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　羊飼いは羊を一日一日緑の牧場に導いて、その日に必要な量

を食べさせます。一日に一週間分、もしくは一ヶ月分を食べさ

せる羊飼いはいません。ですから羊飼いと羊の関係は一日一日

の関係です。

　神様と私たちの関係もこれと同じです。私たちが 1 年を良く

信じても、今日一日を良く信じなければ、結果的に不信仰の罪

を犯すことになります。神様が私たちを食べさせる時も同じで

す。神様は、私たちを一日一日食べさせることを願っておられ

ます。私たちが一日一日を食べさせる神様を期待せず、一週間分、

一ヶ月分を一度に頂こうとするため、信仰生活で困難にぶつか

ります。

　イスラエルの民がエジプトから出て荒野を通るとき、日ごとの

糧がなくなると神様はマナを与えて、一日一日を食べさせました。

そんな中で欲張って二日分を取ると、次の日虫が発生して駄目に

なりました。聖書で主は、「だから、あすのことを思いわずらう

私に乏しいことはありません

✿ 生ける水の川

＜人生に必要な知恵はすべて幼稚園で学んだ＞

――ロバート・フルガムが書いた本である。

「こんにちは。ありがとうございます。ごめんなさい。

私がやります。私のせいです。」

今や、私たち信じる者たちに必要なことだ。

一言で、聖霊の人――真実な人になることだ。

主も真なる神であられ、真実な人であられた。

今、信じる者たちに必要なことは……
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会	

　「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。」

　長老として 25 年、牧師として 5 年が経ちましたが、その間、

多くの方の葬儀に参席しました。この世で使った肉体だけが棺

に納められており、皆が天国に旅立たれたことに想いを馳せる

時間でもありました。実際、神の国は死ななければ行けないと

ころなのでしょうか。本文は、この地においても神の国を体験

することができると啓示しています。果たして、どのようなと

ころなのでしょうか。

　第一に、神の国は聖霊の内で体験する義そのものです。義に

は二通りがあり、一つは、人間の倫理や道徳的行為によって得

る義です。しかし、その義には限界があります。「人の義とされ

るのは律法の行いによるのではなく、ただキリスト・イエスを

信じる信仰によることを認めて、わたしたちもキリスト・イエ

スを信じたのである。それは、律法の行いによるのではなく、

キリストを信じる信仰によって義とされるためである。なぜな

ら、律法の行いによっては、だれひとり義とされることがない

神の国
――	ローマ人への手紙 14 章 17 節	――

な。あすのことは、あす自身が思いわずらうであろう。一日の苦

労は、その日一日だけで十分である。」(マタイ 6:34) と言われ、

また「わたしたちの日ごとの食物を、きょうもお与えください。」

(マタイ 6:11) と祈るように言われたことが記されています。

　私たちは朝起きてその日一日のために切に祈るとき、毎日責

任を負ってくださる神様の保護下に入ることができます。

　ジョージ・ミューラーはイギリスの孤児たちの父として有名

で、祈りの模範的な人物です。彼は「その聖なるすまいにおら

れる神はみなしごの父、やもめの保護者である。」( 詩篇 68:5)

という御言葉に導かれ、何も持たずに孤児院事業を始めてから

日ごとに聖書の御言葉に頼って、ひれ伏し祈って、2 千名以上

の孤児を食べさせました。

　彼は自伝で「神様は私に乏しいことがないように与えてくだ

さったが、一回も二日分または三日分溢れるほど供給してくだ

さったことはなかった」と綴って、「それにもかかわらず、一回

も子供たちを飢えさせず、面倒をみることができた」と告白し

ています。

　皆さん、周りの環境を見て落胆しないでください。主はすべ

てのものより大きなお方です。私たちは誰一人も心配して、自

分の寿命をわずかでも延ばすことができない羊群れです。です

から私たちが歌う歌は「主はわたしの牧者であって、わたしに

乏しいことがない」ということです。†

趙  鏞基 
ヨイド純福音教会元老牧師
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からである」（ガラテヤ 2:16）。行ないによる義人がいないので

すから、この方法では、神の国の義を得ることができないこと

になります。もう一つは、イエス・キリストを信じることによっ

て得る義です。義とは、主の御前で恥かしいことがなく、隠す

ところがない状態をあらわします。イエス様は私たちを贖い、

義を与えるために来臨されました。「悟りのある人はいない、神

を求める人はいない。すべての人は迷い出て、ことごとく無益

なものになっている。善を行う者はいない、ひとりもいない。

彼らののどは、開いた墓であり、彼らは、その舌で人を欺き、

彼らのくちびるには、まむしの毒があり、彼らの口は、のろい

と苦い言葉とで満ちている。彼らの足は、血を流すのに速く、

彼らの道には、破壊と悲惨とがある。そして、彼らは平和の道

を知らない。彼らの目の前には、神に対する恐れがない」（ロー

マ 3:11 ～ 18）。義を得ることができず、全能なるお方に背を向

けて、何をすることができるでしょうか。主を信じ、受け入れ

た者だけが、神の国の義を得ることができるのです。皆さんは、

この世で暮らしている、神の国から来た旅人です。当然なこと

ながら、神の国の民として、この地において守られ、三拍子の

祝福（霊が恵まれる祝福、すべてに恵まれる祝福、健康になる

祝福）に満ち溢れることは言うまでもありません。

　第二に、聖霊の内で体験する平安（平和）です。衣食住や環

境の充足から来る平安もありますが、条件が変れば、消え去り

ます。しかし、天国的平安を得られれば、どのような変化が起

きようとも、平安を失うことはありません。もし、心の中に平

安や恐れが残っているとしたら、聖霊様にすべてを委ねていな

い証拠です。イエス様は「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）と約束されました。この平安を得るために、常

に祈り、御言葉を追い求めましょう。聖霊充満は、平安充満を

あらわすのです。

　第三は、聖霊によって体験する喜びです。喜びは、暮らしの原

動力であり、人生の活力素です。この喜びの泉が枯れない限り、

どんな問題や環境でも克服することが可能です。喜びは、苛立ち

や不満を解消し、感謝の心をもたらします。喜びは、神の国の属

性です。「あなたはいのちの道をわたしに示される。あなたの前

には満ちあふれる喜びがあり、あなたの右には、とこしえにもろ

もろの楽しみがある」（詩篇 16:11）。聖霊に満たされ、神の国の

民になれば、喜びが湧きあがります。喜びは祝福伝播の原動力で

もあります。どうすれば、この喜びを得ることができるのでしょ

うか。まずは、戒めを守ることです。そうすれば、主の内に入る

ことができ、喜びに浸かることができるからです。次に、愛し合

うことです。「わたしのいましめは、これである。わたしがあな

たがたを愛したように、あなたがたも互に愛し合いなさい」（ヨ

ハネ 15:12）。そして、感謝することです。感謝により、主が喜

んでくださり、その内にいる私たちにも喜びが及ぶからです。ど

うぞ、聖霊の内にあって、神の国の義と平和と喜びを通して、今日、

神の国、天国を体験す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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ます。そして天において最初に「行われた」ことは、ご自身の

弟子達に聖霊を注がれたことです。

　イェシュアは今も神の右に座しておられます。休息に行かれ

たのではなく、引退をされたのでも、眠るためでもありません。

油注ぎを受けて高く上げられた主です。メシヤとして働き、そ

の務めに励んでおられます。

　イェシュアは、今も天において求める者すべてに神の霊を注

いでくださっています（ルカ 11:13）。さらに聖霊は、他の人の

ために祈る私たちたちの祈りに答えてくださいます。聖霊は人々

を救いに導き、政治を行う人たちを指示し、事業家たちに創意

的発想を与え、病んだ者たちを慰めることができます。

　勿論、神様は望まれるどんな時も、どんな人にも御霊を授け

ることができます。しかし神様は、地上にいる信仰の人、神の

民たちと協力して働くことを望まれます。私たちの役割の中に

は祈りがあります。神様は、あわれみをもってその祈りに答え

てくださいます。効果的な祈りは、戦略的な状況のなかで、具

体的な人々に神の霊を注いでくださいと、イェシュアに祈り求

めることです。

　神の民として、人生のなかで毎日聖霊の御業があらわれるな

らば、神の霊は私たち周辺の世の人々に影響を及すようにされ

るでしょう。社会的、教育的、道徳的、司法的、経済的、軍事

的環境は増進されるでしょう。私たちの生活の中で聖霊の御業

を多く経験するほど、私たちの領域における霊的水準は高まり

ます。天候にさえ影響を及ぼすことができます。

　イェシュアの指揮下に注がれる聖霊は、人々の考えや良心に

触れることができます。行政部と立法府、警察にも影響を及ぼ

すことができます。使徒行伝 2章で、イェシュアの弟子達は祈っ

「右に」_二部：天に昇られる
 ✿ 神の国

　天に到着されたイェシュアは、神の御座の前で私たちのため

に、とりなしをもって和解と赦しを成し遂げられます。そして、

地上にいる主の弟子達に神の霊を注いでくださいます。

　「それで、イエスは神の右に上げられ、父から約束の聖霊を受

けて、それをわたしたちに注がれたのである。このことは、あ

なたがたが現に見聞きしているとおりである。ダビデが天に上っ

たのではない。彼自身こう言っている、『主はわが主に仰せになっ

た、あなたの敵をあなたの足台にするまでは、わたしの右に座

していなさい。』」（使徒 2:33 ～ 35）

　詩篇と預言書で、メシヤはヤーウェの右に座しておられる方

として描写しています。福音書を見ると、イェシュアはこれら

の預言がご自身に関するものだと確証されます。使徒行伝１章

に、イェシュアは実際に死からよみがえり、天に昇っていかれ
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ていました。今日、私たちも同じように祈っています。このよ

うにするとき、私たちは、私たち世代の中に注がれる聖霊と協

力することになるのです。

　それだけではありません。イェシュアが天に昇り、神の右に

座しておられるという事実は、信じる者にどれだけ特別な霊的

権勢が与えられているかを示します。パウロは、私たちがこの

驚くべき「昇天」の権勢を悟れるようにと祈りました。

　「また、神の力強い活動によって働く力が、わたしたち信じる

者にとっていかに絶大なものであるかを、あなたがたが知るに

至るように、と祈っている。神はその力をキリスト（メシヤ）

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

いてご自分の右に座せしめ、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。そして、

万物をキリストの足の下に従わせ、彼を万物の上にかしらとし

て教会 (エクレシア )に与えられた。」（エペソ 1:19 ～ 22）

　この本文は、聖書全体で最も驚くべき箇所の中の一つである

と、認めざるを得ないでしょう。英語の「スーパー super」と

いう概念が、ヘブライ語の接頭辞「へプリ」がここに二回出て

きます。イェシュアが天に昇られたとき、彼に与えられた驚く

べき能力と権勢のことを言っています。そして、その驚くべき

権勢は、この地で神の民、信仰の共同体、教会、すなわちエク

レシアを通して行使されます。

　このような霊的現実を理解し始めるには、超自然的啓示がな

ければなりません。イェシュアが昇天し受け取られ、神の民に

分け与えられた霊的権勢は、王でありメシアであるイェシュア

を悟るための必須的ものです。神の右に座された「総理」が、イェ

シュアの務めです。エクレシアとして、私たちは主の霊的「内

閣構成員」であり、政府の働き手でなければいけません。

私達はイェシュアの「からだ」

　神の能力は色々な段階で私たちに働きます。

　1. 良心―聖霊は私たちを改心に導かれる

　2. 十字架―イェシュアが私たちの刑罰の代価を払われること

で、罪の容赦が与えられる

　3. 復活―死に対するイェシュアの勝利で、永遠の命が与えら

れる

　4.昇天―神の右に座しておられるイェシュアに、すべての権力

と権威が与えられ、それがその方につき従う私たちに共有される

　簡単に整理してみます。

　1. 十字架―赦し　2. 復活―永遠の命　3. 昇天―権勢

　イエシュアが昇天されて権勢が与えられました。これが彼の

メシヤなる本質です。主は、今もすべての権威の上、神の右に

座しておられます。天と地におけるすべての権威は彼のもので

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。」（マ

タイ 28:18）。これだけでも十分に驚異的なことです。しかし、

主がその権威を私たちエクレシアを通して行使されるというこ

とを悟るためには、追加的次元の信仰と啓示が要求されます。 

　ある意味で、これは簡単で論理的であります。すべての王、

あるいは総理は、自身に忠誠となる政府を通して働くからです。
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この時代に
最も必要なもの、

超自然的なゆるしの力

✿ ヘンリーグルーバー牧師の主と歩む

　その日、わたしは刑務所にて殺人容疑で起訴された収監者た

ちから一日中相談を受けていた。その刑務所には何時間も運転

して行かなければならないため、わたしは疲れてぐったりとなっ

ていた。

　ところで、わたしは隣の家からロープを借りて、別のある男

性に貸していた。その男性からロープを返したいと言われたと

き、ちょうど隣の家は外出の予定があったため、わたしはロー

プの持ち主に「ロープは家の前の階段に置いておくので、いつ

でも取っていってください」と伝えた。

　わたしが自宅に着いて駐車場に車を止めようとしていたとき、

息子たちが駆けつけてきて叫んだ。

　「パパ、パパ、ロープを盗もうとしている人たちがいるよ！」

　子どもたちはそう叫んで建物の向こうに走って行ったので、

わたしは子どもたちの後を追いかけた。子どもたちは木の下に

集まっており、ロープは木にかけてあった。わたしは子どもた

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

権威に服従する者は、権威を受けます ( ルカ 7:8)。権威は委任

によって働きます。イェシュアにはすべての権威があります。

その権威をあなたの「チーム」に委任されます。エクレシアは

主のからだです。すべてを治めておられる主のからだです。

　イェシュアは王です。その方が世界を治めておられます。ご

自身の肢体である聖徒たちに霊的権力を委任されます。彼らが

統治機構になります。私たちはメシヤ、キリストの「からだ」

です。ここには二重的意味があります。主が聖霊によって私た

ちの中にとどまっておられるので、私たちはその方のからだで

す。さらに、なおも主は統治権力を私たちに委任してくださる

ので、私たちはその方の「からだ」になるのです。これこそが

エクレシア、教会の役割です。 

　イェシュアの昇天が持つ驚くべき意味は二重的です。まず、

イェシュアは神様からすべての権威を受けます。次に、イェシュ

アは私たちを通じてその権威を用い行使されます。私たちはこ

れを勉強して祈って理解しようと努めているのです。光栄を受

けられた王、私たちの救い主なるメシヤ、イェシュアは天に昇

られ、神の右に座っておられます。†
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ちに「家の前の階段に置きなさい」と言ったのに、子どもたち

はそのロープを木にかけて遊んでいたようであった。そこに行っ

てみると、一人の少年が木に登り、ナイフでロープを切ろうと

していた。わたしはその少年に叫んだ。

　「ロープはそのままにして置いて！」

　わたしが頭を上げて木の上を見ていると、別の青年がわたし

のところに来て、わたしの顎にナイフを突きつけて、木の上の

少年に命令した。

　「エリク、切ってしまえ！」

　話をするためには顎を下げ、口を開かなければならなかった。

顎を下げれば、ナイフが刺さる状況だったので、わたしは初め

から喋るつもりはなかった。しかし、わたしの口からこういう

言葉が出るのを聞いた。

　「そのロープはわたしのものではない。持って行ってはダメ

だ！」

　しかし、わたしが本当に言いたかったことは違っていた。

　「ロープは持って行ってよい。しかし、家族には手を出すな。

早くどこかに行ってくれ！」

　わたしの首にナイフを突きつけた青年は荒々しく言った。

　「俺がいつほしいと言った？　盗みたいだけだ！」

　彼を見ると、彼の目は麻薬に酔っている目であった。

　その彼が「何も言うな！　これ以上、しゃべると首が飛ぶぞ！」

と叫んだ。

　わたしは主に心で切実に訴えた。

　「天の父よ、この人はわたしの首を刺そうとしています。彼は

自分が何をしているのかわかっていません。このような状況の

とき、わたしは天の父のために何の責任が果たせますか？　神

の知恵が必要です」

　子どもたちはこの光景を見ていた。子どもたちには、父親が

ナイフで刺されるところを見せたくなかった。しかし、天の父

はわたしが知らないことをご存知であった。わたしが何を言え

ば、その青年の心を動かせるかを知っておられた。

　ローマ人への手紙 8 章 28 節には、「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」

とある。

　しかし、天の父の御声を聞いて、わたしの口から出た言葉を

聞いたとき、このように自分が話していることにわたし自身も

信じられなかった。

　わたしは彼にていねいにもう一度言った。

　「聞こえなかったようだね。そのロープはわたしのものではな

い。持っていってはいけないよ」

　もちろん、わたしは心の中ではこのように言っていた。

　「ロープを持って早くどこかに行きなさい」

個人的な攻撃だと受けとめてはならない理由

　しかし、わたしの心に響く神の御声は、彼に「ロープを持っ

て行ってはいけないと言いなさい」であった。青年はさらに興

奮し、再び脅迫してきた。

　「黙らないと刺すと言ったぞ！　いつロープがほしいと言っ

た？　ただ盗みたいだけと言ったではないか。エリック、早く

切ってしまえ！」

　わたしは再び同じセリフを語っている自分の声を聞いた。

　「ロープを切ってはいけない！　借りてきたものだから、持っ
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　「5 分だけでいいから、どうかドアを開けてくれよ。アイツの

頭をぶち壊したい」

　彼は、わたしたちが当たり前のようにドアを開けてくれると

期待していた。しかし、天の父の御心のゆえに、わたしはその

青年を憎むことができなかった。彼のような環境で育ったなら

ば、我が子でも同様の行動をしたはずだからだ。

　個人的な攻撃として受けとめてはならない理由の一つは、わ

たしたちは片面だけしか見ていないからだ。このロープ事件が

起こる前、彼がどのような環境で育ってきたかは、わたしは知

らなかった。しかし、天の父はすべてのことをご存知であった

　わたしはその青年を、わたしの子どもを苦しめ、母と妻を脅

迫する、非常に危険で手に負えない存在として見ていた。しかし、

天の父は、彼が幼い頃に父親から捨てられたことを知っておら

れた。また、母親の恋人が彼と妹を虐待していたこともご存知

であった。

　わたしの目の前にいた青年は、社会に、特に男性に憤りを覚

えていた。しかし、彼は自分を罪に定めない人に出会い、その

人からナイフや脅威にも恐れないイエス・キリストを見た。そ

して、彼は変化しはじめた。

　わたしたちがその家から引っ越す前に、彼は主に心を献げた。

引っ越しが決まり、荷物を積んだトラックを出発させようとし

たとき、わたしはバックミラー越しに道端に両腕で膝を抱えて

座っている彼を見た。わたしはトラックに座っている子どもた

ちに「すぐに戻って来る」と言って車を降りた。そして、彼の隣に、

彼のように膝を曲げて座った。彼は泣いていた。

　「わたしは理解できません。身なりを清潔に整え、麻薬もやめ、

悪口も呪いの言葉も口にしていません。聖書を読み、祈りをさ

て行ってもいけない！」

　すると、ナイフを持った青年が震えはじめた。彼はナイフを

折り畳んでポケットに入れ、わたしの顔をじっと見つめた。そ

して、木の上の少年に言った。

　「オイ、エリック！　降りて来よ。そのロープを盗っても意味

がない」

　そして、意外にも突然彼が振り向いて、わたしに訊ねた。

　「おじさん、怖くないの？」

　わたしの答えはシンプルだった。

　「凄く怖かったよ」

　「わたしは麻薬に酔ってはいるが、人が恐怖で震えているかい

ないかはわかる。おじさんは震えていなかった。どうすればそ

うなれる？」

　わたしの答えは簡単だった。

　「わたしはイエス様のものだからだよ」

　「おじさん、俺は今もうろうとしている。あとでまた来て、お

じさんと話をしてもいい？」

　「もちろんだとも、いつでも歓迎するよ。夜でもいいので、い

つでもおいで！」

　そしてつけ加えた。

　「あなたのためにドアを開けておくから」

　以前、その少年は、わたしの子どもの頭を打とうとして、ハ

ンマーを持って家に入ってきたことがあった。地下室の窓ガラ

スを割ったり、母と妻に呪いをかけたりしたこともあった。あ

る日、彼は「子どもを殺す」と叫んで、窓ガラスを割って家に

入ろうとした。彼はドアの前に静かに立って、わたしたちに懇

願した。
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「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

さげ、教会にも通っています。妹もイエス様に心を献げました。

なのに、どうして神様は僕から先生を奪っていくのでしょうか」

　心が痛んだ。わたしが彼に言ってあげられた言葉は、あなた

のようにイエス様が必要な人がほかにもいるということ。それ

から、あなたはイエス・キリストにあってわたしの家族になっ

たこと。お互いに連絡を取り合えること。そして、何よりもわ

たしはあなたを誇らしく思っていることだった。

　わたしが今回の出来事を個人的に受けとめていたならば、ど

うなっていたであろうか？　麻薬や強盗として警察を呼んでい

たら、彼はどうなっていたであろうか？†

――ヘンリー・クルーバー牧師のほかの証では、その青年は教師になるた
めに大学に通っているといいます。その理由として彼は、子どもたちに言
葉で福音を伝えなくてもイエス・キリストの愛を感じられる、ヘンリー・
クルーバー牧師のような教師になりたいと証しています。ヘンリー・クルー
バー牧師は、一つの都市を歩くとき、その都市の地図を手に入れて、地図
に描かれている街を全部歩き回ります。ソウルを歩くとすれば、風俗街や
スラム街も含むソウルのすべての路地を歩き回るのです。そういう所では
ギャング・グループに囲まれ、首にナイフを突きつけられた経験は一度や
二度ではありません。しかし、そのたびに、彼らを赦し、大胆に行動し、
イエス・キリストを証されました。事件がかえって福音を伝えることにつ
ながったという多くの証をされています。＜訳者注＞

　2018 年 10 月、イスラエルの仮庵の祭の時だった。イスラエ

ル・アシドドの都市にあるメシヤニック・ジューの共同体ベイ

トハラルは、仮庵の祭を迎え、ガリラヤ湖で伝道の行事を行なっ

た。約１千人のユダヤ人がその行事会場に集まって来た。『イエ

ス・キリストの福音』を生まれて初めて聞いた彼らは、その場

を離れなかった。ガリラヤ湖はその時、イエス様が５千人に５

つのパンと２匹の魚の奇跡を起こされた２千年前のように、聖

霊の臨在が強く現れ、彼らの心を捕らえていた。さらにその場で、

頭痛が消え、膝の腫瘍まで癒される奇跡が起こった。彼らの内

60 人余りが、その後もガリラヤから遠く離れたアシドドの共同

体を訪ね、礼拝を共に捧げると約束した。

✿ 特集｜大収穫の時が近づいている

イスラエルに吹き寄せる聖霊の風

イエス様を信じるメシヤニックユダヤ人
たちがヨルダン川で洗礼を受ける風景

｜キム・ジョンチョル	監督　BradTV 代表、キリスト教ドキュメンタリー映画監督
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わらず、彼の両親は葬式を行なってしまうという。ある女性は

イエス様を信じているという理由だけで、実の兄から殺害の脅

迫を受け、家を出て全国をさまよい歩かざるをえなくなった。

イスラエルにおいて、ユダヤ人の身分でイエス様を信じること

は、このような迫害や苦難が付きまとうことを意味する。

　これがイスラエルのユダヤ人だった。しかし、イエス・キリ

ストの福音を聞くために約１千人がガリラヤ湖に集まって来た。

その中で百人余りがヨルダン川でバプテスマを受けた。これは、

本当に奇跡だ。筆者はこういう光景を見て、かつてエリコの町

の城壁が崩れ、紅海が割れた奇跡よりも、もっと大きな奇跡が

イスラエルに起きていると確信した。

エルサレムに響き渡る賛美

　2018 年にガリラヤ湖で起きたこの驚くべき奇跡は、単にガリ

ラヤだけにとどまらない。毎週土曜の夜、エルサレム一の繁華

街ベンヤフダ通りで、韓国人留学生が中心となり、何年も前か

ら路傍賛美集会を開いている。イエス様を最も激しく拒否して

いたエルサレムで、しかもその街の真ん中で、イエス様を賛美

する音楽が鳴り響く、それだけでも意味がある。その場所には

数年前まで、過激なユダヤ人たちが賛美をやめさせようとやっ

て来て、争いが絶えなかった。

　しかし最近では正統なユダヤ人が何人か彼らに近づいて来て、

小声で「実は私もイエス様を信じているよ」と耳元に囁き、静

かに立ち去ることもあるそうだ。

　昨年のクリスマスの頃、筆者が同じ街を歩いていた時、また

も驚くべき光景を目撃した。ユダヤ人か外国人かわからなかっ

たが、エルサレムの街の真ん中で、「世界よ、喜べ、主が来られ

　それから約３カ月後の今年１月、アシドドのベイトハラル共

同体では、100 余人の新しい信者がヨルダン川を訪れ、バプテ

スマを受けた。イスラエルに住むユダヤ人が、イエス様とキリ

スト教の福音にどれほどの拒否感を持っていたかを考えると、

昨年と今年に起こったこの驚くべきユダヤ人の回心は、奇跡に

近い。

　実際に何年か前、筆者は正統なユダヤ人たちが暮している町

に入り、トラクトを渡そうと試みたことがある。手にトラクト

を持って現れた筆者を見たユダヤ人の反応は、一様に冷たかっ

た。どうにかして彼らに近づこうとしても、彼らは目も合わせ

ずに私を避けた。

　その時、年配の正統なユダヤ人が一人近寄ってきて、トラク

トをくれないかというように手を伸ばした。私はあまりの嬉し

さにトラクトを１枚渡した。彼はトラクトを受け取ると私の目

の前でズタズタに引き裂き、私の頭に放り投げた。そして目を

剥きながら「ここから出て行け」という手振りをして去った。

筆者と一緒にトラクトを配っていた人がその老人を追いかけ、

「イエス様はあなたを愛しています」と話すと、彼は振り向きざ

まにつばをかけた。この驚くべき光景は、イエス様がユダヤ人

の心の中にどういう存在として残っているかを、少しは理解で

きる衝撃的な経験だった。

　ユダヤ人はイエス・キリストの福音を絶対に受け入れない。

そればかりでなく、同族のユダヤ人がイエス様を信じること自

体が、彼らには全く認められない、許せない背信行為に等しい。

イスラエルでは 2009 年に、イエス様を信じるメシアニック家庭

を破壊し皆殺しにするために、爆弾が送られる事件まで起きた。

　イエス様を信じる息子が出れば、息子が生きているにもかか
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た！この王を迎えよう」の楽譜を持って演奏している人々がい

た。エルサレムの街の真ん中でイエス様の来臨を賛美する音楽

が鳴り響くなんて――。どんなに全世界がクリスマス気分で至

る所にキャロルが流れクリスマス・ツリーが飾られていても、

イスラエルだけには聖誕の雰囲気を全く見出せない――そうい

うイスラエルに対する私の常識と経験に照らし合わせてみると、

この光景は現実なのか想像なのか？――とうてい信じ難い光景

だった。しかし、これがイスラエルの現在の姿だ。

　統計的に見ると、1948 年のイスラエル建国当時、イスラエル

全域でイエス様を信じるユダヤ人の数は、わずか３家庭・27 人

だけだった。しかし、10 年後には 81 教会・５千人にも増えた。

その後、2017 年の調査によると、イエス様を信じるユダヤ人は

約３万人に増え、彼らが集まって礼拝を捧げる共同体も３万余

個に至るという。あれから２年が過ぎ、今やその数はもっと増

えているに違いない。韓国人宣教師によって始まった家庭教会

は、３年前に５個の家庭教会から始まり、今や 35 個の家庭教会

に増えているという。

　一言で言えば、イスラエルは今や驚くべき霊的収穫期に突入

したと言えよう。なぜこのようなことが、今、イスラエルで起

きているのだろうか？

　イエス様は、マタイによる福音書 23 章 39 節で、再臨に関す

る話をなさっている。「わたしは言っておく、『主の御名によっ

て来たる者に、祝福あれ』とおまえたちが言う時までは、今後

ふたたび、わたしに会うことはないであろう。」――これはヘブ

ル語で『バルーフ　ハバー　ベシェム　アドナーイ』である。

　はたしてイスラエル民が、神の御子イエス・キリストを私た

ちの救い主・メシヤとして信じ、『主の御名によってきたる者に、

祝福あれ』と叫べるだろうか？

　でなければ、イエス様の言葉が間違っているのだろうか？ 決

してイスラエルで起こり得ないことを、あたかも起きるかのよ

うに主は錯覚されたのだろうか？ それなら、イエス様の再臨は

ないということになるのだろうか？ 少なくとも今までは、イス

ラエルでこういう奇跡が起こるようには、決して見えなかった。

　前述したようにイスラエルのユダヤ人は『イエス様』という

単語を聞くだけで、震えるほど強く拒否していた。しかし今は、

急激に状況が変わりつつある。

　イエス・キリストの福音を聞くために、２千年前、ガリラヤ

湖周辺に大勢のユダヤ人が集まったように、２千年後の今、イ

エス・キリストの福音を聞くために再びユダヤ人が集まってき

ている。かつてバプテスマのヨハネに浸礼を受けるために、ヨ

ルダン川に集まったイスラエル民の如く、今やユダヤ人は、誰

彼かまわず我先にと、ヨルダン川に集まってきている。

　イエス様がおっしゃったように、彼らはバプテスマを受けて

ヨルダン川に上り、両手を高く上げ、『バルーフ　ハバー　ベシェ

ム　アドナーイ！　祝福あれ主の御名によって来られる方、イ

スラエルの王イエシュア！』と叫んでいる。

刈り入れの季節

　筆者は９年前、『回復』というドキュメンタリー映画を撮影す

るためにイスラエルを訪ねた。その時、全国から駆けつけた数千

人のイエス様を信じるユダヤ人が「ヤド・ハシモナ」という森の

中に集まり、ヘブル語で『バルーフ　ハバー　ベシェム　アドナー

イ』と叫ぶ声を聞いた。その瞬間、この叫びは単なる人間の叫び

ではなく、イエス様の再臨を切に待ち望むイスラエル民の炎のよ
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　「主が来られる日に永生

の冠を受ける」――このこ

とはすでに、今日ここで始

まった。したがって、現在

の生き方は、終末に向かっ

て生き抜くべき責任を負

う。韓国教会は、失われた

終末論的信仰を教え、現世

的信仰、御利益信仰の泥沼

から抜け出さなければなら

ないのである。

　人はそれぞれに終末につ

いて語る。生きるのが辛くなると、すぐイエス様が来てくださ

れば良いのにと考える。この世の生活から逃避したいかのよう

に聞こえて、苦々しい思いになる。

　社会の風潮が不安定で混乱してくると、もうすぐ主が再臨な

さるであろうと躊躇なく言う人もいる。体調が悪く疲れてくる

✿ 特集｜大収穫の時が近づいている

教会よ、終わりの時を備えよ
｜イ・ジェハク	牧師　天地教会、小さな教会研究所長

うな叫びであり、天の門を開く叫びであると確信した。

　こういう叫びはその時だけでなく、今もイスラエルの至る所

に響き渡っている。これは何を意味するのだろうか？

　今まで私たちが無関心でいた間に、今やイスラエルには、驚

くべき聖霊の津波が押し寄せている。激しくイエス様を拒否し

ていたユダヤ人が、イエス様を信じ始めた。イエス様を信じる

ことにあらゆる迫害や苦難が伴うとしても、彼らは恐れずにイ

エス様を受け入れている。今やイスラエルでは、イエス様をた

たえる賛美が至る所で鳴り響き、彼らの切なる祈りがイスラエ

ルの空を打つ。

　イスラエルは今、刈り入れの季節を迎えた。誰かがイエス・

キリストの福音さえ伝えれば、彼らはいくらでもその御言葉を

受け入れる姿勢と準備ができている。手に持っている旧約聖書

の上に、新約聖書を載せてあげるだけでよい。彼らが信じる神

の御言葉に、イエス様だけを加えればよいのだ。

　イスラエルでイエス様を信じるメシアニック・ジューは、私

たちに要請する。

　「ここへ来てイスラエルの人々に福音を宣べ伝えてください。

それが無理なら、ユダヤ人がユダヤ人に福音を伝えるとき、彼

らの心の門が開き、耳が開き、律法のカーテンが取り除かれる

よう、遠くからでも共に祈ってください。」

　私たちは全世界の国々に宣教師を派遣し、その民族のために

祈っているが、これからはその国々と民族の祈りに、イスラエ

ルとユダヤ民族のための祈りも忘れてはならない。そうして、

イスラエルのすべての民が両手を高く上げ、『バルーフ　ハバー

　ベシェム　アドナーイ』と叫べるようになると、確かにイエ

ス様は再び来られる。主がそう仰せられたからだ。†
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と、「この肉体はちりに帰るから必要のないものだ」と言い、自

分の肉体を着飾る必要のない無用なものとして蔑む。あたかも

終末、終わりの時になると、今の生活が覆されて新しい栄光の

日が来ると考えているようだ。

　しかし、終わりの時に主の御前に栄光ある姿へと変えられる

には、私たちは今という時をどのように生きるべきか深く考察

してみる必要がある。筆者は、『健全な終末論信仰とは何か？』

――深く悩んでいるうちに終末に対するシリーズ説教をするよ

うになった。交わりを通して、自分の誤った考え方や信仰を告

白する姿を見て、韓国教会の中に澎湃（ほうはい）として占め

ている、終末に関する間違った姿であると気づいた。さらに、

終末を利用して宗教商売をする異端が雨後の筍のように生まれ、

隠された何かを先に見つけることができる霊的な啓示があると

思って、これに同調してつき従っていく者もいる。

　今、終末の中を生きている。徐々に神に礼拝を捧げることを

拒むようになり、神を信じてこそ生き残れると知っていながら

も、世の貪欲のままに神を利用し、自身の成就欲のために信仰

を利用して生きていく――自分の目に適い、自分の口に合うも

のに己の人生を熱心にささげる『時代的終末』だ。ただ自分の

ことだけに忙しく生きる時代である。神に仕えることに理由や

言い訳が徐々に増えていくのを見ると、今の時代が終末に近づ

いていることは間違いない。だからこそ、私たちは今をよく見

極め、目を覚ましていなければならない。だとすれば、最後の

収穫の時に再臨なさる主を待ち望みつつ、私たちがすべきこと

は何だろうか？

　ヨハネの黙示録には、終末、最後の収穫の時が必ず速やかに

臨むとある。終末と関連して、私たちは二つの固定観念を乗り

越えなければならない。それは、『終末論はとても難しく、私が

手を出すものではない。話してもいけないし、説教も、読んで

もいけない。そうすることが美徳である。』――こうした考えを

乗り越えなければならない。神が栄光の書簡としてお与えになっ

た終末に関する御言葉は、私たちの成長と成熟のために必要な

ものだ。もちろん、解釈が異なることはあるだろうが、共通点

もあるはずだ。私たちが終末について正しい信仰を持たなけれ

ば、恐ろしい災害や審判、神秘的携挙論（主が再臨なさる日時

を知ることにこだわる）や逃避主義的霊性（主の再臨について

は触れないことが最善という考え方）に陥り、終わりの日を避

けて通ろうとするか、あるいは執着しすぎるといった二つの姿

が現れる。

　私たちが終末を知らなければならない理由は、現代を違う観

点でとらえ、今とは違うまた別の生き方に焦点を合わせるため

だ。今という時を使ってよく準備し、未来にある栄光をあらか

じめ味わうようにするべきだ。今は苦難や迫害、患難に遭っても、

勝利の観点に立って生きなければならない。神の観点で勝利の

確信をもって現在を生きていく、これが終末を知るべき理由だ。

　終末を待ち望みながら、現在を悲観的に生きる必要はない。

むしろ、終末こそが「現在」という時間を再調整して生きるよ

う促し、現在を空白期とせず、整えられた聖徒として生きるよ

うにするのだ。同じ人生でも、今とは異なる生き方ができるよ

うに、私たちは終末の意味を正しく知る必要がある。教会は聖

徒に、この世は罪に満ちているので、この世と壁を作って生き

るように教えるのではなく、現実において、究極的な勝利をもっ
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「あなたがたを離れて天に上げられたこのイエスは、天に上って

行かれるのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでに

なるであろう」と言った。最後の再臨の主が必ず来られる、つ

まり万物の終りのときはあると、聖書は示している。

　初臨されたイエス・キリストと、これから再臨されるイエス・

キリストの狭間で現在を生きているが、主は必ず終末のときに

信仰の人をえり分けるために、審判者として来られる。そのと

きは福音の前に、偽りはすべて露わにされる。偽りの信仰、偽

りの愛も露わにされる。また誰にでも、個人的終末が待っている。

私たちが知らないだけで、私たちの死ぬ日は定まっている。こ

れは、神のみぞ知るところであり、私たちにはわからない。だ

から「心を確かにし、身を慎んで、努めて祈りなさい」という

のである。ここで『心を確かにし』とは、慌ただしく、ただこ

の世の流れに身を任せてはならないということだ。私たちは終

わりの時により一層、神の約束である御言葉をとらえなければ

ならない。約束を掴んでこそ、私たちは揺らぐことなく神に深

く心を定め、勝利することができる。昼夜に神の御言葉を黙想

する者こそ、右にも左にも揺るぐことなく、真の平安を享受で

きるのである。

　教会は、この世における抵抗共同体として、何が主の御旨か

を示さなければならない。この世のやり方に対し、信仰共同体

は『そうでない生き方』を示し、この世の統治方式に抵抗しな

ければならない。善を具現するという名分で、暴力を正当化す

る常套手段から徹底的に目をそらすべきである。個人の抵抗も

必要だが、共同体として抵抗しなければならないのだ。

　終わりの時、再臨の主に会うことは、個人の必要や慰労のた

て、悪と不条理、サタンの勢力に立ち向かうよう導かなければ

ならない。主が来られる日まで、教会と聖徒は抵抗共同体として、

この世に対する唯一の対案共同体としての前向きな生き方を教

示しなければならない。

　イエス様の生涯、死と復活を見た初代教会は、再臨の主を待

ち望みながらマルコの屋根裏部屋に集まった。ぞれぞれの生活

の現場に戻り、主イエスの死によって終わったのではなく、再

び来られる主を待ち望む信仰をもって今を生きた。ローマの迫

害により、生きることに窮する時も、彼らは再び来られる主の

御前に立つことを熱望しつつ、走りゆくべき行程を走り抜いた。

　現実が苦しくなれば信仰を捨ててもおかしくないはずが、彼

らはそうしなかった。むしろ、教会が抵抗共同体となり、現実

に落胆せずに究極的な勝利に向かって走り続けた。皇帝崇拝を

拒否し、富や名誉を放棄し、いかなる患難や迫害や誘惑が押し

寄せても、現実においては悪の勢力に立ち向かい、究極的勝利

を収めようと励まし、慰め、希望を与えながら、互いに忍耐した。

主の日が近づいていることが見えてくるほど、彼らはますます

愛し合い、また慰め合った。

今の時代を生きる私たちは――

　聖書は、終末を生きる聖徒の人生において最も重要なことは

何かを教えている。聖徒は、今生きているこの時間、物質、健

康も、神から委ねられたものを使っていると認めなければなら

ない。ペテロの第一の手紙 4 章 7 節の御言葉のように、「万物の

終り」――つまり、終末があると言われる。また、使徒行伝１

章 11 節には、イエス様が昇天なさるとき、ふたりの御使いは、
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なぜ
貧しくて弱い立場にいる人を
愛しているか

めではなく、教会共同体全体に与えられる栄光だからこそ、教

会は主の御旨が何かを示さなければならない。この世には、教

会に代わる別の機関があるわけではない。教会はこの世におけ

る唯一の機関だ。教会は真理に従う対案共同体であり、この世

を変化させ、イエス様の価値観を具現する唯一の希望共同体で

ある。

　聖徒は、対案的生き方が何かを具体的に示さなければならな

い。私たちの基準と価値はイエス様の道だ。イエス様が歩まれ

た愛の方法によって生きていくことを実践し、具体的に対案と

なる生き方を示さなければならない。終末論によって、キリス

ト教論と教会論を強化しなければならない。悪の実体を知り、

悪の無常さを正しく知るべきだ。偽りの勢力の正体を暴露する

にとどまるのではなく、善の究極的実状を知って究極的勝利を

渇望し、終末を意識した正しい生き方に焦点を合わせるべきで

ある。

　「主が来られる日に永生の冠を受ける」――このことはすでに、

今日ここで始まった。したがって、現在の生き方は、終末に向かっ

て生き抜くべき責任を負う。韓国教会は失われた終末論的信仰

を教え、現世的信仰、御利益信仰の泥沼から抜け出さなければ

ならないのである。†

✿信仰の明文化を成し遂げますように㊺
｜ イ・ヨンフン 牧師	ヨイド純福音教会

ナンジドの奉仕活動での教訓 

　牧師は、イエス様を最も愛する人にならなければならない。

牧師は 24 時間、イエス様を考えている人である。人生すべてを

イエス様で満たす人である。牧会は、イエス様の心情を持ち、

泣く者と一緒に泣くことである。牧師は傷ついて苦しむ聖徒た

ちのために、いつも「涙のハンカチ」を準備する人である。た

だ泣くと、とても悲しい。しかし、祈りながら泣く時、神様が

その涙を天国の宝石箱に輝く真珠に変えてくださる。

　私はどのように社会の低いところにいる人に関心を持つよう
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言われる。教会が社会から「彼らだけのリーグ」と呼ばれれば、

影響力を行使することはできない。

　私は北朝鮮のためにも絶え間なく祈っている。チョー・ヨン

ギ牧師が始めたピョンヤン心臓病院が人道主義的な支援ですぐ

に工事が続けられ、病院が完成するよう祈っている。また北朝

鮮全体の 250 箇所の人民病院を立てる事業も韓国教界と一緒に

推進しようとしている。嬰幼児のための粉ミルクや乳児用品を

送る運動も継続して支援しようとしている。

　北朝鮮は私の曽祖父と祖父が信仰生活をしていた場所だ。曽

祖父は清州李氏の 17 代なのだが、宣教師の勧めで初めてイエス

を信じた。曽祖父は私たち家計のアブラハムであるのだ。祖父

は 9 代目の一人息子で、信仰の自由を求め、家族を連れて南朝

鮮に下り、信仰の明文化を作った。祖父の 4 男 5 女は同じくヨ

セフの兄弟のように育てられ、繁栄し、皆が信仰の家庭を築いた。

これが最高の祝福だ。

　私たち教会が初代教会の姿を回復することを祈る。聖霊運動の

実がふさふさと結ばれることを願う。毎年教会の予算の 30% を救

済と宣教に使っている。学校外の青少年とシングルマザー、多文

化家庭の子どもと疎外された子どものための使役も進んでいる。

文化の道とは何か。イエスの生涯を覚え、その生涯を倣おうと決

心した人であれば、華麗で輝かしい場所を求めない。生涯、担任

牧師の家庭訪問が一度も無い質素な生活を送る聖徒に希望を与え

たい。食べられず、着ることができず、生きることに困難を感じ

る聖徒たちの手を握り、その体温を共に感じながら、心を尽くし

て祈りたい。泣いている人と共に心を開いて泣きたい。

になっただろう。延世大学校在学中にナンジ島撤去村で、一週

間のボランティア活動をしたことがある。その時、確かに多く

の生活の群像を目撃した。学校を中退してスリ、バタ屋、靴磨

きなど、さまざまな方法で世を生きていく青少年を通して、福

音が満遍なく伝わらなければならないということが分かった。

教会が、疎外された人、病気の人、貧しい人のために、愛の手

を差しのべなければならないことを切に感じた。

　世で暮らす間、着ること、食べることができず、人からの招

待を受けることもできずに、人生の希望さえなければ、どれほ

ど悲しい人生だろうか。教会はいつも現実に土台を置いて、隣

人に仕えなければならないのだ。私たちはこの世に神様の旅人

となった民として生きるだけなのだ。私たちは戻る本当の故郷

がある。この地に来て、旅人のように生きて故郷に戻るのである。

愛を行動で見せよう 

　セウォル号事件でアンサン在来市場がかちかちに凍りついて

いる時に、12 グループの聖徒 1000 人と一緒にアンサン在来市

場を訪問した。苦しむ人々の手を握ってあげたかった。私たち

の信徒たちに 1万ウォンずつ、ものを買うお金を渡して、前もっ

てお願いした。

　「お金をさらに出してたくさん買ってください。絶対に値切り

交渉しないでください。伝道もしないでください。ただ彼らに

希望と勇気だけ伝えてください。彼らに仕える心を行動で見せ

てください。彼らはすでに私たちがクリスチャンであることを

知っています。」

　商人たちが私の手を握り、感謝を表現しているのを見て、大

きなやりがいを感じた。教会が自らを囲いの中に置くと悪口を
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泣いている者と一緒に泣きなさい

　大型教会の牧会者は、貧しくて弱い立場にいる教会員たちと

接する機会がほとんどない。そうなると牧会者の信仰と精神が

変わる。初心を忘れ、現実に安住してしまう。私はそのような

牧師になりたくない。そのためひと月に一度は質素な暮らし、

家庭、もっとも大変な生活を送る聖徒の家庭を訪れ、祈っている。

　私はある日、身体が腫れ、仕事ができず休んでいる父兄と一

緒に礼拝を捧げた。礼拝後、国からどのような助成を受けてい

るか聞いてみた。

　「私たちの息子の名前で、田舎の方に家と土地があり、医療と

福祉のサポートはまともに受けられていません。それでも私は

主日、教会に行くのが唯一の楽しみです。」

　希望が見えない絶望の場所でも、主だけを見上げて信仰で日々

過ごしている方々の姿が本当に尊く感じられた。

　私のこのような生き方は、牧会が終わるその日まで続くだろ

う。なぜ？それが私の霊性を守る道そのものだからだ。イエス

様はただの一度も富む者や権力者を側において使役されなかっ

た。むしろ金持ちや権力者はイエスの反対側に立っていた。イ

エス様の側にいる人は良い背景が無かったり、世の中から認め

られなかったり、人々から指さされるような人たちだった。

　しかし、今、私たちはどうだろうか。力のある人と持ってい

るものが多い人に会うことに誇りを感じてはいないだろうか。

恥ずかしいことだ。私は疎外され、圧制を受けている聖徒、生

活が苦しく涙を流す聖徒、孤独と絶望に苛まれている聖徒を訪

ね、彼らとともに苦しみを分けたい。私の残された牧会は、す

べてこのような使役に焦点を合わせていく。†

何を渇望しているのか？

✿ 純粋な福音｜ カン・サン 牧師	／十字架教会　＜私は本物なのか＞著者

先月第３週目の主日、1人

の年配の男性が教会に訪

れた。心が決まったよう

で、来てすぐに新家族カー

ドに名前を書き、午後礼

拝まで終えた後、相談に

乗ってもらいたいと言っ

てきた。外見と装いから

男性は非常に困難で貧し

い生活を送っていること

あなたは今どんな目的で神を信じているのか？ あなたはどんな渇
望により神の御前に出てきたのだろうか？ いや、神を信じてから、
今抱えている渇望は何なのか？ あの方が本当にくださろうとする
永遠の命の水が目の前にあるのに、しばらく喉の渇きを解決する
ため井戸の水を求めるサマリヤの女が自分自身なのではないか？ 
神の国と志は全く関心がなく、ただ、自分の志と自分の考えだけ
が成されることを望んではいないか？ 数多くの教会を歩き回り自
分の口に合う宗教を探している間にも、わが心の扉を叩くイエス・
キリストの手は釘の跡より赤く染まっていく。
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カップ麺が食べたい、ある者は、キンパ ( のり巻き ) が食べた

いと言ってきた。問題なのは、少し前に、さっきの男性に所持

金すべて渡したので財布に現金がなかったのだ。私は彼らに教

会の食べ物を食べた後にカップ麺やキンパを買ってあげると話

した。

　しかし、彼らは最後まで現金を求めた。１千ウォンもないの

かと怒る者もいた。彼らは、同じ言葉を十回以上繰り返してきた。

怒りが込み上がってきた。彼らが最後までお金を欲しがるのは

お酒を飲むためなのだということを知っていたからだ。それで

も最後の最後まで遠回しに嘘をついては、私に自分の状況を誇

張し、騙してお金を獲ろうと急かしてきた。私はずっとその話

を聞いていたが、突然風船が破裂するように私の中で我慢して

きたものが言葉となって吐き出てきた。

彼らが求めている物

　「ここ教会まで来て、あなたたちが求めるのはたった 1 千ウォ

ン一枚ですか？私は神学校と大学院を首席で卒業し、命の言葉

である聖書をどこでも解き明かし、説明することができます。

この地域で 1 人の魂を救おうと 14 年間、命をかけて伝道をし

て救済活動をしてきました。この福音の中に罪により死ぬしか

ない人間が永遠の命を得る秘密があり、お酒を飲んでも解決さ

れない魂の渇きを解決できる偉大な神の生ける水があるのです。

ところが皆さんは今、この尊いところに来て、求めるものがたっ

た 1千ウォン一枚ですか？」

　私はその言葉を吐き出しながらあまりにも心が傷み、涙が溢

れ流れた。

　彼らは私の涙に衝撃を受けたのか、「牧師さん、本当にお金が

が見てとれた。髪の毛はほとんど抜け落ち、目は充血して歯も

かなり抜けて食事も上手くとれていない様子だった。

　長い時間の間、彼の人生を聞いてみると、親、兄弟はなく、

結婚もしておらず、ホステルに一人で住んでいるが、約 2 ヶ月

の家賃を滞納していて、正確な病名は言わなかったが、自分が

深刻な病気にかかっていて、あと 3 ヶ月から 6 ヶ月の命だと診

断を受けたそうだ。しばらくの間、自分の境遇を説明してきた

が男性が結局求めてきたのはお金であった。たくさんの薬を買

うために、お金が必要とのことだ。

　私は財布を開いて、財布にあるお金のすべてをその男性に渡

しながら、誠実に礼拝に出席して福音を聞くことをお願いした。

何も返事がないので私はその相談の締めくくりとして、その方

のために、祈りましょうと勧めた。主が働いてくださることを

願い私はその男性の魂と肉体の暮らしのために熱心に祈ってお

別れした。

　聖日の午後の時間が過ぎ、セルの集まりを終えた一部の信徒

は、帰宅し伝道チームは伝道に出かけ教会には私しかいなかっ

た。ところが、突然何人かの男たちが教会に訪れた。その人た

ちは、非常に健康的な体格に服装もちゃんとしていた。彼らは

訳の分からない言葉を吐き出した。その言葉をまとめるとこう

だ。知り合いの年寄りがいるが普段は金が無く酒も飲めないほ

どなのに今日はマッコリをボトルで何本も頼んでいるのを見か

けた。どこでお金をつくったのか聞いてみると

十字架教会の牧師にお金をもらったというのだ。最後の一言が、

「お前らも十字架教会に行って牧師にお金もらえ」と言ったそう

だ。

　彼らは、それぞれお金が必要な理由を訴えはじめた。ある男は、
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ないんだろうね」と言いながらその場を慌てて去っていった。

　彼らが帰った後、私は悲しい気持ちで教会の後ろの席に座っ

た。すると、前よりももっと涙がじゃあじゃあ出てきた。「私を

含め、この地の信徒たちが彼らと何が違うのだろうか」という

御父の心が注がれたからである。天地を創造された神、私たち

を救うために自分の命まで捧げたイエス・キリスト、今日も偉

大なる神の話を引き継いでいく私たちに霊的な賜物を与えてく

ださる聖霊の前に、私たちも同じく教会を訪ねて求めるものは

お金いくらではないか、という。ただ彼らとは異なり、少し教

養があり、少し宗教的な虚飾で神に接しているだけで、私たち

も変わらないこの地の渇望を持っていることを誠に悔い改める

ことになった。

　あなたは今どんな目的で神を信じているのか？あなたはどん

な渇望により神の御前に出てきたのだろうか？いや、神を信じ

てから、今抱えている渇望は何なのか？あの方が本当にくださ

ろうとする永遠の命の水が目の前にあるのに、しばらく喉の渇

きを解決するため井戸の水を求めるサマリヤの女が自分自身な

のではないか？神の国と志は全く関心がなく、ただ、自分の志

と自分の考えだけが成されることを望んではいないか？数多く

の教会を歩き回り自分の口に合う宗教を探している間にも、わ

が心の扉を叩くイエス・キリストの手は釘の跡より赤く染まっ

ていく。

　子供が嫌いな野菜を抜いた食べ物のように、大多数の信徒た

ちの機嫌を取ろうと十字架を抜いて伝える説教は倫理、道徳の

レベルにも満たない政治屋の演説のように鳴り響き、何時間が

経つと思い出せない説教と礼拝を形式だけで捧げ、信徒たちは

一週間、どんな命の光も鮮明な味も出せない存在になって消え

ていく。今日も多くの人が主の御名を呼ぶ。ただ本当に何を渇

望し呼んでいるのか？

　一年も残り二ヶ月しか残っていない 11 月終わりにその渇望を

変えていくことを切に望む。単により高潔な、より尊い渇望で

はなく、神は自分に何を望んでおられるのか聞いてみよう。一

年を締めくくるある日に、後悔と悔い改めだけではなく、新し

い 11 月には、主が私に向いた渇望を見つけ、その渇望を成し遂

げる日々に彩られることを期待する。あなたは今何を渇望して

いるのか？†
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　梅雨の頃、バスが運休していて車から降りて歩いていた時マ

ンホールに落ちて死にかけたこと、友達と一緒に行ったクラブ

で思いもよらない「理由もわからない暴行」に遭遇したこと、

弟が外で運動している時「理由もわからない暴行」を受け、ど

うしていいかわからず、『神様は、助けてください』と叫んだら

暴行してきた人が去っていったこと ...。理解できないことが

私の周りで起きて始めていた。しかし、幸いなことに、そのす

べての瞬間に、神様が守ってくださった。

　その後、私は人格的な神様に出会い、再び信仰生活を始める

ことになった。まもなく、一般の歌謡を始めるようになり、私

を注意深く見ていた関係者が「君には神様への信仰があるよう

だ」と言い、CCM が何かも知らなかった私に CCM 大会に出てみ

ようと提案した。CCMLOOK で主催する「第 4 回全国 CCM 大会」

に出て大賞を受賞した。その後、いくつかのクリスチャン関係

のプロダクションからのオファーを受けて「エデントリオ」と

呼ばれる女性 3 人組のグループで働きを始めるようになった。

この後、チーム名を b2e に変更、新しいメンバーも迎え入れて

活動した。本当に順調で華やかなスポットライトを受けながら、

✿ 我が人生のプラス｜生涯最高の贈り物

『私の真心と霊で
主をほめたたえます』

キム・ハンナ
賛美使役者

　牧師の祖父は教会を立てるために人生をすべ

て捧げた、裕福ではなかったが、私は信仰の家

に生まれた。小学 4 年生だったある日、教会で

ジョン・ヨンデ執事（現牧師）の賛美集会があっ

た。その時、執事さんを通じて主の恵みが私を

感動させ、「ジョン執事さんのような福音聖歌歌

手になりたい」と夢を持つようになった。幼い

少女の切なる祈りだったが、私は大人になるに

つれ神様から離れて信仰生活も壊れていった頃、

1 年の間に人生が大きく変化する多くのことを

経験した。
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当時の賛美使役者の間でも目立つようになった。グループのマ

ネージメントは体系的に管理されていて、一般的な歌手のグルー

プと比較されるほどの存在となった。しかし、当時の私は壊れ

やすいガラス皿のようだった。

　当時、賛美使役者たちの間で有名だった、アメリカでプロダ

クション会社を経営していた今の夫に出会い、結婚しアメリカ

に行くことになった。自然の流れで、働きの場から離れた私は、

その時から本格的な厳しい荒野の訓練が始まったことをまだ知

らなかった。私は見知らぬ土地で憂鬱感に襲われた。長男を産み、

産後うつを経験し、とめどなく涙を流した。賛美使役の働きを

懐かしむ私にとって、アメリカでの生活はまさに格子なき牢獄

だった。

　苦しんでいる私のために、夫が泣きながら一緒に祈り、私た

ち夫婦を生かした御言葉がある。「万軍の主は、こう仰せられ

る、あなたがもし、わたしの道に歩み、わたしの務を守るなら

ば、わたしの家をつかさどり、わたしの庭を守ることができる。

わたしはまた、ここに立っている者どもの中に行き来すること

を得させる。」（ゼカリヤ 3：7）

この御言葉は、私にとって過酷な荒野生活の中の羅針盤のよう

だった。

　そんなある日、ＴＶで放送されたキリスト教の番組に、b2e

の同時期に活動していた女性使役者が出演していた。人々に認

められ喜んで賛美する姿をみた。部屋の片隅で泣きながら祈り、

小部屋で賛美する私の姿は、彼女に比べてあまりにもみすぼら

しく感じられた。毎日泣きながら祈ったが、神様は長い間沈黙

されていた。このような私に、神様はある日、深い心の響きを

与えられた。「君が TV で見ていた華やかに賛美する姉妹の姿も

私にはとても嬉しいが、誰もいない小部屋で賛美するあなたの

姿も、私には嬉しいのだ。」その時、神様は賛美する、そのこと

自体を非常に喜んでくださることようやくわかった。私は、誰

とも比べることもなく、誰も認めてくれない、その小部屋の賛

美の場がなかったら、今、この場にいなかったと思う。

　それから、再び試練が訪れた。今は少しずつ賛美を始めてい

るが、「声帯結節」という病魔が私を襲った。当時は、すべてを

失った気分だった。「手術はできるが、以前の声は取り戻すこと

ができない」と言う医師の言葉に、「私はもう終わりだな」と思

い、泣きながら病院から出た。まるで、崖に追い込まれた気分だっ

た。その時から早天礼拝を始めた。

　沈黙される神様の前で「あきらめなければならない」と思っ

たその瞬間、突然、心に強く明確な響きがあった。『賛美は声だ

けじゃないでしょう。』詩篇には、賛美の方法がたくさん出てく

る。唇から吐き出す歌が賛美の全てであると思っていた私は、

すぐに神様にひれ伏した。私の高ぶりと欲を悔い改め、全てを

下したその時、私は「全てを与えてくださる方も神様、全てを

持ち去る方も神様だから霊と真で褒めたたえます」と告白した。

すると、手術も受けてないのに数日も経たないうちに声が回復

し始めた。まだ 100％回復されたわけではないが、あまりにも

感謝しステージに立って賛美している。私は、私の賛美を聞く

すべての人々が神様に出会い、私と同じ心で神様を賛美するこ

とを望んでいる。
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来 18 年ぶりに、私の人生の経験と神様を黙想してつくった曲を

中心にソロアルバムが作成した。その中にぜひ一緒にしたい賛

美がある。ＴＶで韓国のニュースを見ていると、見知らぬ人に、

時には、近所の人に、生みの親に、弱い子供たちが肉的、精神

的に虐待されている事件を目にして、怒りがこみあげてきたこ

とがあった。子供を育てる母親の立場から、その子供たちの苦

痛がそのまま伝わって、何かしなければならないと祈りながら

詩を書き、曲をつけ歌となった。その子供たちに「あなたがど

んなに大切な存在」なのか話したかった。ひどいことをした大

人たちには警告の意味が込められていた。神様のことを軽んじ

るなと。「神様のものである」という歌が作られた（コリント人

への手紙 3:23）。この賛美は、子供だけではなく、神様を父と

呼ぶ子供（大人）たちと一緒に賛美する曲だ。

　すべての信仰と愛の始まりは家庭だ。家庭の回復が何よりも

先だ。御言葉の中で家庭を守りお互いの違いを認め理解する、

神様の視線でお互いに見つめ、イエス様に似ていくこの地の家

庭になってほしい。働きの中で、主の恵みと愛だけが満ち溢れ、

家庭と子供たちが回復される御業がおきるように、私は毎日祈っ

ている。†

　私には三人の子供がいる。みんな男の子だ。アメリカで生ま

れ育ちアメリカで学校生活を送る子供たちに、韓国で教育を受

けた私は、アドバイスや何か手伝うことができないと考え、母

親として祈ることしかないと思った。そして、寝る前にみんな

で集まって祈りの時間を持ち始めた。最初はぎこちなかった祈

りの時間は、徐々に習慣になった。聖書を読んで賛美を一曲ず

つしてみると、いつの間にか、その時間は家庭礼拝へとなった。

私たちの家庭礼拝には決められた順序はなく、祈りだけする時

もあれば、御言葉を読む時もあり、賛美をたくさんする時もあ

る。ある時は、お互いの証をするときもある。不思議なことは、

思春期の子供たちが食卓でもしない話を家庭礼拝時には話して

くれることだった。

　子供たちにとって、小さなこの礼拝が学校生活にどのように

影響を与えているか私は知らない。しかし、確かに、子供たち

が見えない時にも、神様が守って下さるという確信が礼拝を通

して与えられえている。事実、子供たちは平安で楽しく過ごす

姿を見せてくれている。今は、朝、子供たちが学校に行く前に

手を握り祈ってから、学校に行かせている。親として、母とし

て、誰にでもできるような小さな信仰の行動と愛の表現を通し

て、子供たちの神様への信仰と愛が育ち、将来、成長して人を

生かすことができる神様の働き人になってほしい切に望んでい

る。

　18 年間の荒野のような生活の中で、私にとって家庭はマナと

同じだった。時には苦労している状況に不満もあったが、それ

はまさに恵みでもあり、神様が与えてくださる愛であることを

告白することになった。その恵みにより、b2e の賛美使役の以
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✿ 我が人生のプラス｜生涯最高の贈り物

世の中の最も低い所には
誰がいるだろうか？

イー・アリン
放送人、俳優

　私が自分だけのために生きていた時には、神

様が私たちを愛しているという言葉が実感でき

ず、信じられなかった。しかし、福音について

学び、知れば知るほど、一人息子まで与えてく

れた主の愛がどれほどすごいものであるのかを

感じ、主の働きと人柄をよく知り、信じて生き

ていけるようになった。 

　というのも、神様から受けた恵みの大きさを

実感するほどの大きな変化が私の人生に起こっ

たからだ。かつては「よい人間であることを神

様に見せて、もっと大きな祝福をもらいたい」

という不純な動機で、見せかけの宗教生活を続けてきた。その

ため、聖書に出てくる神様との交わりよりは、自分のイメージ

で作った神様を偶像とする生活が続いた。 

　当然、そのような信仰は起伏が激しかった。信仰の対象を正

しく認識していないため、いつのまにかお祈りも呪文のように

口先でつぶやくだけになった。さらに傲慢な気持ちで、仕事が

うまくいかなければ全部神様のせいにした。私には、本当に何

もわかっていなかった。 

　だが、自分が死ぬしかない罪人であったこと、それを救って

くださった主の愛の大きさや深さ、広さを実感するにつれて、

私は自分が恥ずかしくなった。以前は見返りを多く得たいと

いう気持ちでいた表面的な宗教生活が、次第に、あふれでる

喜びの礼拝になっていった。最も大きな変化は、まだ神を信

じていない魂をも理解し、そのために人生をかけるまでになっ
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とおした。 

　私が直接出会った子供たちは「よい状況」にあったようだが、

愛され美味しいものを食べて夢をかなえる年齢であるはずなの

に、ボロボロの服で家の中に隠れているのを見て本当に心が痛

んだ。そしてふと、彼らがイエス・キリストを知らなければ、

彼らこそ全世界で一番大きな痛みをもった魂であろうと思って

祈り始めた。 

　ある日、アフリカの親しい支部長が、アルビニアンの人生に

関するフランスのドキュメンタリー番組を見たと連絡をくれた。

夜、2 人の子供がいるアルビニアンの家に人々が侵入し、子供

たちの首を切り二足を切って持っていった。家族はひどく悲し

みながらも、普通の人のように子供たちの葬儀ができないのだ

と言う。その理由は、子供たちの遺体の残りが墓から持ち出さ

れないように、祖父が自分の寝室のベッドの下に埋めたからだ。

そのことが番組で紹介された。 

　画面から、限りない悲しみと痛みが伝わってくる。残された

祖父と家族たちは、この先いったいどんな気持ちで生きていく

のだろうか。 

本当の命を伝える道 

　その時から私は、担当しているラジオや福音トークコンサー

トを通じて、アルビニアンの人生について語り始めた。アルビ

ニアンを愛し、憐れんでおられる神様の深い心が注がれて、こ

の仕事は休まず進行し、発展することになった。

　オーストラリアのあるリスナーが、ラジオを聴いた後に集会

や祈祷会で支援物資を集めて寄付してくれた。またある姉妹は、

たということだ。 

　ちょうど 1 年前、アフリカのタンザニアに行ってアルビニア

ン（Albinian）に会ってきたことで、私の人生は大きく変わった。

アルビニアンとは、黒人でありながら体の色素が不足して白く

生まれる先天性白皮症（はくひしょう）のことを言う。いろい

ろな番組撮影のため、全世界の貧困地域の様子や、病気や飢餓

に苦しむ多くの人々を見てきたが、その中でもアルビニアンの

人生は最も衝撃的だった。

　彼らは、サンクリーム（日焼け止めクリーム）を塗らなけれ

ば40歳になる前に皮膚がんで死ぬと言われている。その一方で、

タンザニアにはアルビニアンの身体（の一部）を持つと金持ち

になるという迷信がある。だから彼らの人生では、腕と脚を切

られたり殺されたりすることが珍しくない。その現実を目の当

たりにして、私は悲しくて涙が出た。

　またある島では、アルビニアンの身体を海に入れると魚が良

く取れるという迷信があるため、アルビニアンたちは海に投げ

入れられないように、本当に命がけで隠れて過ごす。仕事のた

めの外出すらできないため、彼らにはクリームを買うお金どこ

ろか、食べ物すらなかった。 

　アルビニアンの子供は、「皆が黒い肌であるアフリカで白い肌

をもつ」という理由により、呪われた幽霊のような扱いを受け、

いじめられ、仲間外れにされながら生きている。金を得るため

に家族が家族を売ったり、皮をむいて家のお守りとして貼った

りするような、アルビニアンの凄絶な貧しさ、寂しさ、極限に

及ぶ恐怖の日常生活を見たあと、私は韓国に帰って数日間泣き
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アルビニアンの人生について語った放送を見て、私の個人 SNS

にメッセージを残し、支援のプレゼントを送ってくれた。また

アルビニアンの人生をテーマとする紙面インタビューを見た韓

国在住のアルビニアン牧師が、オフィスに直接尋ねて来て支援

者とのつながりが生まれた。 

　その後サンクリーム 100 個と天然石鹸 100 個、塗薬 50 個が、

ポハン（韓国の地名 ) から送られ、トークコンサートを通じて

支援金と帽子 62 個などが集められた。教会の聖徒たちが、そし

て演技塾の生徒たちが、自分たちの食事費やおやつ費を節約し

て積極的に手伝い始め、支援を継続した。 

　驚きの連続だった。アルビニアンへの支援を通じて、魂を救

おうとする神様の熱い情熱を直接感じることができた。そして

タンザニアに行ってきてからちょうど 1 年ぶりに、再びタンザ

ニアに行き、これまでに集まった支援品をアルビニアンに直接

渡してきた。

　ここまでくると、支援ももちろん大事なことではあるが、何

よりもイエス・キリストの福音を伝えたいという気持ちになっ

た。タンザニアのアルビニアンが福音を聞けるように、しっか

りとした教会が必要なのだ。アルビニアンが来られるアートセ

ンターもいくつか建て、寂しく危険な日常生活を脱却してもら

いたい。

　そんな時、昨年のアフリカドキュメンタリー撮影の時に出会っ

たサンフランシスコ在住の監督が、世界中に教会を建てて活動

している宣教師とのつながりをつけてくれた。 「ハレルヤ！　

神様が全世界から送ってくださる助け人たちと祝福によりタン

ザニア教会に孤児院と寮を建設し、教会の保護下で神様の子供

たちとして生きていく道が開かれた。」　宣教師が寄付を受けた

土地に孤児院と寮を建てることとなり、道が開かれたのだ。 

　アルビニアンのことを心配して泣きながら眠っていたその瞬

間にも、私の微弱な力では何もできないともがいていた時にも、

神様は今日があることを知っておられた。今までにできたこと

よりも、これから送り伝え、満たしていかなければならないこ

と、立ちあげていかねばならないことの方がずっと多い。だが、

私は期待する。そして私は知っている。神が魂たちのためにす

ると決められたことは、なされるのだ。†
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