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喜びの園、エデン

　神様はアダムを創造されて、彼のために園を造られました。

神様がどれほど美しく造られたか、「エデン（喜び）」と名付け

られました。

　神様はエデンの園を造られて、アダムとエバに住まわせられ

ました。このエデンの園には見て美しく食べるに良いすべての

木を土からはえさせました。その園の中央には命の木と、善悪

を知る木もありました。

　神様はアダムとエバに一つの規約を与えられました。「神様に

従うか、従わないか」、これを彼らに決めさせられました。アダ

ムとエバに選択の自由を与えられたのは、彼らを愛されたから

です。

　ところがアダムとエバは神様に従って信仰によって生きるよ

りは、悪魔の悪巧みに陥り、善悪を知る木の実を取って食べて、

良い悪いを自分の任意で主張、独立を宣布して、エデンの園か

ら追い出されてしまいました。このようにエデンから出てきた

彼らは呪いを受けて、死と病で苦しむようになりました。

✿ 生ける水の川

幼いごろ、母は洗濯物がからからに乾くと、
縁側に座って白い歯を現わし、幸せそうにしていた。

私も最近、聖書を読むたびに、
わが魂がさらさらになるのを感じる。

信仰生活はさらさらに……。

信仰生活はさらさらに
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会 

　「わたしのしもべモーセは死んだ。それゆえ、今あなたと、こ

のすべての民とは、共に立って、このヨルダンを渡り、わたし

がイスラエルの人々に与える地に行きなさい。あなたがたが、

足の裏で踏む所はみな、わたしがモーセに約束したように、あ

なたがたに与えるであろう。あなたがたの領域は、荒野からレ

バノンに及び、また大川ユフラテからヘテびとの全地にわたり、

日の入る方の大海に達するであろう。あなたが生きながらえる

日の間、あなたに当ることのできる者は、ひとりもないであろう。

わたしは、モーセと共にいたように、あなたと共におるであろう。

わたしはあなたを見放すことも、見捨ることもしない。」

　「油断することなく、あなたの心を守れ、命の泉は、これから

流れ出るからである。」（箴言 4:23）

　聖書は、心を支配する者が自らの運命を支配すると示してい

ます。多くの人が、己の運命を環境の所為にし、結果として不

幸を招いています。「強く、また雄々しくあれ。あなたがどこへ

行くにも、あなたの神、主が共におられるゆえ、恐れてはなら

ない、おののいてはならない。」（ヨシュア 1:9）

どうすれば、心をまもることができるでしょうか。

心を守れ
――	ヨシュア記 1章 2～ 5節	――

趙  鏞基 
ヨイド純福音教会元老牧師

最後のアダムが持ってきたエデンの園

　しかし、神様は人をそのままほったらかしにしては置かれま

せんでした。再びアダムを造られて、新しいエデンの園を造られ

ました。即ち、神様はイエス・キリストをこの地に最後のアダム

として遣わされたのです。神様の御子が最後のアダムとしてこ

の地に来られ、人類のすべての罪を身代わりとなって、十字架

につけられ死なれた後、再びよみがえられました。それで誰で

もイエス・キリストを救い主として受け入れれば、はじめにあっ

たエデンの園が、今度は私たちの中に造られます。

　「エデン」の意味は喜びです。イエス・キリストを救い主とし

て迎え入れて、心の中にエデンの園が造られると、その腹から

喜びの川が溢れ出ます。

　今日イエス様を信じる人のしるしは喜びと言えます。倫理的

に、道徳的に、宗教的に、伝統的に教会にかよっていても、心

の中に喜びがないなら、その人の人生にはまだエデンの園が造

られてないです。

　もし心に喜びがなければ、今日のこの時間にイエス・キリス

トを救い主として迎え入れて、イエス・キリストと真の出会い

の時間を持ちましょう。皆さんの心にエデンの園が造られて喜

びが満ち溢れるように、主イエス・キリストの御名によりお祈

りします。†
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　第一は、神の御前で正しい心を持つことです。人の心は器で

あり、その器が神の霊で満たされているか、悪霊で満たされて

いるかのどちらかです。本来、私たちの心は神の霊で満たされ

るように創造されていますが、罪のゆえに悪霊にとってかわら

れました。悪霊の本質は、私たちの心を踏みにじり、占領する

ことにあります。

「さてあなたがたは、先には自分の罪過と罪とによって死んでい

た者であって、かつてはそれらの中で、この世のならわしに従い、

空中の権をもつ君、すなわち、不従順の子らの中に今も働いて

いる霊に従って、歩いていたのである。」（エペソ 2:1 ～ 2）

悪魔の目的は、私たちの心を盗み、殺し、滅ぼすことにほかな

りません。イエス様が来臨されたのは、正しく、悪魔に奪われ

た私たちの心を取り戻すためであったことを知りましょう。そ

の働きこそ、別の助け主聖霊様の働きであり、油注ぎなのです。

悪霊に心を奪われない方法は、聖霊充満しかないことを悟りま

しょう。

　第二は、私たちの心の中に天国が臨在していることです。天

国には、涙も不安も恐れもない天国があり、この世における天

国もあります。後者は乳と蜜の流れるカナンの地であり、この

天国で暮らすためには、揺らぐことのない信仰が必要です。な

ぜなら、先住民である七つの部族（ヘテ人、ギルガシ人、アモ

リ人、カナン人、ベリジ人、ヒビ人、エブス人）を追い出さな

ければならないからです。私たちに敵対する七つの部族は、①

人本主義　②偽り　③憎しみ　④憤怒　⑤恐怖　⑥罪責感　⑦

落胆と失望です。これらの七つの部族を主の御名によって追い

出しましょう。

第三は、心の修練です。生まれた時の環境は三者三様ですが、

すべての人に平等に与えられているものは心です。宮廷に生ま

れようが、貧民窟に生まれようが、人は誰でも心を持って生き

ています。その心を啓発し、治めることができる人が運命を支

配することができるのです。

まずは、愛の修練を積みましょう。どんなに素晴らしい環境で

あっても、愛がなければ、それを破壊してしまいます。神様を

愛し、己を愛し、己を愛するように隣人を愛する皆さんであり

ますように――。次に、聖潔の修練が必要です。聖霊様は、汚

れた所では働いてくださらないからです。悔い改めが聖潔を生

みます。平安の修練も必要です。祈りの中で平安を得ましょう。

また、強く雄々しくあることも大切です。神様は不平、不満、

呟く人に手を差し伸べてくださいません。夢を持つ修練、心を

大きく持つ修練も欠かせないことです。そして、感謝の修練を

行なうのです。

「また、卑しい言葉と愚かな話やみだらな冗談を避けなさい。こ

れらは、よろしくない事である。それよりは、むしろ感謝をさ

さげなさい。」（エペソ 5:4）

感謝の生贄を捧げる者は、神を崇める者だからです。皆さんの

未来と運命は心の中にあります。主にあって心を育てる皆さん

でありますよう、主の御名によって祝福いたします。†
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　あなたがたは、地の塩である。もし塩のききめがなくなったら、

何によってその味が取りもどされようか。（マタイ 5:13a）

　神様の公義に塩と真理の光を妥協するキリスト教は、世に捨

てられ踏みつけられるようになるであろうと、イエス・キリス

トは警告された。

　2019 年 4 月 16 日、パリのノートルダム寺院が火事になった。

1163 年、教会の基礎を据えた後、170 年間建てられて完工した

この聖殿は、火災が発生してたったの１時間あまりで尖塔が崩

れ落ちた。教会の尖塔にある使徒ペテロを記念する青銅で装飾

された鶏は、火により溶け落ちずに発見された。神様は今もヨー

ロッパのがら空きの教会を目覚めさせることを望まれていると

思える。

　2 千年間、キリスト教大陸であったヨーロッパで新教や旧教

は区別がなく衰退し、今やヨーロッパ文明を後キリスト教文明

であると呼んでいる。どのようにしてヨーロッパ教会はこのよ

うな境地にたったのであろうか？今日は、20 世紀の悪しきサマ

リヤ人であると呼ばれている教皇パイオス 12 世とドイツの一番

卓越した３人の神学者に対する話をしてみようと思う。

　20 世紀の初め、ヨーロッパ人たちは旧教を信じていたが、信

教を信じるようになった。しかし、ヨーロッパ大陸は、第一次

大戦と第二次大戦の惨禍を避けられなかった。18 世紀に始まっ

た人本主義は、19 世紀末に絶頂に上った。ダーウィンの進化論

は、創世記を否認する科学的証拠のように、受け入れられた。

多くの人々が創世記を古代原始宗教の神話として受け入れた。

教会は流行する時代の流れと、科学的思考に付合するため、イ

エス・キリストがなさった水上を歩く奇跡、死者を蘇らせる事

件などを実際的な事件でなく、道徳的教訓として弱化させよう

教会と世を滅ぼさせた
悪しきサマリヤ人たち

 ✿ ヘンリー・グルーバー牧師の主と歩む

「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

ノートルダム聖堂を建てるのには、170 年がかかったが、火に燃え崩れるの
には一時間しかかからなかった。
ヨーロッパ大陸をキリスト教化させるのには、二十世紀が必要であったが、
脱キリスト教大陸に変化するのには、半世紀もかからなかった。
二十一世紀にも悪しきサマリヤ人たちと社会主義に魅惑された宗教指導者た
ちが悔い改めて神に立ち返らないならば、教会は大きな代価を支払うように
なるであろう。
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とした。人間の理性を極大化させるなら、超人になることがで

きるという、でたらめな話を知性人たちが信捧した。

　ロマン的な記事の精神と、理性に対する信頼に酔っぱらった

分別ないヨーロッパの青年たちは、第一次大戦の勃発初期に遠

足に行くような心で楽しく戦場へと出て行った。剣でなく鉄砲

と大砲など新兵器により行われた戦争は残酷であった。科学の

発展は発煙弾と鉄砲、爆弾など殺傷道具だけ発展させて、大規

模な人命被害と傷害を引き起こしただけであった。人間の理性

は、戦争の惨禍の中で無力化となるだけである。塹壕と防空壕

の中でヨーロッパの若者たちは、獣のように恐怖に怯えたまま

ただ生き残るために互いに傷つけあった。フランスの戦場で人

間の理性に対する信頼は、早く消え去って行った。しかし、第

一次大戦はキリスト教国家の間の戦争であったため、聖誕節で

は敵軍と自軍が共に礼拝を捧げたり、互いに聖誕節のあいさつ

を交わしたりした。あるところでは、キリスト教の祝日には敵

軍と自軍が集まってスポーツ競技をしたりもした。彼らは心の

奥底に自分たちが神様の方に立っていると信じて、そのような

ことをするのを望んだ。

悪に対して沈黙する時

　戦争を起こしたドイツは、勝戦国に莫大な補償金を支払わね

ばならなかった。ドイツの経済は崩れ落ちた。ヒットラーが登

場した。彼はドイツ人の復興を願う民族主義者であり、社会主

義経済を信奉した。ヒットラーは崩れたドイツの経済を生き変

えらせた。当時のドイツ人の95%は、クリスチャンであった。ヒッ

トラーは食料問題を解決し、ドイツ人は彼を救世主であると崇

(あが )めた。

　教会の内と外でヒットラーが党首であるドイツ国家社会主義

党の象徴であるシュワスティカと二つの頭を持つ鷲を象徴する

幕のはためく数々の教会が現れた。ドイツを代表する３名の卓

越した神学者、アルトハウス、ヒアシュ、キテルは、ヒットラー

とヒットラーが主張する国家社会主義を情熱的に讃えた。アル

トハウスは 1933 年にヒットラーを「神様が送られた贈り物」で

あると言い、ヒアシュは彼を「浮き上がった新鮮なる朝陽」で

あると讃えた。父がヘブライ語聖書学あったキテルは、初期に

はユダヤ人に友好的であったが、急に心が変わりユダヤ人をド

イツ人から完全に分離させなければならないと主張し始めた。

　1920 年代、キテルはすべての人々から敬われる神学者であっ

た。キテルは堅い心と温和な人柄と深い神学的知識、特にヘブ

ライ語の知識をもっていたという評価を受けた。そんなキテル

がヒットラーを支持し始めたという噂を聞いたイギリスのケン

ブリッジ大学のロエ教授はこのようなことを言った。

　『イギリス人たちはクリスチャンであろうがノンクリスチャン

であろうが、ドイツの教授たちがキリストの光に敵対する罪を

犯しているという知らせを聞いて驚いたことがない。しかし、

天使たちと同役するであろうと期待していたあなたの背教の知

らせはすべての人が哀悼している。』

　ドイツのクリスチャンたちは卓越した神学者たちと数多くの

牧会者たち、神父たちがヒットラーを称賛しながらドイツ社会

主義党を支持しようと、躊躇も疑いもなくヒットラーに追従し

た。ドイツ独立教会のように、ヒットラーを排撃するクリスチャ

ンたちもいたが、彼らは少数であった。

　ヨーロッパで絶対的な影響力を持っていた教皇ピウス十二世

は、ヒットラーと条約を結び、ヒットラーとナチに対して徹底
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　教皇の沈黙は、カトリック教徒たちがユダヤ人を助けない口

実を与え、第二次大戦が終わった後にカトリック信者たちは、

ヒットラーの親衛隊がドイツを脱出できるように助けるように

した。悪の前で沈黙した教皇の行動は、故意であっただけでなく、

悪を幇助する不道徳的な行為であった。

　第二次大戦後、ヨーロッパは経済的に再び繁栄してきたが、

教会はこれ以上にリーダーの役割をできなかった。悪の前で沈

黙しながら中立を守ろうとする主張は、悪にのみ力を与えるだ

けで、悪を塞ぎだすことも、悪を弱くさせることもできない事

実を歴史が証明してくれた。

　ノートルダム聖堂を建てるのには、170 年がかかったが、火

に燃え崩れるのには一時間しかかからなかった。ヨーロッパ大

陸をキリスト教化させるのには、二十世紀が必要であったが、

脱キリスト教大陸に変化するのには、半世紀もかからなかった。

二十一世紀にも悪しきサマリヤ人たちと社会主義に魅惑された

宗教指導者たちが悔い改めて神に立ち返らないならば、教会は

大きな代価を支払うようになるであろう。†

的に沈黙した。ユダヤ人として 14 歳で捕虜収容所へ引きずられ

ていき、生き延びた後、自身の経験を記録した『白夜』という

本でノーベル章を受賞したエリ・ヴィーゼルはノーベル章を受

章しながらこのように話した。『中立は加害者だけのためになる

だけで、犠牲者にとっては全く助けにならない。沈黙は迫害す

る者だけのためになるだけで、苦痛を受ける弱者にとっては全

く助けにならない。』

　教皇ピウスは、人類が経験した一番悪しき行動の前で、沈黙

と中立を守った。教皇庁の窓の下で、ユダヤ人たちがドイツ軍

に逮捕される時も、教皇は沈黙と中立を守った。彼は、決して

一度も悪に対抗するメッセージを伝えたことがなく、キリスト

教の精神を高めるため、暗闇の歴史の中で真理のろうそくの灯

りをともして持ったこともなかった。

　人類史の暗黒の時期に教皇が沈黙すると、彼を絶対的な信仰

のリーダーとして従ったドイツのカトリック信者たちは、大き

な穴の前で震えているユダヤ人の女性と幼い子供たちに銃を撃

ち、穴の中に落として殺害した後、また捕虜収容所でユダヤ人

たちの遺体を釜の中に投げ入れて、火をつけて燃やした後、良

心の呵責を受けず、贖いの場へ行くことができた。教皇の沈黙は、

ドイツ人たちへ神様が自分たちの味方であると信じることを助

けた。

　ナチは、ドイツ人の宗教的良心に影響を与える教皇の力を知っ

たため、切迫して教皇が沈黙するようにさせることに努力をし

た。彼らは教皇が反対の声を出すと、ユダヤ人という人種を無

くそうという自分たちの悪い計画が遅れたり、妨害されること

を知ったからである。
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勢力の三段階

 ✿ 神の国

　神様が創られた世界に対して人類が権勢を持つようにされる

計画は、神様にかたどって創造された人間の存在性に深く内蔵

されています。

　「神はまた言われた、『われわれのかたちに、われわれにかた

どって人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地のす

べての獣と、地のすべての這うものとを治めさせよう。』」（創世

記 1:26）

　私たちはすべての被造物を統治する創造主の子供です。それ

が我々の存在であり、私たちがしなければいけないことです。

私たちの肉体は土のちりで造られました。神様がご自分の霊を

吹き入れて私たちは生きた霊となりました。（創世記 2:7）

　創造された世界に対して権勢を持ちなさいということは、生

権勢の回復のための計画は段階的に臨みます。この生涯の中で私たちは人類
の心を神様に回復させ、私たちの周辺の人間社会に敬虔な影響力を与えなけ
ればいけません。そうすれば、イェシュアは帰って来られるでしょう。神の
御心がこの地に回復するように、千年の間治められるでしょう。私達はメシ
アの千年王国の政府で主と共に統治する運命なのです。

育しなさいと仰せられるとともに、祝福であり戒めです。

　「神は彼らを祝福して言われた、『生めよ、ふえよ、地に満ちよ、

地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生

き物とを治めよ。』」（創世記 1:28）

　秩序は簡単です。神様が人間の上に、人間が被造物の上にあ

るのです。神様は土地を造り、ご自分のかたちに似た私たちを

創造されました。そして私たちに繁栄し被造物を治めるように

仰せられました。私たちは神様が創られた世界を満たす、神様

に似た存在にならなければいけないのです。美しい世界の中の

美しい人達です。

　この計画は変わったことがありません。これが『楽園』の計

画であり『権勢』の委任です。しかし、アダムが神様に反逆し、

悪魔となった高位級天使サタンに騙された時、この計画には途

方もない宇回が生じます。

　罪を犯した時、アダムとエバはサタンに従服しました。サタ

ンに従服した時、彼らは権威を失いました。サタンはその権威

を略奪して地に対する権勢を取りました。罪を犯せば私たちは、

私たちの生活に対する統制権を失い、神様が与えてくださった

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
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画に協力するために変化されなければならないことを、皆がわ

かるようにしようとすることです。

　イェシュアは、私たちの罪の罰を身代わりとして受けられるた

めに十字架の上で命を差し出してくださいました。よって、私た

ちは神の子として私たちのあるべき位置に回復されたのです。

イェシュアにあっての私達の権勢

　イェシュアは私たちに永遠の命を与えるために死から復活さ

れました。死から復活された後、イェシュアは天に昇られました。

すべての支配と能力の上に昇天されました。霊的に最も高い段

階の権勢に上られたのです。

　「神はその力をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中から

よみがえらせ、天上においてご分の右に座せしめ、彼を、すべ

ての支配、権威、権力、権勢の上におき、また、この世ばかり

でなくきたるべき世においても唱えられる、あらゆる名の上に

おかれたのである。」(エペソ 1:20 ～ 21)

　イェシュアの十字架を通して私たちは贖われました。復活を

通して私たちに命が与えられました。昇天を通して私たちに権

威が与えられたのです。天上の権威ある御座に、私たちはイェ

シュアと一緒に座するように招待を受けました（エペソ 2:6）。

私たちは霊によって祈り、信仰を通して権勢の座に進むことが

できるようになりました（エペソ 2:18）。イェシュアは新しい

契約によって神の右の座に昇天されたことは、旧約の詩篇に記

録された預言の成就です。

 　「主はわが主に言われる、『わたしがあなたのもろもろの敵を

あなたの足台とするまで、わたしの右に座せよ』と。主はあな

たの力あるつえをシオンから出される。あなたはもろもろの敵

被造物に対する権勢も喪失します。人類が持続的に罪を犯し続

けているため、サタンは一時的に人間社会の統治者になりまし

た。サタンは新約聖書では六回も『この世の神』と呼ばれてい

ます。（ルカ 4:6、ヨハネ 12:31、14:30,16:11、Ⅱコリント 4:4、

エペソ 2:2）

　神様がアダムの子孫たちに権勢を与えてくださったため、地

を贖われる唯一の方法はアダムの子孫を通したものです。した

がって、イェシュアは女を通してこの地にお生まれにならなけ

ればなりませんでした。イェシュアは罪のない人としてサタン

に向き合いました。すべての誘惑に抵抗して罪を犯されなかっ

た時、イェシュアは人類に代わって、この地に対する権勢を行

使できる権威を取り戻されたのです。

　ですから福音書の大委任令は、創世記で与えられた権勢の委

任を回復しなさいということです。

　「イエスは彼らに近づいてきて言われた、『わたしは、天にお

いても地においても、いっさいの権威を授けられた。それゆえに、

あなたがたは行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖

霊との名によって、彼らにバプテスマを施し』」（マタイ 28:18

～ 19）

　神様の創造秩序を正しく回復するための挑戦は、能力や権威

がないとうことではありません。イェシュアの御名によって私

たちはそれを持っています。問題は人の心です。人々は相変わ

らず利己的であり、罪を犯したいと考えます。悪霊の欺瞞的で

破壊的な影響力に引き続き崩れます。

　したがって人類の苦境に対する解決は、人間の心から始めな

ければなりません。私たちが悔い改めを伝えるのは、神様の計
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のなかで治めよ。」（詩編 110:1 ～ 2）

　イェシュアはいま、神の右の霊的権威のある座に着いておら

れます。詩篇 110 篇 2 節の御言葉にある『治めよ という『 רדה

単語は、文字的に『権勢を取れ』という意味です。創世記 1 章

26 節に書かれているものと同じ単語です。

　権勢の回復のための計画は段階的に臨みます。この世の生涯

において私たちは人類の心を神様へと回復させ、周辺の人間社

会に敬虔な影響力を及ぼさなければいけません。そうすれば、

イェシュアが戻って来られるでしょう。神の御心がこの地に回

復されるように千年の間治められるでしょう。私達はメシアの

千年王国の政府で、主と共に統治する運命です。千年が過ぎると、

すべての創造の世界が新しくなり、神の完全かつ完璧な権勢が

永遠に回復されるのです。（黙示録 21 ～ 22 章）

　この権勢の三段階を整理してみます。イェシュアにあって、

私たちの権勢は霊的で道徳的なものです。イェシュアが戻られ

るときは統治的なものです。究極的には、回復は宇宙的であり、

栄光に満ちて完璧なものです。

　神様は創世記において、私たちに被造世界に対し、神様の似

姿として権勢を取る委任を与えられました。私たちは罪を犯し

サタンに屈服することで、その権勢を失いました。イェシュア

は罪を滅ぼしてサタンを打ち破り、人類をあるべき運命に回復

されました。この人生の中でイェシュアに従服する時、私たち

はやがて来臨される世界で、その方と共に統治し治めるように

なります。現在私たちは霊的世界でイェシュアと権勢を共有し

ています。私たちは彼が帰って来られる時、彼の王国で権勢を

共有するでしょう。†

4 男 1 女の名を呼びながら祈る

　私は両親から誠に良い信仰の伝統を受け継いだ。祖父の霊的

な権威は誰も触れることはできなかった。毎日午後 8 時、家族

全員が集まり家庭礼拝を捧げた。勉強をしていても夜 8 時にな

れば聖書を引っ張り出し、部屋に丸くなって座った。高校 3 年

の時は正直、少し辛かった。大学入試の勉強をする中、 勉学の

リズムを崩されたりもした。

　しかし、祖父の命令に逆らうことはできなかった。家庭礼拝は、

通常、祖父が御言葉を伝え、家族が順番に代表祈祷をした。だ

が、母の代表祈祷の順番が回ってくると 10 分は軽く超えた。家

族全員が特別に 5 人の子どもの名を呼びながら切に祈るからだ。

こどもたちはといえば、祈りを聞きながら寝ることもあった。

　家庭礼拝はいつも 1 時間以内で捧げられた。祖父はほぼ牧師

の水準だった。新旧約聖書を全部知り尽くしていた。北朝鮮か

私を育てたのは母の祈りだった

✿信仰の明文化を成し遂げますように㊷
｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会
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域にある小さな韓国系の長老教会に出席しながら、難しさの多

い移民教会を黙々と守っている。牧師がその場所を空ければ御

言葉も伝え、移民教会がぶつかる困難が発生するたびにふらふ

らせずにその場所を守り、教会が強く立てられるように先頭に

立っている。母は元々兄が牧師になることを願っていた。しかし、

兄の考えは違った。

　「お母さん、私は牧会の召命はありません。主のしもべは誰で

もできることではありません。神様の召しを受けなければいけ

ません。」

　弟イ・ヨンチャン牧師はメソジストの宣教師となり、現在、

アフリカ・ケニアで 10 年以上使役をしている。ムンバサから少

し離れた、韓国人は 1 人もいない小さな村に教会と学校と病院

を建てた。100% ムスリムの地域に教会を建てることからが、普

通の勇気ではなかった。しかし、この学校が 2018 年学力テスト

で全国 2 位となり、一躍有名になった。ムスリム信者である父

兄たちの大部分が教会に出席し、教会は大きくリバリバルした。

　一番下の弟イ・ヨンソク博士は米国でイリノイ大学物理学博

士課程を修了し、IT 企業に勤務している。バプテスト教所属の

地球村教会に仕えている。姉は梨花女子大の化学科を卒業後、

今は天国にいる。姉は在学時にキム・ソンヘ総長からピアノの

レッスンを受けたことがあった。

　私たち兄弟は4人とも皆教団が違う。4人４色だ。兄は長老教、

私は純福音、二人の弟はメソジスト、バプテスト教だ。私の娘

は米国のエモリー大学を数学と、英文学を副専攻し、今年卒業

した。文学、芸術的感性は私に似て、理系の能力は妻に似た。

良い信仰を遺産として受け継ぎなさい

ら南下する時も家系図や不動産の文書をすべて置いてきたのに、

注釈付き聖書だけは持ってきた。家系で 9 代目だった祖父は、

イエスを信じる前は、家系図をいのちのように大事にしていた。

　祖父は、正祖大王 4 男の 17 代目の子孫だ。イエス様を受け入

れた後、家系図を押入れに置き聖書を黙想した。済州島で 2 年

半留まりながら 4.3 暴動で焼けてなくなったナムウォン教会を

再び建て、牧会しながら、2 箇所に祈りの場所を建てて ( 後に

教会となる )、ナムウォン中学校を運営した。今のナムウォン

教会(長老教会)を再建、牧会しながら、運営した。現在ナムウォ

ン教会は聖徒が 300 名を越える。ウィミ教会は 500 名の聖徒を

超え、その地域で最大の教会に成長した。祖父が早天の度に鳴

らしていたナムウォン教会の鐘は、今もそのままに保存されて

いる。

十人十色の信仰生活

　母は、早天祈祷会に行く前に、1時間ずつこどものために祈っ

た。私が朝早く目がさめると、母はいつもひざまずいて声を出

しながら祈った。子のための祈りは母が天国に行くその日まで

続けられた。母の祈りを食べて育った子は良く育つしかない。

　兄イ・ヨンボム長老は頭が良かった。中・高校の時は常に全

校で 1 〜 2 等だった。特に数学はいつも全校 1 位だった。全国

の高校生が競う数学競試テストでは、全国２位に入賞したこと

もあった。先生は兄を非常に感心していた。

　「ヨンボム。君はどの大学のどの科を志望しても合格だ。自分

が行きたいところを選びなさい。」

　兄は、ソウル大学校工大を卒業し、今は米国で斗山重工業の

重役として勤務している。ニュージャージーに移民し、その地
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　信仰の明文化を成すことは誠に大きな祝福だ。他のことを全

部失ったとしても信仰だけは子孫に必ず遺さなければならない。

信仰を持つ人は逆境が訪れても神様の中で走り抜く。そして知

恵と力を得てそれを克服する。私は信仰の明文化を成して下さ

いと祈る。

　私たちは米国の巨富ロック・フェラーを覚えている。彼に対

する一般的な評価は食い違いがあるものの、信仰の面を見ると

本当に素晴らしい人物だ。彼は「信仰の名家」を夢見た。100

万米の土地の上に 12 個の大学を建て、国家に献納した。そして

4928 個の教会を建てた。

　ただ什一献金だけでこのようなことを全うしたというのだか

ら、彼が持つ富の規模がどれほど大きかったのか考えられる。

ロック・フェラーが建てた大学から 52 名のノーベル賞受賞者が

輩出され、シカゴ大学はノーベル賞を受賞した教授が 29 名いる。

一度、シカゴトリビューン紙の記者がロック・フェラーに尋ねた。

　「あなたは世界一の富豪になりました。そしてそれを継続して

維持しています。その秘訣はなんですか？」

　「私は、自分の両親からとてつもないものを受け継ぎました。

1 つ目は完全なる什一献金生活です。私は事業を始めてから一

度も什一献金を盗んだことはありません。2 番目は教会と主の

しもべに従順することです。3 番目は主日を守ることです。主

日になれば、いつも最前列に座って礼拝を捧げます。今、私の

年は 91 ですが、その席を逃したことは一度もありません。」

　ロック・フェラーの両親は子に「金」ではない「良い信仰」

を遺産として遺した。子に良い信仰の伝統を遺してあげること

は、金銀、宝石よりも尊い。牧会をしながらこれが真理である

ことを心から悟った。†

✿ 我が人生のプラス｜私の人生における最高の贈り物

踊る礼拝者

チョン・ギルウン牧師

キリスト教文化芸術宣教団
アハバフレーズ代表

　「主は私の羊飼い。私は、乏しいことがありま

せん。」(詩篇 23:1)。 

娘よ！あなたには乏しいものはないだろう。

　温もり一切感じられない手術室の中に響く励

ましの声。今も目を閉じるとその声は優しい言

葉となり、また私の人生となり、私を生き返ら

せる。

　2009 年、甲状腺癌手術の後、一日をホルモン

補充で始まり、直せるガンだと思いきや 2012 年

に心臓近くの再発で二度目の手術をすることに

なった。 ガンが何処にあるか正確に見えない場

所に腫瘍があるため胸骨を切開しなければなら

ない 5 時間以上もかかる大きな手術になると言
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　その切ない祈りを聞かれた神様は、初の恵みの痕跡、その位

置 , その大きさ程、しかしより深い恵みの痕跡で、その声、そ

の約束通り乏しいことなく手術は終わった。手術器具が最大限

に入る場所に腫瘍はあり、私は胸骨を切開せず、1 回目の手術

部位である喉元切開のみ一時間半くらいで手術は終わった。

　お医者さんは「地で天国の手術を受けました」と話してくれた。

そのように神様の手先に私の命はあり、答えがあった。

　兄と弟の間の独り娘である私の人生第一の目標は「母のよう

に生きるな」だった。 母は家元長男である父と結婚し、長男の

嫁として独りお嫁として一年間何回も祭事が行われる儒教と仏

教の家の生活に入った。その家庭の中で初めての信仰生活を始

めて様々な苦難を受けた末、神様の導きで牧師になったのが私

の母である。お母さんとただ呼ぶだけでも切なくなる「お母さん」

という言葉。お母さんの伝道で私も救われて、信仰の中で結婚

したが娘ということで、お母さんの苦労の一部も一緒に分かち

合わなければならなかった。しかし、私は信仰生活のために嫌

われ , 無視され , 貧しくて過ごしたくなかった。母とは違う人

生を生きたかった。そんな私が 2 回目の手術後、抗がん剤治療

を開始する前に神学大学院に入学願書を出した。

　ただ神様が求めるまことの礼拝者になりたい。私に命を与え

て下さり、再び賛美できるように、そして礼拝できるようにし

てくださった神様。私は迷うことなく残りの人生を神様に捧げ

ることにした。お母さんと同じく私も牧師になった。

　健康のために始まった踊りで招待された場所で礼拝し , 病弱

な体を恵みへと変え、神様の愛を分かち合い、ウォーシップダ

ンス礼拝者 ,踊る牧師となった。

　「あなたは私のために、嘆きを踊りに変えてくださいました。

われた。 「どうして私なんですか ?」と繰り返す私に「神様だ

けが知ってるでしょう」と医者は答えた。

　私と夫は治せるガンだと言われている甲状腺がんには心配も

しなかった。しかし、病院のベッドでお祈りの項目を一つ一

つ書いて切に願ったように、またお祈りの課題を書いている。

2009 年 9 月の秋、結婚記念日が過ぎたばかりの、その上初手術

を控えた日だった。そして , その一つ一つの祈りに乏しいこと

はなく、いつも応えてくださる神様の恵みを覚えて感謝し ," 安

心ではなく信仰 " で命の主権者である神様に謙遜に祈りを捧げ

た。

　「私は死ぬことなく、かえって生き、そして主のみわざを語り

告げよう。」( 詩篇 118:17)。手術の後、体力は落ちましたが声

も健康も守ってくださり賛美もウォーシップダンスもできまし

た。もっと完全な姿で賛美がしたいです。もっとしっかり礼拝

を捧げたいです。」とお祈りした。しかし怖かった。「胸骨を切

開すると痛みがどうなのか？また賛美と礼拝はできるのか？」　

手術の恐れが大きくなればなるほどに賛美と礼拝に対する思い

は耐えられなく切なくなった。
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あなたは私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。」

( 詩篇 30:11)。悲しみだった母の後ろ姿に、弱さが強くなった

恵みの身体として踊りながら ,見つめられるようになった。

　帽子とマスク、黒い瞳……両手に花を持って、がんの患者た

ちに会う。私をいつも愛してくれるイエス様、イエス様を愛し

てます。オンヌリ教会のシルバーアカデミーへの奉仕のため祈

りを捧げ振り付けした花舞で賛美捧げる。そのウォーシップダ

ンスを通して多くの方々が慰められ喜んでくださったことに感

謝する。

　ウォーシップダンス礼拝者の活動を通して出会った方は「見

よ。兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんというしあ

わせ、なんという楽しさであろう。」(詩篇 133:1)

　神様の愛、隣人の愛、垂直と水平、十字架の愛の中で美しい

連合を夢見るようにし、願いのため実践する神様は企画して演

出した素敵な導きをして下さる。

　2017年 6月ある日、小さな劇場で「マリアの歌」というワーシッ

プモムチャンヤンをした。些細な私の活動を通して鉛筆ケース

に神様の愛と夢を込めて第 3 世界の子供たちに送る「筆箱ミニ

ストリー」の筆箱コンサートとシリア難民の子どもたちにクリ

スマスのプレゼントを送る支援コンサート」が行われた。コン

サートは「クリスマス for シリア」という美しい連合の場となっ

た。

　チームの名前は違うがアハバフレーズ、エーツェル、アガポセ、

ネル、ハンソン J.M……など、神様からいただいたタラントを

宣教のため用いてアフリカ、タイ、フィリピン、シリアなどに

鉛筆箱を送る宣教師になった。幼い子供の霊と魂に神様の愛を

分かち合える恵みで心を一つにしてお互いに一つとなり幸せと

感謝を共に受けることができた。

　連合のための従順と献身が一粒の麦になり、親世代チームを

継いでウォーシップダンスと音楽を専攻する子供世代が共にす

る「ウリア ( 神の光 ) 舞踊団」「セラピック ( 天使たちの ) ボイ

ス」「ロイエル (神友 )アンサンブル」子供世代チームができた。

親から子供へ続けて連合の祝福を受けて信仰生活も世代から世

代へつながる、まるでアブラハム、イサク、ヤコブの神様の深

くて大きい愛のプレゼントのようだ。

　2019 年 6 月の主日の夕方、夫と 2 人の息子家族と一緒に弘大

ドリーム教会、筆箱献身の礼拝を捧げる。「十字架を背負ってイ

エス様の道を従う」「ウォーシップダンス礼拝者」を夢見ながら

舞踊を専攻する小さな息子が踊りながら神様を賛美する。息子

とともに文化芸術界の夢をみる。神様の子供である皆が世の光

と塩となるクリスチャンのリーダーシップに育つことを心から

お祈りする。

　文化と芸術を通じて私たちは神様の愛に出会い、その愛で一

つになる。文化宣教は世の中とキリスト教、人と人、教会と教会、

世代と世代をつなぎ、神様の愛で付き合っていく眠っている霊

と魂を生き返らせるコイノニア ( 交わり ) を成して、神様の世

界へつなげることだ。この感激の導きに足りない身振りではあ

るが悲しみをウォーシップダンス、踊りになるようにされた神

様の素晴らしい恩恵と今日も私が生きていく上にいつも何一つ

不足することがないように愛してくださる神様に心をから感謝

し栄光をお捧げしたい。†
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人、 恋 人、 健 康、 お 金

等々……。中毒は自分

自身を破壊する作業なの

で、段階的に、自己投影

(projection) と自己正当

化 (Rationalization) が

なされる。

　聖書の御言葉に、悪霊

は賢いとあるように、悪

霊は本当に巧妙な方法で

自己破壊へと導いてゆく。

ゆえに、自分が中毒者で

あることを認識できない

まま、ただ中毒者として

歳月を送り、すべてのものを失っていく。「私がこんなに辛いん

だから、少しくらいやってもいいじゃないか」「私が何かをしよ

うとしても、誰も助けてくれない」……このように自己防衛し

ようとするため、なかなか反省できないのである。ただただ失

い続けて、ある時気が付くと、いつの間にか 40 歳を越えて社会

復帰が困難になり、回復する意欲さえも失って、再発の悪循環

が繰り返される。

　タルムード（モーセの口伝律法）には「悪魔は、相手が忙し

い時に酒を送る」とあるが、現在はもはや酒だけでは足りず、

薬物をも送るような状況である。中毒に関する議論は、以前は

不法薬物（ヒロポン・ヘロイン・大麻等）に関してだったが、

最近は、睡眠剤・神経安定剤・鎮痛剤（プロポフォール、ゾル

ピデム、オキシコドン、ペントニル）等々、合法的な薬物も中

　最近のニュースで連日報じられているのは、社会の各界各層

の麻薬報道事例である。芸能界、会社員、財閥の後継者、看護師、

国際弁護士、夢多き 10 代まで ････。今、韓国は麻薬のために

悩み苦しんでいる。

　実は、私は薬物中毒者であった。回復経過は死ぬまで進行

形であるため、私たちは「回復者」と言わず、「回復～年目の

○○○○です」と自己紹介をする。20 余年を中毒者として生

きながら、私は本当に多くのものを失った。職場、家族、友

 ✿ 特別寄稿｜麻薬、霊的な病

主がくださる回復の力によって
打ち勝ちなさい

ウォン・ユス 所長・ソウル・ダルク会

国が先進化されるほど、中毒の種類は多様になる。ショッピング、セックス、賭博、
薬物、インターネット、ゲーム、スマートフォン、摂食、仕事中毒等々……私
は果たして何の中毒になっているだろうか？　そのために、貴重な日常を台無
しにしてはいないか？　自らを毎日顧みることが必要であろう。
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毒になり得るため、非常に広範囲にわたってきているのが 21 世

紀の薬物中毒の現実である。

　私は大学でデザインを専攻していた。絵に対する霊感を云々

しながら大麻を薦められたのが、私が薬物に手を出すきっかけ

だった。芸術のためだと言いながら、ヤンピョンやカピョン等

のあらゆる所を巡り、野生大麻やノミナル、アチバンのような

薬物をやる友人が多かった。私は「88 ソウル・オリンピック」

の年に薬物に手を出し、2002 年ワールドカップの年まで続いた

が、2003 年 6 月治療を受け始めた。自分が中毒者であると認め

ることから治療は始まる。しかし、それを認めるまでに 15 年

かかった。私だけではない。周囲の中毒者たちは一様に、自分

は薬物の調節が可能だと考えている。それが言わば「調節妄想」

だが、自分が患者だとは考えていないため、治療を受けようと

もしない。

自分は中毒者だと認めなければならない

　薬物中毒は、習慣的に繰り返されることが多いが、辛いこと

やストレスを受けた時、それから逃げたくて始める人もいる。

医学的には、快楽中枢が損傷されて、薬物の記憶が強く残ると

言う。だから躊躇せずにまた手を出してしまう。私はそのよう

に生きてきて、いつの間にか前科４犯となり、周囲の人々はみな、

私から離れて行った。回復しようとしても、家族さえ助けてく

れなくなった時、私は怖くなった。回復の方法も知らず、すべ

てのことが複雑に絡み合い始めた。さらに薬物による後遺症（幻

聴、幻視等）により、生と死の間を行きつ戻りつしていた時、

私は治療を選んだ。

　私は、韓国麻薬退治運動本部が運営する「ソンチョン憩いの場」

を訪ねた。４階まで上がるのに 30 分もかかるほど体力が低下し

ていたが、専門相談員と医療スタッフに会い、治療を受け始めた。

相談員や医者は皆「霊的な回復」を強調した。私は不思議に思っ

た。専門教育を受けた人々が「中毒は霊的な病だ」と主張する

ので、私は少し戸惑いを感じた。相談員や医師は適切な解毒治

療をした後、回復集会への参加や霊的成長を強く勧めただけだっ

た。「だから中毒には名医がないと言うのだろうか？」と思った

りした。

　ＷＨＯ（世界保健機関）の規定では、身体的、精神的（心理

的）、経済的、霊的、この４つの条件が満たされてこそ健康な人

生だと言う。前の３つは具体的だが、４つ目の霊的な回復に関

してはあまり知らないし、それまでおろそかであったと思った。

だから治療中でも、最初の５年間は再発と回復を繰り返しなが

ら暮らしていた。施設からも追い出され、病院の入退院を繰り

返すようになった時、霊的な回復について考えるようになった。

　そして周囲の環境（薬物する友人）から、もっと遠くに離れ

ようと思い、キョンナン・ブゴク病院（当時、無料で薬物患者

を治療する病院）に行った。私は３年４カ月間そこにいた。最

近増え続けている中毒者たちにも「自分の住環境（薬物環境）

から遠く離れ、霊的な回復に思案をめぐらしてみなさい」と勧

めている。私がそうであったように、彼らもやはり、どうすれ

ばいいかわからないから勧告を無視し、再発を繰り返す。しかし、

自らが中毒者であると悟るまで、私は彼らに何もしてあげられ

ない。本人がいかなる治療も意味がないと悟るしかない。

放蕩の終わりではなく、回復の始まり

　私はブゴクで教会に通い始めるようになった。プログラムの
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　回復を決心すると、周囲の

人々の助けを体験するように

なる。１人で回復するのでは

ない。目に見えない霊的な力

と、回復した友人たちの助け

があることを悟るようにな

る。そうすると、今現在の状

況は変わらなくても、感謝の

気持ちが生まれ、他人を配慮

して執り成すようになる。小

さな事に満足し、回復の喜び

を味わうようになる。私はそ

うなるまで３年ほどかかった。その期間を忍耐して前進する過

程は、中毒患者にとって苦しいことだ。

　赦された今が放蕩の終わりではなく、回復の始まりになる。

もう一度サンダルを履き直し、腰の帯をしっかり締め直さなけ

ればならない。一度も薬物をしたことがない人は多いが、１回

しかやったことがない人は極めて少ない。最初に味わった強烈

な快感は「天国をちょっと味わった経験」のようだ。だから止

められない。２回目からは最初の薬物体験の強烈な快感を求め

ても、最初ほどの快感は得られない。だから量が増えて依存す

るようになり、中毒に至る。

　国が先進化されるほど、中毒の種類は多様である。ショッピ

ング、セックス、賭博、薬物、インターネット、ゲーム、スマー

トフォン、摂食、仕事中毒等々……果たして私は何の中毒になっ

ているだろうか？ その中毒のゆえに貴重な日常を台無しにして

はいないだろうか？ 自らを毎日顧みることが必要である。†

一貫として、ブゴク教会の牧師先生が週に一度病棟を訪問し、

祈り方について教えてくださった。第一に、切なる想いをもっ

て祈ること。第二に、具体的に祈ること。そして最後に、正直

に心から祈ることだ。そうして休まず礼拝に参加しながら、自

分自身を顧みて記録する習慣を身につけた。目には見えないが、

私を助けてくれる何かがあるように思えた。そう思うと心強く

なり、何かに忠実になろうという思いが芽生えた。

　このような回復の心構えは、一朝一夕にして生まれるもので

はない。絶え間ない祈りと黙想、そして深い苦悩の末に得られ

るものだ。その後、友人となった患者たちと率先して毎日デボー

ションをし、職業のためのリハビリもした。また、稼いだお金

で社会福祉士の勉強をし、2009 年に社会福祉士１級の資格を

取った。その後、日本の回復者たちと会い、彼らの援助により

2012 年 6 月、ソウル・モクドンに「ソウル・ダルク」という薬

物中毒者のリハビリセンターを開き、2013 年には政府の許可も

下りて補助金がもらえるようになった。

　私は、今は親族とも和解でき、給料をもらいながら安定した

生活を送っている。以前の健全な友人たちとも、再び交際する

ようになった。回復の過程において私が受けた祝福を、わずか

数行で説明するのは難しい。しかし 2009 年から、私の力ではな

い、ある摂理によって成し遂げられたとはっきり言うことがで

きる。

　今や入所者達と施設の近くにあるモクサン教会に通い、過ぎ

た一週間を顧みて、新たな一週間を迎えるようにしている。中

毒は、医者や社会福祉士や相談員が治す病ではない。結局は選

択の問題だが、「回復して新たな人生を生きるか、中毒者として

生き続けるか」は、本人が選択すればよい。
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オリーブ山

✿ 歩いて聖書の中へ｜

　イスラエルを訪問する巡礼者の中で、実際にサマリヤの地を

踏む者は稀である。エルサレムから北へ 70km ほど離れたサマリ

ヤは、イスラエルとパレスチナの紛争地域として知られている

からだ。しかし最近、ガザ地域を除いた他の紛争地域は比較的、

安定を取り戻しているので、巡礼者の訪問が多くなっている。

　旧約聖書のサマリヤでは、アハブとイゼベル、そしてバアル

崇拝者が登場する。新約聖書のサマリヤでは、スカル町で会っ

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

分裂の象徴、サマリヤ

た二人、イエス様とサマリヤの女性が登場する。しかし聖書時

代のサマリヤも、今日のサマリヤのように葛藤と紛争、疎外と

反目の象徴であった。

「サマリヤ」という名称

　サマリヤは歴史的・地理的に二つの意味をもつ。一つは、北

イスラエル滅亡からイエス様の時代に至るまで、イスラエル中

央山地の北部全般を指す地域名称である。また、北イスラエル

の滅亡後にその地域に移住し、本来のイスラエル人と混血した

人々の子孫を指す通称でもある。もう一つは、この中央山地の

真ん中にある特定都市の名称である。この都市は、北にエズレ

ル谷、東にヨルダン谷、西にカルメル山地とシャロン平野、南

にアヤロン谷があり、エルサレム山地のシケムと非常に近い山

地にあった古代都市である。

　サマリヤは、分裂した北イスラエルの二番目の王朝オムリに

よる「北イスラエル新興計画」の首都であった。サマリヤとい

う名称はもともと、山の地主であったカナン人セメル (Shemer)

の名前に由来する。ヘブル語の「シャメル」(shamar) は、「警

戒する」ないしは「守る」という意味だが、研究者は、このサ

マリヤの名称が「警戒山」(Watch mountain) という意味を持つ

と考えている。

　地形学的に見た場合、この都市はエズレル谷とメギド・ヨル

ダン谷をつなぐ道と、ガリラヤからシケムとエルサレムをつな

ぐ主要山道の交差路がよく見える場所に建設された。この交差

路は、当時の主要道路である海辺の道と王の道につながり、主

要国際ネットワークに容易に接する利点があった。一言で言え

ば、サマリヤは軍事的には要衝の地であり、経済的には繁栄す

サマリヤの町は、分裂した北イスラエルの二番目の王朝オムリによる「北イス
ラエル新興計画」の首都であった。サマリヤという名称はもともと、山の地主
であったカナン人セメル (Shemer) の名前に由来する。ヘブル語の「シャメル」
(shamar) は、「警戒する」ないしは「守る」という意味だが、研究者は、このサ
マリヤの名称が「警戒山」(Watch mountain) という意味を持つと考えている。
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まもなく彼を追い出し、新しい王朝を開いた。オムリはそもそ

もペリシテとの境界域のギベトンで、相当数の北イスラエル兵

士と共に対峙中であったが（15 節）、ある日テルザから王が変

わったという知らせを受けた。北イスラエルの人々はジムリを

王として受け入れず、辺境の名高い大将オムリの所へ駆けつけ、

彼を王に立てた（16 節）。オムリはテルザに行ってジムリを倒

した後、北イスラエルを統治し始めた。そして自分の王朝の新

たな首都としてサマリヤを選んだ。サマリヤは文化的経済的に

豊かであり、宗教的にも、国際政治から見ても、様々な民族にとっ

て魅力があった。サマリヤはオムリ王朝の間、地中海とメソポ

タミア文化が絶妙に融合した都市であった。また、サマリヤは

経済的に要衝の地に位置していたし、国際軍事関係でも次第に

中心的な存在になった。オムリとアハブは、周辺のピニケと政

治的・経済的に緊密になり、アラブのシリヤとも軍事的に同盟

を結ぶ関係になった。

　オムリとアハブ王は、自分たちが建てた都市がイスラエルの

民に限らず、国際的にあらゆる国と民族が好感を持つ都市であっ

てほしかったし、軍事的な同盟の中心となってほしかった。ゆ

えに学者たちは、北イスラエル部族が民族的拠点と決めた場所

はエズレルであったのではないかと考えている。北イスラエル

では、国際的拠点としてのサマリヤと民族的拠点としてのエズ

レル、この二か所が並立したのである。サマリヤは北イスラエ

ルの国内政治と文化においても、分裂を象徴する都市であった。

分裂の地に向かう聖い叫び

　北イスラエルは霊的に深刻な腐敗に陥った。南王国ユダの首

都エルサレムは、一貫して首都であった。しかし北イスラエル

る要素を持つ地に建

てられた計画都市で

あった。

サマリヤの登場

　政治的宗教的に分裂を終えたヤラベアムは、自分だけのため

に王朝を完成した。列王記上における彼の評価は、「この後も、

ヤラベアムはその悪い道を離れて立ち返ることをせず、また一

般の民を高き所の祭司に任命した。すなわち、誰でも好む者は、

それを立てて高き所の祭司とした。この事はヤラベアムの家の

罪となって、ついにこれを地のおもてから断ち滅ぼすようになっ

た。」（列王記上 13:33 ～ 34）。ヤラベアムが政治的宗教的に実

践した分裂行為は、以後、北イスラエルの王たちが忠実に踏襲

する一種の国家基調のようになってしまった。

　とにかく、ヤラベアム王朝は長くは続かず、その曽孫で終わっ

てしまった。北イスラエルの主要軍隊の指揮官ジムリは、ヤラ

ベアム王朝の最後の王エラを殺し、自ら王となった（列王記上

16:10）。しかしジムリも長くはなかった。辺境の将軍オムリが

北イスラエル王宮地
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の首都は、シケム、ペ

ヌエル、テルザ、サマ

リヤ等、次々に変わっ

た。そのように首都が

頻繁に変わったのは、

宗教的な礼拝所のゆえ

だった。ユダの神殿は

一貫して変わらずにエ

ルサレムであったが、イスラエルは違った。ヤラベアム一世が

シケムやペヌエルではなく、ベテルとダンに偶像崇拝のための

神殿を建てた。アハブは自分の都市サマリヤにバアル神殿とア

シラの高き所を建てた。それゆえ北イスラエルは、国家の中心

地が絶えず移動したが、結局、異邦神殿のある場所が国家の中

心地に定められたのである。統治者の心構えと価値観によって、

国と国民の信仰生活の方法が決定され、再修正されることが繰

り返された。

　結局、聖書はこのような悪行を犯した北イスラエルの指導者

たちを厳しく評価した。ヤラベアムを「邪悪な王」として評価し、

アハブに対しては「彼はネバテの子ヤラベアムの罪を行うこと

を軽い事とし、シドン人の王エテバアルの娘イゼベルを妻にめ

とり、行ってバアルに仕え、これを拝んだ。」（列王記上 16:30）

と評価した。特に北イスラエルがバアル及びアシラなど、ピニ

ケの神々に支配されるようになったのは、アハブがシドンのア

シラと政略結婚をしたのが原因であった。

　アハブの妻イゼベルは、シドンの王だったエテバアルの娘だっ

た（列王記上 16:31）。アハブ時代のサマリヤは、7000 人以上が

居住できる比較的大きな都市で、アハブは、すべてピニケ建築

方式でこの都市を完成した

（列王記上 22:39）。この都

市の至る所を沈香樹と象牙

で華やかに飾ったので、こ

の都市を訪問した外国客は

おそらく、その華やかさに

十分魅了されたに違いない。

しかしサマリヤは、アハブ

の堕落した心と圧迫的統治、

そして苦痛の象徴であった。

　最も重要な問題は、おそ

らくサマリヤの指導者たち

の信仰の堕落であった。政

治的・宗教的・経済的発展は、サマリヤ発展上のアイコンにな

り得るが、バアルやアシラを神殿に祀ったサマリヤは、エルサ

レムと共存できる異邦の地であった。聖書はサマリヤをヤーウェ

神ではなく、他の神々に仕える高き所にあった場所と呼んでい

る（列王記上 13:32、アモス 8:14）。イザヤは、サマリヤには彫

刻した像があり、彼らはその像に仕えたと記している（イザヤ

10:10 ～ 11）。サマリヤの預言者たちはバアルに寄り頼み、イス

ラエルを間違った道に導く愚かさを示した（エレミヤ 23:13）、

サマリヤは憎むべきことをする者たちの総称となった（エゼキ

エル 16 章）。ホセアもやはり、サマリヤは偶像崇拝が激しかっ

たと記し、北イスラエルの滅亡の日にサマリヤの子牛、つまり

バアル像が粉々に砕かれるであろう（ホセア 8:6）とし、サマ

リヤの王は水上の泡のように滅亡するはずだと記している。（ホ

セア 10:7）†
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にも所属していない教会も数え切れないほどある。

 　教会の分裂は 11 世紀から始まったとみられる。当時キ

リスト教会に地理的な理由で 5 つの総大主教会（コンスタ

ンチノープル、アレキサンドリア、アンテオケ、エルサレム、

ローマ）に分かれていたのが、11 世紀になって（1）フィレ

オケ論争 (2) 聖像論争 (3) 相互破門の問題により、1054 年

から分裂し始めた。当時、東方教会はコンスタンチノープ

ルを中心に、西方教会はローマ教会を中心に成長した。  

　東方教会はギリシャ語を使っていて、西方教会はラテン

語を主に使っていた。厳密に言えば、５大主教会の中から

ローマ教会が遺脱したことによって教派分裂が始まったの

である。最も重要な教理的理由は、フィリオケ (filioque)

から始まった。フィリオケという言葉は、「そして、子より」

(and the Son) という意味のラテン語である。ここで問題に

なったのがヨハネの福音書 14 章 16 節、15 章 26 節の意味

が、御霊が父に従属されているのか、でなければ、父と子

から出たものなのか、という解釈の違いが分裂の訳だった。

重要なことは、この問題は三位一体論に関する解釈上の問

題なので、今も東方教会と西方教会は互いに自分たちの解

釈が正しいと主張している。ここで注目すべきことは、フィ

レオケという言葉はラテン語、つまり西方教会が使用して

いた言語だということだ。 

韓国教会分裂の始まりは神社参拝

　したがって、西方教会から分裂されたプロテスタント教

会は、聖霊は父と「そして子」より出たという解釈を受け

入れている。私たちがよく知っているように、プロテスタ

✿ これが知りたい｜シン・ソンジョン 牧師、＜クリスチャン文学の木＞ 編集者

なぜキリスト教は
教派が多いですか？

　厳密に言えば 5 大主教会の中からローマ教会が離脱した

ことで教派分裂が始まった。一番大事な教理的理由は「フィ

リオクェ (filioque)」の解釈だった。 「フィリオクェ」とい

う単語は“そして、子より”(and the Son) という意味のラ

テン語だ。ここで問題になったのはヨハネの福音書 14 章 26

節、15 章 26 節の意味が、御霊が父に従属しているのか、で

なければ、父と子から出たものなのかという解釈の違いが

分裂の言い訳になった。

　統計的に見ると、世界のキリスト教派は2万を越えており、

韓国だけでも 250 を越える教派がある。この上、どの教団
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ント教会は 16 世紀ルターの宗教改革によってルター教が始

まり、次は5大教理中心のカルヴァンの長老教会が始まった。

メソジスト教会は、カルヴァンの予定説に反対することか

ら始められた。イギリスの聖公会は、教皇による課税の重

さとローマ教皇庁の行き過ぎた干渉、聖職者たちの権威か

ら解放されようと、ヘンリー 8 世がイギリス聖公会 (Church 

of England) を立てた。表面的理由としては、ヘンリー 8世

とキャサリン妃との間に息子がいなかったために、結婚の

法的無効を要求したことによる。しかし、ローマ皇帝であっ

たクレメント 7 世から断られたので、ローマ教皇庁から分

離し、遂にはイギリスの国教である聖公会を立てたのであ

る。 

　韓国教会の分裂は、神社参拝問題から始まったが、後に

はエキュメニカル問題として拡散された。1950 年代の長老

教会の分裂を始めとして、今は約 250 くらいの教派に分か

れている状態だ。長老教会の 3 次分裂が教派主義をもたら

したのである。

　もちろん、モルモン教やエホバの証人、統一教のような

異端もあるが、大半の教派は小さな神学的相違から生まれ

たものだ。最ももどかしいと思うことは、今も主導権争い

と派閥意識、教権闘争を繰り返すことによって、更なる分

裂を起こしていることだ。ある意味では 968 万余りの聖徒

がいる韓国教会の成長は、リ・マンヨル教授の言葉通りに

分裂の結果と言えるかも知れない。†

　去る 7 月 2 日、トーチトリニティ神学大学院大学記念ホール

で開かれた「イ・チョンシク木製十字架物語個展」の開館礼拝

を控え、作品展示に余念がないイ・チョンシク牧師に会った。イ・

チョンシク牧師は、4 回目を迎える展示会について次のように

語った。「4 回目の展示会を開催することができ、神様に感謝し

ます。この展示会のために助けてくださった方々がたくさんい

らっしゃいます。その方にもこの場を借りて感謝を申し上げま

す。私の作品はすべて、折れたり、燃えてしまったりした廃木

で作った十字架です。しかし、ここに真心を注ぎ、物語が加わっ

✿	愛｜イ・チョンシク	牧師・愛の教会、ナドルソム宣教会代表

捨てられた木が
　救いの道具と
　　なりました

イ・チョンシク牧師は安養（アニャン）大学神学科と神学大学院を卒業し
た。アメリカインターナショナル神学大学院（M.Div）、アメリカリフォー
ムド神学大学院と総神（チョンシン）大学牧会神学博士院で牧会学博士を
受けた。ナドルソム宣教会を設立、農漁村地域と東南アジアで教会を開拓
し、奨学活動などを行ってきた。1988 年に愛の教会を開拓、現在まで 31
年間担当している。また、木製十字架の作家として「イ・チョンシク木製
十字架物語個展」を 4 回開き、十字架の霊性を広めている。
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に感じられました。その時、

私も主のために生きて死ぬ

のだと告白をしました。以来

ソウルに上京して、軍隊を除

隊後、会社員を経て神学校に

入学しました。牧会者になる

という考えより、神様をもっ

と知りたくて神学校に入り

ました。」

　彼は龍山区（ヨンサング）

に位置するウォンドン教会

に出席し、大学部と青年部の

活動に積極的に参加し、教会学校の教師としても奉仕した。福

音伝道の情熱に燃え、毎週主日、路上や地下鉄で伝道を始めた。

　「午前中は日曜学校の教師として奉仕し、午前礼拝をささげ、

教会で準備された昼食を食べ、パンフレットを取りまとめて伝

道しました。当時、純福音教会で作成したパンフレットを活用

しました。時折純福音教会徹夜礼拝に参加して、恵みもたくさ

ん受けました。午後には、教師と午後の礼拝、青年会の集まり

を終えて家に来れば夜 12 時でしたね。常に私の鞄にはチラシが

入っていました。」

　彼の伝導に対する情熱は、神学校入学後も続いた。サークル、

ハレルヤ伝道団に入って、週末と夏休み、冬休みの度に全国の

農漁村と離島を回り伝道旅行をした。当時は、学校の先輩後輩

と週一回サンガク山に登り、一晩中徹夜の祈りをささげた。そ

の習慣は続き、今もサンガク山に登って祈っている。1988 年 4

月に恩平区（ウンピョング）鷹岩洞（ウンアムドン）で愛の教

て、素晴らしい作品に生ま

れ変わりました。私たちの

主も同じです。罪によって

死ぬしかない、捨てられる

しかなかった存在の私た

ちを救い、新しい被造物に造られました。木の十字架を通して、

さらにイエス様を黙想する機会となることを願います。」前庭に

は青い海があり、裏庭には屏風のように山々が連なる慶尚北道

（キョンサンプクト）蔚珍（ウルチン）を故郷とするイ・チョン

シク牧師は、幼い頃から木工の仕事を学んだ。大工だった叔父は、

若いイ・チョンシクを助手として、木工の仕事をさせた。

　「叔父は仕事があるたびに私を呼び、釘の打ち方、鉋の使い方、

木の切り方などを教えてくれました。ギターも自分で作ってみ

たし、中学校の時は学校の作品大会で賞をもらったりもしまし

た。子供の頃の記憶に残る作品は、1 メートルを超える模型艦

艇 17 隻です。その船を海に浮かべるとかなり素敵でした。」

　彼は、幼い頃から親戚の兄に信仰教育を受けて教会に出席し

た。イエスを人格的に受け入れたのは高校の時だった。

「ある日、海辺に座ってあれこれ考え事をしているうちに、イエ

ス様が私のために亡くなり、復活されたことがあまりにも鮮明
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会を開拓した。開拓牧会時代

はお腹を空かせ、大変で孤独

な時間だったが、多くの訓

練を受けた時期でもあった。

2001 年には、教会を坡州（パ

ジュ）に移転し、働きの地境

を広げた。イ・チョンシク牧

師は開拓直後、ナドルソム宣

教会を設立し、農漁村伝道集

会と海外宣教に尽力した。

　「過去 30 年間、タイ、フィ

リピン、インドネシア、シンガポール、マレーシア、カンボジ

アのような東南アジア地域と東欧地域を訪問し、福音を伝えま

した。最近では、カンボジアに宣教センターを建て、教会や学

校を設立することに全力を注いでいます。」

四旬節に会った十字架

　彼が木製十字架を作るようになったきっかけは、開拓教会時

代にさかのぼる。家庭訪問に行く途中、道端に落ちていたイブ

キを見つけて十字架を作ろうと考え、よく洗って加工し、作品

として教会の入口に展示した。

　「子供の頃に習った木工細工は、神学校に入る際に封印しまし

た。木で何かを作ることにはあまりにも時間がかかり、やめな

ければ神学の勉強に専念できなかったからです。そんな中、開

拓初期に一度作ってそれきりでしたが、5 年前の四旬節の期間

に再度小さな十字架を作ってから、本格的に作品を作ることに

なりました。」

　彼は、教会にあまり出席していない聖徒たちや遠く離れてい

る海外宣教師に送るために、365 日御言葉の QT を作成し SNS で

送信する働きを始めた。御言葉と一緒にきれいな花や木の写真

を撮って送ったが、四旬節には木製十字架を作り、写真を撮っ

て送ったところ、反応が非常に良かった。

　「普段は木製十字架を作らず、四旬節の期間だけイエス様を黙

想しながら作品を作ります。そうやって作るようになった木製

十字架の作品が、現在まで 200 以上になります。作品がますま

す多くなり、展示会は今回で 4回目となりました。」

　木製十字架の展示会は、クリスチャンだけでなく、未信者の

関心も集めた。CTS キリスト教放送ギャラリーで行われた二度

の展示会には、1千人以上が来場した。

　「そこのギャラリーには銀行のATMがあり、また結婚式場もあっ

て、毎週末全国から来た方が十字架展示会を観覧しました。あ

る日、僧侶の一人が憮然とした表情で観覧していたので、横に

行って説明しました。おそらく私が木を伐採したと誤解したよ

うでした。私は環境運動家でもあり、この木はすべて道端に捨

てられた、切られた木で作られたもので、私が作品にして新し

い命を与えたと説明をしたら、私に親指を上げてくれましたね。」

　木との出会いが大切である。すべて折れたり、火で燃えたり

していらなくなった木ではあるが、心をこめたら、聖書の物語

を表す十字架作品に生まれ変わった。

　「主も同じです。様々な咎と罪に満ちた私たちとの出会いを大

切にしました。また、御言葉で私たちを新たにしましたね。十

字架作品を作りながら、時には木のとげに刺されて痛いときも

ありますが、主がなされたことを考えると自然に恵みを受けま

す。眠っている感性と霊性を目覚めさせる時間です。」†
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