にとって苦難は必ず通らなければならない試験だ。真

なるクリスチャンになろうとするならば、必ず苦難のトンネ

ルを通過しなければならない。その小さな傷が私を美しくす

る。苦難の傷は小さなモザイクとなり煌めく作品に完成する。

その当時はもちろんたくさんの傷を受ける。しかし、時が経

つと悟るのだ。神様はご自身の作品を完成させるため『逆境』

という名の過酷な道具を用いていたということを……。だか

ら私は決して金の匙の牧会者ではないのだ。†

純福音東京教会時代講壇にて
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主義とＩＭＦ時代以降だ。

　この中で老人問題の最も現実的な領域は、経済的貧困だ。経

済活動人口層から逸脱した老人階層は、他の年齢層に比べて相

対的、あるいは絶対的貧困状態を抜け出せずにいる。韓国経済

研究院が 2007 ～ 2016 年資料に基づいて「高齢化時代の世帯特

性分析と老人貧困率緩和のための時事点」に関する研究によれ

ば、特に2016年基準の老人世帯貧困率は一般世帯貧困率の約5.4

倍に達すると分析された。このような現象は最近ベビーブーム

世代を対象に、引退後に生活費を充当するために、個人的に準

備しなければならない貯蓄と投資に関する質問に、「している」

が 30.3%、「まだ開始さえ出来ずにいる」が 15%、そして「計画

がない」が 10.6% だと答えた。この数値がベビーブーム世代全

体の半分を越えているという点で、暗鬱な未来が予想されてい

る。< トソク・サンフン、高齢引退者の退職過程と引退後所得

格差 >　

　このように今後、産業化過程が高度化が進めば進むほど、65

才以上の貧困人口が全体貧困人口の中でますますその比率が増

加しつつあるということを実際に確認することができる。

　また、老人層にとって経済的貧困同様に深刻な問題の一つが、

健康問題だ。老人健康は身体的かつ精神的病気とともに、病気

にかかった老人に対する家族の世話など、複合的性格を帯びる。 

特に、老齢に伴う精神疾患として認知症、うつ病、パーキンソ

ン病、アルコール中毒、精神分裂なども増加傾向だ。このよう

に我が国が先進国型老齢人口化へと急速に進行されるのに反し、

私たちの社会の現実的対策はそれに追いつけずにいる。 　

　それなら、今からでも私たちの教会は老齢化時代に現在と未来

の老人たちが、いかにキリスト者としての人生を生きていくべき

✿ 企画｜老齢化時代、新たな召命に対する観点の転換　
     　　　チョン・ビョンイル 教授

老人貧困層の増加による問題診断

　現代社会における老人の問題は経済力、健康保護、役割の喪

失、孤独と疎外および葛藤の現象などのような共通の基本的生

存と人生の欲求を、自分自らまたは家族の努力で解決できない

状態をいう。このような老人の問題は、韓国が 2000 年に入り高

齢化社会 (65 才以上人口が総人口に占める比率が 7% 以上である

社会 )に分類されて老人生活全般にわたって現れている。

　これは医療技術の発達と共に、個人生活中心の自己実現を重

視する現代人の価値観の変化が、両世代間の間隙差で形成され

る自己空間の領域に区分されており、より一層増加されつつあ

る。私たちの社会にこのような変化をもたらしたのは、新自由

キリスト者に引退はない
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か、聖書的にその代案を提示して答えなければならない時だ。 

キリスト者たちへの新たな召命に対する観点の転換

　「だが、あなたがたは、更に大いなる賜物を得ようと熱心に努

めなさい。そこで、わたしは最も優れた道をあなたがたに示そ

う。」(１コリント 12:31)

　引退 (retire) とは、労働に対する代価である賃金が支払われ

ないので、社会的公式活動が停止する時点をいう。ところで厳

密に言うと、人間の心と体は人為的である精神的かつ肉体的な

働きの境界線が決まっていない点だ。聖書には、健康な人に仕

事を辞めなさいと指示した箇所はどこにもない。これは、神様

が私たちをこの世に残し生かされる間は、すべき仕事も付与し

てくださるという意味だ。つまり、世の中の引退は神様のため

の働き（使役）の出発だ。したがって、まず十分な貯蓄 ( 財物、

健康、知識、タラント、家庭の安定、御言葉武装 ) が必要だと

いうことである。 

　また、引退資金が充分で元気ならば、もう本格的に神様のた

めの働き（召命意識）をしてみるのはいかがだろうか ? その理

由は、世間の引退は 5 ～ 60 代全盛期以後の「社会的安全網」と

いう曲線に乗るが、キリスト者にとっては、この世にいる限り、

垂直的な上昇のみがあるからだ。ですから、私たちキリスト者は、

世的な観念によって固着されている引退概念自体に関し、自ら

の考えを先に再検討してみなければならない。 

　第一に、引退に対する考え方から転換が必要だ。

　現代社会は、人間の寿命が延びていく反面、社会的引退は早

くなっている。これに対し、多くの人々は仕事や賃金、そして

引退に関し、不安定な暮らしの現実に直面している。しかし、

引退の英語単語 (retire) は、廃車するのではなく入れ替えて再

び走り出すという意味だ。ですから、仕事を通して労働の代価

を必ず受けなければ仕事をする意味がない、という観点の転換

が必要だ。報酬を受け取れずに仕事をするのは、献身と施しと

してやりがいを持つことができる。

　また、心から喜びをもって働くことによって、健康な体と心

を維持させていけるのである。特に、神様が私たちをこの世に

残しておかれる目的があるという事実を悟るのは、信仰の人生

において非常に重要であるという点だ。したがって、心からの

引退に対する考え方の転換は、キリスト者にとっては新しい人

生の出発となれるという、確実な認識が必要だ。 

　第二に、神様が自分に与えられたタラントを育てなければな

らない。 

　神様は、私たちすべての人に、それぞれ尊いダラントを与え

てくださった。その点を信じ、自己開発を通して確認しなけれ

ばならない。自ら年を取ったと、仕事から手を引く瞬間、自信

感欠如と無気力感が発生する可能性がある。自身のできる非常

に小さいことでもしなければならない。たとえ無報酬でも仕事

をやめてはならない。昔の諺に、仕事を手放すと早く年を取る

とある。自身がしてきたことが継続してできれば良いことだが、

それが不如意ならば、他の仕事でも着実に新たに準備し、才能

を寄付しながら福音伝道の道具として用いなければならない。

　第三に、神様の仕事にたずさわるため、召命意識を持とう。

　人々は引退以後、愚痴だけを並べて恐れるだけで、新たな人
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　引退のための貯蓄で考慮する内容は、

　■平均寿命の延長により、引退後にも二～三十年のための資

金が必要だ。それゆえ、具体的に計算して計画を立てることが

必要だ。

　■引退準備はできるだけ早く始めた方が良い。

　■老後資金準備が適切になれば、それ以上貯めようとせず、

神様に対して富む者として、施すことに全力を尽くす。――「ほ

かの人々に楽をさせて、あなたがたに苦労をさせようとするの

ではなく、持ち物を等しくするためである。すなわち、今の場

合は、あなたがたの余裕があの人たちの欠乏を補い、後には、

彼らの余裕があなたがたの欠乏を補い、こうして等しくするの

である。」(Ⅱコリント 8:13 ～ 14)

　もし、過度に豊かな引退口座を維持することが賢明だと考え

るならば、愚かな金持ちが未来を楽に、なおかつ安全に生きる

ために蓄積することと、根本的に何が違うだろうか ? 神様は、

引退を含め、未来のために貯蓄することを禁じられるより励ま

しておられるが、愚かな金持ちの例で見るように『蓄積せずに

迷わずに与えなさい』と、明確な指示をされた。 

　「『愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるで

あろう。そしたら、あなたが用意した物は、だれのものになる

のか。』 自分のために宝を積んで神に対して富まない者は、これ

と同じである。」(ルカ 12:20 ～ 21) 

　聖書のどこにも、元気な人に『仕事』を止めなさいと示され

た箇所はない。世の中の引退は、神様の働き（使役）をするた

めの出発だ。したがって、十分な貯蓄 ( 財物、健康、知識、タ

ラント、家庭の安定、御言葉武装 )が必要だ。†

生を準備しようとはしない。こういう人たちにとって、過去の

世的な競争優位の体面意識は、引退後の人生において障害物と

なり得る。引退後に楽しく仕事をしたいと思うなら、誰もが認

めてくれる神の働きにたずさわれるよう、引退前に予め準備し

ておかなければならない。 

　私たちの人生は神様にかかっている。したがって、引退する

前から神様が私たちを用いられるよう、常にプランＢを準備し

ておかねばならない。明らかなことは、社会的引退を準備しな

がら、神の働きにたずさわる人とそうではない人との結果は、

神の御前に立った時に主からの報いにおいても途方もない差と

して現れる、という事実だ。

引退のための貯蓄

　引退が聖書的なのか ? どの程度のお金があれば充分なのか ?

　労働の代価を受け取らずに仕事をすることは、当然良いこと

だ。神様の働きにたずさわることや、ボランティアをすること

もできる。働く時間が減る場合もあるし、他の仕事をすること

もあるし、低賃金で働くか無報酬で働くこともあるかも知れな

い。しかし、神様は、まだ生産的な心と肉体を持つ人が、目標

のない人生を生きることを望まれない ( ヨハネ 6:27 ～ 29)。で

すから、引退後 30 年の間、夫婦が他人に依存せずに暮らせる平

均生活費を策定し、それに適した引退資金 ( 必要所有 ) を計画

することが賢明だ。そして、それ以上は神様と救済の分として

明確に計画しよう。サア！ 今からでも引退のための貯蓄は幾ら

が適切かを神様に訊ねてみよう。そして、具体的な計画を立て

ていこう。だが、過度に多くのお金を蓄積しようとする計画は

決して望ましくない。 
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　私は巡礼者だ。もちろん聖地を訪ねて参拝す

る人の意味ではない。ただヨイド純福音教会の

イ · スンレ勧士の息子なので「スンレの子」（ス

ンレイジャ＝巡礼者、韓国語で同音異義語）と

呼ばれている。どの聖会に行っても真っ先に「巡

礼者 =スンレの子」と自己紹介する。 大好きで

尊敬する母親イ・スンレ権士の息子だという事

実がとても誇らしいからだ。 

　1998 年冬、母は原因不明の病気を患っていた。

口からはよく唾が出て常にビニールバックを持

参していた。多くの有名な病院で診査を受けた

✿ 我が人生のプラス｜私の人生における最高の贈り物

私はヨイド純福音教会
イ・スンレ勧士の息子です

ユー・ジョンヒョン
声楽家、ユーチューバー
ドリームライフクラシック

が、原因は分からなかった。更年期障害だと思い、お祈りで癒

されることを願っていた。 

　ある日の未明、母は早天礼拝のため起きた。私は少し疲れて

いたが、病の母から誘いだったので車のエンジンをかけ早天礼

拝に共に出発した。当時、私の車は軽自動車よりは少し大きい

車だった。ヨイドをつなぐ橋を渡り、ヨイド純福音教会直下支

聖殿に向かって信号待ち、信号が変わり直進した。 

　しかし、大事故にあってしまった。夜明けの信号を無視した

タクシーが、私たちの車に追突したのだ。 強い衝撃を受け、そ

の瞬間、私は母がそのまま亡くなるかもしれないと思った。私

たちは左折中で補助席に座っていた母がすべての衝撃を受けた

からだ。その一瞬はとても長く感じられ、あまりに大きな衝突で、

私にはこれが母との最期の別れかもしれないと思えた。恐ろし

さで母の頬に何回もキスして、"愛してる、お母さん愛してる !"

と何度も叫んだ。

　私は車から降り、母が座っていた助手席のドアを開けようし

たが開かなかった。驚いたことに、母は事故の状況を全く理解

しておらず、早く教会へ行こうと言った。脳に衝撃を受けて、

1977 年ヨイド純福音教会に出席した年、ヨイドのマンションで母と妹と一緒に（左）
1988 年 1 月オサンリチェジャシルシル断食祈祷院での母（中）。愛する母の墓（右）
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局に一本の電話があった。「ヨイドソンモ病院へ早く来てほしい」

という電話だった。 後で分かったことだが退院を控えて MRI 検

査を行った結果、母親がこれまで患っていた病気の原因がわかっ

たのだ。脳腫瘍だった。ゴルフボールほどの大きさの脳腫瘍が

見つかったのだ。私は怖く、そして、神様を恨んだ。信仰の母、

他人を助ける母、愛情溢れる母、そして事故を起こした人さえ

も赦す天使みたいな母がどうしてこんな試練を受けるのか……。

しかし、その状況でも母は、脳腫瘍は交通事故とは関係ないこ

とだと、タクシー運転手さんにただ状況を伝えなさいと言った。

　家族の同意のもとに、脳腫瘍除去手術が行われた。17 時間も

かかる大手術だった。そこまでは問題なかった。しかし、私が

感謝の祈りを捧げるため早天祈祷に行っている間、問題が起き

た。手術した部位から出血し、医者から「そのとき」を迎える

心の準備が必要になりますと言われた。私は涙が止まらず、心

身ともに疲れ果ててしまった。そして、さらに 10 時間の脳腫

瘍手術が行われた。そして、母は話すことも呼吸すらもできず、

人工呼吸器をつけた、いわゆる”植物人間”になったのである。 

　私は学校を休学して、1 日 2 回しかできない重篤患者の面会

に病院に通った。面会のたびに、私もどんどん生きる気力が失っ

ていった。生きているが、死んでいた。20 分ほどの面会時間を

除いて、私は何もせず家で寝ていた。生きる気力も希望も全く

ない、喜びも消えてしまった。1 日 24 時間のうち、たった 1 分

も嬉しい気持ちになることはなかった。うつ状態だった。

　1999 年夏、ただ面会に通う生活を 6 ヶ月くらいにした頃、私

の学費のために購入したマンションも売らなければならない状

況になった。 保険解約の2ヵ月後に起きた交通事故だったため、

重い医療費は私たち家族みんなを苦しめた。

その瞬間の状況判断ができなかったのだ。

　当時は、まだ携帯電話がなかったため、事故現場の近くの教

会に行き、助けを求めて長老さんを探した。母は近くのヨイド

ソンモ病院に運ばれた。母は脳震盪と右足骨折、全治 16 週大け

がを負った。それでも感謝だった。永遠の別れではなかったか

らだ。 私の車’アトス’の修理見積は 328 万ウォン程だった。

どれほど大きな事故だったか分かる。 

　その事件以来、私は母の暮らしを通じて、牧師先生の 100 の

メッセージよりも感動的な愛と許し、そして福音を体験する

ことになる。一言で私の人生のプラスになった。この事件は

100％タクシー運転手の信号無視が原因の事故だった。私は事故

の瞬間、怒りでタクシー運転手に抗議した。しかし、母イ · ス

ンレ権士は「タクシー運転手は教会にも通っていないようだし、

経済的にも困っているようだ。示談金など何も受け取らず、無

条件に許してあげてなさい」と言ったのだ。 そして、私に「ジョ

ンヒョン ! タクシー運転手にお茶でも出して、できる限り優し

く話しかけなさい。これをきっかけに伝道しましょう。かわい

そうでしょう。」と言った。

　私はコーヒーを準備しながら、タクシー運転手に対する憤り

を抑えた。とても辛かった。

　あの時の複雑な私の感情をどうやって文章で表現できるだろ

うか。そして、母の言葉の通りにタクシー運転手に優しく接し、

クリスチャンとして善と愛をもって話し合いで解決した。もち

ろん一銭の示談金も受け取らなかった。 

母を通して学んだ十字架 

　ある金曜日の夜、聖歌隊の練習に真最中だった。教会の聖歌
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　全てが面倒で無気力だったある日、母の病室のドアを開けて

入った瞬間、生気のない母の顔からイエス様の顔が浮かんだ。 

私のために十字架を背負ったイエス様の顔が見えたのだ。あの

日はとても不思議だった。私は一度も考えてみなかったイエス

様が私のために死んだことを……。ところがその日、イエス様

が私のために死んだのだということが浮かびあがった。母は苦

しみの中でも、息子である私のために執り成し祈りをしている

のだと思った。6ヵ月前、事故当時に戻った瞬間だった。 

　交通事故を起こしたタクシー運転手を赦す気持ちが感じられ

た。「タクシー運転手さんに愛を、伝道しよう」という言葉が胸

に刻まれた。その日から、私はうつ状態から少しずつ抜けだし

ていった。そして、真の赦しが何なのか、神様がいう愛とは何

なのか、み言葉どおりに生きることとは何なのか、十字架を担

う人生とは何なのか、一つ一つ悟り始めた。 

　5 月は私のメンターであり、母であるイ・スンレ権士の誕生

日の月だ。私の人生のプラスは十字架、母から学んだことがま

さしくその十字架だ。しかし、これからはただ十字架を見つめ

るだけでなく、イエス様と一緒に背負う掛け算の人生を送ろう

と誓った。 

　「しかし私は、神に生きるために、律法によって律法に死にま

した。私はキリストとともに十字架につけられました。もはや

私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておら

れるのです。いま私が、この世に生きているのは、私を愛し私

のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっ

ているのです。」(ガラテヤ 2:19 ～ 20)

Dream　Life　Classic、ユーチューブチャンネル :

http://www.youtube.com/user/91joshep†

　幼い頃の私は作家にもなりたいし、記者にな

ることをも夢見ていた少女だった。 両親は安定

した職業を選ぶことを望んでいたが、私はデザ

インを専攻し、建築、インテリア、家具デザイナー

の道を歩んだ。

　イエス様に初めて出会ったのは 20代前半だっ

た。しかし、初恋の気持ちを忘れ、30年間さまよっ

た末に、50 代になってやっと人格的に神様と再

会することになった。こうして神様と再会できた

のは、真実の信仰に満ちた人々が、周りで私のた

めに祈ってくれたからであった。再び信仰の道へ

と導いてくれた多くの人々に感謝している。

✿ 我が人生のプラス｜私の人生における最高の贈り物

神様から与えられた贈り物
――かぼちゃ

キム・ジヒョン
ティーニーカボチャ代表
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　現代人の願いは、通常、第一に健康である。生活の質が高まり、

健康を最優先にする中で食べ物への関心が高まってきた。それ

で、ユニークながらもおいしい健康食を開発しようと考え、私

は三つの原則を立てた。　まず、アレルギー反応や副作用なし

に老若男女、誰でも食べることができること。第二に、誰にとっ

ても親しみがあり、なじみ深いもの。第三に、健康的な間食で

あること。その条件を満たすのがカボチャだった。

　カボチャを主原料として、様々な食べ物を作る仕事をはじ

めた。最初はブンダンという所の小さなコーヒーショップ

で、カボチャクッキーを開発した。カボチャと言えば健康の

代名詞で、カボチャの英語名である pumpkin には解毒という

意味がある。解毒とは、私たちの体内の毒性物質を毒のない

物質に変えることであり、健康には欠かせない単語である。 

　2012 年に韓国の京畿都にあるブンダン、チョンジャ洞でカ

フェを始め、以来、製品の開発に集中した。その結果、商標、

デザインはもちろん、カボチャクッキー、お茶などのレシピも

2 件、特許の出願登録をした。毎日経済 TV、MBN の「新概念カ

ボチャのデザート」と SBS の生放送紹介が TODAY にも紹介され、

今では認知度も高まっている。

ウェルビーイング (well-being)・フード、

「カボチャ形クッキー」特許

　実はカボチャを使ったおやつを作る所はほとんどなかった。

製品を開発するために、何度も試行錯誤した。 しかし、不断の

努力の末、カボチャを活用した美味しくて健康なウェルビーイ

ング・フードのレシピ開発に成功した。かわいいカボチャ形クッ

キーをメインに、多様な間食を開発し、カボチャに親しみを感

　私の人生には紆余曲折が多かった。インテリア設計の

仕事をしている時に事業の提案を受けて会社を始めた

が、残念ながら経済危機に見舞われた。複数の取引先が

不渡りを出して倒産し、私の事業においても不渡りが出

てしまった。残されたのは、借金と挫折感だけだった。 

　生活のために少しでも稼がなければならなかったため、ケー

キを作るアルバイトを始めた。仕事がつらくて疲れたときは、

パンを作りながら、いつか自分のパンカフェを作りたいという

夢を見た。

　神様の恵みにより、その後、新しい事業を始めるこ

とができた。祈りながら仕事をしたが、困難な過程を

たどり、体と心の両面で試練を受けた。苦難を通過す

る中で、神様は子供を抱いてくださるように私を保護し

てくださり、謙遜と知恵を悟るようにしてくださった。  

　神様が私に与えられた事業のアイテムは、カボチャである。

カボチャを材料に、健康によい食べ物を作ることになった。

神様が私に賜った事業アイテム
はかぼちゃだった。かぼちゃを
材料に健康に良い料理を作るよ
うになった。
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じるイメージのデザインにして、原材料だけでなくデザインの

点でも特許を取得することができた。

　カボチャクッキーの生地は、国内産のカボチャの粉と玄米粉

で作る。カボチャクッキーの中身は、カボチャの種、ひまわり

の種など堅果類をたっぷり添えて作った。可愛いカボチャ形の

クッキーは、まさにカボチャそのものでできた健康的なおやつ

だ。パンは、カボチャの甘味とカボチャのうまみに加えて香ば

しい堅果類の歯ごたえがある独特な食感で、健康とおいしさを

お客様に伝えるものとなった。

　カボチャクッキーだけではなくカボチャ飴、カボチャ薬科、

カボチャ煎餅、カボチャ茶など、数え切れないほどのカボチャ

製品を作って供給し、最近ではカボチャのマスクパックとハン

ドクリームも開発した。神様から与えられたアイディアが製品

として結実したことに、とても感謝している。原料を安定供給

できるように、忠南瑞山 (チュンナム ·ソサン )、全南高興 (チョ

ンナム ·コフン )から契約栽培のカボチャを調達している。

「宣教しなさい」という神様の御心

　神様はこの事業を通じて宣教する心を与えられた。だから私

は、カボチャ間食事業は宣教事業だと考え、収益を宣教費に使っ

ている。この人生において、分かち合いと施すことを学び、そ

れが神様の愛、隣人への愛であることを悟った。今後は、次第

に海外への地境を広げることが神様の御心である。

　そのため、国内での安定的な事業拡大と共に、海外市場の開

拓にも乗り出した。現在、ドバイや日本、中国、香港などグロー

バル市場への進出を推進している。海外市場には製品輸出はも

ちろんのこと、オフライン・フランチャイズ事業と共に、原料

やレシピ、生産機器の輸出まで直接に手がける計画だ。完成品

だけを輸出することはできるが、カボチャクッキーだけは特別

に、その場で作る楽しみと新鮮度を保つために、原材料と機械

を同時に輸出した方が良いと判断した。このため、昨年から海

外認証と商標などの特許登録を進めている。

　この事業を通じて人々に健康な暮らしをプレゼント

し、また、その収益金で魂を生かすための宣教に関わるこ

とができるため、一石二鳥のよい仕事だと思っている。  

　イエス様は、「時と時期は、主がご自己の権限におかれたから、

あなたの知ったことではない」とはっきりと言われた。私たち

に与えられたことは、ただ、与えられた現在を神様の御言葉に

従って誠実に生きることだ。もちろん、今日、御言葉に従って

生きるのも、私たちが自分の力でできることではなく、聖霊の

力によってできるのである。

　聖霊様が臨んでこそ、人々は未来を望むと同時に、今日の暮

らしの中で神様の側に立って生きていける。神様が私に任せら

れた事業を通じて、従順に宣教する人生を生きていきたい。 シャ

ローム !†

2016 年大韓民国世界女性
発明大会で銀賞を受賞
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　開拓初期には献身された礼拝伴奏者がなく、困難を経験した。

ピアノ専攻をはじめ、音楽を専攻した知人は周りに多かったが、

いざと教友となって一緒に仕える状況ではなかった。みんな責

任を持って仕える教会があったからである。代わりに人脈を通

じて週ごとに所謂「ゲスト伴奏者」を招待した。毎週、毎週礼

拝をささげるたびに新しい伴奏が来て礼拝に仕えてくれたのだ。

　そんな中、友人であった「神の恵み」の作曲家、シン・サン

ウ信徒が伴奏者として仕えするため訪ねたが、そのまま教友と

なるとっても恵まれる出来事があり、相次いでジャズピアニス

ト、イ・ジヒョン信徒も共に教友となって仕えてくれる祝福を

うけるようになった。一目で、すべての信徒の数を数えられる

ほど小さな開拓教会に実力のある音楽家たちが伴うおかげで聖

①教会全景 ②教会
創立 4 周年感謝礼
拝後、全聖徒と一
緒 に ③ 主 日 の 午
後、和音聖歌隊の
練習時間、全聖徒
が聖歌隊だ
④ 主 日 の 昼 食 時
間、 担 任 牧 師 が
祈ってから共に愛
餐を分かち合う ⑤
地域住民のための
和音音楽会 ⑥ソウ
ルモテト合唱団の
特別賛美

　大学時代に音楽を専攻していたわけで「和音」という言葉は、

私に非常に馴染みのある用語である。しかし、長い時間を回り

込んで牧師の道を歩き、教会を開拓することになった頃「和音」

という単語と再び深く直面した。神の言葉と調和をなす生活の

幸福と多様な個性と事情を持つ信徒の間の調和が「和音」とい

う言葉に込められた意味と適切で似合うと思った。なので、初

めて伝道師の働きを始めてから、16 年の間ずっと仕えてきた「ナ

ンポ教会」を離れ、教会を開拓した時「和音ナンポ教会」とい

う名前で牧会を始め、もう 4年がいる。

　開拓メンバーの教友の会社のオフィスで最初の礼拝をささげ

た事を始めに、私たちの教会の物語が始まり、備えられた礼拝

所（松坡区風納洞：ソンパグプンナプドン）に移し牧会している。

教会の本質と原理は福音と共同体性にあることを認識し、礼拝

と御言葉、祈りと宣教、奉仕と養育に重点を置いている。礼拝

を通し神を経験できなければ、信者として生きていく真の祝福

と誇りと栄光を逃して生きていくしかないので、礼拝に臨む信

徒の姿勢が、その恵みを慕い求める者になるように導いている。

✿ 牧会の香り
ノ・ソンハン	牧師、和音南浦教会

「和音」で
交わる共同体
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日の午後は信徒全員を参加するようにし、全信徒の聖歌隊化を

実現した。すべての聖歌隊員になって賛美を練習し、聖日礼拝

には信徒のみんなが聖歌隊員として講壇前に出て賛美をした。

会衆席には誰もないので、自然にただ神だけを見上げ賛美する

特別な恵みを経験した。たまに教会に初めて来て礼拝に参加し

た信徒だけが聖歌隊が賛美する瞬間に一人だけ座って賛美を聞

く珍しい風景も起きたりした。

　小さな礼拝室が、小規模の音楽会をするには適した響きがあ

り、毎年、地域住民のための音楽会を開いている。まだ教会で

用意したイベントだと、それが音楽会だとしても、ある種の抵

抗感を覚える雰囲気があり、期待するほどではないが、着実に

続いていくと、地域住民のための小さな仕えが花を咲かせる時

が来ることを期待する。

　礼拝と御言葉を通して信仰生活を励ましながら牧会している

が、様々な生活の中で出会う、それぞれの問題のせいで困難を

経験する教友たちと常に向き合っている。不安と懸念、失望と

挫折を吐露したりもする。人格的に尊重し、慰めることが役立

つこともあるが、最終的には神の言葉と伴う聖霊の働きが問題

を克服するための鍵であることを毎回経験する。

　なので御言葉で勧め、恵みを与えてくださるよう祈りながら

進むと、神は共同体が共にささげる礼拝の中で、恵みを受けら

れる明確な証拠を与えてくださるから今日の生活の問題で困難

を経験する教友を御言葉で仕える牧会者の使命をなによりも大

切に感じざるを得ない。良い結果で手術を終えた医師の心のよ

うに、炊き立てのご飯を食べさせる母の心のように、一人の命

と魂のために持つ心は同じである。蘇生し満足するほど助ける

心である。

一つになる教会

　地上に建てられた教会であれば、どこでも同じでしょう

が、私も主の恵み以外に説明することはできない瞬間、瞬

間を送っている。何よりも、神が与えられる心で共に働き、

早天祈祷会に出て連れ立ち、昔教えていた思い出から訪れ

て参加した人、普段行かない道をたまたま通って出会った

大事な人たちがいるからである。送られてゆだねられ、そ

して同行する教友を観言葉で仕えていくことは何にも変え

られないほど大切である。

　副教役者生活をいくら長くしても、担任牧会 1 年とは比

べられない。責任の重さが違う。選択や決定を誰かになす

りつけ、押し付けることができない担任牧師の立場が与え

る重さがあるからである。しかし、重大な責任を感じるか

らといって、いつも適切な選択ができるわけではない。振

り返ってみると未熟さが見える。それでも、その未熟さを

満たす信徒たちの献身と愛があり、そのすべてを良い実と

結ばせる、神の恵みの介入があるゆえ、教会はこの地に向

け、神の国としてその根を下ろし、香りを放ち、音を発する。

　教友たちにいつも言っている。「和音」は決して一人で

は作ることができないものであることを強調する。2 音以

上が必要であるように、教会が共同体としての原理を逃さ

ないように勧めている。また、「和音」は必ず根音を基に

作られるように、福音と伴わない人生は、決して美しい人

生の音を出すことができないので、どんな状況でも、イエ

ス・キリストの福音を深く考えるように導き、任された牧

会の現場を守っている。ハレルヤ！†
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　プロテスタントでは死後の世界を天国と地獄に見ている

が、カトリック教会ではその中間に煉獄（Pugartory）があ

ると主張する。それは外典であるマカバイ記上下 12 章 43

～ 46 節に根拠する。

　「実に死んだ人達の蘇りを希望していなかったら、死者の

達に祈ることは無益な、空しいことであったろう。彼は敬

虔に眠りに入った人達に、素晴らしい報いが準備されてい

ると考えていた。これは聖い信心深い考えである。その為に、

彼は死者の為の償いの生贄を捧げ、罪から解き放とうとし

た。」（マカバイ記下 12 章 45-46 節 _ バルバロ訳）

 　カトリック教会では、この二つの箇所、つまり『死んだ

人たちの復活』と『死んだ者たちのために祈ること』は、

死後にも救いがあるからだという。

　ここで煉獄とは天国と地獄の中間場所の概念だ。この煉

獄に行く人たちは、小さな罪を犯した人たちと、罪の赦し

を受けてはいるが罪に対する捕贖を完全に償われてない霊

魂が十分に浄化され、神の国に入るときまで懲らしめの鍛

錬を受ける、一種の浄化と練達の場であるという。

 

私たちが守り抜くべき本来の教え

　その根拠として、外典であるマカバイ記下 12 章 43 ～ 46

節を引用している。また、新約聖書においてもマタイによ

る福音書 12 章 32 節を根拠する。「また人の子に対して言い

逆らう者は、ゆるされるであろう。しかし、聖霊に対して

言い逆らう者は、この世でも、きたるべき世でも、ゆるさ

れることはない。」（マタイ 12:32）――この箇所の「きたる

　カトリック教会で使っている聖書は、新約はプロテスタ

ントのように 27 巻であるが、旧約は 7 巻がより加えられ、

46 巻を使用している。それは、トビト記、ユディト記、マ

カバイ記上下、知恵書、集会の書、バルク書だ。この外典

は、教皇であるタマソの指示によって、ジェローム（Jerome）

が翻訳したラテン語聖書であるウルガータ（Vulgate）が、

カトリック経典として使われたことに根拠する。

✿ 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 

なぜ
カトリック教会では
煉獄説を主張するのか？
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べき世でも」という御言葉が、煉獄を意味する言葉である

と解析する。 

　それだけでなく、この煉獄説は東方正教会とイギリスの

聖公会も信じているという点を、煉獄説の主張に含ませて

いる。ルターも初めは、経典に付録として外典を盛り込み、

イギリスも初めはその慣例に従ったことがある。驚くこと

は、1611 年に発行された最初の欽定訳では、外典を含ませ

たりもした。

　しかし、教理は聖書に明確に言及されていなければ受け

入れられない、というのがプロテスタントの立場である。

もちろん、文学的な面において、外典は美しい詩や知恵の

ある風刺、特にスザンナ、デステル、ユディトのような、

女性に関する言及が優れている記録だと見なされる。にも

かかわらず、私たちがキリスト教の歴史を見ると、現在の

教会が多くの点において、主イエスと使徒たちの本来の教

えから外れた点を見出すことができる。教皇制度や教皇の

無謬説にしても、66 巻の正典以外に外典を盛り込み、煉獄

説のような根拠もない教理を作り出したのは、私たちが悔

い改めて改革すべき点である。†

✿ 愛｜希望

私は夢と幸福の
デザイナーです

イ・スンヒ牧師 牧師、自己開発作家

　イ・スンヒ牧師は、青州（チョンジュ）看護学校大学で看護博士、

韓国開発員で福祉学問学士を取得。ソウルで市立病院と保健所及び

末期がん患者をケアするホスピスと病院などで勤務した。現在、教

会や教育院で認知書やホスピス、公衆保健学や衛星管理など、健康

に関する講義をし、合間に健康コンサルティングとコーチングを進

行する。また、一級健康カウンセラー、青少年たちの進路コーチング、

真理カウンセラー、幸福コーチング、成功学講師として活動中である。

 

イ・スンヒ牧師の最近発刊された本を紹介する。＜ただ私だけ

の夢の名作を作り出そう＞という自己開発書だ。本当に反応が

熱い。発刊して一週間余り、話題の図書として選定された。
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 　彼女は、子どものときから病気がちの母親を見て、看護師に

なろうと看護学校へ進学した。ソウル市立病院で看護師として

働く時、ドイツ派遣看護師募集に応募してドイツへ行こうとし

たが、母親の反対で行けなかった。

 　「母は、外国に行くことを許しませんでした。子どもと遠く

離れることを嫌がったのです。しかし、しばらく経てから私は

中東のサウジアラビアへと旅立ちました。王族たちを治療する

病院で婦長看護師として 1 年間勤務し戻ってきました。思い起

こせば、辛い時もありましたが、同僚たちと共に隠れて密かに

礼拝を捧げながら、笑った

り泣いたりした良い思い出

づくりの時間でした。」

　韓国に戻って、彼女は保

健所で働くようになり、主

日に定着して礼拝を捧げら

れる教会を探していた。

 　「サウジアラビアにいる

ときに、建設会社の方たちが韓国から持ってきたチョー・ヨン

ギ牧師先生の説教テープをもらい、その説教テープを聴きなが

ら礼拝を捧げたりしました。私は長老教会で信仰生活を始めた

ので、純福音教会に変わっても大丈夫か心配でした。しかし神

様は、教団が重要ではなく神様に会うことが重要だという心を

与えてくださり、純福音教会に出席するようになりました。」

 　彼女は、教会に登録するとすぐさま、教師大学や徹夜礼拝、

祈祷院礼拝など、すべての集いに参加しようと努めた。その熱

心がヨンサン神学院へと導き、神学を学ぶに至った。彼女は後

に伝道師となり、14 年間教役者として働いた。

　「本の題名が気に入って購入した人が多いと聞きました。夢は

与えられるのではなく、作っていくものだという言葉が、人々

に共感を呼び起こしたと思われます。本を書いたときは、周り

から多くの援助を受けました。神様が素晴らしい人たちに出会

わせてくださり、うまくいくようにすべてを導かれたので、多

くの読者に出会っています。本当に感謝です。」

 　彼女は、忠北（チュンブク）の田舎町で生まれた。9 男 3 女

中二番目の娘である。一番上のお姉さんとイ牧師との間に五人

のお兄さんがいたが、小さいときにみな、病気で早くもこの世

を去ってしまった。

 　「母は兄を失った悲しみに耐えらえず、いつも健康が良くあ

りませんでした。父は、息子を失ったのは母のせいだと思って

いるようで、お酒を飲むと大声で怒鳴ったりしました。」

 　15 歳差の一番上のお姉さんは嫁いでしまい、小学校高学年

となった彼女は、母のために家事を手伝わなければならなかっ

た。しかしある日、近所の知り合いの先輩の勧誘で教会に通う

ようになった。特別な遊び施設もなかった田舎町で、教会に行

けば教会学校の先生と牧師先生が可愛がってくれたので、熱心

に教会に出席するようになり、祈り方も学んだ。

 　「私は神様に、母を健康にしてくださいと祈りました。また、

弟も欲しいですと切に祈りました。このときの小さな子どもの

切なる祈りを神様は聞いてくださったのです。母の健康が癒さ

れ、末の弟も生まれました。暗黒のように暗かった我が家は、

ようやく人の住む家らしく和睦な家庭に変わりました。」

 　当時田舎では、女の子は殆ど中学に出してもらえない時代

だった。しかし彼女は、小学校の時から学校の成績が優秀だっ

たので、中学校、高校へと進学することができた。
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 　「2000 年度に仁川チャクジョン洞に『夢のある教会』を開拓

しました。大きくはないですが、訪問する人はみな、『教会が本

当にきれいですね！』と言われるほど、インテリアが良くでき

ていました。次の世代を育成ために夢を持たせ、学生たちのた

めの学習も取り入れながら、リバイバルのために最善を尽くし

ました。ところが思っても見なかったことが起きました。ビル

のオーナが心を変え、自分が使うから教会を開けてほしいと言

われました。賃貸の建物に多くの費用をかけてインテリアをし

たので、大きな損失を出しました。涙で建てた教会なのに、本

当に胸が痛みました。5 年間、苦しくて辛い思いをしましたが、

私はこの時、教会を建てるよりもやめるときが何倍も辛いこと

がわかりました。」

 

人生を再設計する 

　彼女はしばらく絶望に陥っていたが、再び立ち上がった。新

たに使役方向を変え、自分ができることから始めた。合間あい

まに勉強して資格を取って置いた彼女は、現在一人で多役を担

う人生を生きている。

 　「私は現在、夜には療養病院で看護師として働いています。

昼には教会や教育院で認知症とホスピス、公衆保健学や衛生管

理など、健康に関する講義をし、また健康コンサルティングや

コーチングも進行しています。更に、カップルマネージャで一

級結婚相談師、青少年の進路コーチング、真理カウンセラー、

そして幸福コーチングと成功学講師として活動中です。結婚相

談師の資格を取るようになったのは、私が仲人して結婚すると、

そのカップルは祝福を受け、両系の家も仲良くなりました。そ

ういう場合が多かったので、周りの人たちから仲人を頼まれま

した。それなら結婚相談師の資格を取って置いたほうが良いの

ではと思い、勉強しました。」

 　イ牧師は、特に健康に関心が多い。使役のために、自身を顧

みずに前だけを見て走り回った時、体が崩れる経験をしたから

だ。

 　「私が 30 代後半から 40 代初に健康が良くありませんでした。

高血圧、脂肪肝、高脂血症、耳鳴りなどの病名がいつも付き惑

いました。その時、多くのものを学びました。針治療を勉強し、

お灸も学びました。スポーツマッサージもその時に習いました。

学んだ技術を自分の体に適用し、肯定的な思考を持って祈るう

ちに徐々に健康が回復されました。私は今 71 歳ですが、ルーペ

なしでも細かい字が読めます。そして、まだ白髪染めをしてい

ません。歯も全部自分の歯です。健康の祝福を受けました。こ

のような私の経験と技術を、病んでいる人たちのために分け合

いたいです。」

 　イ・スンヒ牧師の夢は、都心から少し離れた所にヒーリング

センターを建てることだ。すべての計画を立て、神様の時と方

法を待ち望みながら祈っている。

 　「一階は自然治癒、代替医学・医療器具などのあるヘルスコー

ナーを建てる予定です。2 階には伝統茶や漢方茶を飲みながら

本が読めるブックカフェを計画しています。3 階には礼拝室と

講義室、セミナー室、祈祷室を設け、いつでも霊性訓練ができ

る空間を造る予定です。4 階は健康グルメのあるレストラン、5

階は宣教師や外部のお客様のためのゲスト・ハウスを設け、憩

いと安息を与える空間を造るつもりです。神様から賜ったダラ

ントを隣人に仕えることに、もっと用いられるようになること

が私の目標です。」
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　試練と逆境の中で、夢がなく生きていく青少年たちに、夢を

現実に作り変える過程を具体的に提示し、自身の人生において

模範を示すイ・スンヒ牧師。自分が経験したものと学んだもの

を通じて得た知識を、人々に分け与えるために今日も招かれた

場所へと向っている。＜文＝キム・ソンホン、写真＝ソン・ビョ

ンヒ＞†
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