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　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

御言葉に導かれて、空手で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。†

　羊飼いは羊を一日一日緑の牧場に導き、その日に必要な量を食

べさせます。一日に一週間、若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

ちは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

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) と言われて、

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。

私に乏しいことは
ありません

✿ 生ける水の川

趙  鏞基 
ヨイド純福音教会元老牧師



イエス様は三日目によみがえりました。イエス
様にあって死は存在しません。その主を見上げ
る私たちは、すでに死から解放された者なので
す。十字架を見上げましょう。
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を落とすほどの厳罰でした。悔い改めた民はモーセにとりなしの

祈りを願い出ます。神様の答えは、『青銅でへびを造り、さおの

上に掲げ、それを見上げよ』でした。そのとおりにしたところ、

火のへびにかまれた者たちが癒されたのです。これは、イエス・

キリストの十字架のモデルであり、不平不満を言う者は悪魔の毒

にかかり滅亡し、主の十字架を見上げる者は癒されることを予め

示されたのです。

　第一に、十字架を見上げれば、罪という毒が消え去ります。ダ

ビデは、「見よ、わたしは不義のなかに生れました。わたしの母

は罪のうちにわたしをみごもりました。」（詩篇 51:5）と告白し

ています。罪の代価は死という猛毒です。しかし、主を見上げれ

ば、解毒され、義なる者となり、神の御前に立つ者、神の子ども

になることができるのです。「もし、わたしたちが自分の罪を告

白するならば、神は真実で正しいかたであるから、その罪をゆる

し、すべての不義からわたしたちをきよめて下さる。」（Ⅰヨハネ

1:9）

　第二に、十字架を見上げれば、聖霊様を迎え入れることができ

ます。義とせられたということは、霊が生き返ったことを表します。

　「民はホル山から進み、紅海の道をとおって、エドムの地を回
ろうとしたが、民はその道に堪えがたくなった。民は神とモー
セとにむかい、つぶやいて言った、『あなたがたはなぜわたした
ちをエジプトから導き上って、荒野で死なせようとするのです
か。ここには食物もなく、水もありません。わたしたちはこの
粗悪な食物はいやになりました』。	そこで主は、火のへびを民の
うちに送られた。へびは民をかんだので、イスラエルの民のうち、
多くのものが死んだ。民はモーセのもとに行って言った、『わた
したちは主にむかい、またあなたにむかい、つぶやいて罪を犯
しました。どうぞへびをわたしたちから取り去られるように主
に祈ってください』。モーセは民のために祈った。そこで主はモー
セに言われた、『火のへびを造って、それをさおの上に掛けなさ
い。すべてのかまれた者が仰いで、それを見るならば生きるで
あろう』	。モーセは青銅で一つのへびを造り、それをさおの上に
掛けて置いた。すべてへびにかまれた者はその青銅のへびを仰
いで見て生きた。」

　エジプトから救い出されたイスラエルの民が荒野に行くとき、

不平不満を言い始めます。最後は、主に恨みをつぶやきました。

怒られた主は、火のへびを送りました。これにかまれた者は、命

メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会	

主を見上げよ
――	民数記 21 章 4～ 9節	――
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　わたしは何とはなしにサタンの祭壇がある山に入って行った。

そこで出会うことになる悪魔について、わたしは何も知らなかっ

た。神がわたしを通して何を宣言されるのかも全く知らなかった。

　そこは美しい山で天国のように思えた。直径 3ｍ×高さ 6ｍの

大きな岩があり、その岩は巨大な祭壇のようであった。実際、岩

の近くには「サタンの祭壇」と書かれた大きなベニヤ板があり、

その岩を指す矢印が描いてあった。山のふもとには「世の終わり」

という場所もあった。この二つの場所は、実際の地図にも「サタ

ンの祭壇」と「世の終わり」という名称で表示されている。

　祭壇の形をしている岩の上に立ち、眼下に広がる渓谷と都市を

眺めながら、神の御言葉を読み始めた。まずイエス・キリストの

十字架に関する御言葉を読み、神を賛美し、ほめたたえた。

✿ ヘンリー・クルーバーの主と共に歩む

悪魔の祭壇

霊の器を取り戻した私たちは、聖霊様を認め、歓迎し、もてなし、

すべてを委ねることができるようになります。その聖霊様の権能

を通して、私たちに素晴らしい知恵や知識、そして力が与えられ

るのです。弱さを強く、絶望を希望に変えてくださるのです。

　第三に、十字架を見上げれば、病の毒が消え去ります。イエス

様の生涯は、癒しだったと言っても過言ではありません。十字架

から流れ出る癒しの力が、私たちの霊・魂・肉体を癒します。医

学が発展しても、悪霊は更なる毒を供給してきます。これらの病

に打ち勝つ方法は、十字架の贖いしかないことを認めましょう。

そうすれば、奇跡を体験することができます。

　第四に、十字架を見上げれば、呪いの毒が消え去ります。アダ

ムによって入ってきた環境の呪いにより、人々は傷つき、血を流

します。イエス様はその呪いを十字架で完全に清算されました。

呪いの毒は、完全に解かれたのです。私たちは苦難に遭うと、水

平的思想しかできなくなります。しかし、主を見上げる垂直的思

想を持てば、克服するための知恵と勇気を得ることができます。

神の国とその義を追い求めること、それが、十字架を見上げるこ

とに繋がります。

　第五に、十字架を見上げれば、死の毒が消え去ります。生まれ

たときは差別があるかもしれませんが、死ぬときは誰でも同条件

です。未信者は死を恐れます。しかし、信じる者には死は永遠な

る生命（いのち）への関門でしかありません。イエス様は三日目

によみがえりました。イエス様にあって、死は存在しません。そ

の主を見上げる私たちは、すでに死から解放された者なのです。

十字架を見上げましょう。†
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いく。そして、自分も知らないうちに魔術に陥ってしまうのであ

る。しかも、彼らはこのような魔術をただの不思議な現象で、身

を滅ぼすものではないと考えている。

　その平らな石の上を歩いてみると、まるで火の上を歩いたかの

ように足の裏が熱くなった。体をかがめて石の上に手を置いてみ

たが、少しも熱くなかった。むしろ冷たすぎて不気味な感じがし

た。煤けた木の上に置かれた石の上も歩いてみると、足が非常に

熱くなった。

　わたしは思った。「主よ、わたしはここで何をすればよいでしょ

うか？」 わたしはいつものように祈りながら、その周囲を歩いて

回り始めた。すると、わたしの足がまるで火の上を歩くように熱

くなった。主はわたしに「祭壇の上に立ちなさい」「そこで宣言

しなさい」と仰せられた。

　「赦免」の同意語は「宣言する」である。罪を赦免し、地をい

やすとき、主はその地に向かって神の御言葉を宣言することを願

われている。

生命を授けられる方

　地は形もなく何もないとき、神の御言葉が宣言されて、この世

が存在するようになった。神は御言葉を宣言し、生きているすべ

ての被造物をお造りになった。神は仰せられた。『…あれ！』―

―そう仰せられると、それらが存在するようになった。

　しかし、神は人を土のちりから造られた。わたしたちの肉はち

りでできているとは思いたくないだろうが、神はわたしたちをそ

のように造られた。神はその息吹をわたしたちの鼻から吹き入れ

られた。

　わたしは妻の分娩に何度も立ち合った。13 人の子どものうち 6

人はわたしが受け取った。そうして妻を助けることは、わたしの

　この場所におけるサタンの影響力を無力化し、サタンから取

り戻した。この地上に「悪魔の祭壇」と呼ばれる場所があるこ

と自体に憤りを覚えた。悪魔の活動を許す土地を悪魔が所有で

きるように許可してはならない。サタンに所有権を与えてはい

けないのだ。

　その山でやるべきことはすべてやり終えたと思い、山道に沿っ

て歩いて下って行った。山の入口まで来たところで、聖霊はわた

しに語られた。「もう一度、山に上って行きなさい。」

　わたしは従順して山に戻ると、神の平安がわたしを覆った。山

を少し上って行くと、そこには高さ約 15 ｍの坂があり、その坂

を降りてみると、器の底のような大きく掘られた場所が突然目の

前に現われた。大集会も開催できる広い場所で、白樺の森が周り

を囲んでいた。

　その場所を探索してみると、主がなぜそこにわたしを導かれた

のかわかった。突然、風が四方から吹いてきて、美しく静かな初

夏の朝だったのに、激しい雨と風が吹き荒れる陰鬱な天気に変

わった。これはわたしの想像ではなく、実際に起きたことである。

どこからそのような強い風が吹いてきたのか疑問であったが、そ

の自然が造った劇場に降りて行くと、黒い土が敷かれ、石ででき

た円形の祭壇が目に入った。そこには炭が散らばっており、その

上にはスレートの破片があった。

　魔術をする人たちは熱い炭の上を歩くのを好む。彼らは火の上

を歩くことで、自分が仕える偶像に対する信仰が強まると考えて

いる。イザヤ書 43 章 2 節「あなたが火の中を行くとき、焼かれ

ることもなく、炎もあなたに燃えつくことがない」に書かれてい

る、神の御言葉に対するサタンの物真似である。

　もし、火の中を歩いても焼かれず、熱い炭の上を歩いても火傷

を負わなければ、多くの人々はその魔術に力を感じ、魅了されて
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　私達が主と共に座るということは、神様の臨在に対する霊的な

接続権を持つという意味です。祈りと心で、私たちは地上に宿っ

ていながらでも、天上におられる神様と霊的に直接つながること

ができます。このようなつながりは超自然的で、超能力的ではあ

りますが、劇的である必要はありません。これは物理的ではない

霊的経験ではありますが、実際に対面する時間です。

　イェシュアは神様の右側に座っておられるお方であるだけでな

く、私達も同じ場所に『共に座るように』呼んでおられます。こ

れは霊的権勢を理解することに、より一歩出ていくことになりま

す。

　「【神様は】キリスト・イエスにあって、共によみがえらせ、

共に天上で座につかせて下さったのである。それは、キリスト・

イエスにあってわたしたちに賜わった慈愛による神の恵みの絶

主と共に座る

 ✿ 神の国楽しみだった。子どもたちが生まれるとき、妻とわたしはいつも

霊で祈った。小さな赤ちゃんが産声をあげるとき、わたしは優し

く語りかけた。

　「うちの家族になってくれてありがとう。歓迎するよ。あなた

はイエス・キリストに属しているよ。へその緒を切る前にあなた

に教えておきたい。わたしたちはあなたを神にお返しするね。あ

なたを主イエス・キリストにささげるよ。」

　自宅で生まれた 6人の子どもたちは、わたしの歓迎の祝辞を聞

きながら、この世に誕生したのである。

　生まれるときからわたしの信仰を試す子もいた。わたしたちは

出産に関するあらゆる問題を経験した。生まれる前よりも先に羊

水が出たことがあり、死産もあった。わたしは医学を勉強したこ

とはないが、危篤状態に対処する応急処置に関する本を読まざる

を得なかった。しかし、偉大な医者であられる神を完全に信頼し

た。神は自ら対処法を教えてくださった。生命を授けられる方が

わたしとともにおられた。無いものを有るように呼ばれる方、間

違ったことを覆され、苦しみから解放してくださる方がともにお

られた。

　妻とわたしが子どもたちをそのように歓迎した理由は、赤ん坊

がこの世で最初に聞く言葉が祝福の言葉であってほしかったから

だ。わたしたちは、あなたは歓迎されていること、あなたは父な

る神からわたしたちへの贈り物であること、わたしたち両親もあ

なたを愛し、養育に最善を尽くしていくことを教えたかった。

　わたしたちはへその緒を切り、子どもたちを父なる神にお返し

した。わたしたちは父の御心を無視してまで、親の権利を主張し

たくなかった。彼らの運命はわたしたちの手ではなく、父なる神

の御手にあった。そうすることで、親としての責任感から解放さ

れる驚くべき自由が臨むのである。†
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クレシアと共有します。エペソへの手紙 2章 6節では、主と共に

経験するように私達を呼ばれます。その間の 5 ～ 6 節のあいだ、

聖書は私達がどれほど大きな罪人で、反逆を起こした価値のない

存在であるかを強調します。自らの情欲と利己心に完全に陥り、

神様の震怒の刑罰を受けて当然だということです。

　そういう情況の中で、エペソ人への手紙 2章は私たちが恵みに

よってのみ救いを得るという事実を繰り返しているのです。神様

の赦しは私たちの考えを超越するということです。私たちを救っ

て永遠の命を与えて下さったという事実は、私たちのすべての期

待を越えたということです。私たちに権力を委任されるという発

想は、私たちの頭では推し量ることはできません。それだけでな

く、主は天の御座に私たちと共に座り、神様の光栄と能力、権力

を共に享有しようとされますが、これは言葉では言い尽くせない

ものです。

　これをあえて論理的に説明するならば、神様の恵みがすべての

論理を超越するということを、皆が永遠に見れるようにしようと

する意図であります。明確に確かめていきます。私たちは全面的

に資格のない存在です。

私達と分かち合うことを望まれる主

　神様がこのようにする動機は、果たして何でしょうか。それは

ひたすらその愛、神様の神聖でアガペー的な、無限の愛しかあり

ません。神様はなぜ、あなたの光栄、能力、権力を分かち合おう

と、私たちを招請しようとされるのでしょうか？ 父は子供が自

身と一緒にいることだけを純粋に望みます。神様が私たちと経験

を共有する目的は、経験の共有それ自体にあります。

　神様は私たちを愛します。ご自身の経験を私たちと分かち合う

大な富を、きたるべき世々に示すためであった。あなたがたの

救われたのは、実に、恵みにより、信仰によるのである。それは、

あなたがた自身から出たものではなく、神の賜物である。」( エ

ペソ 2:6 ～ 8)

　イェシュアは昇天されました。天から公式的にこの世界に関す

るすべての法的、霊的権勢を受けられ、天と地、聖徒と罪人たち、

天使と悪霊たちをすべて統治されます。

　イェシュアは権勢を受けられました。そして、その権勢を委任

されます。イェシュアはご自身の名前で私達に権勢を委任されま

す。主の御名は主の人格的権勢を象徴します。主は私達にご自身

の名を用いるように指示されましたが、それはすなわち、ご自身

の名で権勢を用いなさいということです。そうして、イェシュア

はもう一歩さらに進まれます。つまり、ご自身と一緒に座につく

ように呼ばれるのです。

　エペソ人への手紙 1 章 19 節で、イェシュアは権勢を受けられ

ました。エペソ人への手紙 1 章 21 節をみれば、その権勢を委任

されます。エペソ人への手紙 2章 6節ではあなたと一緒にそれを

経験するように私達を招いておられます。

　神様はただイェシュアの名前で、（イェシュアは天に座してお

られ、私達は地にいる状態で）その権勢を私達に委任することも

できました。それだけでも十分だったはずです。しかし、神様は

言葉にできない恵みと愛のゆえに、それだけで満足されませんで

した。なぜか、神様は私達とその経験を共有されることを望まれ

ました。神様は、この過程の中で私達が主と共にすることを望ま

れます。

　より簡単に整理してみるならばこうであります。

　1. 昇天　2. 委任　3. 招待

　エペソ人への手紙 1 章 21 節をみれば、イェシュアの政府はエ
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と天上に座っているのです。

　私たちは霊でイェシュアと共にそのように連結されるので、単

純に祈りでその方に進み出れば良いのです。主の名前を呼ぶのは

ナビゲーション・アプリをつけるように容易です。その連結は実

際的なものです。神様と連結される瞬間、私たちはその方と位置

が合わされます。神様と共に座ることになるのです。

　ワッツアップ、 カカオトークのように実際的なことです。1 世

代前の人々が、突然皆さんがインターネットをする姿を見ると想

像してみてください。信じることができなくて、現実的でなくて

不可能に見えるでしょう。しかし、私たちは実際にシステムに「接

続」をするのです。一つの霊として神様に進みます。私たちは天

上におられる神様と共に座るのを経験できます。

　ヘブライ語で『接続』は、「プロサゴケ」です。これは『通行』

という単語と関連があります。私たちに与えられたことは通行路

以上のものです。神様の臨在に対する先制的接近権です。天のイェ

シュアと共に座ることができる心の通行路を持っているのです。

　私たちは主とあの天上、地上のすべての水準の権勢を全部超

越する高さに共に座っています。大統領専用機であるスーパー

ジェット旅客機の一等席に座っています。なぜでしょうか？ 神

様が呼んで下さったからです。†

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

ことを希望されます。それがすべてであります。経験を共有する

のはそれ自体が補償になります。 

　また、一つを確かめていきます。神様の王国の現段階で、イェ

シュアは物理的に天上におられ、私たちは地上にいます。現時点

で、あなたと天上に共に座ろうと呼んで下さるのは、物理的なこ

とでなく霊的な意味です。メシアの地上再臨と死者の復活以後に

は、共に物理的な経験もすることになるのです。

　この期間に、イェシュアは天上におられ私たちは地上にいます。

ところで、聖霊が私たちの中に内住されます。神様と共に座れと

の招請は、現段階で物理的に携挙したり復活するという意味では

ありません。私たちが物理的には地上に残っていながらも、心と

霊が空におられる神様と連結できるという意味です。それは霊的

体験なのです。どうしてそのようなことが出来ましょうか？

　「というのは、彼によって、わたしたち両方の者が一つの御霊

の中にあって、父のみもとに近づくことができるからである。」（エ

ペソ 2:18）

　私たちが「神様と共に座る」ということは、神様の臨在に対す

る霊的接続権を持つという意味です。祈りと心で私たちは地上に

留まっていながらも、天上におられる神様と霊的に直接連結され

ます。このような連結は超自然的で超能力的であるが、劇的であ

る必要はありません。私たちは意識で認知し ( ローマ 9:1, Ⅱコ

リント 4:4)、細微な御声を聞き ( Ⅰ列王記 19 章 )、霊の中で幻

を受けて神様の考えと観点を理解します (詩篇 55 篇 )。

　これは物理的でない霊的体験ではあるが、実際に「対面する」

時間です。インターネットのように「線で」連結されるのです。

私たちは神様の全世界的インターネット網の中に入り、神様のグ

ローバル位置決定サービスＧＰＳに追跡されています。私たちは

神様と「位置が合わされた」存在です。地上にありながらも神様



　16 17　

　イエス・キリストが実在の歴史的人物であるという事実は、人

類史にとっても重要な問題です。イエス・キリストは来臨前（Ｂ

Ｃ）と来臨後（ＡＤ）に歴史を分けました。イエス・キリストの

歴史的実在に関する証拠は、全世界の歴史や聖書から確認するこ

とができます。新約聖書にはイエス・キリストに関する多くの証

言が記されています。また、イエス様の昇天後まもなく記された

使徒パウロの手紙でも、イエス・キリストの歴史的実在を明確に

確認することができるのです。

古代文献の証言

　もちろん聖書の証言を信じない人もいます。しかし、イエス・

キリストは実在の人物であると証言する記録は、聖書以外の他の

古代文献にも多くあります。112 年頃に記録されたローマの歴史

家タキトゥス (Tacitus) の歴史書には、ローマ大火災の責任を問

い、ネロ皇帝がキリスト者たちを迫害した事件が記録されていま

す。タキトゥスはこの事件に関連して、キリスト教のルーツはピ

ラトに処刑されたキリスト (Christus) から始まったと記録しま

した。２世紀初期、ローマ皇帝ハドリアヌス (Hadrianus) の臣下

だったスエトニウス (Suetonius) も、キリストの名を持つ人が１

世紀に実在したと記録しました。

　１世紀に活動し、「ユダヤ戦争史」や「ユダヤ古代史」等

を記録したユダヤ人歴史家フラウィウス・ヨセフス (Flavius 

Josephus) も、イエスとキリスト教の起源に関する記録を残しま

した。彼は、イエス様の弟ヤコブが、63 年に石打ちにより殉教

した事実も記録しており、バプテスマのヨハネの活動についても

詳しく記録し、イエス・キリストの歴史的実在を明確に示しまし

た。

イエス・キリストの
歴史的実存

　二千年のキリスト教の歴史は、イエス・キリストから始まりま

す。被造世界の歴史は初めから今に至るまで、旧約聖書が証言す

るように神の創造の中にありますが、キリスト教の名称はイエス・

キリストの名前に起源します。これだけでも、キリスト教のアイ

デンティティと本質をイエス・キリストの生き方と教えから見出

すべきことは明らかです。イエス・キリストの受肉と十字架の贖

いの恵みにより私たちは救われ、イエス様がよみがえられたよう

に私たちもよみがえり、イエス様が再臨なさるときに神の創造と

救いが完成すると、私たちは信じて告白しています。このように

キリスト教の信仰の本質かつ中心であるイエス・キリストは、今

から約二千年前にユダヤの地に実在された方です。

✿ 特集｜聖誕、私たちは真なるイエス様を知っているだろうか？
ハン・ギチェ 牧師／中央聖潔教会	
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え、実存主義的理解を目指して聖書の脱神話化を主張しました。

このように脱神学的・脱信仰的な歴史的イエス研究は、キリスト

教の主流に歓迎されず、大きく発展することができませんでした。

しかし 20 世紀後半に入り、クロッサン (John Dominic Crossan)

が導く『イエスセミナー』などを中心に、教会と信仰から分離さ

れた歴史の中のイエスに対する研究が活発に進みます。

　解放神学の胎動に大きく影響を及ぼしたハーバード大学の社会

倫理学教授ハーヴィ・コックス (Harvey Cox) は、自身の著書「イ

エス、ハーバードに来る」で、現代の歴史的イエス研究を批判し

ました。彼によれば「イエスは本当に誰なのか？」について、学

者たちの研究は互いに矛盾した結論を生み出し、その研究成果は

麻痺してしまいました。しかし歴史的イエス研究の最も大きな問

題は、研究成果が乏しいことではなく、問題は、その麻痺した結

論さえ、今の私たちの実在とは無関係だということにありました。

つまり、歴史的イエス研究はイエス・キリストを歴史的人物とし

て発掘しましたが、結局、イエスをただ過去に生きた人物の一人

として放置する結果を招いたのです。

　歴史的イエス研究が失望的結果に終ったにもかかわらず、イエ

スの歴史的実在に関しては、研究者たちの見解が一致していたと、

ハーヴィ・コックスは指摘します。研究者たちは一様に、イエス

は１世紀、ローマの植民地だったパレスチナにユダヤ人として実

在していたことに同意しました。また、イエスが神の国の到来が

近いと宣言したことや、貧しく病んでいる人々に人気のあるラビ

であったことや、彼の教えと行動が当時のユダヤ教指導者の憤り

とローマの役人の緊張を引き起こしたことなどに、意見の一致を

示しました。さらに結局、イエスが十字架にかけられて死んだと

いうことや、死後彼に従った人々が激しい迫害に屈することなく、

イエス・キリストの生き方と教えを宣べ伝えたことも、歴史的事

　その他にも、イエス・キリストが１世紀、ユダヤの地に実在し

た人物であると証言する古代文献は多くあります。しかも、ロー

マ帝国を中心とした古代社会においてキリスト者の立場がそう高

くはなかったという点、また、様々な宗教や文化が混在したギリ

シャ・ローマの文化の中で、キリスト教の始祖であるイエス・キ

リストに対する関心が、相対的に記録された可能性があるという

点を考慮すれば、イエス・キリストの歴史的実在に関する記録と

証言が多く残されているという事実は、より高く評価されるべき

ではないでしょうか。

イエスに関する歴史的研究

　イエスに関する歴史的研究とは、１世紀パレスチナに住んでい

たナザレ・イエスに関する研究を意味し、教会で伝え宣言してき

たイエス・キリストの教え＝教理的神学的キリスト研究、キリス

ト教神学とは異なります。イエスに関する歴史的研究は、17 ～

18 世紀にヨーロッパの合理主義と啓蒙主義の影響を受けた自由

主義神学と共に胎動しました。この研究の真の目的は、教会が継

承してきたイエス・キリストの姿から、神学と信仰により加えら

れた数々の要素を取り除き、イエスの歴史的な本来の姿を見出す

ことでした。そのため、イエス・キリストを証言する福音書をも

文学批評的に分析し、歴史的文化的脈絡からイエスを理解しよう

としました。

　ナザレ・イエスに関する歴史的論争に火をつけたと言われるド

イツの自由主義神学者ブルトマン (Bultmann) は、新約福音書を、

イエス・キリストへの信仰的志向により選別・編集された書物で

あると見なしました。したがって、聖書に記録されたイエスの姿

だけでは、イエスに対する歴史的理解に至ることはできないと考
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とができたなら、イエス・キリストの生き方と彼の伝える真理が

歴史的に実在したものと、信じるべきではないでしょうか。

　今や、私たちが信じ伝えるキリスト教の本質であり、教会の頭

であり、私たちの救い主なるイエス・キリストはこの地に歴史的

に実在した、受肉された神の御子であられました。彼は１世紀頃、

パレスチナ地域の文化的歴史的背景の中で、神の国の到来が近い

ことと罪の赦しを宣言されました。イエス・キリストの生き方と

教え、十字架の贖いと復活は、間違いなく歴史的に実在した出来

事でした。

　しかしその方は、二千年前の遠い過去の歴史の中に閉じ込めら

れた方ではありません。その方は今も、私たちの歴史と存在の中

に生きて語っておられます。祝福された聖誕祭を期待するこの時

に、私たちの歴史の中に実際に訪ねて来られ、私たちと共にいて

くださるイエス・キリストを喜び、その方の聖い生き方に倣って、

正しく義なる道を歩めますように願います。†

実であると認めました。

　ここで私たちが注目すべきことは、教会や信仰の外でイエスを

研究した自由主義神学者たちでさえ、イエス・キリストの歴史的

実在については否定しなかったという事実です。

　ハーヴィ・コックスが指摘したように、歴史的イエス研究者の

意図が何であれ、彼らの研究はイエス・キリストを今の私たちと

は無関係の、過去のある人へと転落させました。聖書が証言する

イエスの教えは『まさに今』の私たちの実存に関する福音である

のに、歴史的イエス研究は、イエスを「過去のその時」に封じ込

めたのです。イエスの生涯とメッセージは、人々の生命、救い、

倫理に関する具体的な話でした。イエスが歴史的にこの地に存在

されたとき、当時の歴史的文化的状況下で人々の存在と関係を結

んだように、今を生きる私たちの存在とも関係を結んでおられる

ことを信じなければなりません。

私たちの人生におけるイエス・キリスト

　イエスに従うキリスト者たちも、イエスを教会や信仰の外で規

定しようとした人々も、様々な証拠を揚げてイエス・キリストの

歴史的実在を認めています。にもかかわらず、イエス・キリスト

の歴史的実在を信じない人々は、提示されたすべての証拠を疑い

否定してきました。従って、イエス・キリストの歴史的実在問題は、

最終的には信仰の問題として帰結されます。聖書に名前が記され

た使徒たちのほかに、一世紀頃、数千人のキリスト者たちがイエ

ス・キリストへの信仰を守るために殉教しました。イエス・キリ

ストが歴史的に存在しない想像上の人物であったなら、その時代

の多くの人々がイエスのために命を献げることは、決してなかっ

たでしょう。常識的に考えても、多くの人が自分の命を献げるこ
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2：7）。将来的に展開されるイエスの再臨（Second Coming）は天

軍天使と共に栄光の王として、裁き主として来られることである

（マタイ 24：30 〜 31、25:31）。

イエスの再臨は、聖書通りに行われる

　旧約聖書は初臨するイエスについての預言であり約束であっ

た。時が満ち、その預言が聖誕につながり成就された。新約の聖

書すべては、再臨されるイエスについての預言と約束である。福

音書、使徒行伝、書簡、黙示録すべての分野は、イエスの再臨を

直接的または間接的に示している。共観福音の記録では、再臨さ

れる主が栄光の王として、裁き主として威厳堂々と来ることを預

言した。初臨時のみすぼらしい環境の中での誕生とはとても対照

的な再臨事件が展開されることを預言した。

　使徒行伝の預言では、再臨の約束は間違いなく主は来られると

記している。「ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っている

のか。あなたがたを離れて天に上げられたこのイエスは、天に上っ

て行かれるのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでに

なるであろう」（使徒 1:11）。「パウロは天使のかしらの声と神の

ラッパの音に主ご自身が天から降臨することを明らかに明示した

（Ⅰテサロニケ 4:16）。「これらのことをあかしするかたが仰せに

なる、『しかり、わたしはすぐに来る」。アァメン、主イエスよ、

きたりませ。」（黙示録 22:20）。黙示録では新約聖書の結論をイ

エスの再臨に結んだ。

復活信仰と再臨信仰は、キリスト教信仰の核心である

　使徒信条には、新旧約聖書に基づいて、私たち信者の信仰告白

　人間は誰にでも公平に 3つのことが与えられる。一つは過去に

生まれ、二つは現在の生き、三つは未来には必ず死ぬこと（誕生

と生活と死）。

　イエスも受肉し人間の体をまとい、この世に生まれてから 30

年と公生涯の 3年間で、同じ 3つの過程を経ている。しかし、イ

エスは聖霊によりやどりおとめマリアから生まれたことや復活昇

天、将来的になされる再臨と事件がこの地の人間とは明らかに違

う。本稿では、再び来られるイエス・キリスト、すなわち、主の

再臨について論じたい。

　結論から述べると、イエスの初臨（First Coming）はユダヤの

地ベツレヘムで、みすぼらしいまぶねでお生まれになった（ルカ

再び来られる
イエス・キリスト

✿ 特集｜聖誕、私たちは真なるイエス様を知っているだろうか？
オ・チャンハク 牧師／新村（シンチョン）長老教会元老牧師
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も知らない、ただ父だけが知っておられる」（マタイ 24:36）。

　再び来られる私たちの主イエス・キリストを除き、自分で再臨

主と自称する者は、すべてが偽預言者であり、イエスが何年何月

何日に来られるとすることも、すべてが嘘で、偽である。過去に

もこのようなことが数え切れないほど繰り返えされたが、的中し

たことは一度もなかった。

イエスの再臨を迎える聖徒の生活

　スピノザ（Spinoza）は明日、地球の終末が迫ろうとしても、

今日一本のリンゴの木を植えると言った。イエスの再臨を迎える

聖人の生活もそうであろう。

　使徒パウロは言った「ここでパウロが、手ずからあいさつをし

るす。もし主を愛さない者があれば、のろわれよ。マラナ・タ（わ

れらの主よ、きたりませ）。（Maranatha）」（Ⅰコリント 16:22）「ま

た、あなたがたの所にいた時に、『働こうとしない者は、食べる

こともしてはならない』と命じておいた」（Ⅱテサロニケ 3:10）。

この御言葉は、テサロニケの信徒の再臨信仰について誤解してい

ることを正しく悟らせるためのものである。初代教会で彼らは「今

すぐ、イエス様が来られるはずなのに仕事なんかしてどうするの

か」そんな誤解をもっていた。使徒パウロは、再臨を、その日、

その時を知らない状況で、怠惰に過ごす者に、それは再臨を迎え

る者の姿勢ではないことを悟らせるために記したのである。

　終末に聖徒の信仰は、マラナタ（Maranatha）の祈りと共に与

えられた条件の中で最善を尽くして、各自に与えられた仕事をし

なければならない。怠けて常に明かりの油を用意していない思慮

の浅い 5人の乙女ではなく、普段から明かりの油を用意し、いつ

来られるか分からない新郎を迎える用意をしている思慮深い 5人

が込められている。「我々クリスチャンは、このようなことを信

じています」という告白である。使徒信条に記されている通りク

リスチャンの信仰は、4 つのことを信じることである。最初に、

天地を造られた全能なる創造主、神を信じる。第二に、その一一

人子イエス・キリストを信じる。第三に、聖霊を信じる。第四に、

復活を信じる。このことを信仰により告白することが使徒信条の

根幹である。特に救い主イエス・キリストを信じることに関して

使徒信条は、その誕生（おとめマリア）と死（十字架）と復活（昇

天）と裁き主（再臨）に戻って来ることを信じると告白している。

　イエスの復活と再臨は、信仰の核心として、イエスの復活と再

臨のゆえに、私たちも永遠に主と共に生きることを信じるのであ

る。クリスチャンの復活信仰と再臨信仰はなくてはならない関係

にある。なぜなら、それがキリスト教の信仰の核心であるからで

ある。

イエスの再臨についての誤解と警戒

　キリスト教の歴史の中では、イエスの再臨についての誤解、誤っ

た信仰、異端邪説が絶えず生じた。それは今も続いている。イエ

スの再臨に伴い、いくつも現れる誤解と誤った信仰はおもに二つ

といえる。一つは再臨の時期、もう一つは自分が再臨の主である

と主張する偽預言者の出現である。このことは、今も現在進行形

である。

　恐らくこのような現象は、聖書の預言の成就とも言える。終末

に偽預言者たちがいたるところで現れ、自分がキリストだと、再

臨主だと、メシヤだと言うが、惑わされないように警戒している

（マタイ24：23〜26）。何よりイエスの再臨の時期は誰も知らない。

「その日、その時は、だれも知らない。天の御使たちも、また子
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小さな種が生い茂った森林を作り出します。
何度の寒い冬を耐え忍んだのでしょうか。

理由なく訪れる冬はないゆえ、
この冬も、無礼な事はしないと決めました。

わたしに訪れる苦難に対しても、
無礼な事はしないと決めました。
主がお許しになったものだから……。

主は、しばらく目を楽しみなさいと、
静かに粉雪をまいてくださいました。

『主よ！、枝振りのいいあの杉の木のように、
私の信仰もまっすぐにしてください。』

無礼な事はしないと決めました

の乙女の生き方をしなければならない（マタイ 25：1 〜 13）。

　「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、あ

なたがたに命じておいたいっさいのことを守るように教えよ。見

よ、わたしは世の終りまで、いつもあなたがたと共にいるのであ

る」（マタイ 28：19 〜 20）。

　「時期や場合は、父がご自分の権威によって定めておられるの

であって、あなたがたの知る限りではない。ただ、聖霊があなた

がたにくだる時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、ユダヤ

とサマリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるで

あろう」。（使徒 1：7 〜 8）。イエスが昇天の直前に命じられた御

言葉である。

　「ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あな

たがたを離れて天に上げられたこのイエスは、天に上って行かれ

るのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになるであ

ろう」（使徒1:11）。明らかに再び来られることを最後に約束した。

　主の大宣教命令で命じられた伝道と宣教の言葉を守ることによ

り、私たち聖徒は復活の証人であり、イエスの再臨を伝える伝道

者の生き方にならなければならない。すなわち、これは主の再臨

を迎える終末の聖徒の姿勢である。†
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　最近、韓国の教会が牧会世襲に騒々しい状況で、果たしてヨイ

ド純福音教会が今後どのような態度をとるのか気になる方が多

い。しかし、心配することはない。すべては絶対主権を持ってお

られる神様がおられるからだ。何人かがすでに私の引退について

聞くこともある。

「牧師の引退式はどのように準備しますか？」

　私はある日、牧師たちの朝食会でソマン ( 希望 ) 教会のキム・

ジチョル牧師の話を聞いた。牧師が引退式を特別に開かず、12

月最後の説教を引退式の代わりとしたという話を聞いて大きな感

動を受けた。多くの聖徒たちが牧師の別れの説教を聞きながら涙

を流したという。その話を聞いた瞬間、私もそのようにヨイドで

の働きを終えようと決心した。その日、私はヨイドでの働きを終

える最後の主日説教を締めくくりとして、静かに離れることに決

めた。その後に、神様が私をどのように用いられるかは知ること

ができない。いや知らなくても大丈夫だ。それは、その時に考え

ることである。何人かは、私のこのような態度に愛の忠告をして

くれる。

　「牧師様！世のことは誰も分かりません。予めそのようにお話

をされて、後になって気が変わったら、批判を受けます。引退の

計画は言及しないでください。」

　しかし、その心を変えるつもりはない。これは私自身との約束

である。

　「牧師様！後任者はどのようにされますか。教会が騒々しくな

るでしょう。」

　私の後継者招聘も全く気にしない。教会は、神の教会である。

したがって、神様が私たちの教会に必要な方を送ってくださる。

祈りの中で、私が招聘されたのと同じ順序で、少なくとも 1年～

　私は信仰の家で生まれたことを最高の祝福に思っている。主日

に何か買って食べることもできなかった。さらに漫画も見ること

ができなかった。祖父は主日を守ること、什一献金の生活を非常

に強調した。当時、私が普段触れることができるお金の最高額

は、亀甲船がある 50 環玉であった。ところが祖父は主日に、李

承晩大統領の顔があるずっしりとした 100 環玉銀貨を与えて言わ

れた。

　「一番良いものを神にささげなさい。主日は必ず聖く守らなけ

ればならない。礼拝をささげることにすべての心を注ぎなさい。」

　私は幼い頃からそう教育された。そして、このような厳しい信

仰教育をした祖父には、いつも尊敬と感謝の心だ。世の快楽に目

を背け、道を踏み外し、彷徨うような人生を歩んでいないのは、

このような徹底した保守主義的な信仰教育のおかげだ。生涯、酒

やたばこを口にしないのも然り。子どもに財産を継ごうとせず、

良好な信仰の伝統を継承しなさい。なぜか？信仰は他人が盗むこ

とのできない最高の宝物であり遺産だからだ。

✿ 信仰の明文化を成し遂げますように（最終回）

｜ イ・ヨンフン 牧師 ヨイド純福音教会

小さなイエスになろう
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まだ罪だらけであり、罪の塊である。罪人の中の罪人だ。これか

らさらに徹底的に悔い改めながら主のしもべらしく生きたい。

　私は最近、53 年前の自分の姿をよく思い出す。 1966 年 2 月。

中学校入学を控えた坊主頭の少年が聖霊を受けた。その少年は、

「イエスが私のために死なれた」という言葉を聞けば、涙を流し

た。祈るために目を閉じた私のために死なれたイエスの姿が浮か

んで、またわあわあと泣いた。そのように 5年を過ごした。今も、

祈るたびに泣き虫になったあの頃を考えると、胸がジーンとなる。

そして翌年の 1967 年、オーティス・キナー牧師のリバイバル聖

会に出席したとき、牧師が説教しながら涙を流した姿に、私はあ

まりにも感動した。

「イエス様が私の罪のために死なれました。」

　オーティス・キナー牧師は説教の中で、イエス様の十字架を言

及するたびに涙を流しておられた。通訳されたチョー・ヨンギ牧

師も涙声だった。教会は涙の海になった。その時の、その感動が、

私の人生のターニングポイントとなった。 「私はただ主のために

生きる。」オーティス・キナー牧師の説教にあまりにも大きな感

動を受けた後、人生の進むべき方向を明確に設定し、今まで走っ

てきた。信仰の師であり、精神的な父であるチョウ・ヨンギ牧師

の肯定的な信仰と聖霊充満の信仰と教えを常に胸に刻んで、ここ

まで走ってきた。

　じっくり考えてみると、少なくとも名誉欲、物欲にとらわれて

生きてはいない。一度も牧師の道を忘却したことはなかった。そ

れにも関わらず、間違いだらけで、罪多い人生だった。主の憐れ

みが、今日まで私を支えてくださった。 46 ヶ月の間、私の証し

を読んでいただき、お祈りしてくださった読者の皆さんに心から

感謝します。シャローム。†

6 ヶ月前に運営委員会、堂会、共同議会の投票で私よりもはるか

に能力があり素晴らしい方が、後任に立てられることを願う。私

は彼のために喜んで椅子を出せばよいのだ。できれば、それまで

ヨイドでの私のの痕跡がすべて消されることを祈る。

　ヨイド純福音教会は、設立者チョウ・ヨンギ牧師と同労者チェ・

ジャシル牧師だけ記憶されればよい。そうしてこそ、後にこられ

る方が心ゆくまま牧会の絵を描くことができる。長老教団で牧会

をしていた叔父も 30 年仕え、教会から引退したまさにその日、

後任にすべての権限を委任して、教会を離れ、行き場のない引退

牧師のための教会を立て、彼らと一緒に残りの人生を送られた。

主のしもべらしく生きたい

　私の生涯の間、胸に抱いて叫んできた言葉がある。

　「小さなイエスになろう。」

　今、私の残りの牧会の目標は、極めて単純だ。残りの時間で出

て行き、私が仕えている聖徒たちにイエスの姿を表すことができ

るか。私の説教と生活を通して、イエス・キリストの香りをどれ

だけ伝えることができるか。私が、ヨイド純福音教会を去った後、

私の愛する聖徒たちが「私たちの牧師を通して、イエス・キリス

トの香りを感じた」と言ってくれるなら、どれほど幸せと感謝だ

ろうか。

　信仰の黄金期はいつなのか。私の姿が見えず、イエスの姿が鮮

明に現れる時がまさに黄金期だ。人が明らかになれば黄金期では

ない。私は、私たちの教会のまことの黄金期が到来することを祈

る。十字架の霊性が消え、華やかさと権力だけが残った中世の教

会を黄金期とは呼ばない。イエス様が消え、教皇と礼典だけが残っ

た教会を全盛期とは呼ばない。私はこれからよりへり下る訓練を

したい。私はこれからさらに荷をおろすことを実践したい。私は
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家として生きながら、長編小説だけ 10 冊余りを出し、新聞雑誌

など多くの文を発表した。現在までに発表した文が映画シナリオ

2 編を含め、計 335 編だ。私はキリスト教の信仰を持った作家な

ので、深くて恵まれる作品を書きたかった、そのためには神学的

な知識が必要だと考えた。そうだったが牧師となり、教会を三回

開拓した。そうしたら 30 年を牧会した。第三番目に開拓した教

会が桂園芸術大学に立てた桂園大学教会だ。78 歳まで 12 年間を

担任で牧会して 2018 年 8 月に遅い引退をした後、1 年の間、長

編小説＜第 5福音書＞を書いた。

　30 年間の牧会使役の中で桂園芸術高等学校校牧室長 13 年、桂

園芸術大学校校牧室長 12 年をしながら、開拓教会、単独牧会を

兼ね、30 年を牧師として、40 年を小説家として生きて、聖書の

教材などをはじめとする全 15 冊の本を出した。真面な休暇を過

ごしたことがない。

　ここまでするとヒョン・ウイソプは作家として、牧師としての

苦労はなかったようだ。ところが、私は牧師按手式の祝辞の要求

を避ける。30 年間経験みたら祝辞する気がないからだ

　私は 30 代半ばを過ぎ、肺結核ができた。40 代に入って、経済

　1968 年、51 年前に初めて教会に行った。伝導

の熱情があふれていた西大門（ソデムン）純福音

教会の女性宣教会の会員であり、神学生だった金・

ソンシル（イ・ヨンフン牧師母親）、キム・ヘス

ク二人の執事の情熱的な伝導から行われた私の人

生逆転のきっかけとなった歴史的な初の礼拝だ。

教会の入り口で待っていたキム・ヘスク執事が聖

書をプレゼントながら「ヒョン先生は牧師になり

ます」と言った。あきれて、少し怒って、同意不

可であった。初日なのに縁起なく……。私の年、

28 歳の春のことだ。

　それから 22 年後の 1990 年、49 歳にあっけな

くも牧師になった。牧師なろうと神学校にいった

のではなかったのに。37 歳だった 1978 年に小説

家として名を上げた後、1990 年までに、専業作

✿ 我が人生のプラス｜生涯最高の贈り物

ヒョン・ウイソプ
小説家
元韓国クリスチャン文学協会会長

作家としての実と
　　牧師としての実
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い彼はその日から一か月も経たないうちに契約期間が残っている

のにもかかわらず、こっそりどこかに引っ越した。

　2006 年には、金曜徹夜祈祷会を導く途中に倒れそうになった。

顔が真っ赤になって、眩暈が、右首と頬が腫れ上がった。発音が

うまくなかった。1 年間、耳鼻咽喉科に 2 回行ったが、少しよう

すを見ようとしてぐずぐずしたのが災いのもとだった。夜明けの

2 時に祈り会終えてまっすぐブンダンチャ病院の応急しつに運ば

れた。精神が混迷に陥るほどだった。下歯茎の内側の唾液腺管が

結石でいっぱい詰まって唾液腺に炎症が生じたのだ。土曜日の朝、

高校教務会議を私の祈りで始まるので、校長先生だけにわずか知

らせ誰も来ないようにした。その土曜日の朝に、医師が「結石を

取り除ければ、大丈夫です。月曜日の初の手術で、9 時に手術し

ます」と話した。

　土曜日ずっと不便で言葉も通じなかった。熱が出て苦しかっ

た。そうして、土曜日が過ぎ主日の明け方に眠りから覚めた時、

私は始めて今日が主日で、説教をする者がいないことを思い出し

た。其れ程気が遠かった。私は教会に行かなければならないし、

主日の説教をしなければならない。主日学校の説教だけをするの

女伝道師がいたが、事前に言えなかったので困った。仕方なく私

がしなければならないのね ... そうするうちにまた寝てしまった

が、目が覚めたら一時間ぐらい寝ていた。 しかし、口の中に石

が一つ転がっている。唾液管を塞いでいた結石が、自ら出てきて

私口の中にあった。麦粒ほどだった。熱も消え、話すのに全く障

害もなく、気が晴れていた。伝道師がピックアップして教会に行

き、準備ができなかったため証し説教で恩を分かち合った。手術

することにした月曜日 9時にこんはことは初めてだと驚いた医師

が「退院してください」と言った。

的に大きな苦労をした後、1年間に 3日ずつ 7回断食祈祷をした。

肺結核が完治した。1981 年には、その奇跡の年が暮れる 12 月に

二冊の長編小説をほぼ同時に出した。私の最初の長編小説だ。40

代を専業作家として生きながら、毎年長編小説を出した。そうす

るうちに神学校に入学するやいなや、また家庭の経済がまさに爆

亡した。4 人家族が 1000 日の家庭礼拝で、その危機を克服した。

そして、最初の開拓教会を開拓した。

　1988 年の夏だったが、路地裏にみすぼらしい 2 階 25 坪の開拓

に、1500 万ウォンが必要だった。また、奇跡が起こった。7月初

めだったが、ある会社の社長が会おうとしつこく要求して行った

ところ、1 千万ウォンを渡して一緒に仕事しようとした。その 1

千万ウォンは、1 月から 7 月までの給料を遡及支払したのだ。8

月から出勤すると、給料が倍になるそうだ。そうしたのに、十日

ほど過ぎ、その社長から電話が掛かって来た。出勤せず、1 千万

ウォンは、教会開拓資金として使えということだ。神様が働かさ

れると想像を絶するこんなこともある。

　高校の校牧として働きながら、第二の開拓を試みた。60 坪の

新しい建物の 2 階を無条件契約した。2003 年なのに、ある企業

の高位職に会って開拓資金明細書を出した。すごく祈りをして

行った。結果は 1億 5千万ウォンが現金で送ってきた。

　その建物の 3階に居住する先入居者は、毎朝、寺に行って供養

する夫婦だったが駐車場の問題で言いがかりをつけてきたり、建

物の持ち主と約束された屋上のクロスタワーを立てないように不

当な理由でねだりをした。彼の声があまりにも大きくて、周りか

ら見れば、教会が毎日喧嘩することになる。方法は祈りしかなかっ

た。すると、その人は甲状腺がんの手術で入院して一週間ぶりに

帰ってきたが、声がなくなった。肩がしっかりして気が強く力強
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　韓国文壇に多くの文人団体がある。その中でも、韓国初の文人

団体である韓国クリスチャン文学協会が 2018 年に創立 60 周年

だった。その歴史的な年に会長を務め仕えるのは、神様の大いな

る恵みだ。特に 60 周年記念事業として「韓国のキリスト教代表

ドア学選集 >を発刊したのは、特別な恵みだ。クラウン版 975 面

のハードカバーである。韓国初の文学団体が、現在の多くの文学

団体の中から、これほどの規模の作品を出したことも初めてだ。

　およそ 80 年間生きてきた証を書けば、優に一冊の本の分量は

なるが、最大限節制するために実感させるディテールを全部省い

て簡潔に概要を整理するしかいなくて残念だ。一つ追加すれば、

昨年 8 月、引退後、1 年間 310 面分量の長編小説 < 第 5 福音書 >

を書き、伝道用に最適化された作品だという判断を持つように

なって嬉しい。 牧会 30 年の実があるが、作家 40 年の大切な実

も交わしたから、まさに赤裸のような私としては、神様の導いた

恵みに感謝し、賛美するだけだ。†

　大学教会を開拓後 5 年ほど経った時の冬からしばしば咳が出

た。体温も正常で風邪でもないという。しかし、翌冬から本格的

に咳が出た。日に日にひどくなった。夜明けになると、一度出た

咳が胸を裂く程の苦痛なのに、とどまらなく続いた。本当に気が

狂うほど苦しんだ。他の部屋で寝ている家族たちが目を覚ますほ

どだった。明け方になると咳恐怖症が来た。病院で薬を処方され

て服用した。2 週間に 4 回病院に行った。処方してくれた薬を飲

んでも全然快方に向かう気がなかった。

　「薬を飲んのに、どうして半月間全然げんきにならないんです

か？」

　医者が私をじっと見て、本当に知らないのかという表情で言っ

た。「喘息は治療薬がありません。季節の変わり目に特に咳がひ

どいですが、暑いところで暮らせば咳が出ません。我が国の気候

条件では喘息、それは時間が経つほど悪化する病気です」。

　あまりにも、あきれて、いままで処方した薬は何かと言う聞く

と、ただの咳緩和剤だそうだ。とんでもないが、咳の苦痛がひど

くて 1週間分を処方してほしいとした。その薬を持って教会に来

た私は治療薬ではないものを飲む必要がないと思い、方法を変え

ることに決断した。 その日、ピンク色の水薬をトイレに行って

全部こぼし、錠剤も捨てた。全ての病気を治す主だけを頼ること

に決めたのだ。説教中に咳が出ると止まらず、かなり困り果てた。

その日から病院と薬をあきらめて祈った。私はすでに神様が肺結

核を完治させてくださったのにこの喘息なんか目じゃない……そ

の春ずっと祈っていた。しかし、咳は続いた。私も祈りを続けた。

喘息は冬と春の変わり目に激しさを増している。ところが、翌年

の冬と春を過ぎても咳がなかった。完治だ。8年前ほどのことだ。

その後咳はない。神様が喘息を治してくださった。
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の赤いセメント教会を奉献することができた。地域で良い教会と

して有名になり、リバイバルが起こった。 

　地域に新都市開発ブームが起き、2000 年に再び教会を建てた。

夫は地域のソンギョル教団地方会長を二度も担当し、フラー神学

大学の博士学位も受けて、次の世代のためにすべてを準備してい

た。ところが、主日の早天礼拝の後で散歩に出かけた途中で急に

倒れ、救急車で病院に運ばれたが意識が戻らず、そのまま天国に

行った。

　ちょうどその時、脳塞栓症〔のうそくせんしょう〕を患う長男

に神様が幻の中で賛美を聞かせ、夫が天国に行くことを前もって

知らせて下さった。お葬式は神様の恵みが豊かだった。息子は薬

を飲んでいても、サタンの攻撃を受けると身体をコントロールす

るのが難しかった。当時の状況では、何も解決のすべがなかった。

主日に行われた葬儀の礼拝では夫の顔に金色の粉が撒かれ、とて

も安らかな表情だった。3 日間の通夜が終わって、センター試験

を受けた次男は大学に進学した。

　翌年 3 月、私はすべてのことを整理し、21 年間仕えた故郷の

ような教会を離れ、ソウル神学大学で夫の同級生だった人がいる

フィリピンのアンヘレスに、身体の不自由な長男を連れて行った。

そしてアンヘレスにアガペ教会を建てた。そのために土地を買お

✿ 我が人生のプラス｜生涯最高の贈り物

キム・ミョンヒ
ウンヒョン教会協力牧師、
前エステル祈り運動本部	執り成しの祈り手

地獄から天国へ

　私は結婚後、釜山スジョン洞ソンギョル教会の

60 周年記念で開拓された教会に仕えた。教会は 5

年後に、70 人が集まるほどまでに成長した。そ

の年、伝道師であった夫は 40 日間断食祈祷をし、

私はヘウンデ区にあるチャンサンで数人の聖徒と

共に 40 日間の祈祷をした。するとキムヘジャン

ユソンギョル教会から連絡があった。そこで私は

神様が道を開いてくださったと信じ、1981 年 11

月 5 日に第 15 代教役者として赴任した。 

　教会赴任後に状況を把握したところ、数年前か

ら教会の土地が書類上教会の所有ではなく、隣家

の村長の名義となっていることがわかった。2 年

間裁判をして争った末に勝訴した。結局、信仰の

祈りで勝ったのだ。その土地を売ることにより、

住宅 30 坪と教会の建物 120 坪から成る 2 階建て
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　働きはさらに拡張され、北朝鮮救援断食聖会、国家のための祈

り、イスラエル、イスラム教、同性愛反対署名運動など、国内外

の 51 の地域に広がった。私は毎晩 11 時から夜明けの 5時まで徹

夜で執り成しの祈りをリードした。ソウル駅で広場の祈祷会にも

参加した。このように 9年間、エステル祈り運動本部で奉仕した。

　しかし、北朝鮮救援断食聖会を控えた時点で大きな問題が起

きった。自分では気にしないつもりでいたのに、いろいろな問題

に執着してしまい、うつ病になったのだ。奉仕は続けたが、病気

の長男の将来が心配だった。心の悩みから罪悪感とうつ状態に苛

まれ、ますます悪化して病気になった。結局、実家のキムヘに行っ

たが回復せず、薬や食事を拒み、眠れなくなって日常生活が成り

立たなくなった。 

　私は骨の髄までキリストで満たされていると思っていたが、み

言葉を読むのも、お祈りさえできなかった。実家の家族は心配の

あまり入院させた。ところが、手の打ちようがない深刻な状況と

思っていたのに、不思議なことに入院した翌日には精神が完全に

治り、体調が正常に戻った。二ヵ月後には家に戻って引越をし、

家具など要らないものをすべて捨てた。手元に残したのは聖書一

冊と家族のアルバム、そして衣類だけだった。 

　その頃、いつも私のために祈っていた実家の母が天国に行った。

その時、ウンヒョン教会のハン・ヒスク牧師に会ったのが私には

大きな恵みだった。牧師は絶望的な状況に勇気とビジョンを持つ

ようにと励ましてくださった。牧師は 1年間、夜に私を教会に迎

え入れてくださった。教会で牧師と祈りをささげ、教会の片隅で

やっと眠り、早天礼拝をささげた。

　しかし、今年 6月から 8月初めまでは教会に行けなかった。何

日も眠れず、食事もできなかった。

　マンションの 10 階から 1 階まで自力で降りられないほどだっ

うとした時、未信者のフィリピン原住民が土地 30 坪を無償で提

供してくれた。韓国の未亡人がフィリピン人のために教会を建て

てくれることに、とても感動したからだという。

　長男は一日 10 時間ずつ横になった状態でお祈りした。ユンス

ンウォン、チャドンスン宣教師とともに毎日礼拝をささげた。6ヵ

月間のフィリピン滞在で、体調がかなり良くなった。韓国に帰国

すると長男は学校に戻り、次男は英語を活かして在韓米軍で仕え

るなど、モーセのように火と雲の柱が我が家を導いて下さった。

特に、次男は大学に復学して学生会長として仕え、金曜祈祷会を

立ち上げるなど、周りの人々のために多くの執り成しの祈りをな

し、充実した学生生活を送った。今は結婚して、夫婦で国際弁護

士試験を受けて結果を待っている。

　2004 年、私はシンデウォンに入って火曜祈祷会を作り、国と

民族、北朝鮮救援、地域リバイバル、神学大学と他の神学校キャ

ンパスのために執り成しの祈りをリードした。国の危機的状況を

打開し北朝鮮の統一と救援を実現するために、誰かが献身する必

要があると切実に感じたため、2006 年の卒業を控えてエステル

祈祷運動本部の働きに加わった。 

　2007 年 1 月 3 日から 2 泊 3 日の日程で、オサンリ断食祈祷院

で断食聖会が開催され、海外と国内から 3千人くらいの牧師、宣

教師、神学生、聖徒が集まった。3 日間の断食聖会が終わる最後

の日、白い雪が降って大地を覆ったのは、悔い改めを通じてこの

地を洗ってくださった神の愛の証と受け止め、聖徒たちはうれし

くて踊り出した。聖霊の波でいっぱいだった。国のために祈る献

身者が 276 人になった。金曜徹夜祈祷会もこの時から行われた。

そして徹夜祈祷会では、聖霊の現れと歴史、悔い改め、癒し、証

しが次々に語られた。 
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　トルコがテロ組織に指定したシリアのクルド反軍を追い出し、

トルコに接するシリア内の国境地域を安全地帯にするため、去る

10 月軍事作戦を決行した。クルド反軍を支援していた米軍の撤

退後に始まった今回のトルコの軍事作戦は、結局、クルド反軍が

国境 32 ㎞圏外に撤退し、トルコと米国の合議後に終結した。国

のない民族が再び苦痛を味わった時であった。この地における義

の国に対する希望ではなく、天の御国に対する希望をもって主の

軍隊として立ち上がる、希望に満ちたクルド民族を紹介する。

　国のない世界最大の未伝道民族――『クルド族』は、山岳地帯

で牧畜を業とし、長い歴史の中で国を築くことができず、強大国

と周辺国家に利用されて生きてきた。彼らには『山以外に友はな

い』ということわざがある。それゆえ、「友のない民族」という

形容詞をもって、この民族を表している。しかし、この民族に仕

える宣教師たちは、今やこの民族を「希望に満ちた民族」と呼ん

でいる。

✿ 企画｜国のない世界最大の民族をご存知ですか

｜ キム・チング  Ｔ国宣教師

主の軍隊として立ち上がる、
希望に満ちたクルド民族

た。牧師が毎日電話してくださり、聖徒たちが食事をもってきて、

時には掃除もしてくれた。 

　聖徒たちの温かい愛を受けながら、少しずつ落ち着くかと思っ

たが、ある日の早天礼拝で心の平静が保てなくなった。その日、

私は数年間飲んできた鬱病の薬をゴミ箱に捨てた。今後はこんな

生き方はできないと思ったからだ。「死んだらそれまでのこと」

と決断して、その夜一生懸命お祈りした。早天に奇跡が起きた。

教会でハン牧師と一晩中、5 年ぶりに熟睡したのだ。とても嬉し

かった。

　苦難は長くても応答は一瞬だ。神様の奇跡はあっという間に起

こった。その日以来、私の健康は完全に回復した。私は毎日奇跡

のような人生を生きている。長男は、教会で毎日感謝献金と特別

早天礼拝を欠かさず、急速に健康になり、釜山ジャンシン大学に

入学するために一生懸命勉強している。我が家は天国だ。ウンヒョ

ン教会水曜礼拝、木曜祈祷会、金曜祈祷会で賛美奉仕と礼拝案内

をしている。聖書の勉強も三つのグループを教え、サタンを追い

出し、癒しの祈りもする。毎週火曜と金曜は、マンションの老人

ホームを訪問して福音を宣べ伝える。主日午後の礼拝は、すべて

の聖徒が一緒に伝道している。隣人に福音を伝えるため、聖霊が

歩みを導いてくださる。カボチャ粥、チヂミなど、美味しい食べ

物をもっていく。息子が 100 億の財産をもっていると自慢するお

ばあさんに、かぼちゃのおかゆを持って行って福音を伝えた。私

の従兄弟には 6年紅参を持って行った。一人一人の命を得るため

に真心と愛をもって訪ねる。ありがたいことに従兄弟は、復活祭

の日に教会に登録した。同じマンションに住んでいる年配者も、

復活祭前の主日に来て登録をした。毎日伝道した。みことばに従

うと必ず実を結ぶ。お祈りは時間がかかるが、答えはすぐで、一

緒に祈れば高速道路のように速い。あきらめずお祈りしよう !†
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支配下で、牧畜業を中心に

生き、紀元前 727年頃メディ

ア帝国を建てる。メディア

帝国第 3 代の王キュアクサ

レスは、紀元前 612 年頃に

預言者ナホムが預言した通

り、アッシリアの首都ニネ

ベを陥落させることで、最

も旺盛な帝国を築く。しかしキュアクサレス王の息子で第 4代の

王アズヒタハクを最後に、メディア帝国はクーデターによって、

キュアクサレス王の孫にあたるクロス王に王権が渡る。クロス王

の父はペルシア人であり、クロスはアケメネス朝ペルシア帝国を

建国する。クルド族は、この時から公的な自分の国を持てなくなる。

　現代の歴史においても、彼らはさらに多くの苦難に遭っている。

20 世紀初期の世界大戦以後、セーブル条約（1920 年）で約束さ

れたクルディスタンの独立が、オスマン帝国の崩壊に伴い、1923

年に締結されたローザンヌ条約から削除されたのだ。それゆえ、

クルディスタンはトルコ、イラン、イラク、シリア、旧ソ連の五

つの政府の統治下へと分かれることになった。

神を知っていた民族

　現在、クルド族の大半はイスラム教を信じているが、元々は民

族固有の伝統的な唯一神「イェジディ教」を崇拝していた。ゾロ

アスター教の預言者であったツァラトゥストラは、ニーチェの書

簡『ツァラトゥストラはこのように述べた』で有名になった。こ

のツァラトゥストラが、すなわちクルド族だ。「ツァラトゥストラ」

を英語で発音すると「ゾロアスター」になる。現在、イェジディ

教を信じるクルド人は、クルド人口の約 5％である。

分かれた地

　現在、クルド人が住ん

でいるクルディスタンは、

トルコ、イラン、イラク、

シリア、旧ソ連の国境に

接する山岳地帯で構成さ

れている。第一次世界大

戦後、「クルディスタン」

地域はトルコ（43％）、イラン（31％）、イラク（18％）、シリア（6％）

そして、旧ソ連で構成された五つの国に分かれるようになった。

　クルド族の人口は正確な統計が出ていない。彼らが属している

国で、民族別に人口を調査しないからであり、国ごとにクルド人

の統計を縮小して発表しようとする傾向があるからだ。クルド関

連機関と世界機関における発表などにも大きな偏差があるが、全

世界に存在するクルド人の人口は、通常 3,000 ～ 3,500 万人と推

定される（トルコ 1,700 万人、イラン 700 万人、イラク 450 万人、

シリア 100 万人、旧ソ連地域 100 万人、その他 250 万人）。

苦痛の歴史

　クルド族のルーツに関する最古の歴史的記録は、紀元前 2,000

年頃にシュメール人の碑文から発見された。したがって、クルド

族はこの時からメソポタミア地域に住んでいた。クルディスタン

に定住するクルド人が、インド――ヨーロッパ・グループに属す

るようになったのは、メソポタミアとアララテ山を中心に住んで

いたグループが、ヨーロッパとインドへ移動するようになったた

めであるとクルド歴史学者たちは主張している。とにかく、クル

ド族は数千年前からこの地域を生活の場としてきた。

　長い間メソポタミア地域を中心に、強盛な多くの文明と帝国の



　46 47　

問題だ。彼らの属する各政府は、クルド人の独立を望まない。ゆ

えに、継続する彼らの独立熱と闘争に、各政府は政治的に最も敏

感になっており、外国人がクルド人に接触することを危険視し、

宣教師が彼らに接近すること自体、政治的な刺激になるのである。

こうした状況にもかかわらず、クルディスタンの各都市に宣教師

が入り、クルド族の中に主のみからだなる共同体を築き上げるた

めに働きかけている。

希望に満ちた民族

　友もなく過ごすクルド民族に、友となって福音を伝えにきた宣

教師や多くの短期宣教チームによって福音が伝わるようになり、

主のもとに帰する人たちが現れるようになった。イラクは戦争以

来、さらに多くの宣教師たちが活動し、イラク北部地域に多くの

教会が建てられた。イランでも、家庭教会の形態をとる地下教会

の活動やリバイバルが起きている。シリアでは、内戦以前にも心

の貧しいクルド人が福音を受け入れていた。トルコは、大都市の

みの宣教活動が、クルド族の住む中小都市においても活発になり、

教会と集会が生まれるようになった。

　国がないゆえに、国を取り戻そうと闘争しつつ、独立運動をす

る多くのクルドの若者は、結婚も放棄して自己民族独立のために

闘争している。彼らが真の友であるイエス様に出会い、真の国、

永遠なる天の御国を所有することができるように願う。厳しい状

況の中にも、彼らのための祈りと福音伝道が継続されるならば、

彼らは希望に満ちた民族として立ち上がるであろう。

主の軍隊として立ち上がりなさい！

　「そこでわたしが命じられたように預言すると、息はこれには

いった。すると彼らは生き、その足で立ち、はなはだ大いなる群

　クルド族は、旧約と新約の使徒行伝に登場するメディアの子孫

だ。初代教会当時、クルド人の中でキリスト者が出てきた。彼ら

のほとんどは東方正教の影響を受けたキリスト者で、近辺のアッ

シリアのキリスト者と良い関係を築いていた。イスラム教が入る

7 世紀までは、クルド人の中にも多くのキリスト者がいた。イエ

ス様を拝むために訪ねて来た東方の博士たちが、すなわち、この

メディアの王子たちだと主張する歴史家もいる。

　現在、大部分のクルド人はイスラム教を崇拝している。非アラ

ブ系民族の中で、最初にイスラム教を受け入れた民族が、すなわ

ちクルド族だ。自身の民族宗教のようなイェジディ教を捨ててイ

スラム教に改宗するにつれ、クルド人はその民族性を失い、イス

ラム教に重きをおいて生きてきた。

　クルド人を支配していた多くの政府は、このイスラム教という

宗教を用いてクルド人たちを利用してきた。クルド族は、イスラ

ム共同体、ウンマの忠実な一員としてイスラム文化の伝播に大き

く貢献してきた。十字軍からイスラム帝国を守ってエルサレムを

奪還し、ムスリムに崇められているサラディン将軍はクルド族出

身である。

忘れられていた民族

　イスラム化された後、クルド族は 20 世紀になるまで、福音を

伝えようとするいかなる宣教師も、教会の祈りも伝道も受け入れ

たことのない未伝道民族として残った。3,500 万人以上の巨大民

族が世界教会に知られなかったのは、彼らの政治的理由によって

外国人の接近が容易ではなかったからだ。しかし、20 世紀末の

湾岸戦争によって、この民族が世界の言論と教会に知られるよう

になり、執り成し祈り手と宣教師の関心を引くようになった。

　クルド民族を宣教する上で最大の妨害要素は、すなわち政治的



　48 49　

 ✿ 牧師先生、これが知りたいです
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　多くの異端は、聖書のある特定箇所だけに頼り主張するときに

生まれるのである。たとえば、統一教会は善悪の知る木を取って

食べることを、霊的解釈をしたことから始まった。また、エホバ

の証人が銃を執ることや兵役忌避、および輸血拒否は、血に対す

る聖書箇所（レビ記 17:11）だけを、文字的意味を固執すること

から生じたのである。平信徒には少し難しいかもしれないが、聖

書解釈学においては、『救済史的に解釈するよう』薦めたい。私

たちがよく言う『割れ鍋に綴じ蓋』という言葉があるが、聖書は

なおもそうである。なので、聖書は全体的に見なければならず、

特に救済史的に解釈しなければならないのである。

なぜ『異邦人の道』（マタイ 10:5 ～ 6）

に行ってはいけないとしながら、
『あらゆる国の人々を弟子としなさ

い』（マタイ 28:18 ～ 20）とされたのか？

衆となった」（エゼキエル書 37:10）。

　今やこのクルド民族の状況は、まるでエゼキエルが谷で見た

枯れた骨のような状態だ。クルド人自身も、「われわれの骨は枯

れ、われわれの望みは尽き、われわれは絶え果てる」（エゼキエ

ル 37:11）と考えている。私たちから見ても、実際このような状

況である。しかし、私たちは状況を見るのではなく、神の御言葉

と約束に従ってこの民族を見つめなければならない。神は、私た

ちにも訊ねておられる。『これらの骨は、生き返ることができる

のか？』（エゼキエル書 37:3）――私たちは信仰によって『はい』

と答えなければならない。聖霊の御力によって、この骨を生かし

て立ち上がらせ、主の軍隊にしてくださることは明らかである。

それが神の御約束だからだ。

　歴史上、クルド民族は他民族に利用され、多くの代理戦争をし

てきた。これからは神の霊的戦争を遂行する、神の聖なる軍隊と

して立ち上がるべきである。彼らが福音を悟り、『敵を愛しなさ

い』と仰せられた主の御言葉のように、自身を迫害していたトル

コ、イラン、イラク、シリア民族を赦し、彼らに福音を伝えるよ

うになるであろう。彼らばかりでなく、全世界と地の果てのすべ

ての民族に、福音を伝える主の軍隊になるはずである。†

［祈りの課題］

　1.「そのとき、彼らに言われた、『収穫は多いが、働き人が少ない。だから、収穫の

主に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい。』」（ルカ

10:2）。主の目でご覧なるとき、この地は収穫の地である。この信仰をもってこちらで

福音を伝えながら、クルド族に仕える神の働き手を送ってくださるように祈ろう。

　2. クルド族が終わりの時、神のヴィジョンを成し遂げる神の聖なる軍隊として立

ち上がることができるように――。「そこでわたしが命じられたように預言すると、

息はこれにはいった。すると彼らは生き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となっ

た。」（エゼキエル書 37:10）†
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それは隠喩的意味である。次は、キリスト論的解釈方法である。

もちろん、聖書の旧約は来臨されるイエス・キリスト、新約は来

臨されたイエス・キリストを証しているのは事実だが、しかしす

べて聖書がイエス・キリストだけを証するものではないため、こ

の方法だけでは十分ではない。それゆえ生まれたのが『救済史的

解釈方法』である。ここで重要なのは、上記の二つの聖句も救済

史的に解釈すれば容易に理解できるのである。

　「エホバの証人」たちは銃を執ることを拒否し、兵役を忌避し、

輸血を拒否する。それは、聖書に血（約 400 回でてくる）を生命

に言及した箇所のゆえである。しかし、このときの血は隠喩的意

味であることを知らなければならない。また、統一教会が異端に

なったのは、エバが善悪を知る実を取って食べたことを文字的に

解釈せずに、へびと性関係をもったと解釈したことから始まるよ

うになった。一つは、文字的だけに解釈したから異端となり、も

う一つは、文字的意味に解釈しなかったために異端となったので

ある。ですから、聖書は一般的には文字的に解釈するが、隠喩的

に記録された場合は隠喩的に解釈し、全体的には救済史的に解釈

してこそ、正しい解釈になるのである。†

　では、『救済史的解釈』とは何だろうか。簡単に言えば、聖書

の核心を人類の堕落から始め、イエス・キリストの十字架と再臨

によって人類の救いが完成される、という観点から聖書を解釈す

る方法だ。旧約の多くの難しい箇所は、大部分新約から回答を見

出さなければならず、新約の難しい部分は旧約の根から回答を見

出してこそ正しい回答が出る。上記の質問者は、主が語られた二

つの御言葉が、一見矛盾のように見えるはずだ。

救済史的解釈

　したがって、マタイによる福音書 10 章 5 ～ 6 節の御言葉とと

もに、救済史の立場から解釈すべきである。イエス様の 3年間の

弟子養育をとおして、主が彼らを教えられた方法をみると、まる

で子どもにあんよを教えるように、少しずつ段階を上げていかれ

るのを見ることができる。上記の二つの聖句がまさにそういう場

合である。マタイによる福音書 10 章での伝道方法は、弟子たち

の草創期に教えられた伝道方法である。それは、伝道はまず、同

じ言語や文化を持つ、身近にいるユダヤ人たちから始めなさい、

と言われたのである。まだよちよち歩き段階の弟子たちに、異邦

伝道は無理だということを知っておられたからである。しかし、

3 年間の訓練を受けた最終段階では、主の究極的目的である「あ

らゆる国の人々を弟子としなさい」と、マタイによる福音書 28

章において語られたのである。そう見たとき、私たちはイエス様

の方法がどれほど深く奧妙であるかを見ることができる。

　聖書解釈方法では文字的解釈方法が基本であるが、しかし文字

的だけで解釈したときは、隠喩的表現は全く理解できない場合が

しばしばある。それゆえ生まれたのが、『隠喩的解釈方法』だ。

たとえば、『あなたがたは世の光であり、塩である』としたとき、

発行：純福音東京教会・出版部

【	翻　　　訳	】：	李カレン 執事、林 俊秀 教育生、李  珍 執事、金原英興 按手執事、朴 宰完 按手執事、
 金澤由紀子 勧士
【	日本語校正	】：  篠崎 栄 姉妹、今村和世 執事、松谷恵理 執事、吉田綾子 執事、武石みどり 執事、

 向川 誉 執事、澤田義則 執事
【	印刷・製本	】：	間杉典生 按手執事 
【	再　編　集	】：	金澤由紀子 勧士




