


この「しなんげ」は、おもに韓国版信仰界 2019 年 7 月号より抜粋して、翻訳し再構成したも
のです。ちなみに、聖書の御言葉は「口語訳」を引用しています。

■ 2	 息を吸う		…………………………………………		イ・ヨンフン牧師

■ 3	 生ける水の川		…………………………………		チョー・ヨンギ牧師

	 ・植えた通りに刈り取る

■ 5	 メッセージ			……………………………………………	志垣重政牧師

	 ・平和の国

■ 8	 神の国	………………………………	アシェル・イントレーター牧師

	 ・両親の伝授 Parental	Transfer

■ 13	 主と歩く	…………………………………	ヘンリー・グルーバー牧師

	 ・悪の勢力に権力を譲られる前に命を懸けて祈りなさい

■ 18	 特集｜我がうちにあるパリサイ人と向き合う	………………………

	 ・まことのキリスト者として生きよう――カン・サン牧師

	 ・私がパリサイ人中のパリサイ人です――ナム・ユダ牧師

	 ・キリストの満ちみちた徳の高さまで成長しよう

	 	 	 	 	 　――パク・ジョンヨル代表

■ 34	 信仰の明文化を成し遂げますように㊶…………	イ・ヨンフン牧師

	 ・神様が喜ばれる教会にしてください

■ 38	 企画｜最新の異端布教方法レポート	…………………………………

	 ・全知的異端視点――キム・ジョンス記者

■ 43	 我が人生のプラス	………………………………………………………

	 ・永遠のイエス (Yes) とアーメン (Amen) の神様

■ 48	 これが知りたいです…………………………	シン・ソンジョン牧師

	 ・人間が死んだ後も記憶は残りますか？

■ 50	 歩いて聖書の中へ	………………………………	キム・チンサン牧師

	 ・嘆きの地、しかし平和の地

CONTENTS

- 4 -



植えた通りに
刈り取る

息を吸う
イ・ヨンフン 牧師

　　
　7 月になれば本格的な猛暑が始まります。多くの人は休暇を楽しみ
ます。人々は与えられた休息の時間を充実に過ごすために、海外旅行
に旅立ち、ご無沙汰していた家族や親戚や友人に会ったりもします。
特別に何かをしなくても、著しく流れていく日常から抜け出し、優雅
な時間を持つことにより、疲れた体や心に新たな活力を得ます。
　私たちのより良い暮らしのためには休息が必要です。毎瞬間、全力
で走り回る人は、すぐに息が切れて倒れてしまいます。熱心に走り回っ
たなら、しばらく立ち止まって息つく時間を持つことです。そうして
こそ、再び力を得、張り切って働くことができるからです。休息のな
い人生は、結局生き切れて倒れる人生、生命を失われる人生です。
　ですから、休息を取るということは生命を得ることです。そう考え
るならば、『休息』という言葉は、意味深長な表現のように思えます。
生命は『息』であり、息を吸わなけば命を失うことになります。
　創世記 2 章 7 節には、「主なる神は土のちりで人を造り、命の息を
その鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった」とあります。
神の息吹が人に入った時、私たちは生命を得ました。そして、生命を
得た人間が最初にすべきことは、神とともに安息、休息を楽しむこと
でした。神は私たちにまことの安息、まことの休息を与えたいと願っ
ておられました。ですが、人間が罪を犯したために汗を流さずに生き
て行けない存在、休息を失った存在となりました。しかし、イエス・
イリストが私たちを尋ねて来られ、「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、失われた休息を取り戻してくださいました。
　私たちが景色の良い所へ出掛け、美味しい料理を食べ、愛する人た
ちに会うことは、心と体の回復のためにも良い休暇の過ごし方です。
ですが、私たちの霊魂を回復させるまことの休息は、神が与えてくだ
さる『生命の息』を吸うことです。私たちに与えられた休息の時間に、
体と心の休息だけに集中せず、主イエス・キリストをより深く黙想し、

たましいの深い安息を楽しめますよう、心より希望します。†

　韓国に「大豆を植えると大豆が芽生えて、小豆を植えると小

豆が芽生える」ということわざがあります。野菜を植えたとこ

ろでは野菜を、雑草を植えたところでは雑草を刈り取ります。

明日、より豊かで幸福な生活を手にするためには、今日何を植

えるかを考えなければなりません。

　自分の人生の中で罪悪、不正、不安、疾病、破壊、絶望を植えて、

幸福と楽しみと富と豊かさを刈り入れると思うことは、神様の

法則を無視したものです。聖書を見ると、「神はまた言われた、『地

は青草と、種をもつ草と、種類にしたがって種のある実を結ぶ

果樹とを地の上にはえさせよ。』 そのようになった。地は青草と、

種類にしたがって種をもつ草と、種類にしたがって種のある実

を結ぶ木とをはえさせた。神は見て、良しとされた。」（創 1:11

～ 12）と記されています。

✿ 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 

　エッサイの株から一つの芽が出、その根から一つの若枝が生

えて実を結び、その上に主の霊がとどまる。これは知恵と悟り

の霊、深慮と才能の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。

彼は主を恐れることを楽しみとし、その目の見るところによっ

て、さばきをなさず、その耳の聞くところによって、定めをな

さず、正義をもって貧しい者をさばき、公平をもって国のうち

の柔和な者のために定めをなし、その口のむちをもって国を撃

ち、そのくちびるの息をもって悪しき者を殺す。正義はその腰

の帯となり、忠信はその身の帯となる。おおかみは小羊と共に

やどり、ひょうは子やぎと共に伏し、子牛、若じし、肥えたる

家畜は共にいて、小さいわらべに導かれ、雌牛と熊とは食い物

を共にし、牛の子と熊の子と共に伏し、ししは牛のようにわら

を食い、乳のみ子は毒蛇のほらに戯れ、乳離れの子は手をまむ

しの穴に入れる。彼らはわが聖なる山のどこにおいても、そこ

なうことなく、やぶることがない。水が海をおおっているように、

主を知る知識が地に満ちるからである。

　世界平和を願わない人はいないはずですが、人類の歴史上、

一度も成就したことがありません。今でも世界中に戦争や虐殺

平和の国
――	イザヤ書 11 章 1～ 9節	――

　どんな種を植えても、植えた種の種類にしたがって実を結ぶ

と聖書は言われています。しかし、今日人々はこの神の御言葉

を無視し、自然に良いことが自分の人生に起こると期待してい

ます。そのようなことは起こりません。

　人間の心は畑で、その考えは種だとイエス様は言われました。

畑である私たちの心には二種類の種が蒔かれます。一つは主が

この地に来られて蒔かれた天国の子供となる種、もう一つは悪

魔が蒔く毒麦です。私たちは心の畑に神様の子供の種を蒔くと、

天国の子供が生まれて、毒麦の種を蒔くと毒麦が出てきます。

私たちの考えを通してどのような種を蒔くかによって、どのよ

うな物を収穫するかが決まるため、「何を考えるか」を決めるの

は非常に大事です。

　皆さんは敗北を勝利へ、死を生へ、疾病を健康へ、不幸を幸福

へ変化させることで、運命を変えて明日を新しくつくることがで

きます。このようになるために皆さんは悔い改めて心の畑に植え

られた毒麦を全部抜き取って、ただイエス・キリストを迎え入

れて、神様の約束の御言葉を植えなければなりません。御言葉

を見つめて、口で告白して、すべての破壊と絶望が皆さんの心

に根を下ろさないようにすると、皆さんの心に植えた種は近い

将来、充実した豊かな実を結ぶことができます。†

趙  鏞基 
ヨイド純福音教会元老牧師
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が絶えず、国家対国家、民族対民族の争いが続いています。

　第一に、人間性が変わらない限り、平和は訪れないことを知

りましょう。堕落した人類は、情欲の奴隷となり、貪欲のかた

まりとなってぶつかり合います。「あなたがたの中の戦いや争い

は、いったい、どこから起るのか。それはほかではない。あな

たがたの肢体の中で相戦う欲情からではないか。あなたがたは、

むさぼるが得られない。そこで人殺しをする。熱望するが手に

入れることができない。そこで争い戦う。あなたがたは、求め

ないから得られないのだ。」（ヤコブ 4:1 ～ 2）

　人間の心の中は否定的な要素でいっぱいです。不安や恐れ、

不信、憎悪、嫉妬、憤怒に満ちています。個人や国家の利益が

相反していることも争いの原因です。宗教的、政治的、領土的、

人種的、経済的利益相反です。また、人口増加と資源の枯渇問

題は、年々深刻さを増していきます。誰が、人間性を変え、否

定的要素を取り除き、利益相反を解決することができるという

のでしょうか。イエス・キリスト以外にあり得ないのです。キ

リストの内にあって新しい被造物にならない限り、これらの問

題を解決することはできません。神様を愛し、自身を愛するよ

うに隣人を愛すること以外解決方法はないことを悟りましょう。

　第二に、悪魔がいる限り、まことの平和は訪れないことを知

りましょう。悪魔を否定する自由主義神学者たちがいますが、

悪魔・悪霊は存在します。「さて、天では戦いが起った。ミカエ

ルとその御使（みつかい）たちとが、龍と戦ったのである。龍

もその使（つかい）たちも応戦したが、勝てなかった。そして、

もはや天には彼らのおる所がなくなった。この巨大な龍、すな

わち、悪魔とか、サタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た

へびは、地に投げ落され、その使たちも、もろともに投げ落さ

れた。」（黙示録 12:7 ～ 9）

地上戦は空中戦の影響を受けます。終末が近づいた今、凄惨な

戦いが繰り広げられていきます。人々を焚きつけて争わせるの

は悪魔の常套手段です。家庭に不和をもたらし、友人を離間させ、

争いを起こさせます。気をつけなければなりません。悪魔はほ

えたける獅子のように、食い尽くすべきものを求めて歩き回っ

ています。最後の審判が下るまで、この戦いは続くというのです。

福音伝播と同時に続く凄惨な霊的戦争を、終末に収めるといわ

れるのです。

　第四に、この世で得られる平和は暫定的かつ限定的平和です

が、キリストにあって得る心の平和があります。この世の栄耀

栄華では得ることのできない真の平和です。この平和を得るた

めに、私たちは祈り、賛美し、礼拝し、聖霊様にすべてを委ね

るのです。この方法は、テモテへの第一手紙 2 章 1 ～ 2 節に書

かれています。「そこで、まず第一に勧める。すべての人のために、

王たちと上に立っているすべての人々のために、願いと、祈（い

のり）と、とりなしと、感謝とをささげなさいそれはわたした

ちが、安らかで静かな一生を、真に信心深くまた謹厳に過ごす

ためである。」

 

　真の平和を得るために、祈りの手を休めてはなりません。ど

うぞ、真の平和の中で素晴らしい人生を歩む皆さんであります

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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もう一つは、否定的なことです。

　出エジプト 20:5――「あなたの神、主であるわたしは、ねた

む神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子に報いて、三、

四代に及ぼし」

　悪い行い（罪）は両親の世代から子の世代へと伝授されますが、

三、四代まで続きます。これは神様の意図されたことではあり

ません。次の箇所（6 節）で、千代に至るまで祝福されると仰

せられるからです。神様は祝福のために、世代間に伝授という

メカニズムを設置しておかれました。しかし誤用されたとして

も、それは作用するものです。

　罪を償うということは、神様が両親の罪によって子供を罰さ

れるという意味ではありません。破壊的行動の影響が続くであ

ろうという意味です。虐待したり不在がちであったり、道理に

外れた両親は、子供に傷を与えます。そうすればその子供はまた、

自分の子供に傷を与える傾向が生じます。そうして繰り返され

るのです。私たちは自分の行動に道徳的に責任を負わなければ

ならならず、私たちの行動は周辺に影響を及ぼします。

　私たちは、このように破壊的な世代間の影響を「呪い」と呼

びます。ですが、このような否定的な伝授を中断させ、このメ

カニズムを本来の肯定的な目的に取り戻すことは可能です。「呪

いを逆転させる」ためには、おもに三つの要素が必要です。

　1. 悔い改め : 否定的な行動を持続しないでください。私たち

の周辺にどんな影響があろうが、私たちは常に正しい事をする

よう選択しなければなりません。例えば、両親が暴力的であっ

たならば、自ら暴力を選ばないと決めることができます。

　❶ 変化のために、私たちはひとまず否定的行動を把握し、そ

れをしないよう決断しなければいけません。

両親の伝授 Parental Transfer
 ✿ 神の国

私達が親から祝福を受ける方法は、ただ両親を敬うことです。
上にあるものは降りてくるのです。上の両親を敬うなら、祝福は下
に降りてきます。ここには長寿、健康、成功、個人的使命の成就が
含まれているのです。

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

　私が心理的健康と発展に絶対的に重要な鍵である見出したこ

とを、分かち合いたいと思います。これは私たちの生活をいろ

いろな面で祝福へと導きます。それは、私たちと両親との関係

に関連があります。

　両親との関係は十戒に二回言及されています。それだけでも

相当な意味を示唆しているのです。一つは肯定的なことであり、
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　❷ 時にパターンというものは正反対の行動につながることが

あります。暴力的両親をもつ人は、過度に受動的であることも

あり、性的虐待を体験した女性は、夫に性的に無反応である状

態に変わることがあります。

　❸ 私たちはそのことを止めることによって、パターンを受け

継き繰り返さないことを決断します。私たちはすべての状況の中

で、過去の否定的影響から抜け出し、元気で倫理的な行動を選択

します。

　2. 赦し : 両親に対する否定的感情を放ってください。誰も完

ぺきな両親はいません。ある両親がより良く見えても、完ぺきで

はありません。誰にでも、両親に対して赦すべき何かがあります。

　❶ 神様はイェシュアの十字架の贖いによる恵みによって私た

ちを赦しました。私達には赦される資格はありません。神様は、

私たちも隣人をそのように赦すことを期待しています。その赦

しは両親から始まります。

　❷ 両親を赦すということは、私たちが母胎の中でさえ両親の

影響を受けてきたため、容易なことではありません。私たちの

肉の気質、それ自体は両親のＤＮＡで構成されています。私た

ちの存在性と性格は両親と連結されています。私たちは、深い

内面を探求してこそ、彼らを赦すことができます。

　❸ 心の中のすべての苦い根と怒りを取り除かなければなりま

せん。赦しとは一方通行の道です。相手が態度を変えようと変

えまいと、私たちは赦すのです。これは、私たちがすべての面

において彼らを信頼するとか、いとも簡単に私たちに傷を与え

続けるようにおく、という意味ではありません。

　❹ 信頼は双方通行の道に、相手の参与を要求する行為です。

その人が協力的な関係を立てていこうと思うなら、望ましい状況

です。しかしそうではないとしても、私たちは心の中で親に対す

る赦せない心を取り除くことはでき、心理的束縛から自らを解放

させることができます。

　❺ さらに、赦しは忘れるということではあります。否定的出

来事は、私たちの意識の中で反復的に「再生」させてはいけま

せん。私たちの頭脳のコンピュータの中にある貯蔵装置に入っ

ているかもしれませんが、それは私たちの考えと想像のスクリー

ンに浮かび上がるプログラム化された状態です。削除されなけ

ればいけません。

　3. 宣言：さらに、私たちは肯定的に話し、私たちの生活の中で、

彼らの「法的」管轄を撤回することによって、呪いを打ち破りま

す。簡単に言えばこういうことです。「私は、両親が私にしたす

べての誤った行為を赦します。メシア・イェシュアの御名によっ

て、私の人生のすべての呪いを打ち破り、否定的影響力を撤回し

ます。」

両親によって祝福を受ける方法

　十戒で、二番目に両親に関しての言葉は、両親を通して神様

から祝福を受ける肯定的メカニズムを説明してくれます。

　出エジプト記 20:12――あなたの父と母を敬え。これは、あ

なたの神、主が賜わる地で、あなたが長く生きるためである。

　私達が親によって祝福を受ける方法は、ただ両親を敬うこと

です。上に上ったものは降りてくるようになっています。上の

両親を敬うなら、祝福は下に降りてきます。ここには長寿、健康、

成功、個人的使命の成就が含まれているのです。

　敬うということは霊的な態度です。私たちが受けられるべき

場所にいるようにします。両親を敬うということは、親に言わ
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 ✿ 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

悪の勢力に
権力を
譲られる前に
命を懸けて
祈りなさい

　そこで、まず第一に勧める。すべての人のために、王たちと

上に立っているすべての人々のために、願いと、祈と、とりな

しと、感謝とをささげなさい。それはわたしたちが、安らかで

静かな一生を、真に信心深くまた謹厳に過ごすためである。（1

テモテ 2:1 ～ 2）

　私たちは皆、聖く静かで平穏な生活をすることを願っている。

聖書は、神様も私たちがそのように生きることを願っておられる

と言っている。そして私たちにそのように生きたいのなら、王た

れるすべてのことを行なうとか、また傷つけられたとき黙って

いるとか、親の言葉に無条件同意するという意味ではありませ

ん。尊重する態度で、尊敬心をもって話し、礼儀正しくするこ

とを意味します。

　両親を敬う祈りはこのようなものです。「天の父なる神様、私

に父と母を与えてくださり感謝します。私のために両親をお創

りなられたのでしょう。父と母の過ちをお赦しください。主が

私の人生のために計画されたすべての善なるものを両親を通じ

て受けます。」

　ご両親に対する尊敬の表現はこのような形であることもあり

ます。「お母さん、お父さん、私の両親であることに感謝します。

本当に感謝し、愛し、敬います。お二方は世の中で最も良い親

です。神様が私の人生に意図された善なるものを受け継いでい

けますように私を祝福してください。」

　通路は二つ（善と悪）であり、両親もお二人（父と母）であ

るため、4種類の領域を取り上げなければなければいけません。

　1. お父さんを赦す　2. お父さんを敬う　3. お母さんを赦す

4. お母さんを敬う

　このような形で、呪いは撤回され、祝福は解かれるのです。

勿論、両親との関係においては、様々な段階があります。したがっ

て、私たちはこのような過程をしばしば繰り返さなければなら

ないこともあり、もしかしたら毎日、また一日に七回もそれを

繰り返さなければいけない場合もあります。

　この過程は、若い子供だけでなく年上の子供にも重要です。

両親が亡くなられた後にも続ける必要もあります。霊的力学と

いうものは永遠であるからです。これを正す行為の霊的影響力

は、十分に言葉で表現することはできません。†
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ちと高い地位にある人たちのために祈りなさいと言っている。

　現代世界では、王はいないが大統領と政治家たちがその役割

をしている。大統領

と国会議員が力を合わせるなら、法を変えることができる。法

を変えれば、その国家の未来を変化させることができる。社会

を構成する七つの領域、すなわち宗教、文化、政治、経済、家庭、

言論、教育の中で、政治が一番重要である理由は、このためで

ある。

　カナダは最近何年間もの間、左派思想を持った政治家たちが

首相の職を担うなど権力を握りながら、カナダのクリスチャン

たちが驚愕する中、反キリスト教的な法が迅速に作られている。

その結果、クリスチャンたちは同性愛が罪であると言えなくな

り、クリスチャンたちが教師となったり、法曹人となったりす

ることも制約を受けるようになった。クリスチャンたちの中で

も、政府に同調する人たちがいるため、牧会者たちは薄氷の上

を歩くように牧会をしなければならない場合が多い。カナダ人

たちの政治志向が急に変わるようになって起きる変化でなく、

クリスチャンたちの無関心の中で、反キリスト教的な精神をもっ

た政治家たちが権力を掴んだために起きたことである。

　カナダでクリスチャンたちが辺境の住民として、ほとんど外

国人のように暮らすことができるという危機が教会を目覚めさ

せた。カナダの教会は変わっていった。多くのクリスチャンた

ちが組織的に、積極的に政府の仕事に関与し始めた。小さくは

学校運営委員会に参加したり、地方の選出職に挑戦したりもし

た。また、多くのクリスチャンたちが選出職の政治家になった。

　国家のために 24 時間祈りの家がカナダの首都、国会のあるオ

タワに建てられ、昼夜首相と国会議員など政治家たち、カナダ

のために祈るようになった。神様がカナダのクリスチャンたち

の祈りと切なる願いに早く応えてくださって、カナダ建国以来、

一番多くのクリスチャン政治家たちがカナダの国会で活動して

いる。しかし、一度変えた法を再び戻すことはとても難しいこ

とだ。

　ダニエル書は、最後の時に次のようなことに対する予言をし

ている。

　十の角はこの国から起る十人の王である。その後にまたひと

りの王が起る。彼は先の者と異なり、かつ、その三人の王を倒す。

彼は、いと高き者に敵して言葉を出し、かつ、いと高き者の聖

徒を悩ます。彼はまた時と律法とを変えようと望む。聖徒はひ

と時と、ふた時と、半時の間、彼の手にわたされる。（ダニエル

7:24 ～ 25）

　末世に現れる偽キリストの霊の特徴は、まず第一に言葉によっ

て高い地位にある者に敵対し、二番目に聖徒を苦しめ、三番目

に時と法を変えようとする。過ぎ去った百年余りの間、全世界

で偽クリストの霊をもった勢力である共産主義者たちの熾烈な

戦争が続いて起きてきた。ロシアを共産革命として征服させた

スターリンは法を変えるだけでなく、歴を変えて週七日制でな

く週五日制により、時をも変えさせた。国民を五つの軍に分けて、

三部制により二十四時間工場で働くように変えた。

　教会と家庭を憎んでいたスターリンは、夫と妻、子供たちが

休む時を分離させて、家庭が共に過ごす時間を最小化させて、

余暇の時間は共にできないように計画表を組んで全国民がそれ

に従って暮らすように図った。結果的に教会共同体と家族が解

体された。しかし家庭を守ろうとする人たちの不満の声が上が

り、その制度は 1940 年に廃止された。
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企画Ⅰ｜復活祭を準備する四旬節
ばならない。社会主義者たちは人々を集団に忠誠させるために、

血縁中心家族制度の弱化、キリスト教価値観の破壊というマル

クス主義の原則を様々な名で実行している。

　これらはとても善良な顔とすべての人々が共感するほどに、

また政策、多くの人々、特に貧しい人々の心を活かすほどに、

経済政策を提示して権力を掴んだ後、法を変更させて時を変え

ようと図っている。彼らへ渡されれば、聖徒たちは時が満ちる

時まで大変な苦難を被るようになる。だから、子供たちの未来

のために、親の世代が命を懸ける覚悟で抵抗し、とりなしをす

れば、霊的な大空に真鍮の洗盤のように置かれるようになって、

国民を魅惑し祈りの答えを妨害をする霊的な固い陣営を砕き破

ることができる。

　最近、アメリカで起きている肯定的な変化は、実際に多くの

アメリカ人クリスチャンたちが愛国心をもって大統領と国家の

ために切に祈り始めたということである。また、ヨーロッパの

様々な国家の中にもこのような肯定的な変化が察せられる。

　獅子の洞穴の中で最後まで祈った聖徒たちの祈りの答えであ

ると信じる。神様は、私たちがへりくだってそのお方の御心と

御顔を求めることを今日も待っておられる。神様が地を癒され

るため、御座で命を下ろされるなら、誰が彼に敵対できるでしょ

うか？神様が油を注がれるなら、幼い少年であったダビデがゴ

リアテを打ち破ることができたように、何よりも神様を畏れる

善なる知恵に満ちた能力のある指導者が立てられるよう日夜祈

り求めなければならない。†

善良な顔の陰に隠された社会主義

　ソ連の没落の直後に、私がシベリアを歩いている時、神様は

共産主義が再び強力になるであろうと言われた。当時ではソ連

の鉄のカーテン、中国の竹のカーテンの背後で起こる共産独裁

の残忍さにあきれ果てていたヨーロッパ人と北アメリカ人たち

の間で共産主義に対する警戒と憎悪が大きくなった状況であっ

た。共産主義は大変人気が無くて、誰も共産主義に再び魅惑さ

れそうでなかったため、私は聖霊の御言葉にとても驚いた。

　私は神様にいつそのようなことが起こるのか尋ねてみた。す

ると神様は、人々は平和が訪れたと考えて、緊張を解き、軍隊

を縮小する時、そのようなことが起こるであろうと言われた。

まず、中東で戦争が起こり、アメリカが中東に没頭している時、

ロシア、中国が再び強くなり、北朝鮮がこれらと連合してアメ

リカを威嚇するであろうという言葉を与えてくださった。

　1990 年第初めに、私が教会にこのような警告をした時、人々

は共産主義経済政策により破産の境地に至っていたロシアと中

国がアメリカを威嚇する程度に富強され、その上北朝鮮のよう

な微弱な国家がそれらと連合してアメリカを侵攻することもで

きるという警告に耳を傾けはしなかった。

　ソ連の没落後、南アメリカ共産主義者らは、非常に共謀して

精錬された方法によって南アメリカを共産主義化させた。南ア

メリカで彼らは自分たちをソ連や中国式の社会主義ではなく、

ヨーロッパのように精錬された素晴らしい新たな左派、進歩左

派を目指していると国民たちを幻惑させた。

　進歩であろうが、進歩左派であろうが、どんな名であっても

社会主義は単純な経済制度でなく、個人より集団がもっと重要

であるといった世界観であるという事実を私たちは知らなけれ
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✿ 特集｜我がうちにあるパリサイ人と向き合う　

まことのキリスト者
として生きよう

　約 25 年前の出来事である。私は新兵教育隊を経て、カンウォ

ンドのある部隊に配属され、大韓民国の健全な男性が通過しな

ければならない軍生活の第一歩を踏み出した。入隊した時期が

悪かったのか、二等兵として始まった軍生活にまだ慣れないう

ちに、その部隊から、最も苦しい「千里行軍」に参加しなけれ

ばならなかった。１カ月間、カンウォンドの山々を登るという、

本当に辛く苦しい訓練だった。最初は度胸で粘ったが、１週間

で脱落してしまった。専任兵が私と一緒に遅れて歩いてくれた

が、周りが暗くなった山で、目前の絶壁を認知できず、二人は

そこから落ちてしまった。

カン・サン 牧師／十字架教会
　私たちを救助するため、中隊長と救助チームが捜索に出た。

発見後、私は物凄く怒られ、侮辱を受けながら山を下りてきた。

絶壁から落ちた時、足を怪我して歩くのが辛かった私を、中隊

長は叱り続け、早く歩けと責め続けた。

　山から殆ど下りた所で突然、中隊長は私に「自分の背中に負

ぶされ」と言った。親切な好意からではなく、厳しい口調の強

制的な命令だった。私は理由もわからないまま、命令だったの

で仕方なく負ぶられた。負ぶられて草むらから出るとすぐ、新

聞記者らのカメラフラッシュを浴びた。軍隊の最高官が報告を

受ける場所に着いた時、中隊長は大変な思いをして私を探し、

絶壁から献身的に二等兵を負ぶって来た英雄になった。直前ま

で私を馬鹿扱いしていた顔は消え、中隊長は暖かい思慮深い父

の顔で私に接した。私は悔しくて涙が出た。人前で私を抱いて

くれた中隊長に、瞬間的に激しい怒りが込み上げたほどだった。

霊的パリサイ人

　世には光があり闇もある。正しいものもあれば間違いもある。

これらの違いが明らかであれば、人々は混乱せずに、どこへ行

くべきか、何が間違いか分かる。だが、本当に恐くて悪いもの

がある。光のように見えるが暗闇であり、正しく見えるが誤り

であるものだ。こういうものは区別が難しく、正しく見分けら

れなければ致命的な打撃を受ける。無知で失敗するのではない。

彼らは意図的かつ計画的に巧妙に操るため、一人の人間だけで

なく、民族や国全体が滅びる。

　国のために労苦するかのように見せかけて、実は人々を先導

し、私利私欲だけを追求する政治家や政権がそれである。子ど

もたちの食品や商品として売った物が、実際は子どもたちの命

私たちに内在するパリサイ人のような偽善的な態度を捨て、主イエス

の御姿にならう者とならなければならない。そのためにはまず、私た

ちは真実にならなければならない。
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ものに過度に固執した。外見や形式が重要でないということで

はない。内的かつ本質的な価値を正さず、形式的なものだけに

執着すると、霊的崩壊につながる。彼らは非常に安価な薬味で

あるはっか、いのんど、クミンを形式的に納めて、十分の一を

献げたことを徹底的に強調しながら、公平とあわれみと忠実を

重視せず（マタイ 23:23）、器の外側を綺麗にするだけで、その

内側は貪欲や放縦に満ちていた（マタイ 23:25）。結局彼らは、

腐敗した死人が入っている墓を白く塗ったような姿であり、人々

からは正しく見えたかもしれないが、その内側を見られる神の

御前には不法な者にすぎなかった。（マタイ 23:27）

　福音書にこのように示されたパリサイ人の姿は、その後新約

時代を経て今日に至り、偽善的なキリスト者の姿に繋がる。彼

らの姿はイエス・キリストを信じる信仰者の姿ではなく、履歴

書に「キリスト教」というタイトルだけを書き込む宗教者である。

私は彼らを非難するのが目的ではない。しかし私たちが自ら現

実を直視すべき理由として、このようなキリスト教宗教者のい

くつかの姿を書いてみようと思う。

宗教者の特徴

　第一に、礼拝を形式化してしまう宗教者がいる。笑い話にあ

るように主日礼拝に一回休めば天国に行く階段が一つ消えるの

ではないかと心配して礼拝に参加するが、体だけが来ても、ま

ことに神に会う礼拝は捧げられない。礼拝時間に遅れてきて、

準備不足の格好と服装で、楽な椅子に座り、心からの賛美と祈

りのない、口パク水準の宗教者たちがあまりにも多い。甚だし

くは、礼拝時間に居眠りをし、スマートフォンをいじり、ひど

い場合は恋愛までする。これは礼拝ではない。神の御前に憎む

を奪うことになった。貧しい人たちに善良なことをしたように

見せて、彼らの生活を奪って行った。こういうことは、政治経

済にとどまらず、教会内にもある。聖書は彼らを「霊的パリサ

イ人」と呼ぶ。

　もちろん、聖書に出てくるパリサイ人のすべてを悪だと罵倒

してはならない。彼らは神に対して熱心な宗派であった。私た

ちがよく知っているように、偉大な使徒パウロもパリサイ人だっ

た。しかし、イエス・キリストが受肉してこの世に来られた時、

パリサイ人を特に批判された。彼らが持つ情熱のせいではなく、

彼らの偽善のゆえだった。ギリシャ語で『偽善』という単語は、

新約において 25 回使われたが、その意味は「仮面」であり、本

来の自分の姿を隠し、別の姿に自分を偽って見せる態度を言う。

　新約聖書において、偽善者パリサイ人の典型的な特徴は「誇

示」である。誇示とは、自分を実際の姿より大きく誇張して見

せることである。彼らの願いは、人々に偉大な人として認められ、

称賛されることであった。彼らはラッパを吹き鳴らして救済し

（マタイ 6:2）、会堂や大通りに立って祈り（マタイ 6:5）、見苦

しい顔をして断食していることを見せつけた（マタイ 6:16）。

彼らは人々に認められ称賛されても、結局、神に認められ称賛

されることはなかった。

　また、パリサイ人は頻繁に「批判」をした。問題は、自分た

ちがより深刻な状態でありながら、他人にひどい批判をしたこ

とである。そういう批判ができる自分たちを、優越な存在とし

て表すことに誇りを感じていた。しかし、彼らは他人の目にあ

るちりだけを見、自身の目にある梁を認めない愚か者だった。（マ

タイ 7:1 ～ 5、ルカ 6:42）

　またパリサイ人は、たましいの内的価値より、外から見える
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べき行為である。形式だけの礼拝は礼拝ではない。礼拝は見物

ではなく参加である。私が何かを受けるのではなく、献げるの

である。心と精神と力を尽くし、主に自分自身を献げることが

礼拝である。

　第二に、御言葉を重んじず、無価値にしてしまう宗教者がいる。

聖書は家に置き、スマートフォンに聖書のアプリをダウンロー

ドしておく。御言葉をあちらこちらに貼っておき、年の初めに

は御言葉を引くが、御言葉を読んだり聞いたり、心に刻むこと

はしない。人生のあらゆる岐路で進むべき道を決めるとき、御

言葉を基準としない。神学校に通っていても御言葉を研究せず、

キリスト教出版社で本を出版しても御言葉を知らない。子ども

たちを教える親は御言葉で子どもを養育すべきだが、子どもた

ちを塾に行かせることに心を注いでいる。

　一つ訊ねたい。この文章を何曜日に読んでいるかわからない

が、今週の主日に礼拝を捧げたなら、主日礼拝の説教が何か答

えられるだろうか？ 私が実験してみた結果、90％以上が主日説

教の題名さえも覚えていなかった。インターネットやユーチュ

ブを見ることに血眼になっていながら、神の御言葉には関心が

ない。神の御言葉は道であり、真理であり、命であるが、御言

葉がないために彷徨う宗教者の人生は、偽りであり滅びるしか

ないのである。

　第三に、祈りのない宗教者がいる。形式的には祈るが、深い

真の祈りがない。牧師たちは、祈るよりインターネット説教を

切り取って編集することを選び、神学生たちは神学情報だけに

頼る。聖徒たちもあちこちに電話して人的な手段を求めるだけ

で祈ることはせず、こう言うであろう「祈っても仕方がない」

････ 祈りに対する信仰がないのである。祈りに対する信仰がな

いということは、その祈りを聞いてくださる神に対する信仰が

ないということだ。習慣的に「祈りましょう、祈ります」とい

うだけで、祈らないのである。だから、祈りの力や祈りの体験

がなく、祈りの神秘や深さも味わったことがない。繰り返すが、

祈りに対する信仰がないということは、その祈りを聞いてくだ

さる神に対する信仰がないのである。

　第四に、実のない宗教者がいる。頭だけで手と足のない奇形

な姿になった宗教者である。従順の人生がないからだ。祝福を

受けるだけで、主と共に苦難を受けることは拒むため、十字架

の人生がない。それゆえ、世間の人たちと全く違わない。光と

塩という文字や文章だけのデボーションや説教に何の力がある

だろうか？ 光であっても、熱もなければ明るさもない。塩であっ

ても何の味もなく、腐敗の悪臭だけが上がってくる。こういう

宗教者の姿は、腐敗したパン種のように個人を越えて共同体へ

と伝染する。（ルカ 12:1）

イエス様なら――

　ならば、どうすればよいだろうか？ 私たちはもはや宗教者の

姿ではなく、真のキリスト者としての生き方へと方向転換しな

ければならない。私たちに内在するパリサイ人のような偽善的

な態度を捨て、主イエスの御姿にならう者とならなければなら

ない。そのためにはまず、私たちは真実にならなければならない。

自分にないものをあるかのように見せかけ、あたかもキリスト

者としての生き方をしているかのように人々に見せようと努め

るのではなく、真実かつ率直に自身を神の御前に現わさなけれ

ばならない。体を洗うためには洋服を脱ぎ、治療を受けるため

には自分の症状を率直に話すように、私たち自ら、自身に対す
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問する瞬間、聖霊様は私たちの内で御業をなさるはずである。

　今年に入り四カ月近く、ある青年から相談を受けた。教会の

重役である父親のせいで、深く傷を受けた青年だった。最初に

会った時、その兄弟の内面にある憤怒や恨みや痛みは、父親

が信仰がないからではなく、パリサイ人のような偽りの信仰を

持っていたからだとわかった。私はその兄弟の話を、涙を流し

ながら聞いてあげた。父親に代わって赦しを願い求めた。そし

て、父親を変えることはできないが自分を変えることはできる、

と話した。父親が偽善者であることに心が痛むなら、父親を罵

り自分も偽善者として人生を生きても何の解決にもならないと

言った。そして、神の愛とイエス・キリストの十字架、聖霊様

の助けが必要だと助言した。

　私たちは共に祈り、その兄弟の父親を赦す手紙を書いた。も

ちろん、四カ月近くの長い過程は簡単ではなかったが、聖霊様

が助けてくださった。良い結果になったと書きたいところだが、

私ができることはそこまでだった。あとは主がなさるはずであ

る。この地にはあまりにも偽善者が多いと、恨みつぶやくこと

をやめよう。私から、あなたから、私たちから始めよう。一人

の人、主イエスがこの世を変えられたように、一人の真実なキ

リスト者が、家族や教会や国や民族を変えるようになるであろ

う。どうかこの文章を読むだけに終わらず、人生を変えてみて

ほしい。必ずや主が助けてくださるであろう。†

る率直な反省文を神の御前に差し出そう。

　そしてその中で、神が喜ばれないことがあれば正し、学ぶこ

とがあれば学び、訓練が必要なら積極的に参加しなければなら

ない。まさしくそれが告白であり、悔い改めである。私たちは

罪のない義人ではない。だれもが罪人である。ただ、ある人は

自ら罪人であることを認め、ある人は最後まで罪人であること

を否認する。しかし、唯一、自分の罪を告白し悔い改める人だ

けが救いの恵みを受け、新たな人生を始められるのである。

　まことのキリスト者になるために、私が用いる方法がある。

常に「イエス様なら ････」と、しばらく立ち止まって点検し自

問する方法だ。私がイエス様ならどうするべきか？ イエス様な

らどの様に礼拝を捧げ、イエス様ならどの様に信仰生活を送る

だろうか？ イエス様ならこの危機的瞬間にどう答え、この残酷

な瞬間にどう決定するだろうか？ もちろんぴったり合う答があ

るわけではない。しかしその瞬間、私たちは主の御前で、立ち

止まって深く考え、祈りながら主を待ち望むことができる。そ

れが真のキリスト者になっていく過程である。答だけ求めるの

ではなく、答を得られる道に立つことだ。祝福だけを受けよう

とするのではなく、祝福を受けるにふさわしい存在になること

である。

　キリスト者とは、結局、イエス・キリストに似ていく人たち

である。イエス様が考えるように考え、イエス様が話すように

話し、お金の使い方もイエス様がなさったように使い、イエス

様の決定に最も類似した方法で決定する時、私たちはまことの

キリスト者として、この世の光と塩になれるのである。もちろん、

私たちの力と意志だけでできるわけではない。聖霊様の助けを

求めなければならない。「イエス様ならどうするだろうか」と自
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ホ・ウンソク宣教師と彼女の著書
＜私がパリサイ人中のパリサイ人です＞

✿ 特集｜我がうちにあるパリサイ人と向き合う　

私が
パリサイ人中のパリサイ人です
　　　　　　　　　――ホ・ウンソク宣教師の告白

ナム・ユダ 牧師／ワールドミッション教会

自分の憐憫の仮面を被ったサタン

　「誰かに非難を受けたとき、あなたはどうしますか？ プライ

ドが傷つき侮辱されたと憤り、迎え撃つでしょう。『私は悪くな

いのにこういう羞恥を受けた』と思い、自分を守ろうとあらゆ

ることを思い巡らすでしょう。これは自己憐憫、自己愛です。

私の内に入り込んだサタンの堅硬な陣営なのです。この自己憐

憫は、聖霊によらなければ決して取り除くことはできません。」

（＜私がパリサイ人中のパリサイ人です＞より）

　キリスト者が傷つき、憤怒する根本的理由は、死んだ自我に

対する愛着のゆえである。聖書の御言葉には、キリスト者は『私

はなくイエスによって生きる人たちだ』と示している。しかし

私たちは、イエスではなく死んだ自我に頼ろうと絶えず試みる。

私たちの自我はすでに十字架上で死んだ屍にすぎない。なのに

私たちは、その死体にしがみ付いて生きようとする。

　ホ・ウンソク宣教師は 1991 年、アマゾンのジャングルで原住民

宣教に仕えた。17 洞規模の神学校を建設して 500 余名の牧会者を輩

出するほど、活発に宣教活動をしていた。だが、2010 年に突然がん

宣告を受け、＜私がパリサイ人中のパリサイ人です＞という一冊の

本を残し、2013 年に昇天された。

　この本は、死の過程を淡々と記録した本ではない。ホ宣教師は死

の過程を通し、イエス生命の本質を見出した。肉の病がなかったら、

たましいが病んでいることも知らずに生きていたであろう、と告白

する。彼女は、一歩一歩肉体の死に向かっていくと同時に、霊と魂

の生命を受け取り楽しんでいた。この本は私たちの人生を顧み、真

剣に点検するよう、助けてくれる。私はこの本の一部分を引用し、

イエス様を紹介したい。
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地で献身する宣教師の人生の裏側の暗い姿を、誰が想像するこ

とができただろうか。しかしこれは、私たちの姿だ。賜物と奇

跡で他の人々を騙し、自分自らも騙される。聖書において主は

言われる。「あなたがたを全く知らない。不法を働く者どもよ、

行ってしまえ」（マタイ 7:23）と。今も主は、「あなたを全く知

らない」と言っておられるのかもしれない。

がんが発見される

　「病気になって過去の罪を一つひとつ悔い改めるようになり、

学校を建てて成果も現れるようになりました。しかし、成果が

現れれば現れるほど、人々から認められるようになりましたが、

この可視的成果は神に認められることはできませんでした。自

分を誇り、自分の能力を誇示することに陥った自分を守れる方

法は、鍛錬しかありません。病気にかかり、私は瞬時に蔑視と

侮辱を受ける低い席に転落しました。しかし、低くなることが

私たちが生きながらえる方法です。これこそが、生命を得る道

なのです。病気の苦痛によって、人々の冷たい視線によって自

身が謙遜になり柔和になること、これは聖霊の働きです。」（＜

私がパリサイ人中のパリサイ人です＞より）

　私たちは少々のことでは主の御前に屈服しないものだ。死ん

だ自我が頭を上げ、最後まで突っ張るのである。自分の思いの

ままに生きていく人生から立ち止まり、主を恐れなければなら

ない。自己中心の際どい綱渡りの人生に主が介入されれば、人

は耐え難い状況に向き合うようになる。不可抗力的な状況にな

り、私たちはようやく跪く。耐え難い圧力が加えられたとき、

私たちのうちの細胞一つひとつからも、高慢と反逆の腐敗した

水が湧き出るようになる。苦しくて辛い時間ではあるが、よう

　死んだ自我に愛着を持つキリスト者は、満足感がなく、絶え

ず渇くようになる。決して満たされることのない死んだ自我の

ゆえに、満足できないのである。要するに、私の未来、私の満足、

私の報酬、私の面目のような、自分に関するイッシューだけに

しがみ付くならば、決して満足感は得られないのである。唯一、

『私はすでに死んだ』という真理だけが、私たちを自由にする。

私たちの人生の主語は、私ではなく主である。そうなったとき

にようやく、私たちは傷や憤りを脱ぎ捨てて生きていけるので

ある。

十字架のない賜物は惨憺たる結末

　「私たちは神になりたくてしょうがない存在です。それゆえ、

十字架がなく賜物だけを持つならば、私たちはイゼベルのよう

に他人を操る人へと変質してしまいます。気に入らない人は突

き放し、私より優れた人を妬み嫉妬します。私が不思議な賜物

を持っていれば、人々はそれを見て私につき従うでしょう。だ

から自ら僭上な名のついた冠を被り、君臨するのです。ですから、

十字架のない賜物はこの上ない極めて危険なものだと言えるの

です。（＜私がパリサイ人中のパリサイ人です＞より）

　イエス様のなさった御業を同じく行われる能力、これが聖霊

の賜物だ。それゆえ、聖霊の賜物はイエス様の十字架を同伴する。

恐ろしい死刑道具である十字架の中に、むしろ復活の生命の力

があるからだ。聖霊の賜物と能力は、十字架の衣を纏っている。

それゆえ十字架の衣を纏わない賜物と能力は、自分自身を高め

るとともに、他人を抑圧し威力を行使するようになるのである。

　ホ宣教師は、十字架はなく賜物と能力だけを求めていた自身

の人生を切々と告白し、悔い改める。アマゾンのようなやせた
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やく純金のようになって出てくる。苦難は私たちを聖くするた

めに、本当に有益である。

自然と恵みの人生となる

　「聖書における『これを守りなさい』という御言葉は、律法を

力尽くして守りなさいではありません。十字架を通過し、聖霊

の内にとどまる成熟した信仰者になれば、『そのように生きられ

る、そのようになる』という意味だ。『これを律法の通りに守り

なさい』ではなく、『このような福音にふさわしい人生を自然と

生きていけるようになる。変化した存在だから！』と、示して

いるのです。こうして主と連合した人たちは、『律法に反するこ

とをしなくなる』のです。敢えて『守ろう』としなくても、自

然と守るようになるのです。」（＜私がパリサイ人中のパリサイ

人です＞より）

　私のうちに死んだ自我を訓練させ、教え、イエス様に似てい

こうと試みることは、極度のストレスを同伴する。そして、必

ず失敗する。死は生命の真似をするけれど、結局は死である。

私たちが死んだ自我を脱ぎ捨て、十字架を背負い、聖霊の中に

とどまるなら、イエスの人生を生きることができる。私たちが

イエス様の内におり、イエス様が私たちの内におられるなら、

必ず福音にふさわしい生き方ができるのである。無理にしなく

ても自然とできる人生、これこそが、恵みなのである。

　ホ宣教師の最後の 3 年間の人生は、切絶な疾苦の時間であっ

た。しかし自己努力の人生から、主にならう人生へと転換した。

私たちの努力ではなく、主への熱心を楽しみ、賛美する人生の

奥義を見出す貴重な時間であった。私たちの人生においても、

その奥義を見出し享受するよう希望する。†

　ルカの福音書 18 章には「パリサイ人と収税人」の譬え話しが

ある。ふたりの人が祈るために宮に上った。パリサイ人は主に

対して自分の義を誇るばかりで、収税人は目を天にむけようと

もせず、自分の胸を打ちながら主のあわれみを求めた。この相

反する二つの態度に対してイエス様は当時、人々から認められ

ていたパリサイ人ではなく、軽蔑されていた収税人を義と認め

られた。そして、「自分を高くする者は低くされ、自分を低くす

る者は高くされるであろう」と仰せられた。

私の祈りはパリサイ人の祈りなのか、謙遜な者の祈りなのか

　今までの人生に私が主に感謝したことの中の一つは、人の前

パク・ジョンヨル 代表／ハンアリエンタテインメント

✿ 特集｜我がうちにあるパリサイ人と向き合う　

キリストの
満ち満ちた徳の高さに至るまで
成長しよう

- 30 - - 31 -



クリスチャンの姿勢ではない。「これでいくら稼げる」ではなく、

「これで主が御国のために何かできる」と考えるべきである。そ

れゆえ、与えられた仕事は主に対してするようにしなければな

らない。（コロサイ 3:23）

　ヘブル人への手紙 11 章を見れば、信仰によって険しい苦難の

道を通り抜けた信仰の先祖たちの話を紹介している。アベル、

エノク、ノア、アブラハム、サラ、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モー

セ、ラハブなど。ヘブル人の手紙 11 章に示された『信仰』とは、

ガラテヤ人への手紙 2 章で「私たちもキリストを信じる信仰に

よって義とされるためである」と、告白するときの救いの「信仰」

よりもはるかに成熟した信仰を意味する。

　私の信仰は、ちょうど救いを得るまでの信仰なのか、福音と

使命のために苦難をも乗り越えられる信仰なのか？ 信仰の先祖

たちの前に、また生涯を捧げてこの地に福音を伝えたその名も

なき多くの宣教師や、今も世界各地で福音の負債を負った者の

気持ちで、黙々と使命を果たしている多くの宣教師に恥ずかし

くない人生を生きたいと願う。†

で自慢できるものが何一つないということだ。自慢できるもの

がないため、自慢することもない。だから静まって主の御顔を

求め、跪いて祈るしかないことに感謝する。

　使徒パウロは、自分も使徒としての権利を持っているが、福

音の妨げにならないようにその権利を利用しないと述べた。彼

は肉における何一つも誇るものはなく、ひたすらへりくだり、

主のあわれみを求め、十字架の福音だけを伝える生涯を生きた。

彼はすべての人に対して自由であるが、敢えて自ら奴隷になり、

多くの人を得ようとした。(Ⅰコリント 9 章 )

　私の内にも、どうかこのような姿に満ちあれるように切実に

願っている。使徒パウロのように生きたいのだが、時々肉の弱

さのゆえにつまずいてしまう。ある集会に行った時、私に名札

をつけてくれたが、その名札を見て私は驚いた。私の名前の上

に「ＶＩＰ」と書いてあったからだ。瞬間的に不思議な気持ち

になった。「あぁ、ようやく私が認められているのかな」――5

秒ほどそう思った後、目がしらが熱くなった。心が崩れ落ちる

ようだった。「主の福音のためにすべてを捧げると言いながら、

このようなくだらないことを考えるなんて」――このような待

遇に慣れてしまうと、自然と神様から遠ざかるのである。本当

に聖霊によって神に仕え、イエス様だけを誇り、肉に依らない

人生を生きたいものだ。（ピリピ 3章）

キリスト教企画社を運営しなから追求したい姿勢

　私の仕事はキリスト教企画会社を運営している。あるプロジェ

クトの依頼がくれば、契約をする。しかしこの時、私の頭に最

初に浮かぶのが「この仕事でいくら稼げるな」であれば、私は

キリスト教界を対象に仕事をする、ただの事業家になる。決して、
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✿信仰の明文化を成し遂げますように㊶

牧会は、戦うときには負けるのだ

　2010 ～ 2012 年は私の牧会旅程の中で最も苦しい時期だった。

虚偽事実に満ちた冊子が 3 冊も配布され、悪い噂で塗られたパ

ンフレットが撒かれ、その知らせを含んだインターネットの情

報が米国の宣教地まで広く流布された。

　「イ牧師がそろそろ辞任するだろう。」というニュースが何度

も伝わってきた。私は未練がましくその地位に居座る人間では

ない。神様が立ちなさいといえば立ち、行きなさいと仰せられ

れば行くのが、私の生き方だが、その時まで、ただの一度も神

様から牧会をおろしなさいという御言葉は無かった。しかし、

さらには講壇に上がれないように身体に害を加える、という脅

迫もあった。

神様が喜ばれる
教会にしてください

｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会

　2010 年、危機の中で私が選んだ戦略は初志貫徹でただひとつ

だった。それは「対応しない」だった。傍から見たら多少もど

かしかっただろう。しかし牧師は、戦うときには負けるのだ。

戦いに勝っても負けるのだ。その時、私の祈りはとんでもない

内容だった。使徒行伝の教会がすべての民の称賛を得たように、

私たちヨイド純福音教会も世の称賛を得られますように、とい

うことだった。そして、例え私が身体に害を受けたとしても、

教会と福音の為に困難に遭っても、神様が私を憐れんで下さり、

教会をもっとリバイバルさせてくださることを信じた。

牧師は神様から慰めを受ける

　教会に悪い噂が広まった。私を引きずり下ろす為に、外部の

ある勢力が、私と妻の 10 年間の通帳の取引明細をもれなく調べ

た。彼らが見つけたのは、妻が 2000 年から貯めた住宅積立用口

座ひとつだけだった。しかしこれさえも妙な噂として歪曲され

広まった。

　「イ・ヨンフン牧師が、教会のお金を抜き取り、新しいマンショ

ンを購入した。」

　私はこのような非難に一切反応しなかった。反応したら、さ

らに悪い噂が増幅して広まるだけだ。どのみち神様はすべてを

知っておられる。牧師は神様の御前で堂々とし、牧師は神様に

慰めて頂かなくてはならない。もし私がその数多くのデマに対

して釈明したり、一喜一憂していたなら、教会も大きな渦の中

に巻き込まれていただろう。ある方たちは私に強めの対処を求

めた。その度に、私の回答は同じだった。

　「神様はすべてをご存知です。私たちは祈るだけなのです。外

部の攻撃に反応したら互いに壊れてしまいます。」
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化を成すためには子に継がなければならない。」なぜ、その考え

に至らなかったのか。結婚 16 年目になって初めて、出産につい

て祈り始めた。神様に委ねれば、必ず聞いてくださるという確

信があった。

　「神様が胎を開いてくださる。出産のために、今から夫婦で共

に祈ろう。」

　妻と祈り始めた。しかし、2 ヶ月過ぎたある日、妻が、体の

不調を訴え病院に行った。結婚から 16 年経ち初めて病院の産婦

人科に行ったのだ。医者が明るく笑いながら言った。

　「妊娠しています。赤ちゃんがいますよ。」

　1997 年 11 月、子が生まれた。結婚して 17 年目だった。この

知らせが米国ワシントン純福音第一教会にも伝わった。教会の

聖徒に、結婚 23 年目になっても子を授かることができない方が

いた。この夫婦が感動を受け、神様に切に祈った。

「神様、イ・ヨンフン先生は結婚 17 年目に子の贈り物を受けた

そうです。私たちにも同じ神様です。私たち夫婦にも子の祝福

を降らせてください。」

　結局この夫婦も子どもを授かる祝福を受けた。その方は結婚

24 年目の年、53 歳で初めての子を産んだ。そしてその子の名前

は「聖書」とつけた。神様の素晴らしいみ働きを体験した瞬間だっ

た。†

　その苦難の瞬間にも祈るたびに心の平安が臨んだ。私は今も、

当時の対応しないという戦略が卓越していたと思う。3 年間の

熾烈な戦いが終結して、ヨイド純福音教会は、再び「成熟」の

段階に踏み入れたのだ。このすべてのことが神様の恵みだ。神

様が助けてくださった。

結婚 17 年目で子を授かった

　そのすべての困難に遭った時、私のそばで私のために祈り、

信じてくれた人は、妻だ。妻は私の説教でいつも恵まれると励

ましてくれた。神様が、助けとなる配偶者として送ってくださっ

た有り難い人だ。

　私たちは 1980 年に結婚してからあまりにも忙しく過ごした。

米国で一緒に博士課程の勉強をするため、子どもを持つタイミ

ングを逃した。結婚して 16 年間、子どもがいなかった。しかし

驚くことは、出産の問題を深く考えたことが無かった。病院に

行き、互いの健康をチェックしたことも無かった。しかし、あ

る日、産婦人科の医者である勧士が私を尋ねてきて、このよう

な質問を投げかけた。

　「先生は、なぜお子さんを持たないのですか？」

　ぱっと答えられる言葉がなかった。勧士は私をじっとみて言っ

た。

　「私はこれまで 3 家族のために祈りました。ある家族は既に子

どもが産まれ、またもうひとつの家庭は今、妊娠中です。それ

なのに先生のご家庭はまだ何の知らせもありません。」

　勧士の話を聞いてひらめいた。私たちは子どもを与えてくだ

さいという切なる祈りをしたことがなかった。

「あぁ、私たちがあまりにも無関心だったのだな。」「信仰の明文
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　異端は時代の変化に合わせ、布教方法を開発する。家々を訪

問し、チラシを配る過去とは異なり、SNS や YouTube を活用し

た布教も盛んに行われている。知っていれば薬になるが、知ら

ないと毒になる異端の最近の布教法を覚えるのは、異端を予防

する第一歩である。

メディアを占領した異端

　スマートフォン・アプリケーション分析会社ワイズ・アプリ

が今年 4 月、スマートフォン利用状況を分析した結果、韓国国

内で YouTube を最も多く利用する年齢層は 50 代であることが分

かった。YouTube がもはや若者の専有物ではないことを証して

いる。

　多くの信徒たちが、YouTube を通して様々な説教と講義を視

聴する。手軽にスマートフォンで観られるというメリットはあ

るが、異端チャンネルが少なくない。重要なのは、最初から核

心的な異端思想を現わさないことである。正統教会で教える内

キム・ジョンス 記者／現代宗教編集部長

✿ 企画｜最新の異端布教方法レポート　

全知的異端視点

容と似ているように感じられる。このような映像を通して熱血

登録者になると、少し異なることを伝えても、間違ったことを

伝えても、すでに説教者に対する信頼が大きくなっているため、

おかしく思わない。特に、YouTube は説教者の神学背景、教会、

教団などを公開していない場合が多く、注意が必要である。

　ポッドキャストも人気のあるメディアの一つである。オーディ

オをベースにしているため、出退勤や運動、育児や家事をしな

がら、同時に聴くことが可能である。しかし、残念ながらポッ

ドキャストでさえ異端が飛び込んで活発に活動している。あら

ゆるポッドキャストが集まっているパッパンというサイト（ア

プリ）には、分野別のランキングが出ている。今年上半期の宗

教部門上位ポッドキャストを見てみると、キリスト教より新天

地、地方教会、セブンスデー・アドベンチスト教会と関連して

いる放送の順位が高い。YouTube と同様に、ポッドキャストも

タイトルだけでは異端かどうかわからないばかりか、異端信徒

が個人的に放送するチャンネルも多く、分別により多くの神経

を払わなければならない。

街々で出会う異端

　青年たちはカカオトーク (Line のようなメッセージアプリ )

を通じて異端に陥ることもある。新天地は、青年の知り合いの

中で異性に興味の多い男性を布教対象者とする。好みそうな外

見の女性の最もよく写っているプロフィール写真を載せ、男性

にメッセージを送る。

　「○○、プロフィール写真誰なの？」と身近でかわいい口調で

アプローチする。布教対象者は、知らない女性からメッセージ

が来たので、「どなたですか？」と反応する。
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頼をもとに、最終的に聖書の勉強を勧め、異端に陥ることになる。

　ミュージカル、演劇、公募展などでアプローチしたりもする。

新村 ( シンチョン ) や弘大 ( ホンデ ) など、若い人が多い地域

で演劇チーム作家と紹介してインタビューをお願いする。キャ

ラクターを研究していると、教会のお兄ちゃんやお姉ちゃんの

キャラクターに合った人を選んでほしいと、青年たちが演じる

動画を直接見せる。映像まで用意し、疑うことができないほど

自然だ。実際の連絡先を受け取った後、キャラクター作成のプ

ロセスへの参加をお願いし、出会いを持続させ、徐々に聖書の

勉強に誘導する。

　キャンパスでおもに背が高く、魅力的な女性に近づくＪＭＳ

にも注意が必要である。普段モデル、チアリーダー、アナウン

サー、ＣＡを募集していると近づく。平昌 ( ピョンチャン ) 冬

季オリンピックを開催する前に、ＪＭＳは平昌冬季オリンピッ

ク広報団を募集したことがある。女子大生たちに近づき勧め、

募集した女子大生を実際ＪＭＳ出身モデルが含まれている機関

から教育した。募集に参加したある女子大生は、4 週間以上の

ウォーキング、ビジネス英語の授業が行われたと告白した。

イメージの改善に励む異端

　神の教会という異端は、10 年間教会として使用する単独建物

を 150 カ所も用意した（最近 JMS も単独建物を買い取っている）。

個人の建物、教会、会社などを買い取って改装した後、教会と

して使用するとのことである。これは信徒たちのプライドを高

めるだけでなく、ボランティア活動を熱心にし、神の教会を知

らない人に至るまで、肯定的なイメージを与える。特に 30 〜

40 代の育児と格闘する女性に尋ね、一人は、聖書の勉強を教え、

　新天地女性は相手の名前を聞きて、「間違って送信されたよう

ですね。申し訳ありません」と言う。しかしプロフィール写真

を確認した男性は、女性に関心を表する。結局男性は、これも

縁なので親しくなりましょうと、女性の年齢を聞くなど、積極

的な姿勢に変わるカカオトーク会話を、新天地脱退者から確認

したことがある。このようにカカオトークで近づき、直接出会

うまで実現された人が 80％にもなるとのことで、カカオトーク

をはじめ、メッセンジャーアプリは異端が惑わすよいツールで

ある。

　街で最もよく見られる異端は、エホバの証人である。地下鉄

駅はもちろん、夏には海水浴場、週末には主要な観光地でも見

かけることができる。本とチラシを並べて横にじっと立って、

無料で持っていってくださいと言う。誰がこの方法に惑わされ

ることができるだろうか、と思う。しかし彼らの狙いは、エッフェ

ル塔効果だ。エッフェル塔効果とは、最初は嫌って無関心であっ

たが、ターゲットに露出が繰り返される度に好感度が増加する

現象である。継続的な露出によって市民が、これらに好奇心を

持つようになり、宗教に対して強制しない紳士的宗教であると

思うようになる。良いイメージを得られるのだ。また、喜びの

ニュース宣教会や新天地など、いろんな異端団体も自分たちの

イベントなどの広告をバスに貼って宣伝する。ＴＶにまで広告

し、継続的な露出を通じた肯定的な効果を狙う。

　大型書店、キリスト教コーナーにも異端の布教活動は続いて

いる。まず、宗教を聞かなくても、自然にクリスチャンと接触

することができる。QT( デボーション ) 書籍の関係者を詐称し、

どんな QT 本を好むのか知りたいと近づく。そのように始めた会

話を通して、信仰生活を一緒にする新たな仲間になり、その信
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一人は子供を世話し、家の掃除までしてくれる。育児に疲れた

女性に大きな満足感と感動を与えて近付く、カスタム布教法で

ある。

　異端はマスコミの報道を通しイメージ改善に力を入れている。

「中央日報」、「東亜日報」、「韓国日報」、「京郷新聞」、「文化日報」

などの主要なメディアに広告性の記事を報じてきた。異端団体

は影響力のある主要メディアの報道を通してイメージを改善し、

信徒たちはこのような記事を収集し、自分の団体を自信を持っ

て宣伝して布教する。

　異端は社会と個人が必要な物を知り、アプローチして生存戦

略を模索する。私たちが興味を持つ様々な物事は異端が魅惑す

るツールになる。小雨で服が濡れているのに気付かないように、

人の心理を利用して徐々に陥らせる。ニーズに合わせてアプロー

チする異端の布教戦略を見抜く、超全知的視点が必要な時であ

る。†

異端は社会と個人が必要な物を知り、

アプローチして生存戦略を模索する。

私たちが興味を持つ様々な物事は異端

が魅惑するツールになる。小雨で服が

濡れているのに気付かないように、人

の心理を利用して徐々に陥らせる。

✿ 我が人生のプラス｜私の人生における最高の贈り物

ソル・ウンジュ
シャロム家庭教育文化院 院長
スンシル大　アニャン神学大学教授

「私は、天におられる父なる神様を永遠に愛し賛

美します! 神様の心はただ愛と慈悲と恵みです。

優しく、愛である父なる神様 ! 私はその方の子

供です。」

　この賛美の歌詞は、バシレア · シュリンクが

創設したドイツのダルムシュタットにある「キ

リスト教マリア姉妹会カナン共同体」で歌われ

る賛美歌のものである。この共同体は、第 2 次

世界大戦の廃墟の中で徹底した悔い改めと聖霊

の働きにより設立されたキリスト教福音派の組

織である。

　キリスト教マリア姉妹会が伝える重要な事柄

は、山上の垂訓で伝えられたキリスト人の生き

永 遠 の イ エ ス (Yes) と
アーメン (Amen) の神様
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時間もなく、そのための環境も整っていなかった。そのため、

簡単に入力した文章をコピーして現地の人に配るしかなかった。

その後、講義のため宣教師のカンファレンスに行った時も、あ

る宣教師から「ここでは伝道冊子がたくさん必要ですが、出版

も難しく、そのための環境が整っていません」という話を聞いた。

その瞬間、私の心の中に宣教師を助けたいという熱い希望が生

まれた。

　「神様 !　主の美しさと愛を教える伝道用の冊子をいろんな国

の言語で作りたいです。文書製作を通じて宣教師を助けたいで

す。神様は、とても美しく真実で善き父親です。あなたの愛と

恵みを伝える伝道用パンフレットを見事に作り、神様を知らな

い他国の人々に配りたいです。それで彼らが神様の愛と喜び、

平和について知ることができるからです。」

　私は、まず英語と中国語で写真つき葉書と翻訳書を作ること

にした。創造主である神様の威厳と栄光を賛美する文章や、美

しく尊いイエスの名前と救いの力と愛を伝えるテキストを作っ

た。そして信仰の書籍を翻訳した。しかし、冊子と葉書に入れ

現地使役者たちのための講義（左）
賛美アルバムは子どもたちの可愛らしい声が収録された（中央）

多用な言語で翻訳された宣教小冊子とはがき（麦）

るべき姿――すなわち徹底した悔い改め、イエス様を初恋のよ

うに慕い求める姿勢、祭司長的なとりなしの祈り、子供のよう

な純粋な信仰、そして和解と許しの誓い――である。

　1990 年、欧州にある霊性共同体を巡礼している途中で、ドイ

ツのダルムシュタットにあるカナン共同体を訪問した時、その

入り口に立てられた石に、とても印象的な二つの言葉が刻まれ

ているのを見た。

　「悔い改めなさい。天の御国が近づいたから」という言葉、そ

して「神様はイエス (Yes) とアーメン (Amen) である」という

言葉だった。Yes と Amen という肯定の言葉で表される神様――

その方が言われたすべての言葉は必ず叶えられる ! という確固

たる信仰を基に、同会は、今日も生きて働く神様の愛と恩恵を

数多く経験してきた。

　神様はいつも子どもに信頼され、愛で子どもを導かれる。同

会は、その驚くべき愛と恵みを、今日も多様なチャンネルを通

して伝えている。100 冊を超える冊子とみ言葉のカード、賛美

アルバム、ビデオ、レコードなど、様々な文書や放送による宣

教を通じて、神の大きな愛を伝えているのだ。愛する子どもた

ちにとって、神様は本当に " イエス " であり " アーメン " なの

である。

　私の人生の中でも、神様は " イエス " と " アーメン " の神と

して真実と慈悲を示してこられた。私は 2002 年から、中国とイ

ンド、そしてロシアの現地使役者を対象として、神学教育の講

座やセミナーを夏休みのたびに開催してきた。2004 年に中国の

神学校に招待された時、そこの宣教師が自ら作った小さな伝道

冊子をくれた。しかし、その本の印刷やデザインは貧弱なもの

でしかなかった。宣教師たちは現地の働きのあいまに本を作る
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る適当な写真を見つけるのに苦労した。私は神様にお祈りした。

　「創造者であり , 救い主である神様をよく表わす写真を与えて

ください。」　すると、優れた写真家のイ · ガンチョン牧師とソ

ル · ボンス執事が、とても素晴らしい写真を無償で提供してく

れることになった。絵葉書とカラー版のパンフレットには、カ

ラー写真と高品質用紙を使わなければならないため、制作費が

かさんだ。しかし神様は、そのたびに驚くべき方法で必要な経

費を生み出してくださった。

　たとえばある時、ある人から子供が結婚する記念に、中国語

の「伝道葉書」を作りたいという申し出を受けた。また別の人

が農業で儲けた金を献金してくれたことにより、タイ語の絵葉

書を作成することになった。さらに、幼稚園児のお年玉が捧げ

られたことにより、英語の伝道葉書を作ったこともある。癌の

手術をする予定だった執事さんが、ミャンマーのための伝道冊

子を作る献金を送ってくれたり , アメリカの教授が中国語のパ

ンフレットを作る献金を送ってくれたりした。このように驚く

べき方法で、英語、中国語、ミャンマー語、タイ語、ロシア語、

カンボジア語、韓国語で、多くの書籍と伝道用絵葉書としおり

を作成した。宣教用冊子は 20 冊を超え、絵葉書は 350 種類、し

おりは 100 種類以上が出版された。

　ある日、ヨーロッパにいるクリスチャンの賛美アルバムを聞

くと、天国の音楽のように美しく恵みにあふれる音楽であった

が、歌詞がドイツ語と英語だった。

　「神様 !　こんなに美しい賛美を韓国のクリスチャンに伝えた

いです。でもドイツ語と英語なので内容を理解するのが難しい

です。神様を賛美するこのアルバムを韓国語に翻訳し、賛美の

冊子とアルバムを作りたいです。」

　私はドイツにいる教会の姉妹に歌詞を韓国語に翻訳するよう

お願いし、英語の賛美は自分で翻訳した。ほぼ 40 曲を翻訳して

賛美本を作った。ところが , アルバムを作るのには多くの経費

と様々な作業が必要だった。賛美を歌う人、ヴァイオリン、ピ

アノ、オルガンの奏者が必要であり、彼らが練習する場所と録

音する機材や設備が必要だった。しかし、アルバム制作費の準

備はなく、適当な場所と人もいなかった。神様を賛美したい切

なる思いと、この美しい賛美を韓国のクリスチャンと分かち合

いたい気持ちだけがあった。

　神様は、驚くべき方法で賛美のメンバーを送って下さった。

ある人は賛美練習のため済州島から飛行機に乗って来た。ある

人は体の具合が悪いのに、いつも必ず練習に参加した。アメリ

カで長い間音楽活動を行ってきたキム · ウンヘさんが、可愛い

子どもたちのきれいな声の賛美を賞賛してくださり、練習して

きた私たちは皆、感動と恩恵に包まれた。楽器奏者の一人は、

KBS 交響楽団のヴァイオリニストの金ソンヒ博士だった。私た

ちは何も持っていなかったのに、永遠に "イエス "であり "アー

メン "である神様は、無から有を生み出してくださったのだ。

　「今日も愛する子どもたちにとって永遠の " イエス " であり "

アーメン " である父なる神様、私はその愛と恵みを次のように

賛美します。『私は喜んでいます。創造主である神様を！　神様

は愛であり命です。父なる神のみこころは、善と愛に満ちてい

ます。』 愛の神様はいつも一緒にいてくださり、そこには喜びと

平和の恵みがあります。これまでも、今も、そしてこれからも

永遠に、感謝と賛美を捧げます。」†
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いて記憶した、

という統計があ

る。これは、重

要な医学的証拠

ではあるが、私

たちの主張は誤

謬のない聖書の

記録に依存して

いる。

　筆者はルカによる福音書 16 章に出る「ある金持ちとラザロ」

の話に、最も根拠をおいている。16 章 19 ～ 31 節を見れば、非

常に明確に記録している。もちろん、多くの人は、この箇所は

単なる比喩にすぎないという。特に系図学的に、原文だと推定

して作ったヘブル語聖書を、現在私たちが翻訳して使う新約聖

書の核心になっている。ウェストコットやホルトは、ルカによ

る福音書 16 章 19 ～ 31 節に出る話は単なる比喩にすぎないと、

一蹴している。

　しかし筆者は、これが比喩的な方法として記録されたのは事

実であるが、当時実際に存在した話だと見なす。それは、イエ

ス様がたとえ話をされるとき、必ず比喩という言葉を用いてお

られた。けれども、金持ちとラザロの話には比喩という言葉を

使われていない点、またラザロの名前は当時に多く付けられた

名前であった点から、単純な比喩ではないと見なす。だが、そ

の話を見ると 24 節以下に、死んだ金持ちが「父アブラハムよ」

としながら対話する記録があるということは、死後にも見て聞

いて話したと認めている、と見なす。したがって筆者は、人間

が死んだ後も記憶は残ると信じている。†

✿ 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

人間が死んだ後も
記憶は残りますか？

　非常に難しい質問である。筆者もこの問題について、多く悩

み研究もした。まず、これに関する様々な見解を見てみよう。

科学者たちは、人間は死とともにたましいも死ぬため、死者の

記憶もなくなるという。特に、哲学者であるバートランド・ラッ

セールは、「人間は死んだら脳の構造が解体されると同時に、人

間の記憶も解体される」と述べた。物理学者であるスティーヴン・

ホーキングも、「人間の脳が死ねば、たましいも死ぬ」とした。

　こういう主張は物理的に証明できないからだ。脳は、付属品

が故障すれば、作動が止まるコンピュータのように見なしてい

るのだ。エホバの証人は、彼らだけの変質的に翻訳された聖書、

＜新世界訳本＞によって正統キリスト教の三位一体教理や地獄

を否認する。彼らは、「死後に燃える地獄があるという教理は真

実ではない。死んだ人は意識がなく、何の活動もしないからだ」

と主張している。

　ここで有名な科学者や哲学者たちが死後の世界を否定し、人

間が死んで腐敗すれば、すべての記憶もなくなると主張するが、

私たちはこれに当惑する必要はない。私たちの主張は、聖霊の

霊感を受けて記録された聖書に根拠しているからだ。医学では、

人の心臓が止まって 5 ～ 6 分過ぎれば、死んだと判定する。し

かし、アメリカの 2300 万人の臨死経験を記録したものをみると、

三分の一がいわば、意識が戻るまで周辺状況を見、すべてを聞
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オリーブ山

✿ 歩いて聖書の中へ｜

エルサレムよ、エルサレムよ！

　新旧約聖書の全体を読んでも、嘆きながらエルサレムを呼ぶ

箇所は他にない。まして、二度も呼び続けた箇所は他にない（マ

タイ23:37～38）。主イエスが律法学者とパリサイ人を叱りつつ、

彼らの中心となっているエルサレムを叱責しておられる。

　主イエスは、ガリラヤ宣教の際に登場するガリラヤの都市、カ

ペナウム、ベツサイダ、コラジンを呪うかのようにその名を嘆い

て呼ばれた。これらの都市は、主イエスが最も多くの御業をなさ

れた場所だが、彼らは主を信じず悔い改めなかったからだ。しか

し、主イエスのエルサレムに対する災いや嘆きは、神の国を打ち

壊している律法学者とパリサイ人に対するものだった。

キム・チンサン 牧師、ヤンムリ（羊の群れ）純福音教会協同牧師

嘆きの地、しかし平和の地

　マタイによる福音書 23 章全体の内容は、彼らの行ないに対す

る主イエスの勧告である。主イエスの最も衝撃的な勧告は「偽

善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわいで

ある。あなたがたは、天国を閉ざして人々をはいらせない。自

分もはいらないし、はいろうとする人をはいらせもしない」（マ

タイ 23:13）――パリサイ人は「盲目な者たち」「愚かな盲目な

者たち」「白く塗った墓に似ている」「偽善と不法とでいっぱい

である」「欲と放縦とで満ちている」者であり、彼らに対する究

極の表現は、「へびよ、まむしの子らよ」であった。

　何がエルサレムをこのように変質させたのだろうか？ ダビデ

の町エルサレムが白く塗られた墓のように変質してしまった。

主イエスはその責任を律法学者やパリサイ人に問われたのであ

る。

　律法学者の役割は、会堂で御言葉を解き明かし、教え、筆写し、

伝えることだった。パリサイ人は、会堂で起こるあらゆること

を監督し統率する地位にあった。ところが、なぜ、彼らに災い

や非難の矢が飛んだのだろうか？ 主イエスのエルサレムに対す

る災いや嘆きは、現代においても鳴り響いている。神の都であ

り、神の家であったエルサレムを荒廃した町かつ死の家にして

しまった神の敵対者たちに向かって、主は嘆かれた。

「イエスがエルサレムにはいって行かれたとき」

　サドカイ派やパリサイ派の人々は決して妥協しない立場を

取っていたが、主イエスに協調して対応し、主イエスの神の国

の宣教活動を激しく妨害した。主イエスのエルサレム入城を知

らせる、マタイによる福音書 21 章 10 節には、非常に特徴的な

表現がある。「イエスがエルサレムにはいって行かれたとき」の
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▼十字架の道（ヴィア・ドロローサ「苦難の道」）

邸と法廷、そして監視塔は、当時の神殿の姿を彷彿させる象徴

のようなものだ。

　BC167 年、エルサレム神殿がギリシャ人によって壊された時、

エルサレムの出身ではない地方の祭司が、自分の息子たちと共

に義兵を起こして、ギリシャ勢力を追い出し、神殿礼拝を回復

したことがあった。しかし当時のエルサレムは、ダビデの約束

を実現するために、まことの救いの価値を見出すよりも、権力

に対して貪欲な都市に変質していた。エルサレムはもはや、平

和のための光の都市ではなく、暗闇の都市になってしまった。

このような時に、イエスのエルサレム入城は、まさに暗闇の地

に光をもたらす出来事であった。イエス運動は光の子たちを回

復し、約束を実現した。

十字架の道

　エルサレムでなされ

た『イエスの神殿清め』

の出来事（マタイ 21:12

～ 17）は、ユダヤ執権

者たちに対する抵抗であ

り、エルサレムの巨大勢

力との衝突であった。神

殿はサドカイ派と大祭司

によって運営されていたが、彼らは宗教的権力に限らず、政治

的・社会的既得権を持っていた。お金が集まるエルサレム神殿は、

神殿の権力を握っていた人々に膨大な富を蓄積できる特権を与

え、政治的権力の権謀術数があふれる政権癒着の温床となった。

　主は、もはやエルサレム神殿を放っておけなかった。神殿は「父

聖墳墓教会

「はいっていかれた」である。ガリラヤの預言者、つまりガリラ

ヤ国民の心を揺さぶったイエスという人がエルサレムに到着す

るとき、「はいって行かれた」という言葉で記録した聖書著者の

意図は、まもなくエルサレムで大きな出来事が起こるであろう、

という予告である（「町中がこぞって騒ぎ立ち」）。

「イエスがエルサレムにはいって行かれたとき」は、イエス運動

の最絶頂を現わす象徴表現である。主イエスがこの世に来られ

た出来事自体が、イエス・キリストを通してこの地に神の国を

建て上げる驚異的変革であった。イエス運動はガリラヤで始まっ

たが、イエス運動の絶頂はエルサレムにおいて起こった。

　ところで、なぜエルサレムなのだろうか？ 神殿があるからだ

ろうか？ ダビデの町エルサレムとともに始まった約束と契約、

救済の歴史を、イエスのエルサレムによって実現するという意

味だろうか？ バベルの塔のように変質したエルサレム神殿は、

もはや神に向かって心を開いて祈る神の家ではなく、ローマ帝

国とヘロデ王朝に抑圧されて生きる人々にとって、もはや希望

ではなかった。エルサレム神殿と最も近い距離にあった総督官
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主の祈りの教会

の家」であり「祈りの家」（マタイ 21:13）であったが、彼らが

「盗賊の巣」に変えてしまった。神殿清めの出来事以来、主は二

度と神殿に足を運ぶことなく、神殿の東側にあるオリーブ山に

行かれ、神殿を眺めて神殿の滅亡を予告するに至ったのである。

　「まことに、あなたがたに告げます。ここでは、石がくずさ

れずに、積まれたまま残ることは決してありません」（マタイ

24:2）。マルコは神殿を「大きな建物」（マルコ 13:2）と記し、

ルカは、人々が神殿を指して「見事な石と奉納物とで宮が飾

られている」と話すと、主はそれが破壊されるであろう（ルカ

21:5 ～ 6）と言われた、と記録した。神殿滅亡の予告において、

主は旧約聖書ダニエルの預言を引用する。――「荒す憎むべき

ものを立てるでしょう。」（ダニエル 9:27；11:31；12:11）

　主イエスの神殿滅亡予告は、神殿の祭司長とサンヘドリンの

長老たちを刺激し、主を死に追い込んだ。十字架の出来事を目

前にした主イエスに、彼らは多くの名前を付けた。

　特にユダヤの最高議会の前で、主イエスが二つの理由で裁判

を受ける時だった。一つ目はメシヤの問題で、これはピラトに

告発する際、非常に重要な問題であった。二つ目は、神殿が破

壊されるという、主イエスの言葉であった。彼らが主イエスに

付けた名前は、偽預言者・神の冒涜者であり、これに対する判

決は死刑だった。イエスはユダヤの安息日の戒めに違反し、ユ

ダヤ教の貞潔な戒律に違反し、宗教意識に汚れた人々・罪人た

ちと交わり、律法を批判したとのことだった。当時、最高議会

は死刑を執行する権限がないため、彼らが憎悪していたローマ

の駐留軍と結託した末、ローマの駐留軍の手を借りることに成

功した。このように主は、実際に当時の社会を牛耳った二つの

支配勢力の狭間で、犠牲になったのである。

　主イエスの死の直前に、エルサレムのユダヤ人たちが、主イ

エスを偽預言者、神の冒涜者、自由者、律法違反者、非妥協主

義者と表現したのは、主イエスの究極的な死を正しく見ていな

いからである。イエス・キリストの死は、主ご自身の御業を成

し遂げるための自己献身であり、神の御心を成し遂げるための

救いの御業だったのである。

　主イエスに仕え、つき従うことを決断したということは、平

和をもたらされるのではなく、既存する物から絶たれ、試練を

選択するということである。主イエスの宣教活動は、初めから

既存する物との戦いだった。神を冒涜する（マルコ 2:7）、悪魔

と結託し魔術を使う（マタイ 12:24）、安息日の戒めに違反した、

という非難（マルコ 2:23）が相次いだ。この主イエスの試練は、

新しい時代が始まったという知らせであり、古いものは過ぎ去

り、新しいことの始まりを意味した。試練は終末論的な象徴で

あった。†
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捨てるべきものを捨てられず

忘れるべきことを忘れられず

執着するようになると

私は海に行く。

捨ててはならないもの

捨ててはならないことを

諦めたくなる時も

私は海に向かう。

その都度

厳しい荒波に打ち勝った海は私に語る。

「とらわれずに……放棄せず……偏ることもなく

超然としていなさい！	生と死までも……」

だから海は果てしなく広いのかもしれない。

超　然
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