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聖霊様の慰めが
必要です

私を抱き上げてくださる主
イ・ヨンフン 牧師

　　
19 世紀のアメリカで復興運動を主導したムーディー (D.L.Moody,1837
～ 1899) に 福 音 を 伝 え た、 ヘ ン リ ー・ ム ー ア ハ ウ ス (Henry 
Moorhouse,1840 ～ 1880) 牧師の話です。

ヘンリー牧師には、小児麻痺で体の不自由な可愛い娘がいました。彼
女が七才の時のことです。小包を持って二階に上がる父ヘンリーを見
上げながら、娘は「パパ、私がその小包を持ってあげましょうか？」
と言いました。ヘンリーは体の不自由な娘に、「ミニ、あなたがこの小
包を持ってどうやって階段を上がれるの？」とききました。すると彼
女は、「私がパパの小包を持って、パパは私を抱っこして行けばいいで
しょう」と答えました。

信仰生活もこれと同じです。多くの聖徒がイエス様を信じていると言
いながら、予期せぬ苦難が訪れると、いとも簡単に心が折れて落胆し
ます。しかし、苦難の夜が来ても、変わらずに私たちと共におられる
主を思い出さなければなりません。メソジストの創始者ウェスリーは、
この地における最後の瞬間に、このように告白しました。
 

「この世で最も良いものは、神が私たちと共におられることだ。
(The best of all is God is with us)」

イエス様は、今日も私たちに「すべて重荷を負うて苦労している者は、
わたしのもとにきなさい。あなたがたを休ませてあげよう」（マタイ
11:28）と仰せられ、私たちを抱いて歩まれます。人生の辛い瞬間にも、
主が私たちと共におられることを思い出すならば、私たちは苦難の中
でも感謝することができます。すべてのことを主幹なさる主を全面的
に信頼し、絶対肯定の信仰をもって進めるように願います。苦難が共
に働いて益に変わり、今よりさらに良い人生が、私たちに近づいて来

るはずです。†

　今日ほど慰めが必要な時代はありません。昔、農耕生活をし

ていた時は、隣人同士が顔を合わせ、よく会うことができ、人

格的な関係を持つことができました。隣の家が苦難に遭ったら、

周りの人々が訪ねて慰めて、不幸に出会ったら、みんなで協力

して解決しました。しかし、今日は産業化時代です。産業化時

代は人間までも商品化される時代です。人格的に相手するより

は、その人がどれほど価値を持っているかで判断します。日常

生活の中で慰められない人は、ノイローゼのような精神的な病

で苦しみます。多くの薬の中でも神経安定剤がよく売られてい

るほどです。

✿ 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 

　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。

それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず、知

ろうともしないので、それを受けることができない。あなたが

たはそれを知っている。なぜなら、それはあなたがたと共にお

り、またあなたがたのうちにいるからである。わたしはあなた

がたを捨てて孤児とはしない。あなたがたのところに帰って来

る。もうしばらくしたら、世はもはやわたしを見なくなるだろ

う。しかし、あなたがたはわたしを見る。わたしが生きるので、

あなたがたも生きるからである。その日には、わたしはわたし

の父におり、あなたがたはわたしにおり、また、わたしがあな

たがたにおることが、わかるであろう。

　3 年半の間、イエス様と共にいた弟子たちは意気揚々とし、

どんな状況でも勇気百倍でした。しかし、イエス様が十字架に

架かられ死なれたときから、意気消沈し、不安と恐れに苛まれ、

屋根裏部屋に閉じこもるしか術はありませんでした。人は、誰

かの助けがなければ生きられない軟弱な存在だからです。ゆえ

に、イエス様は、父にお願いして別の助け主を送ってくださる

と約束されたのです。

別の助け主
――	ヨハネによる福音書 14 章 16 ～ 20 節	――

　とりわけ都会では隣人同士が知らないため、どのような悲し

みと困難があるか知らない場合が多いです。角が立って、互い

に分離された社会で生きている間、私たちは聖霊様の慰めを痛

感します。特に私たちの力では到底担いきれない難しい状況に

処した時、聖霊様の慰めが必要です。聖霊様は私たちを慰めて

くださる方だからです。

　私たちは耐えられない苦難に処した時、孤独感に落ちている

時、病で苦しんでいる時、聖霊様は私たちのところに訪ねてきて、

慰めてくださいます。今日のように産業化して、都市化した社

会で、私たちを暖かい人に作ってくださる方は聖霊様のみです。

ユダヤとガリラヤとサマリヤ教会が、聖霊様の慰めでより多く

の聖徒たちを得たように、今日私たちの生活が聖霊様の慰めを

通して、更に富んでより充満な愛を所有することができます。

聖霊様の慰めを受ける人は隣人に慰めを与えます。そのような

人がいる場所はいつも慰めと平安があります。皆さんが行く所

どこでも、そこに聖霊様と一緒に行ってください。隣人を失っ

てしまった皆さんの隣人に、聖霊様の慰めをプレゼントとして

ください。今日も聖霊様は皆さんと一緒に働くことを願ってお

られます。†

趙  鏞基 
ヨイド純福音教会元老牧師
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　『助け主』とは、助けるために共におられる存在をあらわしま

す。イエス様は最初の助け主として人となってこの世に来られ

ました。弟子たちは、イエス様と共に暮らしたのですから、毎

日が感動であり、喜びであったことは言うまでもありません。

しかし、そのイエス様が十字架に架かり、この世を去ると告げ

られたときから、弟子たちは失望し、落胆し、最後はイエス様

を捨てて逃げてしまいました。「しかし、わたしはほんとうのこ

とをあなたがたに言うが、わたしが去って行くことは、あなた

がたの益になるのだ。わたしが去って行かなければ、あなたが

たのところに助け主はこないであろう。もし行けば、それをあ

なたがたにつかわそう」（ヨハネ 16:7）と聞いても、弟子たち

には理解ができませんでした。人となって来られた以上、離別

するしかないという道理を悟ることができなかったのです。「よ

くよくあなたがたに言っておく。わたしを信じる者は、またわ

たしのしているわざをするであろう。そればかりか、もっと大

きいわざをするであろう。わたしが父のみもとに行くからであ

る」（ヨハネ 14:12）と聞いても、全く意味がわからないかった

のです。

　『死ぬまで主について行く』と言ったペテロでさえ、三度も

主を否定しました。ほかの弟子たちを含め、主を裏切った罪責

感と挫折感はどれほど大きなものだったでしょうか。もはや立

ち上がる勇気など残っていませんでした。三日目にイエス様が

よみがえった後、40 日の間、多くの人にご自身を現わされまし

た。その間、ようやく勇気を取り戻すかに見えた弟子たちでし

たが、イエス様が昇天すると、また、屋根裏部屋にこもる生活

を始めました。人間的恐怖や不安を拭い去ることができなかっ

たからです。しかし、彼らはイエス様が約束された聖霊を受け

るために祈り始めたのです。そして、10 日後、大きな風の音が

したと思った瞬間、炎が舌のようにわかれて 120 人の門徒一人

ひとりに降った瞬間から、彼らは一切の怖れから解放され、大

胆に出て行って神の国の福音、復活されたイエス・キリストを

宣べ伝え始めました。ペテロに至っては、一日に五千人、三千

人が悔い改めて信仰告白をするほどの奇跡を体験しました。彼

らは、エルサレム、ユダヤ、サマリヤの全土、更に地の果てま

で行ってイエス・キリストの証人となり、殆どの弟子たちは殉

教し、その後ローマ帝国をキリスト教国家に変える原動力となっ

たのです。これが、別の助け主、聖霊の御業であり、御力です。

軟弱な者が揺るぎない証人となり、病を癒し、悪霊を追い出し、

神の国の実を豊かに結ぶ使徒となることができたのは、すべて

聖霊様による働きでした。

　「万軍の主は仰せられる、これは権勢によらず、能力によらず、

わたしの霊によるのである」（ゼカリヤ 4:6）とあるように、私

たちも聖霊様を認め、歓迎し、もてなし、すべてを委ねること

により、聖霊様と同行しなければなりません。聖霊の感動なしに、

信仰を守ることはできません。形式的かつ儀式的信仰は、試練

と患難の前で挫折します。聖霊様抜きの信仰生活は有り得ない

のです。その聖霊の炎を絶やさないように、常に祈り、御言葉

を学ぶのです。「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）

　聖霊様と共に歩み、その力を受けて、神の恵みの福音を宣べ

伝える皆さんでありますよう、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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　「愛する者たちよ。あなたがたを試みるために降りかかって来

る火のような試錬を、何か思いがけないことが起ったかのよう

に驚きあやしむことなく」（Ⅰペテロ 4:12）

　最近、アジアを訪問してきた。その夕暮れ時、あるパン屋の

前を通っていると、パンを焼く美味しそうな香りが漂ってきた。

母がオーブンでパンを焼く時、厨房いっぱいに立ち込めた香ば

しい香りと同じだった。私は、しばらくそのパン屋の前に立ち

止まり、懐かしく母のことを想い出していた。

　母は祈る人だった。夜が更けるまで祈っていた。家事をしな

がら祈り、涙を流していた。キリスト者として成熟するなかで

私は、両親が教会を開拓し、激しい霊的戦争と厳しい代価を払

われたという事実を理解することができた。

　母がそのように涙を流して執り成し、一生懸命に宣教用品を

作り送っていた宣教師の子どもは、今やアフリカで数百人をキ

リストに導く大いなる働きにたずさわっている。彼は、自分の

両親が中国宣教師として仕えながら経験したことを本に綴り出

版した。その本の中に、「中国が共産化される前に、神様は中国

の 10 代の幼い子どもたちを天国に昇天するようにし、中国にキ

リスト教の大迫害が起こり、後に大リバイバルが起こるであろ

う。その子たちの中に一部は殉教し、一部はリバイバルの主役

になるであろうと啓示が与えられた」という内容があった。

　母は天国で、ご自分が執り成した中国のキリスト者たちと共

に祝祭を催していたであろう。キリスト者として、宣教師として、

牧師として生きながら、苦難は私にとっても身近な友であった。

特に、新しい働きが始まる前には、火のような試練を通過しな

ければならなかった。

 ✿ 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

砂漠に咲く小さな花たち
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あやしいことだと思わないで祈らなければ――

　1980 年代、福音を伝えるため、シリアに行った時のことだ。

私を招待してくれたソ連の地下教会教徒たちは、アメリカで楽

に信仰生活を送っているアメリカ人が、一体私たちに何の話が

あるんだろうかというような、あまり気が乗らない表情で私を

眺めていた。私は彼らに、自分が経験した迫害や、キリストに

仕えながら支払わなければならなかった代価について説教した。

説教を終えると、彼らはアメリカのキリスト者も苦難を経験し

ながら生きているとは、思ってもみなかったと言った。

　私は宣教地で多くの人に会った。彼らと一つにならせるのは、

世界の覇権国家としてのアメリカではなく、私が経験した苦難

と私の弱さである。

　私の父と母は試練を恐れなかった。飢饉と苦痛はキリスト者

が経験してはならない、あやしいものだとは思わなかった。火

の試練を通過することを当たり前のように思っていたからか、

父と母は苦難の前で躊躇しなかった。

　ふたりはこの地を永遠の住み家とは思わず、永遠の都に向かっ

て一歩一歩、歩んでいく巡礼者だった。この世のものが揺れ動

き消え去っても、ふたりは揺るぐことなく、天のエルサレム聖

殿の救いの角を固く掴み、耐え忍んで勝利していたようだ。

　私はアジアの小さな都市のパン屋の前で、今やアジアの国々

が経験している、そしてこれから経験するはずの試練を、アジ

アのキリスト者たちはあやしいものだと思わず、私の母のよう

に耐え忍び勝利するように祈っている。

　アメリカが滅びつつあり、もう回復の見込みがないかのよう

に見えた危機の時期は何度もあった。しかしその都度、主は私

に『わたしが統治しているのだ』と仰せられた。そして、その

ような状況を突破できる指導者を送ってくださった。

　アリゾナの砂漠、そんな熱い砂漠からいかにそのような小さ

な、美しくてよい香りの花が咲くことができるだろうか？　火

のような試練を勝ち抜いた私の母のような小さな者の祈りが、

中国のリバイバルの一粒の種になったように、アジアの私の小

さな兄弟姉妹たちの涙の祈りが、災いを祝福に変えていけるよ

うに祈っている。

　ヒゼキヤは、大預言者イザヤから「あなたは死にます。生き

ながらえることはできません」という預言の言葉を聞き、神様

に助けてくださいと激しく泣きながら祈った。神様はヒゼキヤ

の祈りを聞き入れてくださり、イザヤの預言を廃し彼の命を延

長してくださった。いかなる状況においても祈りをもって前進

するなら、状況は逆転するのである。†

アリゾナの砂漠、そんな熱い砂漠からいかにそのような小さな、

美しくてよい香りの花が咲くことができるだろうか？　

火のような試練を勝ち抜いた私の母のような小さな者の祈りが、

中国のリバイバルの一粒の種になったように、

アジアの私の小さな兄弟姉妹たちの涙の祈りが、

災いを祝福に変えていけるように祈っている。
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　使徒パウロは、「御子は、肉によればダビデの子孫から生れ、 

聖なる霊によれば、死人からの復活により、御力をもって神の

御子と定められた私たちの主イエス・キリストである」（ローマ

1:3 ～ 4）と、イェシュアに関する福音を紹介します。

　私たちは、イェシュアがダビデの子孫であることが神の御子

であることより重要なのかと、質問することができます。しかし、

彼は神の御子でありながらダビデの子孫であることが、本質的

要因です。彼は、神性と人性の両方をお持ちであります。

　神でありながら人であるイェシュアは、神と人との間の橋に

なられました。（Ⅰテモテ 2:5）。人類に向けられた完璧な神の

啓示です（第一テモテ 3:16）。人間の運命における、究極的で

完璧な原型です。（コロサイ 1:15）。神の完璧な似姿として、す

べての人が彼の姿に創造されました（創世記 1:26）。完璧な人

間であったイェシュアは、大祭司でありながら贖いの生贄であ

られます（へブル7:26）。イェシュアを万有の中心とさせるのは、

人性と神性の結合です。

　人間的次元からみれば、イェシュアはアダムの子です。『人』

『土』そして『アダム』は、ヘブル語ですべて同じ語源アダム

、から出てきます。イェシュアは『人の子』と呼ばれましたがאדם

この呼称は『アダムの子』として見ることもできます。アダム

の子であるイェシュアは、この地の所有者と管理者の役割にあ

ずかります。（詩編 115:16）

　イェシュアはまた、アブラハムの血統であられます。約束の

地の相続に関する神の御約束は、アブラハムと彼の『種（子孫）』

に対するものです。その子孫とはイェシュアとユダ民族、すべ

てを意味します。『土地』を意味するへブルの単語は、アレツ

です。この単語には二重的意味があります。イスラエル（カארץ

ダビデの子イェシュア
 ✿ 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

イスラエルの賜物と召命は何ですか？ 使徒パウロは、ローマ人への手
紙 9 章 4 ～ 5 節で一部を列挙しています。「彼らはイスラエル人であっ
て、子たる身分を授けられることも、栄光も、もろもろの契約も、律法
を授けられることも、礼拝も、数々の約束も彼らのもの、また父祖たち
も彼らのものであり、肉によればキリストもまた彼らから出られたので
ある。」 ユダ民族の救いのために祈る時、イスラエルと教会、すべてに
向けられた神のご計画に対する啓示が、より多く与えられるでしょう。
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ナン）の地、または『地球』を意味するものです。

　アブラハムに『土地』を約束された時、神はアブラハムの肉

の子孫であるユダ民族にイスラエルの土地を与えられました。

しかし、またアブラハムの信仰の子孫であるすべての異邦人に

も残りの土地を与えてくださったのです。土地という遺産に関

するすべての約束は、まさにその子孫（種）、イェシュアを通し

て臨むのです。

　イェシュアがアブラハムの子孫であるという事実を逃すなら、

私たちは地球を嗣業として受け継ぐようにされた、神の御約束

を逃してしまいます。地球はイェシュアに属するものです。こ

の地は、すべての民族の中でイェシュアに従う者たちに与えら

れたものです。アブラハムの契約に連結されなければ、地球に

対する『所有権証書』はないということです。

　神の王国は天と地を結合させます（エペソ 1:10）。柔和なも

のは地を受け継ぐのです（マタイ 5:5）。アブラハムの契約は、

カナンの地のためのものだけでなく、全世界のためのものです

（ローマ 4:13）。私たちはイェシュアと共にこの地で永遠に統治

するのです（黙示録 5:10、20:6、22:5）。ユダヤ的ルーツに連

結されなければ、神の王国に関する『天上の観点』だけを持つ

ようになります。

　ダビデ王には聖なる契約による権威が与えられました（Ⅱサ

ムエル 7 章、詩編 89 編）。イェシュアはダビデの偉大なる子孫

です（マタイ 1:1）。イェシュアは、ダビデを通して神より王と

しての権威を受けました。イェシュアは、ダビデの御座につく

ためにお生まれになりました（ルカ 1:32）。その王国は、エル

サレムを国際的首都とし、全世界を包括することになるでしょ

う。（イザヤ 2:1 ～ 4、ミカ 4:1 ～ 4）

　イェシュアは、ダビデの子孫としてエルサレムに凱旋入城さ

れました（マルコ 11:10）。 『ユダヤ人の王』という理由で十字

架に架かられました（マタイ 27:36）。イェシュアは永遠のダビ

デの子孫であられるでしょう。（黙示録 2:16）

　イェシュアはダビデの子孫の契約を通して、地上の神の王国

を統治する権威が与えられています。このことが骨子です。福

音のメッセージの核心となるものは、イェシュアが天と地に

おけるすべての権威を持っておられるということです（マタイ

28:18）。主は神のひとり子として天における権威、ダビデの子

孫として地における権威、すべてを持っておられるのです。

各民族に向けられた神の賜物と召命

　各民族には神が与えられた運命があります。各国には真の

信者で構成された少数集団、『残された者』がいます（ローマ

11:5、7）。国に対する神のご計画は信仰のない大多数の者では

なく、真実な信仰を持った少数にあります。

　神の賜物と召命のＤＡＮは、その残った者たちの中にありま

す。ある国に向けられた神の運命を見ようとするなら、その国

の中の残された者たちが持つ特徴を見なければなりません。主

流文化は神聖な運命の偽造版、あるいは転倒を示すものです。

それにも関わらず、神の賜物と召命は基に戻すことはできませ

ん。――「神の賜物と召しとは、変えられることがない」（ロー

マ11:29）。この箇所はイスラエルに対することですが、イェシュ

アを信じることによって、すべての国々に祝福が伝えられるよ

うになりました。（ガラテヤ 3:13 ～ 14）

　すべての民族集団の中に残された信仰者たちは、神の国際的
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　オリーブの木の比喩がもつ意味がここにあります（ローマ

11:17 ～ 24）。枝は、それぞれの存在性を維持しながらも、互い

に接ぎ木されたものです。根からの養分がすべての枝に流れて

いきます。この世代にあって、私たちはこのような相互の接ぎ

木と祝福が起こるのを見ています。

　私たちはここにいる中東のメシアニックジューとアラブのク

リスチャンの間に、真実な交わりによってこのような連合があ

らわれるのを見ています。キリストの御身体にあってユダヤ人

と異邦人が同伴者になることで、神の多層的知恵が啓示されつ

つあります（エペソ 3:6、10）。私たちはこれを『イスラエルと

教会の二重の回復』と呼んでいます。

　イスラエルと教会の二重の運命に向けられた、神の奇跡的

なご計画は推し測ることも、悟ることもできません（ローマ

11:33）。イェシュアは、神の御子でありダビデの子孫です。す

べての神秘と知恵はその方の中に存在します。イスラエルの残

された者たちが回復される時、イェシュア王国の『ダビデ的』

側面に関する理解も回復されるのです。†

『エクレシア』を構成します。そのエクレシアは、多様な民族集

団の賜物すべてを結合する美しいタペストリー（tepestry）です。

栄光に輝いた芸術作品です。その神聖な調和が現れる約束の象

徴である虹が、太陽の光から充満な色彩のスペクトルを照らす

ように、エクレシアも御子の栄光を通して、民族的多様性に満

ちたスペクトルを照らします。

　信仰の多民族共同体として、アブラハムの世界的家族、メシ

アの御体なる私たちは、個人的に協力し合い、互いの賜物と召

命を受け入れ認め合います。これが、全世界のすべての民族集

団に対してそうであるならば、最初にその約束が与えられたユ

ダ民族には、どれほど大きな関連があることでしょう。

　それではイスラエルの賜物と召命は何ですか？ 使徒パウロ

は、ローマ人への手紙 9 章 4 ～ 5 節で一部を列挙しています。

「彼らはイスラエル人であって、子たる身分を授けられること

も、栄光も、もろもろの契約も、律法を授けられることも、礼

拝も、数々の約束も彼らのもの、また父祖たちも彼らのもので

あり、肉によればキリストもまた彼らから出られたのである。」 

驚くべき賜物と召命の目録です。皆さんがユダ民族の救いのた

めに祈る時、イスラエルと教会、すべてに向けられた神のご計

画に対する啓示が、より多く与えられるでしょう。（ローマ 9:2、

10:1、11:25）

　イスラエルと教会は、相互の距離感が生じたため、イェシュ

アと人間の血統を含め、このような信仰の次元に対する理解が

一部失われました。教会とイスラエルが互いに回復される時、

体の各器官がもつ賜物のすべてが、互いにおいて役立つように

なります。
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✿ 特集｜苦難に盛り込まれた神のご計画　

十字架の苦難の奥義を
見出そう

　最近、私たちの社会で起こる悲惨な事件の中で、キリスト者

が注目すべき事件がある。大韓民国憲法裁判所で、今まで罪と

されてきた妊産婦の堕胎を合法化する判決が下されたことだ。

これは特に、生命の宗教と言われるキリスト教に対する大きな

挑戦である。堕胎の自由を支持する人たちの第一の理由は、育

児による苦痛を望まないことだ。これには賛否両論があるが、

国民世論は７対２で、堕胎の合法化を圧倒的に支持している。

これは、今の時代の風潮を端的に示している。

　現代人の特性の一つは「忍耐が足らない」ということである。

忍耐は苦痛に対するものだが、忍耐しようとする気持ちがない

ため、忍耐しなければならない原因や、苦痛の原因自体を取り

チョ・キュウナム 牧師／幸福教会、コヤン命の電話院長
除いたり回避したりしようとする。しかし人生を見てみると、

忍耐せずに成し遂げられるものはない。春に種を蒔いて秋に刈

り入れる農夫の農事のように、胎児の妊娠から出産までは、す

べてが待つという忍耐を要するものである。だが、その苦痛を

乗り越えてこそ受け取れる喜びの日を忍耐して待ち望むより、

今すぐ私を苦しめている苦痛から逃げたいと思う人たちがいる。

　人間のすべての努力は二つの様相として現われる。肯定的な

面では幸福をつかもうと走り回り、否定的な側面では苦難の問

題を解決しようと努力する人生である。苦難を、幸福へと向か

う道の躓きの石・幸福の妨害物と考えるなら、人間の一生は幸

福をつかむため、その妨害となる苦難を無くすことを優先課題

として走って行くようなものである。問題は、人間が生きてい

く上で、苦痛のない人生はないということだ。心配や憂いや悩

みのゆえに、苦難のない人は一人もいない。この世に生きてい

る限り、苦痛も止まないからだ。

聖書の歴史は苦難の歴史

　実際、聖書の歴史は苦難の歴史である。神に選ばれた民イス

ラエルが、安定した場所を離れてカナンに向かって行く過程、

それ自体が苦難の歴史である。そして、信仰の聖徒たちが天の

御国に向かって行く巡礼の旅程、それ自体も、カナンに到達す

るまで通らなければならない荒野における苦難の過程と同じで

ある。死なしに復活はなく、十字架なしに冠がないように、荒

野を通過せずにカナンに到達することはできない。これが聖書

における神の訓練方法なのである。この世においてもそうであ

る。この世は目的地ではなく、旅人がしばらくの間休む宿のよ
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心を痛まれる父を見よう

　苦難の問題は全人類が共に悩み解決すべき人類最大の課題で

ある。この苦難の問題を解決していく道が、人類が追求してい

る幸福への道だからだ。苦難の問題に対して聖書はあらゆる観

点で私たちを導いている。

　第一に、人類史において苦難は世の終わりの日まで存在する

ということ、そして世の終わりの日になってようやく、裁き主

として来られる主の再臨とともにすべての苦難の問題が終わる

ということを、聖書的観点として認識し理解することが重要で

ある。

　第二に、苦痛の種類である。肉・魂・霊に対する区分として、

肉に対する疾病などの苦痛、魂に対する心の苦痛、そして霊が

病んで生じる罪責感などの苦痛が考えられる。さらに、個人的

な次元を越え、自然災害発生による苦痛もある（ある環境研究

家は自然災害による苦痛も人間の責任だと言う）。

　第三に、苦痛の実体を把握することである。私たちが苦痛の

問題を解決するために戦うべき苦痛の原因の実体は、目に見え

る表面的なものだけでなく、その裏に隠れている悪の実体を見

なければならない（エペソ6:12）。それは、私たちの欲である。「欲

がはらんで罪を生み」（ヤコブ 1:15）とあるからだ。この欲が

私たちにストレスをもたらし病ませるのである。私たちに起こ

るすべてのことは神の主権下にあるため、ヨブの場合のように、

苦難も神の御手の中で、神の許可の上でのみ与えられるのであ

る。しかし、だからといって、神が意図的に人間を苦しめよう

とするのではないし、また人間が苦難を受けて苦しむ姿を見て、

笑って喜ぶ悪魔のように神を考えてはならない。

うだ。この世は、天国の市民になるために通る途中の訓練場だ

と言える。訓練とは苦難であり、このような苦難の訓練なしに

悪魔との霊的信仰の戦いに勝利することはできない。

　実際、苦痛に立ち向かえと言われるまでもなく、良かれ悪か

れ、私たちの人生は苦難に直面する。私たちが肉を着て、サタ

ンの支配下である邪悪なこの世に存在する限り、苦痛との戦い

は必然的な人間の運命である。人間の歴史において、苦難の問

題は絶え間なく提起され、それを解決して答を得ようと努力し

続けてきたにもかかわらず、誰もその答を見出せなかった。代

表的な苦難の人物、東方の義人ヨブが最も辛かったのは、自身

が受ける苦痛よりも、「なぜ苦難に遭わねばならないのか」とい

う、そのもどかしさと悔しさにさいなまれたことである。

　人間の苦難は、どこから来るのだろうか？ 人間の苦痛の出所

はどこだろうか？ 苦難の究極的実体は死である。人間のすべて

の苦痛は、この絶望的な死に向かっている。聖書は、神に逆らっ

た人間の罪ゆえに、死が始まったと記している。だから、苦難

の問題を解決するためには、罪の問題を解決しなければならな

い。さらに聖書は「イエス・キリストだけがその解決の道である」

と示している。

　イエスは、罪のゆえに死んでいくしかない人間の人生に入っ

て来てくださり、神の御子として、人間の罪を代わりに負って

苦難をお受けになった方だ。さらに驚くことは、肉の体を着て

いる限り避けることのできないこの宿命的な苦難の過程を通し

て、人間の幸福への道が提示されている、ということだ。これ

がイエスの死と復活であり、十字架の苦難の奥義である。
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　第四に、試み（誘惑）と試練（練達）を区別しなければならない。

ストレス (stress) と十字架 (cross) を区別できるようにならな

ければならない。ストレスは避けるべきだが、十字架は甘んじ

て受けるべきだ。訓練には、私たちを強くするという目的がある。

私たちに理由のない苦痛を与えるためでは決してない。私たち

がより堅い信仰を持つため、時には試練の過程が必要なのであ

る。神は私たちのために試練を与えられるが、ご自身の子ども

たちは誰であっても試みる（誘惑、temptation）ことはなさら

ない。人が試練に遭うのは、自分の欲に引かれて惑わされるか

らである（ヤコブ 1:14）。

　第五に、苦痛に対する対処の姿勢である。苦痛のない人生は

ない。あの人が経験する苦痛が、今私に臨んでいないだけであっ

て、いつ私にそういう苦痛が、あの人よりもさらに酷い苦痛が

近寄ってくるかわからない。ゆえに謙虚な姿勢で苦痛を見て、

私にも押し寄せ得る未知の苦痛に対し、自分なりの心の準備を

しておく必要がある。例えば、死の問題のようなものだ。「会者

定離」――出会いには必ず別れが付きものだ、という格言を心

に刻み大胆に生きていくこと、これが未来の未知の苦痛に対処

する方法になり得る。また、使徒パウロの如く、「死は勝利にの

まれてしまった。死よ、おまえの勝利は、どこにあるのか。死よ、

おまえのとげは、どこにあるのか」（Ⅰコリント 15:55）と、死

に対しても恐れず、大胆に立ち向かう信仰の勇気が必要である。

　キリスト者の苦難を思い浮かべるとき、人々は神正論を持ち

出し、神は義なるお方だろうか、なぜ悪魔を打ち滅ぼさず、義

人の苦難を黙認されるのだろうかと思う。甚だしくは、神は死

んだ、神はいないとまでも言い出す。そうなるのは当然かもし

れない。彼らは十字架上のイエス様だけを見て、死に打ち勝っ

て墓からよみがえられた主の勝利の冠は見てないのである。十

字架上で死んでいく御子を放置された、怖い律法的な父だけを

見て、御子の死に非常に悲んで胸を痛まれた、愛と恵みの父は

見てないのである。

　時折、神は、私たちの泣き叫ぶ苦痛の呻きに答えずに背かれ

る、冷たい父だと思うときがある。しかし、子どもの苦痛は関

係ないと無視する父親がどこにいるだろうか。ただ子どもが父

の心を推し量ることができないだけだ。私たちがそうなのだか

ら、天におられる父は言うまでもない。だから、家を離れた息

子を呼び寄せる父の御声を聞けるようにならなければならない。

「すべて重荷を負うて苦労している者は、わたしのもとにきなさ

い。あなたがたを休ませてあげよう。」（マタイ 11:28）

　もはや私たちは、私たちに押し寄せる苦痛にだけ没頭し、そ

の苦痛の重みに抑圧されたり苦痛を避けようとはせず、自分の

欲によるものでない限り、私たち各自に与えられた十字架を背

負って主に従わなければならない。これからは「私の苦痛」の

次元から「隣人の苦痛」に目を向けて近づかなければならない。

キリスト者として、苦難の中にいるとき、｢ 慰めの主」を黙想

し賛美しつつ、私にお許しになった苦難（患難）の意味を深く

考察してみることだ。

　「神は、いかなる患難の中にいる時でもわたしたちを慰めてく

ださり、また、わたしたち自身も、神に慰めていただくその慰

めをもって、あらゆる患難の中にある人々を慰めることができ

るようにして下さるのである。それは、キリストの苦難がわた

したちに満ちあふれているように、わたしたちの受ける慰めも

また、キリストによって満ちあふれているからである。」（Ⅱコ

リント 1:4 ～ 5）†
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　その時、私は神をどれほど恨んだかわからない。私と同じよ

うな状況に置かれた他の牧師は、裁判を起こし最後まで戦って

多くのお金を受け取った。しかい筆者は、自ら辞表を出してア

メリカに渡った。現地を離れた理由は、韓国にいれば自然と争

いに巻き込まれそうだったし、筆者につく多くの人が傷つくこ

とを恐れたからだ。その時、オク・ハンフム牧師は 300 万ウォ

ン（約 30 万円）を援助してくださり、旅行費用も助けてくれた。

ハ・ヨンジョ牧師は、自分の奥様（イ・ヒョンギ）を私たちに送っ

てくださり、ハワイのある場所を提供し祈れるようにしてくだ

さった。そして、一週間一緒にいながら、私たちを案内してく

ださった。

　その方たちは自身の経験から、苦しみを乗り越えた証をして

私たちを慰めてくださった。当時、私たち夫婦は仇を討ってく

ださいと、多くの時間を断食し神に泣き叫んだ。しかし、神の

答えは、「あなたは復讐してはならない。その教会はわしが裁く。

あなたはアメリカに渡り、別の働きをしなさい」であった。

　雷でも落としてほしいと思ったが、神の応答はそれだけだっ

た。私は当惑したが、ローマ人への手紙 8 章 28 節を通して回答

を得た。

　その後、筆写を追い出すために共謀した 10 人の長老たちは、

みなその教会から追い出され、一部の人は突然亡くなったりし

た。教徒数も 20 分の 1 に減ってしまった。しかし、今は新しい

牧師が赴任され、少しずつ生気を取り戻しつつあるという。神

様に感謝するのみである。筆者は、自分が受けた不名誉と苦し

みを与えたＫ牧師を、個人的にとうの昔にすべてを赦した。

なぜ信じる者が
苦難に境遇するだろうか

✿ 特集｜苦難に盛り込まれた神のご計画　

　私たちは不法な者が刑務所に入り、家庭的にも苦難に遭って

いるのを見ると、当然のように考える。しかし、真面目に神を

信じている人が様々な形態の苦難に境遇するのを見ると、「果た

して神様は生きておられるだろうか？ 眠っておられるのではな

いだろうか？ 私を忘れておられるだろうか？ 人間を創造され

ただけで、放置しておられるだろうか？」と思うときがある。

それは筆者の場合も同じだった。

　教会を担任して 4 年のうちに二倍（7 万人の聖徒）に成長さ

せた。それだけではない。私には何の罪がなかったのに、彼ら

は世襲すべきだという理由だけで、筆写をそしり教会から追い

出した。

シン・ソンジョン 牧師／詩人、クリスチャン文学の木	編集員
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る苦難は神からのものではない。多くの場合、苦難は個人が犯

した罪の結果だ。しかし問題となるのは、ある特別な罪がなく

ても苦難に遭う場合があるという点だ。したがって、苦難の背

後にはまた別の理由がある。

苦難の同期生と後輩たちに

　ここでは筆者が苦難に遭った時、知恵を与えてくれた神学者

であり牧会者であるジョン・パイパー (John Piper) の文を引用

し、苦難の同期生と後輩たちを慰めたい。この苦難には人それ

ぞれ、第一、Repentance, Reliance（悔い改めのきっかけ）と

なる。実際、苦難という痛みがくるまではよくわからなかった

ことを、苦難という拡大鏡で見ると、小さなものまでよく見え

てくる。

　私たちが毎日暮らしながら犯す罪を、詳細に記憶する人はだ

れもいないはずだ。しかし、苦難に遭うと、拡大鏡のようによ

く見えてくる。それがすなわち、苦難の目的である。それゆえ

ルカは、「また、シロアムの塔が倒れたためにおし殺されたあの

十八人は、エルサレムの他の全住民以上に罪の負債があったと

思うか。あなたがたに言うが、そうではない。あなたがたも悔

い改めなければ、みな同じように滅びるであろう」（ルカ 13:4

～ 5）と述べた。

　第二に、Reliance（神に寄り頼むようにする）：神を信頼する

ようになる。人はみな、自分が正しいと思うものだが、苦難に

遭うと私がいかに弱い存在であるかを知り、神を信じ寄り頼む

ようになるのである。

　第三に、Righteousness（義）：苦難を通して、人間は自身が

20 年が過ぎてみると……

　20 余年が過ぎてみると、その出来事が筆者の健康を回復させ

るきっかけとなり、多くの本を書くようになった。また、妻を

作家として育ってくれた。長男はアメリカで就職し暮らしてい

る。末息子は詩人として活動しながら、アメリカで医者に出会っ

て結婚し、普通の生活をするように助けてくれた。末息子が 65

歳になるまで、すべての生活費や病院の費用をアメリカ政府が

払ってくれるという、韓国にいてはとうてい考えられないこと

を、主はしてくだった。その時、イ・ヒョンギ奥様の知恵と支援で、

アメリカの今の家を 4 分の 1 の値に購入することができた。筆

者は今も、ハ・ヨンジョ牧師の奥様は、あの時神が送ってくださっ

た天使であると信じ、感謝している。韓国で何度も会って感謝

を表したかったが、奥様が避け続けられるため、未だに何もで

きないでいる。どなたか私たちの感謝の気持ちを伝えてほしい。

　実際、苦難は誰にもある。ただ、私の苦難が大きく見えるだ

けだ。もちろん、この苦難はアダムの原罪のゆえに、すべての

人間に臨んだ神の審判の結果である。しかし、苦難のゆえに宗

教というものが生まれるようになったのではないだろうか。だ

からこそ、旧約の義人ヨブの苦難は私たちに大きな慰めと答え

を与える。筆者はこの苦難の問題を解決するため、たくさん祈

るようになり、多くの本を読むようになった。そして、2006 年

11 月には＜苦難の意味を探して――＞という本を著述するよう

になった。

　苦難のルーツは原罪から始まったが、今日の私たちが境遇す
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ように促す時、神が用いられる督促状である。「あなたがたの中

に、苦しんでいる者があるか。その人は、祈るがよい。喜んで

いる者があるか。その人は、さんびするがよい。」（ヤコブ 5:13）

　筆者は家庭の聖句に、ローマ人への手紙 8 章 28 節を挙げてい

る。「神は、神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召さ

れた者たちと共に働いて、万事を益となるようにして下さるこ

とを、わたしたちは知っている。」

　また筆者は、時には苦難の意味がわからなくても、すべてを

益としてくださる主を信じているため、いかなる逆境にも忍耐

をもって待ち望む。そうすると、いつしかその苦難の有益を悟

るようになるからだ。

　最後に、苦難に関する笑い話を一つ紹介したい。世界で一番

良い大学校はどの大学校だろうか？ 韓国ではソウル大学を挙げ

る。国際的にはハーバードやステンフォード大学を挙げるであ

ろう。しかし、より素晴らしい大学がある。第一には「コダイ（苦

大）」であり、第二は「レンダイ（練大）」である。「コダイ」と

は、苦痛大学という意味の略語であり、「レンダイ」とは鍛錬を

意味する略語だ。この言葉には深い意味がある。ただ笑い過ご

すのではなく、深く考えてみてほしい。†

いかに弱く汚れた者かを見るようになり、信仰によって神の聖

さにあずかるようになる（へブル 12:6、10 ～ 11）。この義は死

ぬまで成長し続けるが、死ぬ瞬間、イエス・キリストの義が私

たちに完全に転嫁され、完全に義なる者となって天国に入るの

である。

　第四に、Reward（報い）：苦難には必ず報酬が伴う（Ⅱコリン

ト4:17）。それは人それぞれ異なるが、苦難の実は大きくて甘い。

筆者は体験を通して、この苦難は必ず報われると悟り、更に聖

書研究を通して確信するようになった。

　第五に、Reminder（思い出させる）：苦難は私の過ちはもちろ

んのこと、その時のことを全部思い出させ、感謝するようにな

る（ピリピ 3:10）。特に筆者のように記憶力がなく忘れぽい人

でも、苦難に遭った当時のことを全部思い出させてくれる。

　ジョン・パイパーの五つの理由だけだろうか。苦難には有益

になることがたくさんあると知った。ヨナのように、神が望ま

れない道を歩む時、私たちを悟らせるために大魚の腹のような

苦難を与えられる。苦難は私たちを従順させる神の方法でもあ

る。それゆれ、詩篇記者はこのように記録した。「苦しみにあっ

たことは、わたしに良い事です。これによってわたしはあなた

のおきてを学ぶことができました。」（詩篇 119:71）

　家庭教育の時のむちが、時には母の教育方法であるように、

主なる神も他に方法がない時、この苦難を教育方法として用い

られる。実際私たちは、信仰があるとはいえ、純粋でない場合

が少なくない。その時、神はこの苦難という方法を用いられる。

「銀を試みるものはるつぼ、金を試みるものは炉、人の心を試み

るものは主である」（箴言 17:3）。筆者の体験では、苦難は祈る

- 28 - - 29 -



れは言わなくても大丈夫です」と言いたかったが、ぐっと堪えた。

私がヨイド純福音教会の担任牧師になった時は、ここにもう一

言加わった。

　「イ牧師！高慢というものは心の中に深く隠れていて、ある瞬

間にスーッと上がってきてたましいを占領するから、いつも目

を覚ましていなさい。いつも自分を点検して祈りに力を注がな

ければならない。イエス様の十字架だけを誇りとするしもべに

なりなさい。」

　私は母のこのようなアドバイスを耳にたこができるほど聞い

た。母は天に召される前、最後に会った時にも私の手を強く握っ

てこのように言った。

　「主の前に行くその日まで十字架の福音だけを一生懸命伝えな

さい。イエス様の十字架だけを誇りに生きて、そして次に私た

ちは天国で会いましょう。」

　このような母が、私の母であることを誇りに思う。祖父母と一

緒に暮らし、早天祈祷会に行く前にひざまずき、子どもたちのた

めに切に祈っていた母の姿が目に浮かぶ。祖父と父と母の信仰生

活を見ながら、牧会者が持つべき品性を学んだ。謙遜に、教会に

仕える信仰、教会では絶対に人間の声ではなく、主のしもべの御

言葉に従順する姿勢、いつもひざまずき祈る姿を見ているだけで

も祝福だった。このような訓練と教育があったからこそ、あの悔

しさや熾烈な攻撃をも乗り越えることができたのだ。

私を辛くさせる人を憎まない

　ヨイド純福音教会の担任牧師はより多くの祈りと忍耐が必要

だ。米国で牧会をしながら本当に多くの鍛錬を受けた。当時は

あまりに痛く、寂しい思いをしたが、このような苦難が牧会者

牧会は神さまがなされる

　信仰の明文化はある日、突然起こるものではない。長い歳月

をかけ、信仰的な良い慣習と伝統を根ざさなければならない。

牧会を始める時から母は牧会のメンターであり、アドバイザー

であった。ワシントンで牧会する時、母は、ニュージャージー

に住んでいて、毎週土曜日になると電話が掛かってきた。

　「イ牧師！牧会は神様がなされることだ。いつも主の御前で謙

遜にならなければならない。いつも祈りに力を注がなければな

らない。」

　1週間も休んだことはなく、電話でアドバイスをしてくださっ

た。毎週、まるで録音機を掛けているかのように同じ言葉を反

復する。ある時は、「お母さん！私も良く知っています。もうそ

牧会は
忍耐の訓練だ

✿信仰の明文化を成し遂げますように㊵
｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会
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対応」だった。どんなに攻撃しても反応をしないので、疲れて

攻撃を止める。どんな人が私の前に激しい怒りを持ってきても、

私は「木鶏」のように沈黙を守るのみだ。それが戦いでまこと

なる勝利の道だ。牧師が怒ったら、すべての悪評は結局牧師に

返ってくる。

　私の牧会の最大の峠は 2010 年だった。初めの牧会 3 年間は順

風満帆で平和だった。教会は日進月歩成長した。自分の母教会

で牧会をするということが、どれだけ光栄で感謝することなの

か。一世紀で、世界的に最も偉大に用いられたチョー・ヨンギ

牧師の後を継いで牧会をするということが、どれだけ感激なこ

とか。私はチョー先生の霊性と評判にどんな姿でも比べること

もできない足りないしもべだった。神様の恵みで信徒は 1 年に

1万名以上増えた。牧会 3年目には、信徒数が 80 万名に達した。

もちろん、私を陰湿に攻撃する一部の人々もいた。

　「イ・ヨンフン牧師が元老牧師にどれだけうまく仕えるか見て

みよう。6ヶ月、いや 3ヶ月もまともにできないだろう。」

　それにもかかわらず、教会はずっと安定の中で成長した。と

ころが、途方もなく批判する勢力が現れ、私を攻撃するために

嘘や悪評で満ちた冊子とチラシを作り、教界に撒いて、信徒た

ちに配ったのだ。一部はインターネットを介して広がり、ある

地域では絨毯爆撃として害を加えてきた。

　言葉にできない策略と批判に正常ではいられなかった。その

時、黙想した御言葉は使徒行伝 2章 40 節だ。

　「この曲がった時代から救われよ。」

　これもまた通り過ぎるだろう。歳月が流れれば、真実が明ら

かになれるであろう。この苦難を通して神様は再び愛の手を握っ

てくれた。†

にとっての防御力を強くしていった。私は、自分にひどく批判

する人を恨んだりはしない。むしろ有難く思う。本当にそうだ。

私は極度に敏感で、弱い性格の持ち主だ。誰かが私に容赦なく、

否定的または傷つけるような言葉を言った時、その場ではただ

通り過ぎるが、家に戻ってからずっと気にする。おそらくＡ型

の血液型を持つ人の小心な性格なのかもしれない。

　米国で 8 年 6 ヶ月間、牧会をしながら非常に多くの試練に出

会った。しょっちゅう胃を壊しては苦労し、一時は胃痙攣で辛

い思いをしたこともあった。胃薬は私の一番愛用する常備薬だ。

しかし、その毒が薬にもなった。今はどんな非難を聞き、悔し

いことがあっても怒りを爆発させない。神様が私にくださった

とても特別な恵みだ。

　大学卒業後の 1977 年 7 月、3 週間ほど、デ・チョンドク神父

がいたカンウォンド・ファンジのイエス院とチョー・ビョンホ

牧師がいたカルジョンにあるイエス院 ( 分院 ) で留まり、祈り

の時間を持ったことがあった。その時、デ・チョンドク神父と

チョー・ビョンホ牧師から忍耐と柔和と謙遜の人生を見てきた

ことが，後に牧会の大きな養分となった。

　当時、イエス院で私が捧げた切なる祈り題目があった。

　「神様！私が生涯、感情を治められずに怒ることがないように

してください。どんな非難と困難にぶつかっても耐え抜くよう

にしてください。」

　牧会は、結局のところ、耐えることだ。イライラして怒りを

発する瞬間、牧会者の霊性は深刻な打撃を受け、教会は傷を受

けることになる。とてつもない大波に遭い、ヨイド純福音教会

を任された後、本当に多くの話を聞いた。その話の中にはとて

も苦しく悔しい内容も多かった。その時々、私が選んだ戦略は「無
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　店からはどんどん離れて行き、私はすぐ安全な道に入った。

ポケットの中のキャラメルを触りながら、角を曲って行くとま

ぶしいくらい明るかった。不思議なことに、その明るさは私の

心を暗くさせた。キャラメルを盗む瞬間、なぜかスリルがあっ

た。家に帰る間、胸はずっとトキトキしていて、キャラメルを

箱から出して口に入れたが、甘いところか苦い味しかしなかっ

た。結局、私は１つも最後まで食べることができずに、キャラ

メルをどこかに投げ捨てた。まるで犯罪の痕跡を消すかのよう

に――。

　しかし、私の心にある罪の痕跡は消えなかった。ほんの一瞬

だけ自分がこの世で一番利口な人に思えた。その後長い時間、

自分はこの世で一番無益な人間だと自責した。不思議なことに、

その日は夕飯もおいしくなかった。どうして夕飯を食べないの

かと聞く親に、怒って答えてしまった。

自己合理化する人

　人生を生きていると、誰もが大きかれ小さかれ失敗と難関を

経験する。健康の問題だったり、人間関係に問題が生じたりも

する。誘惑に陥ったり、思わず言ってしまった言葉や選択により、

物質と人を失ったりもする。それを私たちは危機と呼ぶ。危機

がもたらす真の問題は、その危機が一度きりの出来事に終わる

のではなく、その後の人生に関わる人々との未来に、より歪ん

で変質されたまま居残ることだ。ある人は、その危機の影響力

に押しつぶされた状態で、一生生きる場合もある。だから、本

当に大事なのは危機があるかないかではなく、危機の瞬間に何

をどうするのかが大事である。

危機の前にいるあなたに――

✿ 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

　小学校 2 年の時、私は初めて物を盗んだ。もちろん意図的で

はなかったとしても結果的には盗みを働いたことになる。学校

の授業が少し早く終わったある晴れた日の午後、家に帰る途中、

小さな文房具屋に立ち寄った。そこには小学生に必要な鉛筆や

ノートもあったが、子供達がもっと必要とする色とりどりのお

菓子がいっぱい置いてあった。悩んだ末に小さいキャラメルを

選んで、お金を払うために店のおばさんを呼んだ。

　「おばさ〜ん ! これくださ〜い !」

　しかし、呼んでも呼んでもおばさんは来なかった。キャラメ

ルを戻そうとした瞬間、エデンの園でエバにささやいたあの声

が私にも聞こえてきた。その声が当時の私にはどんなに強力で

あったか、その誘惑に負けてキャラメルをポケットに入れて、

急いで店を出た。誰も見ていなかった。

- 34 - - 35 -



御言葉の鏡 

　危機の瞬間にまずするべきことは、自分を振り返ることだ。

自分の実態を霊的な鏡に映してみることだ。危機の瞬間に自分

の本当の姿が見え始めるからだ。ならば、自分の実態を映すた

ましいの鏡は何だろうか？ それは神の御言葉である。神はまこ

とに驚くべきお方である。私たちが危機に置かれて失敗した時、

遠くに離れず、最も近いところで照らしてくださる。まさにそ

の御言葉が光となって、私たちが自分自身を直視できるように

してくれる。

　私達が照らし合わせるべき御言葉の究極的な鏡は、結局、御

言葉であり、御言葉となってこの世に来られたイエス・キリス

トである。その方の御前に立ち、真実で素直に自分を映す時、

私たちは他人のせいにすることなく、神のせいにもしなくなる。

そうすれば、私達が失敗して罪を冒したその危機がチャンスに

変わる。その時、隠していた自分の罪を悔い改めるようになり、

生き方を変えるようになる。世の他の人と比べるのではなく、

キリストと自分をひたすら比較してみるようになる。体の深い

ところに撃ち込まれている銃弾が見つかれば、本人は苦しくて

も治療の道も同時に開かれるのである。

　自分がどんな状況に置かれているのか、自分がどんな感情を

持っているのかより重要なことは、危機を通して主が私に何を

望んでおられ、私に対してどんなご計画を持っておられるのか

を知ることだ。結局、危機の時間は辛いけど、その辛い時間を

通り抜ければ、私たちはさらにキリストに似ていけるのである。

 

　キャラメルを盗んだ次の日の夜、私は親と共に家庭礼拝を捧

　多くは危機が来れば逃げるか隠れる。自分を合理化して他人

のせいにする。「あなたも同じ状況だったらそうするしかなかっ

たはずよ」と言いつつ、自分を包装してしまう。危機に会った

人の一番大きな問題は、その危機の実態を直視しようとしない

ことにある。そして、その危機と関わるだれかのせいにする。

その誰かが結局は神になってしまう。

　アダムが善と悪を知る木の実を食べた後、悲しまれる主がア

ダムを見つけて質問した時、アダムは主がくださったエバのせ

いにし、エバは主が創造された蛇のせいにした。結局、みんな

が主のせいだと言う。そこに善と悪を知る木の実を造られた主、

私の傍に妻を造られた主、蛇を造られた主、すべてが主のせい

であった。

 　そして、今でも人間のそのくせは続く。私が勉強できなかっ

たのは親が応援してくれなかったから、私が成功できなかった

のは良いパートナーに巡り会えなかったから。私が失敗した原

因は私ではなく、そんな親とそんなパートナーを与えてくださっ

た主のせいだ。そして、その問題において一番重要な張本人、

自分は巧妙にも抜けてしまう。自分は悪くない。悪かったとし

ても、他の人に比べればこれっぽっちだ。なので、自分を振り

返る必要もなく、変える必要なんかない。

 　間違いなく自分の過ちであるのにもかかわらず、慰められよ

うとばかりして、謝罪もせずに許してもらおうとする。だから、

一度訪れた危機がもう一度訪れて、より大きくて恐ろしいもの

になっている。その上、解決されていない危機は自分だけでは

なく、自分の家族と共同体はもちろん、自分と関わる人みなに

一生致命的な影響を及ぼす。
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✿ 我が人生のプラス｜私の人生における最高の贈り物

ハワイの
ミッションセンターから
すべての国に仕える

キム・サラ宣教師

純福音ホノルル教会

　私は 6 人兄弟の長女でノンクリスチャンの家

庭で生まれた。小学校の頃は、陰暦 4月 8日ブッ

ダの誕生日になると祖母と一緒にお寺に行き、

お供え物を捧げた覚えがある。

　高校時代に家族の信仰生活が始まった。当時

小学生だった弟がクロ純福音教会 ( 現、アポプ

キルサラン教会、九道愛教会 ) に通い始め、妹

の伝道で家族全員が教会に通うようになった。

私も一時は教会に行ったものの教会の人々に

がっかりすることがあり、それ以来教会には行

かなくなった。

　25 歳の時、家族でハワイに移住した。30 代半

ばに、ハワイで弁護士である男性と国際結婚し

げながら読んだ聖書の箇所が、コリント人へと第一手紙 6 章 10

節だった。「貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪するものは、

いずれも神の国をつぐことはないのである」という御言葉が、

鋭い刃物のように私のたましいに刺さった。その刃物を抜くた

めの唯一の道は、悔い改めて赦しを得る方法しかなかった。次

の日の朝、私はお金を持ってその文房具屋に行って昨日のこと

を全部話した。厳しく怒られるだろうと思っていたが、店のお

ばさんは笑いながら私のお金を受け取ってくれた。そしてお菓

子もくれたし、逆に私をほめてくれた。キャラメルを盗んだの

はイエス様に似たことではないが、再び戻って自分の罪を認め

赦しを求めたことは、主が喜ばれることである。このような危

機は、イエス様から離れるきっかけになるのではなく、主によ

り近づくきっかけになったのである。

　6 月のカレンダーをめくるたびに、国と民族のために血を流

した先祖たちの犠牲に私の心は感謝を覚える。彼らは民族の危

機から逃げなかった。他人のせいにしなかった。全身全力で危

機に立ち向かった。そして、犠牲の究極は人類の罪という絶体

絶命の危機の前で後ろに退かず、十字架の上でご自身のからだ

をもって犠牲されたイエス・キリストを思い出す。

　今こそ私たちの番だ。今、危機の前に立っているのか？ 危機

の瞬間に主がなされたことを私たちもやってみよう。危機を前

にして人間的な方法ばかり探っていないで、御言葉の前に立と

う。危機に遭ったことによって、より主を見習おう。今までは

自分のやり方で危機を逃れてきたなら、これからは主の方法を

もってその危機の前に立とう。危機はチャンスだ。だから、最

も大きい危機は最も大きいチャンスに違いない。†
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る家を神様に捧げることを決めた。夫に相談したら、母胎信仰

でカトリック教徒である夫はすぐに賛成してくれた。 

　聖書の勉強を通じて、カトリックとプロテスタントの違いを

知り、夫をプロテスタントの教会に伝道して毎日が幸せな日々

だった。結婚する前から資産家だった夫は、富や名声のために

一生懸命生きている人で、ハワイでトップ５に入るほど有名な

弁護士だった。アメリカ前大統領のビルクリントンがハワイに

訪問した時、私たち夫婦も招待され、パーティーでは夫の友人

や同僚は裁判官、検事、州知事、企業の CEO だった。私たちは、

彼らにいつもイエス様の福音を伝えていた。

　しかし、その幸せは長続きしなかった。 サタンは私たちの幸

せな結婚生活の邪魔をした。結婚してすぐ投資した不動産が続々

失敗、私たちは全財産を失ってしまった。その上、 夫婦間の信

頼も信仰も崩れ落ちてしまい、結局離婚することになってしまっ

た。不動産投資の欲望が私たちを離婚までに追い詰めたのだ。

その後の 1 年間は、私は深刻なうつ病からなかなか抜け出せな

かった。

 

　ある日、知り合いの牧師から電話があってロサンゼルスにあ

る祈祷院に行くことになった。ロサンゼルスにある祈祷院で断

食しながら祈りを続けた後、牧師は私に神学の道を勧めた。祈

りの後、私は牧師先生の言葉に従い神学校に入学した。

　神様に切に祈り求める日々の中、神様は私にエレミヤ 33：3

の御言葉を下さった。

　「わたしを呼べ。そうすれば、わたしは、あなたに答え、あな

たの知らない、理解を越えた大いなる事を、あなたに告げよう。」

大げさな表現かもしれないが、私はハワイの海くらい涙を流し

てから、私の信仰生活がスタートした。夫はカトリック教だった。

教会に通い始めてから、私は伝道の恵みを受けた。

　私を信仰もってから考えてみると、30 歳を過ぎても家族以外

に、私の周りにはイエス様を伝道する人はいなかった。私が霊

的に迷う時、もし誰かがイエス様を伝道してくれれば、もっと

良かったと時々思う。

　神様は、聖霊様を私にプレゼントして下さった。私は聖霊様

を受けて、伝道に力が入るようになった。神様を愛する生き方

を選んだのだ。私の人生の信号は赤から青に変わった。 伝道し

ないと気が済まないようになり、人に会うたびに、ただイエス

様を伝えたいという思いが強くなった。

　ある日、家にペンキを塗りに来てくれた人に福音を伝えた。

その方は「私は、最近教会にペンキを塗って、きっと天国に行

けると思う」と答え、私は早速、聖書をプレゼントして教会に

伝道した。

危機の夫婦

　30 歳を過ぎてからイエス様を信じて聖霊様を受けた私は、い

つも神様に恩返ししたいという気持ちでいっぱいだった。どう

すれば早く神様に恩返しできるか、私は悩んだ末、今住んでい
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　申命記の御言葉には、今日国家レベルでの困難な問題となっ

ているＰＭ 2.5 について、先祖たちが各種の偶像と迷信に仕え

た不従順の代価及び罰として叙述されている。

　「あなたの頭の上の天は青銅となり、あなたの下の地は鉄とな

るであろう。主はあなたの地の雨を、ちりと、ほこりに変らせ、

それが天からあなたの上にくだって、ついにあなたを滅ぼすで

あろう。」（申 28：23 〜 24）。

　結局、最高の解決方法は、国家および教会が悔い改め、御言

葉に従って神に立ち返ることである。10 年程前、神は、至らな

いしもべである私に「すべての病気の根っこを探し、取り除き

なさい」と語ってくださった。私は今、その御声がまさにこの

時代に向けた言葉であると確信している。

医学的に治せない病気

　私の家庭は、カナダに移民して 22年目になる。人生の中で牧

会について興味をもつこともなく、祈りもしなかったにもかかわ

らず、私は今から 16年前に牧会者となり、移民生活の大変困難

な状況の中で病気に苦しみながら頑張っている人々と出会うよう

になった。現代医学では原因不明の「不治の病」と診断されて、

✿ 牧会の香り
キム・ソクジェ	牧師、トロント純福音霊性教会

根っこを探し、
取り除きなさい

泣いた。 

グローバルミッションセンター 

　神様の恵みで私は、ビジネスでも再び活躍するようになった。

毎日欠かさない祈りの課題の一つに、早天礼拝のために教会ま

で歩いて通える場所に家が欲しいと祈り求めていた。すると、

神様は本当に良い場所に家を下さった。私はその家をミッショ

ンセンターとして使うことにした。

　1 階には約 60 人が礼拝できるスペース、2 階と 3 階は居間と

キッチン、8 部屋のゲストルームを作った。海外から宣教師が

ハワイに来た時、リラックスできるスペースとして活用した。

神学を勉強する以前から私は宣教使役として、南米のペルー、

アジアのタイ、アリゾナのインディアン村、韓国などへ宣教師

のミッションに同行した。宣教師をサポートしなさいという神

様の導きに従ったのだ。

　そして、霊性の訓練、休暇を求める家族や団体のために、グロー

バルミッションセンターをオープンした。これまでの 2 年間に、

この場所で数多くの証と癒しの奇跡が起きた。神学を卒業した

現在は、純福音ホノルル教会で伝道師として英語圏の聖徒たち

に仕えている。

　私はいつも神様に返さなければならない負債を負っている。

より多くのハワイ在住の人たちを伝道するため、2 ヶ月前から

英語礼拝を始めた。まだ少ない人数だが、リバイバルできると

信じている。霊と魂を愛する心を下さった神様に感謝する。毎

日神様の計画を期待して、神様の国と義を第一に求め、永遠な

神の国に向けて少しずつ進めていくことを願う。 毎日、助けが

必要な人々に神様の愛が伝わるように祈っている。†
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難を通して、私は自分では解くことができない人生の問題が神

の恵みで解決されることを経験し、悟ったことがある。それは

すなわち、神が私たちの人生の責任を完全にとってくださり、

私たちの人生は神の恵みにより解放されるということであり、

神の恵みを悟り、その恵みを頼れば頼るほど、より大きな恵み

が近づき、さらにその恵みが他の人々に恵みを伝える力になる

ということだ。私はこの恵みを悟ってから、次のように確信す

るに至った。すなわち、神が旧約の御言葉で「呪い」と宣言さ

れた病は、数千年が過ぎた今この時代にも同様に見られる。し

かし心をこめて悔い改め、神のもとに立ち返ってイエスの名に

より呪いの根源を探し、その鎖を断ち切れば、それはきれいに

癒される病なのである。

癒しの恵み

　神は私のもとに、現代医学では治せない様々な難病と呪いの

病に苦しんでいる患者を送られた。彼らの不治の病のためにイ

エス・キリストの名で祈るたびに、強力な癒しの働きが現れ始

めた。そのため、肺がん、胸腺癌、喘息、鼻炎、アトピー性皮

膚炎など、様々な皮膚病、白血病、ループスとシェーグレン症

候群のような自己免疫疾患、てんかん、中風、パーキンソン病、

言語障害、聴覚障害、筋萎縮症、精神分裂、うつ病、不眠症、

自殺、理由もなく卒倒する病を癒すことができた。特に、子供

から 90 歳以上の高齢者に至るまで、背骨と体が歪んだまま腰の

痛みや首、肩、腕のしびれの症状で苦しんでいた信徒たちを対

象に、直接対面して、または電話で歪んだ骨盤のために祈ると、

神の恵みにより癒しが起こった。

　これが神の恵みではなくて何であろうか？　聖霊は、普通の

彼らはお手上げ状態だった。私はこのように厳しい状況に直面し

ている人々と接する内に、「呪いの鎖に縛られて、現代医学では

治せない心の病で精神的に苦しみ、いつも死を考え、夜も眠るこ

とのできない多くの人々の人生をどうすれば変えることができる

だろうか？」という思いに心が囚われるようになった。

　そうした気持ちで牧会が徐々に軌道に乗った頃、長年の謎と

疑問が解ける経験があった。まず、私が生まれた年に亡くなっ

た祖父が、実は病死ではなく「自殺」であったことを知り、ま

た今から 10 年程前に、母方のいとこの妹二人が 2 年の間に次々

とマンションから飛び降り自殺したことを知った。そしてほぼ

同時に、韓国の集会とモンゴル宣教から戻って疲労困憊して夢

うつつだった時に、神が幻のように、聖書に出てくる病を見せ

てくださった。だが、その病が聖書のどこに出てくるのかはわ

からなかった。

　その 3 週間後、メッセージを準備しながら説教本文の後半を

黙想していた時、夢の中で見せられたその病が出ている箇所を

発見した。その部分を夢中になって読むと、驚くべきことに、

それらすべての病は現代医学でも治すことはできない病であっ

た。申命記 28 章 15 〜 68 節の御言葉は、「不従順による呪いで

生じた病」について叙述している。その部分について長い時間

黙想して祈った結果、神は不従順による呪いを病で与えようと

しているのではなく、御言葉に従順して神を完全に信じる民に

千代に至る全人的な救いの祝福を与えようとしておられるのだ

と悟り、この御言葉こそ福音の中の福音であることがわかった。

　もし、ただイエスを信じることですべての呪いから解放され

るのであれば、イエスを信じるすべての人にはうつ病も自殺も、

不治の病や難病もないはずだ。しかし、神が私に与えられた苦
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　私たちが人々に頼り、人々の中で自分の所属感を見つけようと

すれば、常に不安で、フォーモー (FoMO) 症候群にさらされるし

かない。現代を生きる私たちにイェス様が持っていた疎外感の霊

的活用法とダビデが見せてくれた神様の家族としての所属感を

もって、フォーモー (FoMO) 症候群を克服しなければならない。

　中学校 2 年生の女の子。身体的な外見に劣等意識といじめが

原因で、人々の集まる場所や学校に行けず、治癒型の代案学校

で治療を受けている。それでも友達と一緒にいたい気持ちがあっ

企画｜疎外されることへの不安や恐怖、フォーモー (FoMo) 症候群
ファン · ウォンジュン院長／ファン · ウォンジュン精神健康医学科医院

神の家族という霊的所属感
によって克服しよう！

信徒であった私のような至らないしもべに、トロント純福音霊

性教会を開拓させ、「現代の教会が失ったペンテコステの力（聖

霊の働き）を回復し、死んでいく魂、信じていたが堕落した魂、

傷ついてさまよう魂、病に苦しむ魂を生かす教会を立てよ」と

言われた。そして、申命記 28 章の御言葉を通して私に悟りを与

えてくださった。長いあいだ、私は自分と家族の問題に縛られ、

苦しめられてきた。だが、自分でも、他の誰にも解決できなかっ

たそれらの問題は、実は私の祖先が偶像と迷信に仕えたこと―

―聖書で言うところの「すべての呪いの根源」――に端を発す

るものであった。

　このように、私はこの 10 年程、不治の病と難病の根っこ、す

なわち呪いの根源を掘り出して癒す、治癒の働き人として活動

している。私の働きを導く師匠は、もちろん神の御言葉とイエ

スと聖霊であり、私たちが行使することを許された「イエス・

キリストの御名の力」である。そしてさらなる師匠がいる。そ

れは聖霊が送ってくださる患者たちだ。彼らほどの師匠はいな

い。いつも新たに出会う患者たちを通して、癒しの方法を教え

てくださる主は今もこう言われる。「わたしは主であって、あな

たをいやすものである」（出 15:26）†
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しなければならないような気がするし、私ができないことに対

して、嫉妬心と疎外感が感じられるなら、フォーモー症候群を

疑ってみなければならない。

　取り残されたことに対する恐れは、自分があることを経験し

てない時、他の人たちはより素晴らしい経験をするという全般

的な憂慮とともに、他人がやっていることに、持続的な繋がり

をもっていたいという欲望として特徴づけられる。

　次の 5つはフォーモー症候群の代表的な症状である。

　1. ＳＮＳに友達が新たに何かを学んだり、経験しているとい

うニュースが上がってくると、心が不安になる。

　2. 友人より先に、私がもっと新しく奇抜な情報を共有してこ

そ気が楽になる。

　3. 有名人や人気のある人とは無条件に友人関係を結び、

ニュースを共有しようとする。

　4. 社会的な関係、人脈のために週末などの休みの日にもたび

たびＳＮＳを確認する。

　5. 良いものを見たり食べたりしたときは、必ず写真を撮って

ＳＮＳに掲載する

　イエス様は「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）と言わ

れた。私たちはここで、主は非常に孤独であったと考えるかも

しれない。しかし主は、より積極的に疎外されることを自ら認

められた。

　「しかし、イエスの評判はますますひろまって行き、おびただ

しい群衆が、教（おしえ）を聞いたり、病気をなおしてもらっ

て、眠りに落ちるまで携帯電話を手にし、ＳＮＳから抜け出せ

ないまま眠ったりする。40 代の主婦は、フォーモー・マーケティ

ング戦略に陥って、ＴＶホームショッピングで完売間近、数量

限定に惑わされて多くのものを購入してしまう。

　フォーモー（FOMO）というのは「fear of missig out」の略

語だ。あることを逃したり関係から疎外されることに対する恐

怖を意味する。2000 年代、マーケティング戦略家ダン・ハーマ

ン (DanHerman) が、敢えて製品の供給量を減らし、消費者によっ

て焦りを誘発させるマーケティング手法として使用した用語で

ある。最近もテレビホームショッピング番組中に「完売間近」「数

量限定」のようなフレーズを使用し、消費者の消費心理をそそ

のかすのが、まさに「フォーモー（FOMO）」マーケティング戦略だ。

　このようなマーケティング手法が病気に認識されたのは、

2004 年頃である。ハーバード経営大学院と英国オックスフォー

ド大学で、フォーモー（FOMO）を社会病理現象の一つとして注

目されつつ、いくつかの論文が発表され始めた。ある研究によ

れば、米国と英国の成人の過半数がフォーモー（FOMO）症状に

苦しんでいるという統計が発表された。これが「フォーモー症

候群」という新造語が生まれた背景だ。

　人間関係において、フォーモー (FOMO、疎外されることに対

する恐れ ) 症候群がある人たちは、集いが終わるまでその場を

離れることができなかったり、過度に社交の場に出席したり、

集いや催しへの招待を断ることができずに参加する傾向が強い。

また、仲間や親しい人が自分より何かを多くやっていたり、何

かについてよく知っていると感じた時、自分はその集団から疎

外され、他の人たちが知っている何かを見逃すことになりかね

ないという恐怖に苦しむようになる。このように漠然と、私も
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に逃げなければならなかった。その後、独りで荒野で親友ヨナ

タンの上手く行っているニュースを聞き、次期の王になる候補

者としての人々の関心からますます遠ざかっていく自分の存在

感に直面しなければならなかった。神様の驚くべき摂理の中で

王になるが、晩年には息子のアブサロムの反逆で家族から疎外

され、民から疎外されて避難するようになる。このような歴代

級の疎外感から彼が自由になり、再び立ち上がれる力の根源は

何だったのか。

　それは、彼には神の家族だという霊的帰属感、神に所属され

たと確信する霊的安定感があったからだ。

　羊飼いの時代から積極的に疎外感を活用し、神に頼る練習と

訓練がダビデにとって世の中の疎外感に勝ち抜く、神の御心に

かなった王になる道を開いた。サムエル記下 16 章には、家族や

民から疎外されて避難するダビデに向かって、シムイが呪って

いる場面が出てくる。ダビデの所属感が人々の中にあったなら、

この場面でダビデは途方もない挫折と怒りを感じたであろう。

しかし、ダビデの反応は意外だった。

　「ダビデはまたアビシャイと自分のすべての家来とに言った、

『わたしの身から出たわが子がわたしの命を求めている。今、こ

のベニヤミンびととしてはなおさらだ。彼を許してのろわせて

おきなさい。主が彼に命じられたのだ。主はわたしの悩みを顧

みてくださるかもしれない。また主はきょう彼ののろいにかえ

て、わたしに善を報いてくださるかも知れない。』」（Ⅱサムエル

16:11 ～ 12）

　ダビデの所属感は、人々ではなく神にあったことを示す場面

だ。自分が神の家族であるという帰属感によって、人々から疎

外されることを乗り越えることができた。

たりするために、集まってきた。しかしイエスは、寂しい所に

退いて祈っておられた。」（ルカ 5:15 ～ 16）

　聖書には、イエスは人々から積極的に疎外されることをお選

びになったという内容がよく登場する (マルコ 1:35、ルカ 4:42、

ルカ 6:12)。その理由は、そうしてこそ神様に集中できるとい

うことを知っていたからだ。疎外感に振り回されれば、疎外に

対する恐怖のゆえに人に頼るようになり、より大きな孤立感に

悩まされることになる。しかし、積極的に人々から疎外されよ

うと選ぶなら、私たちは神様との出会いを追求するようになり、

高い霊的水準に達するようになる。

　アメリカの心理学者Ａ . メルローは、人間の基本的欲求の 5

段階で、3 段階の欲求が愛と所属感の欲求だという。1 段階の

生存欲求と 2 段階の安全欲求が解決されれば、その次に人を支

配する欲求は所属感 ( 関係の欲求 ) だ。それだけ人間は他の人

と繋がることを望み、それが満たされない時に訪れる疎外感は、

心の痛みを伴う問題である。ところが、聖書には、時々、この

ような疎外感を超越した人々の話が登場する。代表的に、ダビ

デが挙げられる。

　ダビデは幼い頃、末っ子として家族に取り残されていた。サ

ムエルが油注ぐ者を探してエッサイの家を訪問した時、父エッ

サイは重要なことに末っ子ダビデを疎外させた ( サムエル上 16

章 )。当時、ＳＮＳがあったなら、ダビデは家族団体トーク部

屋で生中継されている預言者サムエルの次期王の審査過程を、

一人で荒野で見ていなければならなかったであろう。十分に

フォーモー症候群が訪れそうな状況だった。

　それだけではない。その後、ゴリアテを倒し、民衆から集中

されたが、それもつかの間、サウルのやりを避け、急いで荒野
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　フェイスブックの創始者マーク · ズーカーバーグは、「フォー

モー (FoMO) をジョーもー (JoMO) に変えなさい」という。フォー

モー (FoMO) が「Fear of Missing Out」つまり、逃すことを恐

れる気持ちがあるなら、ジョーもー (JoMO) は「Joy of Missing 

Out」を逃すことを楽しんでほしいという意味だ。主は、ご自ら

人々から疎外されることを許された (JoMO)。ダビデは家族や民

から疎外された時、その疎外感を克服した。主イエスとダビデ

の共通点は、神の家族であるという霊的所属感の確信である。

　私たちが人々に頼り、人々の中で自分の所属感を見つけよう

とすれば、常に不安になり、フォーモー (FoMO) 症候群にさらさ

れるしかない。他の人たちは皆やっているのに、自分だけがそ

の中に入らないような恐れを克服する方法はない。ＳＮＳが発

達し、社会関係網が拡大するほど、私たちはより大きな疎外感

の恐怖に露出されやすい。現代を生きる私たちに、主イェスの

持つ疎外感の霊的活用法と、ダビデが示した神の家族としての

帰属感を通じて、フォーモー (FoMO) 症候群を克服しなければな

らない。特に、神を信じる主の子どもとして、キューティ (Quiet 

time) を通じて集中的に祈り、御言葉を黙想し、聖霊の導きに

よって霊的所属感を失わない人生になるよう切に願う。†
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