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いました。

　こうしてノア以

後の人間たちがバ

ベルの塔を建てて、

高慢になって神様に敵対すると、神様は彼らの言葉を乱されまし

た。そのときまでは、人々は同じ言語を使っていましたが、神様

が言葉を乱されたため、互に言葉が通じなくなりました。そして、

同じ言葉を使う人々同士に群れをなして散り、人類は全世界に散

らされて住むようになりました。

　私たちは神様を礼拝し、あがめるために造られました。それに

もかかわらず悪魔の誘惑に陥り、悪魔のように高慢になって、神

様を敵対しようとするから、今日多くの人は富と栄華と功名を享

受しても、幸福を知らずに生きています。夫婦の間に不和は絶え

ず、両親と子供の間に葛藤が生じ、彼らが生きている社会のバラ

ンスが崩れ、不安が離れない理由は、彼ら皆が神様をあがめず高

慢であるからです。

　私たちは、高慢の席に座ってはないか、高慢な考えはないか、

高慢な言葉を言ってはないか、いつも自分自身を顧みなければな

りません。†

　アダムとエバが堕落して以来、人々の心に絶えず神様のように

なりたい高慢が入っています。この高慢は、人類の歴史と文明に

綿々と流れています。

　旧約聖書を見ると、バベルの塔の教訓が出ています。ノアの洪

水以降、神様はすべての人を滅ぼし、ノアの８人の家族だけを生

かして、その子孫は全地面に広がりました。この時、神様は彼ら

に「あなたがたは、生めよ、ふえよ、地に群がり、地の上にふえ

よ」（創世記 9:7）と祝福してくださいました。

　ところが人数が増えると、人々は神様の命令に正面から挑戦し

ました。聖書に神様をあがめよとはっきりと書いてありますが、

彼らはバベルの塔を建て、自分たちの名前を上げようとこの御言

葉に逆らいました。また神様は、全地にあまねく散りひろがって

住むように言われましたが、彼らはその散らされることを免れよ

うとしました。こうして神様に敵対したのは、彼らの心に高慢が

入ったからです。

　このような高慢は悪魔が与えるものです。悪魔は神様のように

なろうとして、追い出されたもので、いつも神様のようになりた

がっています。悪魔は、エバを誘惑した時も、「あなたが善悪を

知る木の実を取って食べると、目が開け、神のようになる」と言

高慢な考えを
捨てましょう

✿ 生ける水の川

趙  鏞基 
ヨイド純福音教会元老牧師
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　モーセが民を率いてカナンの地に向う途中、神様はシナイ山で

十戒を与えられました。第一から第四までは神様に関するもので

す。そして第五から第十までは人間に関するものでした。「もし

あなたがたがわたしを愛するならば、わたしのいましめを守るべ

きである」（ヨハネ 14:15）、「もし、わたしたちが彼の戒めを守

るならば、それによって彼を知っていることを悟るのである。『彼

を知っている』と言いながら、その戒めを守らない者は、偽り者

であって、真理はその人のうちにない」（Ⅰヨハネ 2:3 ～ 4）と

あるように、私たちには戒めを守り、この世の光、地の塩として

の役割を全うすべき使命があります。その中でも最も重要なのは、

神様との関係性なのです。

　第一は、ヤーウェ父なる神様以外になにものをも神としてはな

らないことです。この地における神々の正体は、すべて悪魔悪霊

が私たちを魅惑（みわく）し、当惑させるために造り出した邪神

（じゃしん）にほかならないのです。悪魔が造りあげたものの目

的は、私たちを盗み、殺し、滅ぼす以外にありません。『理性でユー

トピアを創ることができる』という論や、『宗教多元主義』等は、

すべて悪霊が造り出したものにすぎません。ある人は、権力を神

とします。別の人はお金が神であるとします。『金銭を愛するこ

とは、すべての悪の根である。ある人々は欲張って金銭を求めた

ため、信仰から迷い出て、多くの苦痛をもって自分自身を刺し通

した』」（Ⅰテモテ 6:10）。この世に永遠なものはありません。私

たちは長く生きても 90 年、100 年です。永遠という時間の軸か

ら見れば、しばらくの旅行でしかないのです。ヤーウェ神様以外

に、なにものをも神としてはならないのです。

　「神はこのすべての言葉を語って言われた。『わたしはあなたの神、

主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出した者で

ある。あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない。

あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。上は天にあ

るもの、下は地にあるもの、また地の下の水のなかにあるものの、

どんな形をも造ってはならない。それにひれ伏してはならない。そ

れに仕えてはならない。あなたの神、主であるわたしは、ねたむ神

であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子に報いて、三四代に

及ぼし、わたしを愛し、わたしの戒めを守るものには、恵みを施し

て、千代に至るであろう。あなたは、あなたの神、主の名を、みだ

りに唱えてはならない。主は、み名をみだりに唱えるものを、罰し

ないでは置かないであろう。安息日を覚えて、これを聖とせよ。六

日のあいだ働いてあなたのすべてのわざをせよ。七日目はあなたの

神、主の安息であるから、なんのわざをもしてはならない。あなた

もあなたのむすこ、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門

のうちにいる他国の人もそうである。主は六日のうちに、天と地と

海と、その中のすべてのものを造って、七日目に休まれたからであ

る。それで主は安息日を祝福して聖とされた。』」	

メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会	

神様に関する戒め
――	出エジプト記 20 章 1～ 11 節	――
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✿ ヘンリー・クルーバーの主と共に歩む

走るべき道のりを
走り終えた後に――

　第二は、刻んだ像を造ってはならないことです。ダニエル書 3

章に、シャデラク、メシャク、アベデネゴの話がで出てきます。

彼らは、ネブカデネザル王の造った金の像を拝まなければ、炎の

中に投げ込まれる運命にありながら、頑なに拒否し、7 倍の炎の

中に投げ込まれました。しかし、3人は一つも傷を負うことなく、

4 人目の方と炎の中にいたのです。この 4 人目の方は 3 人を救い

出された御子でした。ネブカデネザル王は感動し、ヤーウェ父な

る神様の御名を唱え、崇めます。偶像を排除した所に、イエス様

がおられることを信じましょう。逆に、偶像のある所にイエス様

は絶対におられないことを知りましょう。

　第三は、主の名をみだりに唱えないことです。神の御名は偉大

であり、聖なるものです。決して、崇めることはあっても冗談や

遊び半分で唱えてはならないのです。王の名を汚せば、国法で裁

かれます。王の御名をみだりに唱えながら、自分の祈りが聞かれ

るなどと、思ってはなりません。

　第四は、安息日を覚えて、それを聖とすることです。律法時

代の安息日は土曜日でした。イエス様は、この安息日に病を癒

し、悪霊を追い出したことで、ユダヤの宗教指導者たちから糾

弾され、十字架に架けられたのです。安息日の主人はイエス様

です。復活は安息日の翌日、聖霊降臨も安息日の翌日でした。

新しい契約です。日曜日を安息日とし、イエス様がなされたよ

うに、貧しい者に福音を宣べ伝え、囚われた人に赦免と、盲人

の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自

由を得させること、これが安息であり、これを聖とする新しい

神様との契約なのです。†

「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

　最近、わたしは進行性のがんに侵されました。病院からは放射

線治療を薦められましたが、完全に主を信頼することに決めて、

長女クリスティンの家に泊まっています。わたしから韓国の教会

にどうしても伝えたいメッセージがあります。
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　2013 年の年初に、アメリカのダラス州にある教会でメッセー

ジをするために車で向かっていました。突然、前の車が見えない

ほどの強い吹雪に見舞われました。すべての車が白い雪に閉じ込

められたようでした。わたしは注意深く運転していましたが、突

然にヴィジョン――開かれた幻――が見えました。ある若くて肥

えた東洋人の男性が寝ていました。彼は怖い夢を見たようで、突

然びっくりして起き、震えている姿が鮮明に見えました。

　聖霊様はわたしに対して、その男性は北朝鮮の指導者キム・

ジョンウンだと語られました。主は、彼が見ていた悪夢の内容も

教えてくださいました。彼を警護している人はすべて女性でした

が、その中の一人が突然彼に向けて銃を撃つ場面でした。

　聖霊様は「彼は何度もこのような夢を見ている」と言われまし

た。また、韓国のクリスチャンは彼が早くいなくなるように祈っ

ているが、わたしは彼が救われることを望んでいるとも言われま

した。キム・ジョンウンが北朝鮮の独裁者となり、キリスト教を

弾圧しているが、それは彼の選択ではないと言われました。誰で

も彼の一家に生まれ、彼のように福音を聞かずに養育され、指導

者の地位に就けば、彼と同じ選択をするしかないだろう、と言わ

れました。

　わたしにも彼と同年齢の息子がおり、主はその息子を思い出す

ようにされました。彼に対する主の御旨は、わたしが息子をあわ

れむ心と同じだと言われました。突然、主は彼に対するキリスト

の愛をわたしにも注がれたので、わたしは車のハンドルを掴みな

がら、ワンワン泣きました。

　韓国の教会は彼に下される神の裁きだけを祈っていますが、神

は正しいお方です。韓国の教会が祈るように、彼にあわれみのな

い裁きが必要だとすれば、韓国の教会の罪悪に対してもあわれみ

のない裁きをするであろう、と主は言われました。その春に韓国

の教会を訪問し、わたしのメッセージを伝える機会が与えられる

であろう、あなたは韓国の教会に警告しなさいと、主は仰せられ

ました。

　それ以来、わたしはキム・ジョンウンに対して深い愛をもって

しばらく祈りました。そして、わたしに与えられた韓国の教会に

対するヴィジョンを分かち合いました。「主がわたしを遣わして

くださるならば、彼に福音を伝えます。その過程でわたしが死ん

でもかまいません」と言いました。わたしは北朝鮮に行ける道を

探そうとしました。板門店を訪問する機会が与えられたとき、そ

こから北朝鮮に行くのだろうと考えました。しかし、そうすれば、

わたしと同行した韓国の聖徒たちから困ると言われ、あきらめま

した。わたしが韓国の教会に主のメッセージを伝えると、主は彼

のためにとりなす重荷を取り除かれました。

　「主はキム・ジョンウンの魂が救われるように祈ることを望ん

でおられます」と、韓国の教会に伝えました。すると、「彼が救

われれば、彼の政権が長く持続するだけではないでしょうか。わ

たしたちは彼が取り除かれ、宣教の門が早く開かれることを願っ

ています。彼はあまりにも多くの人々を殺したわたしたちの敵で

す」と、反発する聖徒や牧会者たちもいました。

　わたしは韓国の教会に言いたいです。キム・ジョンウンの救い

のために祈るならば、主は彼だけでなく韓国の教会にもあわれみ

を施されるでしょう。ただ裁きだけを主張するならば、韓国の教

会にもあわれみのない主の公義が行われるでしょう。

最後まで施された真実な愛

　わたしの妻は、2018 年秋に召天しました。妻は、中年の頃に

はすでにひどい糖尿病を患っており、亡くなる 15 年前には心筋

梗塞で手術を受けました。持病のゆえに、妻は非常に敏感で気難
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しい人に変わり、一時わたしたちの夫婦関係は非常に気まずく冷

え込んでいました。わたしは外に出てさまざまな宣教活動をして

いたので、妻は長い時間ひとりで家にいなければなりませんでし

た。そのため妻の不満はふくらんでいったのでしょう。その時の

夫婦関係は回復不能のようにみえました。

　わたしは神の命令に従って家族を主にゆだね、福音伝道の使命

を果たしていました。しかし、冷え込んだ妻との関係はなかなか

回復せず、自分自身が偽善者のように思われた辛い時期もありま

した。わたしの宣教によって多くの人が主に立ち帰って救われ、

病がいやされました。しかし、妻との不和は、手の平にとげが刺

さったままのように、いつも気がかりでした。

　妻は神に仕える働きを大切に思う人でした。わたしが牧会をす

るときは、牧会に専念するようにしてくれました。わたしが若い

頃は、国際電話が非常に高かったので、宣教のために外国に行く

と、電話をかけることができませんでした。それゆえ、長期にわ

たり宣教に出かけている間は、宣教に専念して家族のことは忘れ

る習慣が続いていました。そして、妻と親密に愛を分かち合えな

くなっていることに気づきました。

　主はわたしに「あきらめてはいけない。優しい愛が多くの問題

を解決する」と、希望を与えてくださいました。わたしは宣教で

海外や地方に行ったときは、30 分ほど妻とテレビ電話で顔を見

ながら通話しようと努力しました。妻の気持ちが落ち込んでいる

と感じたときは、もっと長い時間を妻に費やしました。妻を喜ば

せることは宣教と同じぐらい重要であると考え、それを行動で表

そうと努力しました。

　妻と親密な関係が回復すると、妻は「ヘンリーとわたしは本当

に深く愛し合っています。ヘンリーはわたしに父のような愛をく

れます」と、近所の人たちに語りました。妻との関係が回復する

と、子どもたちは非常に喜びました。

　何よりわたしの絶望感が取り除かれ、キリストとの親密な関係

も回復しました。目に見える妻との親密な愛の関係を味わえない

ときは、心を尽くして主を愛し、御言葉に従順しようとしても、

心にもやがかかったかのようでした。妻との関係が、キリストと

の関係や主の働きにも大きな影響を及ぼすことをもっと早く悟

ればよかったという心残りはあります。夫婦関係に問題があるな

らば、まずは夫婦間に絡まった結び目を解いてこそ、霊・魂・肉

の多くの足らない部分が満たされるようになります。あきらめる

ことなく、最後まで優しく謙遜な愛をもって努力し、祈ることを

勧めます。

　わたしのがんは全身に転移していますが、苦痛を感じることは

ありません。医者からは治る見込みはないと説明されています

が、がんという過程を通して、主との親密さが日々増していま

す。わたしが罪として認識できなかったことも悔い改める恵みが

注がれています。足らない僕であっても、主に真実でありたいと

思い、従順しようと努めてきたわたしに、神は最後まで真実なる

愛と恵みを注いでくださいました。そのことについて証したいで

す。

　愛する韓国の教会の皆さまを天国で待っています！†

編集者注

2014 年 1 月号から 6 年 2 カ月にわたり、ヘンリー・クルーバー牧師の原稿を
連載することができてとても光栄です。この地での生が尽きる日まで神と親
密さを保ち、とりなし祈っていたヘンリー・クルーバー牧師を決して忘れま
せん。



このように整理した内容を理解することが重要なのは、将来の出来事を予
見するためではなく、地上におけるご自身の王国と御心が成し遂げるよう
にする、御計画を理解しようとするものです。そして、イェシュアの再臨
をひかえ、この終わりの日に、正しく神に仕えられるよう、予め心を準備
させるためです。
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　終わりの時に関する研究は、非常に複雑であり、多くの変数と

変動事項があります。私は、終わりの時に関する全般的な観点を

七つの単語に整理してみたいと思います。 

　1. 患難

　2. 迫害

　3. エクルレシア (全世界の教会 )

　4. イスラエル

　5. ハルマゲドン

　6. 再臨

　7. 千年王国

終わりの時を整理する

 ✿ 神の国 　各単語を簡単に定義してみます。

　1. 患難

　イェシュアは終わりの時に関して、「ノアの時になったことの

ように……またロトの時と同じように」( ルカ 17:26 ～ 29) と言

われました。ノアとロトの時代は、すべての人間社会がぞっとす

る悪に掌握されました。暴力と性的倒錯が支配的でした。今日、

私たちは悪がそういう流れへ向かうのを見ます。そして、それは

さらに悪化するでしょう。窮極的に、悪の政府が世の中を支配す

るようになるでしょう。その政府は、モーゼ時代のパロの悪の帝

国と同じです。聖書は、この悪の帝国――世界統一政府と宗教―

―を『獣』(黙示録 13:1) と称します。ここには莫大な量のメディ

ア洗脳、誤報、宣伝が含まれます (黙示録 12:9、15)。

　2. 迫害

　その患難の核心となる部分は、義人に対する攻撃です。「そし

て彼は、聖徒に戦いをいどんでこれに勝つことを許され、さらに、

すべての部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた」（黙

示録 13:7）。この期間、神はご自身の民を守られますが、それで

も集中的な迫害を体験することになります。この迫害は、神の真

理を証し、純潔で謙虚になり、強くなり、義によって裁かれる神

の審判を証明する機会を提供することになるでしょう。迫害は、

イェシュアにあるすべての信者、伝統的結婚という価値、イスラ

エルあるいは一般的公義のために立ち上がるすべての人を標的に

するでしょう。イェシュアは、「そのとき人々は、あなたがたを

苦しみにあわせ、また殺すであろう。またあなたがたは、わたし

の名のゆえにすべての民に憎まれるであろう」( マタイ 24:9) と

言われました。

　3. エクレシア

　「そしてこの御国の福音は、すべての民に対してあかしをする
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ために、全世界に宣べ伝えられるであろう。そしてそれから最後

が来るのである」(マタイ 24:14)。全世界の教会は満ちみちるま

でに成長していなければならないのです。規模 ( 黙 7:9) と聖霊

( ローマ 11:25)、そして純潔さ ( 黙 19:7 ～ 8)、すべてにおいて

満ちみちるまでになっていなければならないのです。すべての肉

体に聖霊が注がれ、すべての国に真の信者がいます。彼らは心と

愛によって連合するでしょう ( ヨハネ 17:21 ～ 23)。全世界のエ

クレシア、もしくは教会が満たされるということは、全世界を祝

福し、すべての異邦人が救いに至らせるために、イスラエルの族

長たちに与えられた約束の成就です (創世記 12:3 のアブラハム、

創世記 22:18 のイサク、創世記 28:3、35:11 のヤコブ、創世記

48:8 のヨセフ、エフライム )。

　4. イスラエル

　聖書には、神は散らばったユダ民族を再び集め、彼らの国を回

復させ、霊的更新を許諾すると約束された預言が、30 箇所を越

えます。1800 年代後半、シオン主義者が帰還しはじめ、1948 年

にイスラエル国が建立され、1967 年にエルサレムを修復するな

どの出来事が起こって以来、このことはすでに大規模に起きまし

た。イスラエルの霊的更新の核心的な面々一つは、メシアニック

の残された者が立てられ、イェシュアを全人類のメシヤとして信

じる者たちの共同体が、イスラエルだけでなく全世界で大きくな

りつつあるという事実です。イスラエルに対する世界的影響力と

関心は、継続して大きくなっていくでしょう。

　5. ハルマゲドン

　全世界で霊的葛藤が高まり、結局巨大な戦争が起きるでしょう。

その戦争の中心は、全世界から集まった国々が、イスラエルに対

して連合攻撃をすることです ( ゼカリヤ 14:1 ～ 2、エゼキエル

38、39)。すべての国々が北からイスラエルに入る際、エズレル

の谷において、ハルマゲドン (黙示録 16:14 ～ 16) という大きな

戦闘があるでしょう。そしてその戦闘は、エルサレムでのフィナー

レに向かって動くでしょう。この戦闘は、イザヤ 37 章に出てく

るアッスリヤの攻撃と、1973 年ヨムキプール戦争が前兆になり

ます。すべての国々がイスラエルを攻撃すること――神はご自身

に対する攻撃であると描写されます。 

　6. 再臨

　すべての国々がエルサレムを征服し包囲したために、神は介入

されるほかなくなります。天が開き、イェシュアは戦いの王、懲

罰する裁き主、軍隊司令官として戻って来られます。天の軍勢が

白い馬に乗り、その方とともに現われます。彼らは空中で悪霊の

軍隊と敵対する人間の地上軍隊を破壊します ( マタイ 24:27、マ

タイ 30、黙示録 19:11 ～ 19)。イェシュアはオリーブ山の上に立

たれます (ゼカリヤ 14:4)。 ( 最初の復活として )死者たちがよ

みがえり、聖徒たちは変えられます ( Ⅰコリント 15:52、Ⅰデサ

ロニケ 4:16)。反キリストと悪魔の勢力は、この地から追い出さ

れます (黙示録 19:20 ～ 20:3)。

　7. 千年王国

　戦闘以降、イェシュアはイエルシャライムに凱旋入城されます。

エルサレムを首都とし、純潔と平和、繁栄の地上王国を建てられ

ます（イザヤ 2:1 ～ 4、ミカ 4:1 ～ 5、エゼキエル 40 ～ 48、黙

示録 20)。これはメシヤの地上王国です。聖徒たちはイェシュア

とともに統べ治めるでしょう。この王国は、ソロモン王の統治が

前兆であり（Ⅰ列王記 1 ～ 10、マタイ 12:42)、主の祈りを通じ

て私たちが祈ってきたことです ( マタイ 6:10)。イェシュアは王

なるメシヤとして千年を治められた後、サタンはしばらく解放さ

れます。最後の戦闘が起きた後、硫黄の燃える火の池に投げ込ま

れる、最終審判が臨みます (黙示録 20:7 ～ 15)。
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　8. 新しい創造

　上記においては七つの項目だけを述べましたが、事実は八つ目

があります。六つ目の千年の期間が終ると、メシヤが戻って来ら

れます。主の千年メシヤ王国が七つ目の千年です。七つ目の千年

の終わりに八つ目の千年が臨みます。これを『新しい創造』とい

います。天のエルサレムが降りてきて、地上のエルサレムと一つ

になります。死者たちの最後の復活があります。『いのちの書』

に名が記された人々は、完全なる喜びにあって死も悲しみも、痛

みもなく、永遠に生きることになります。エデンの園は回復され

ます。エデンとエルサレムが一つになります。この幸福な永遠

のエンディングは、神の御計画の最後の部分です (ギリシャ語で

テリオス )。その話は聖書の最後の部分、ヨハネによる黙示録 21

章と 22 章に出てきます。

　このように整理した内容を理解することが重要なのは、将来の

出来事を予見するためではなく、地上におけるご自身の王国と御

心が成し遂げるようにする、御計画を理解しようとするものです。

そして、イェシュアの再臨をひかえ、この終わりの日に、正しく

神に仕えられるよう、予め心を準備させるためです。†

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

信仰の名家をたてよ

✿ 特集｜次世代のために何を準備したのか
ナム・ソンモ 牧師、ワールドミッション教会

　彼は父の心をその子供

たちに向けさせ、子供た

ちの心をその父に向けさ

せる。これはわたしが来

てのろいをもってこの国

を撃つことのないように

するためである」。（マラ

キ書 4：6）

　聖書が語る罪の本質は

何だろうか？さまざまな

意見があるだろうが、私

は 「世代間の断絶」も含

まれていると思う。旧約

時代の最後の本である『マ

ラキ書』の中でも、最後

神様を恐れる人生と、与えられた使命は、私たちの生活で伝えなけ
ればならない。上からは両親を敬い、下からは子供を教えることが
家庭でおこなわなければならない。親の召されと使命が子供に流れ
て行く時、その時、大韓民国の回復が起こるだろう。まだ間に合う。
しかし、一世代が過ぎていくと次世代を立て直すのは非常に難しく、
長い時間がかかる。信仰の名家が立ち上がる時、大韓民国が神様の
栄光を見ることになるだろう。
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の節に、イエス様が来られて、父と子の心をお互いに向けさせる

と宣言する。

　つまり、世代間の断絶は罪の本質であり、世代間の連合は、神

の国の完成である。私たちは、生物学的に、アダムの中で彼とと

もに原罪に参加し、その罪は世代から世代へと伝わる。遺伝され

た罪、ただイエスの命を伝授されることで勝ち抜くことができる。

　主は福音を伝える主な方法として家庭を選択された。親から子

供への信仰が伝えているのは、すなわち命が伝わることである。

敵は命が伝わることを防ぐために家を破壊し、世代間を断絶さ

せ、お互いを敵視させる。

　しかし、もし家庭でこれを克服し、福音と御言葉が世代から世

代に伝われば、その実は確かに豊かであると確信する。いわゆる

『信仰の名家』である。ヨセフの家門とダビデの家門は、私たち

がよく知っている信仰の名家である。

信仰遺産の系譜  

　私たちは、特に南ユダのヒゼキヤ王を中心とした系譜を見てみ

たい。ヒゼキヤは 25 歳に王位に上がって初年度から霊的な改革

を始めた。まず聖殿を回復し、南ユダを超え荒廃した北イスラエ

ルまで律法の遵守を促した。

　ヒゼキヤの政策は成功し、崩れていたヤーウェ信仰を回復する

ことができた。

　その頃、超強大国のアッシリヤが侵略してきた。彼らは南ユダ

を包囲し、脅迫と脅威で民の心を攻略した。このような危機から

ヒゼキヤは降伏して命をつなぐのではなく、立ち向かって戦うこ

とにした。当時、南ユダの戦力でアッシリヤに立ち向かうことは

無謀に見えたが、信仰を守る唯一の選択だった。もし彼が屈服す

れば、念を入れて回復した主ヤーウェ信仰は奪われることになる

だろうし、イスラエ

ルはアッシリヤの多

くの偶像を迎えるこ

とになるのが明らか

だった。ヒゼキヤは、

自分の国ではなく、

神の国を守るために

決心したのだ。

　彼は直ちに祈り始

めた。南ユダの大預

言者イザヤと一緒に

ひざまずき、神様に

叫んだ。その祈りは神様に授かり、最終的には国は危機から救わ

れた。

　彼の選択と祈りが国を救ったのだ。直前に滅亡した北イスラエ

ルのように南ユダの歴史も終わっただろうが、ヒゼキヤ王によっ

て 150 年近く延長することができた。

　彼の信仰はどこから起因したのだろうか？彼の父アハズ王は

南ユダ歴史の中で最も悪い王だった。彼の治世中に無数に多くの

偶像を崇拝し、神様に敵対した。人生の最後まで主に戻らず、悲

惨な最後を迎えた。彼の治世中に偶像崇拝と子供の供養、聖殿閉

鎖などの犯罪が盛んに行われて、それに伴う小さな犯罪が国を埋

め尽くした。そのような罪悪の時代に悪い父の下で、ヒゼキヤの

ような忠実な王がどのように準備できただろうか？

　聖書には、特別に彼の母親の名前を記録している。彼女の名前

は「アビヤ」、「ヤーウェは私の父だ」だった。ヤーウェ信仰の核

心的な信仰告白を名前に持つヒゼキヤの母アビヤは、悪の時代に

聖別された女性だった。そのため、彼女の人生に迫害と苦難の涙
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が加わったはずだが、それにもかかわらず、アビヤは自分の名前

を守った。

　南ユダ初期の王『アビヤ』は、彼の晩年に『アビヤム』に改名

して、偶像崇拝に転じたが、ヒゼキヤの母『アビヤ』は最後まで

ヤーウェ信仰を守ったのだ。悪の時代にヒゼキヤが忠実な神聖な

王になることができた理由は、まさに彼の母『アビヤ』の信仰の

おかげであった。それから彼女の信仰はどこから伝授されたのだ

ろうか？聖書は、彼女の父親の名前を記録して置いたが、それが

まさに「ゼカリヤ」だ。

 「そこで、わたしは確かな証人として、祭司ウリヤおよびエベレ

キヤの子ゼカリヤを立てた。」（イザヤ 8：2）

　娘の名前を通じて信仰を告白していたゼカリヤの名前は「ヤー

ウェが記憶された」という意味だ。ゼカリヤは真実の証人として、

ヤーウェに認められて北イスラエルの滅亡を預言し、南ユダの民

に神様の警告を伝える働き人だった。悪の世代に審判を叫ぶの

は、迫害と寂しさを伴うことだ。ゼカリヤの人生は孤独できびし

かったが、彼は忠実に使命を果たした。

　そして、彼の信仰はそのまま彼の娘『アビヤ』に伝授されたの

だ。この辺でゼカリヤの父が気になる。聖書は、ゼカリヤの父親

についても短く紹介する。ゼカリヤの父、すなわちヒゼキヤ王の

外曾祖父『エベレキヤ』は、『ヤーウェが福を与えた』という意

味である。彼の人生には、名前のほかは何も知ることができない

が、彼は自分の名前を握って暮していた。そして、自分の息子の

ゼカリヤの名付けで、『ヤーウェが記憶された』という告白を残

した。ゼカリヤの名前を通じて、彼の父親の信仰を垣間見ること

ができる部分だ。

　エベレキヤは息子のゼカリヤに『ヤーウェの祝福』を伝え、ゼ

カリヤは娘のアビヤに『ヤーウェの祝福』とともに『ヤーウェの

覚えておられる』を伝授した。そうしてヒゼキヤは、『ヤーウェ

の祝福』と『ヤーウェの記憶』そして『ヤウェは私の父』である

ことを相続されたのである。遺業は世代が続けば続くほど伝授さ

れ、蓄積され、世代が経つにつれ、より一層豊かになる。私たち

は、彼らの信仰の名家と言える。

　この家門の始まりは誰なのか？それは、エベレキヤの父から始

まっただろう。息子を産んで「ヤウェが福を与えた」と告白した

彼に対して、私たちは彼の名前さえ分からない。しかし、彼は明

らかに、信仰の名家の始まりだった。聖書には、彼の記録はない

が、神様はヒゼキヤ王ほど大切に記憶されるだろう。

　そういえば、個人的に尊敬する私の父が浮かび上がる。父は迷

信と偶像崇拝が蔓延な家庭で育ち、三十才頃になって、イエス様

に出会った。祭祀や、名節になると、イエスゼンイ（クリスチャ

ンの俗語表現）と言う圧迫を激しく受けたが、最後まで信仰を守

り抜いた。そのおかげで、私は特に迫害なく、イエス様を自然に

出会えるようになった。むしろ、父から良質の信仰の基礎訓練を

受けた。私は父が与えられた福音の上に「献身者の道」を加えた。

人生を完全に主にささげる牧師の道を歩むことになった。その過

程で、大小の困難があったが、ありがたいことに、父の肩の上に

「献身者の人生」を始めることができた。

私たちに言われた使命

　私は私の 5 人の子供に、「福音」と「献身」と「多子」の祝福

を受け継ぐことを伝えている。信仰の遺業とは、見て経験しなが

ら学ぶことであり、私たちの 5人の子供は自然に、家の遺業を続

ぐようになることを信じる。

　そして、その子供たちは家から受けた遺業に新しいものを加え
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て、次の世代に伝えるだろう。父の肩を踏んで立ち上がるだろう。

以降に、私の孫は 20 人を超えることで、その次の世代では、100

人余りの子孫が生じることであり、組織の裏切り者がいなけれ

ば、また、その次の世代には、500 人の子孫が立てられるだろう。

世代が経つにつれ、人数も増えたが、彼らは自然に受けられる遺

業も増えるだろう。

　彼らは父の肩を踏み上がって、より大きな世界を見ることにな

るだろう。わずか今後 100 年も経たないうちに、私の子孫 500 人

が世界各地でそれぞれの神の召命と賜物によって神の国を立て、

主に栄光を捧げることを想像すると胸がいっぱいになる。これは

私だけの話ではない。主が私たちすべてに語られた使命であり、

召されである。

　「神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた。「生めよ、

ふえよ、 地に満ちよ。」（創世記 9:1）

　

　あなたの人生が小さく感じられ、不満に思うこともある。しか

し、あなたは、個人ではない。前の世代と次の世代と共に同役す

る共同体の一員である。あなたの場所から完全な使命を成し遂げ

る時、家門の光栄を享受することになるだろう。家門の実は、そ

の世代のものだけではなく、それを夢見て準備してきたすべての

世代が一緒に味わうことだ。それこそ家門に与えられる報いであ

る。

　牧会は一人でできることではない。そして、主の働きは当代で

終わるものではない。世代と世代が一つの召命によって連合し、

同役して実を結ぶのである。エベレキヤの父から始まった信仰の

名家も、ゼカリヤとアビヤを経てヒゼキヤの時に光を放ったでは

ないか？多くの若者が自分の快楽と満足を追求して子供を産ま

ず、さらに結婚を拒否している。家庭を築いて子供を産んで育て

ることを愚昧に思って、むしろ自己満足を追求することを自らは

賢く思う。

　結果的に韓国は出生率が急激に落ち、離婚率も高くなり、世代

間の格差はますます大きくなって、あらゆる社会的な奇現象が起

きている。敵は親の世代を無視して、子供の世代に仕えず、互い

に離間して世代と世代の隙間を広げている。その側面で、大韓民

国は深刻な危機だ。

　しかし、大韓民国にまだチャンスはある。特に韓国教会の復興

期に熱い信仰を伝授された現在の 30 代と 40 代が覚醒して起きな

ければならない。彼らに大韓民国の未来がかかっている。成長す

る子供たちに何を譲りたいのか？よく遺産といえば土地、金、建

物などの物理的な財を考える。または競争に勝つことができる能

力を譲りたがる。しかし、勘違いしてはならない。この地に腐る

ものが果たして価値のある遺産になることができるか？それは

むしろ、私たちの子供たちを病ませるだけだ。

　神を恐れる人生と、私たちに与えられた使命は、生活を通し

て伝えなければならない。上からは両親を敬い、下からは子供

たちを教えることが、家庭で行わなければならない。親の召さ

れと使命が子供に流れて行く時、その時、大韓民国の回復が起

こるだろう。まだ間に合う。しかし、一世代が過ぎていくと、

次の世代を再確立するのは非常に難しく、長い時間がかかる。

信仰の名家が立ち上がる時、大韓民国が神様の栄光を見ること

になるだろう。†
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　私たちは現代社会で倫理性がいかに重要であり、信用と誠実が

私たちを守る競争力であるということを、高い授業料を払って学

んでいる。現在、私たちには共同体を考える『公の倫理』が切実

に必要なときだ。周辺で起こる非行の大部分は、私たち社会が総

じて『公を私有化する悪の輪』を切らずにいるからだ。国民が信

じて委ねた公権力をもって自身の私欲を満たす公務員たち、賄賂

を貰うとか、利権事業に介入して影響力を行使する高位職の親

戚・姻戚たち、企業の利益を裏金で助成し、より多くの利権のた

公の倫理が
必要な時だ

✿ 真理こそが答えである
ハン・ギチェ 中央聖潔教会担任牧師

主イエスの十字架は、ご自身をすべての人に差し出された――ご自身（私）
を共有化する公的な生き方の決定版である。イエス様は根本が神の御姿で
あられたが、ご自分を無にして仕える者の姿を取られ、人としての性質を
持って来られ死に至るまで従順された。十字架の精神は滅私奉公の精神だ。
イエス様は御言葉どおりに公生涯を生きられたのである。

めに不正をする不道徳な企業家たち……。報道される様々な事件

は、公を私物化する姿である。

　社会構造と意識構造は分けることが難しい関係にある。不正が

日常化している社会構造の中で生きていると、私たちの意識構造

にも問題が生じる。意識構造が不健全な人たちが大勢いる社会は

構造的に病んでいくしかない。それゆえ、間違ったことに対して

の分別意識が徐々に鈍くなり、社会全体がこのような風潮が蔓延

する。このような社会に住む私たちに最も深刻な災難は、健全な

意識構造が崩壊されるということである。良心的に生きようとす

る人はまれで、過ちを犯し法律違反をして捕まった人さえも、反

省するどころか、運が悪いから自分だけ仕打ちを受けたと、悔し

がっている社会になってしまっている。

　ソドムとゴモラに、最初から 10 人の義人がいなかったのでは

ない。長い間、腐敗した社会の中で暮らす中、義人が徐々に消滅

していったのである。社会全体が、良心に焼き印を押している―

―麻痺した――状態となったのだ。ソクラテスの言葉どおり、『人

は社会的動物』である。個人は、ひとりで存在することはできず、

共同体的自我を持っているため、個人と社会の道徳性は緊密な関

係を持つ。非道徳的な社会は、非道徳的な個人を作り出し、非道

徳的な個人が非道徳的社会を作り出す。キリスト教の福音は、個

人への福音だけでなく、社会への福音も重視すべきである。

　公の倫理を扱うにあたって、私たちが克服すべき社会的病弊、

後進的病弊はすなわち『利己主義』だ。個人は利己的発想を抑え

ることができず、そういう個人が集まった社会組織は集団利己主

義を抜け出すことができない。今や社会に乱舞しているのは『個

人の利己主義』と『集団の利己主義』だ。特定の人によって独占

された政治は、小さな国を地域的利己主義に導く。自分が大統領

になろうと政党をつくり、政治家を能力や道徳性よりも、幹部や
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政党に対する忠誠度によって起用し、幹部たちは『味方』つくり

に力を入れる『仲間政治』を量産した。

　さらに、牧会者たちの中でも信者を教会のリバイバルの手段と

してみて、引退後も影響力を行使するために、自分の意見に合う

人を無理やり後継者として立て、教会の財産や権限を私物化す

る。これは教会の公共性を崩すことだ。このような風潮は官僚、

企業、学校、軍隊、宗教に至るまで、学縁、地縁、血縁中心の社

会を作り出した。健全な共同体意識を発展させることができず、

朋党・徒党並みの水準に歪曲された集団意識を指導者たちが助長

してきたのだ。

　本来、資本主義的経済観は、人間の利己心に基づいたもので、

個人の自由と創意性や力量を極大化し、経済や産業を発展させる

肯定的な面もあるが、経済が人間の主人となり、金万思考や物質

中心の価値観が定着しやすい一面もある。勝者独占 (The winner 

takes all)、つまり、強い者には非常に多くの分け前が与えられ、

弱者の分け前は非常に少ない。富や権力が集中することにより、

人間の公共性が破壊されやすくなることが非常に多い。

　豆一つも分けて食べる時代は人々の平安な繋がりがあったが、

資本主義が高度に発展し、富む者はさらに富み、貧しい者はます

ます貧しくなる状態が現われ、超葛藤社会になってしまった。資

本主義の弊害を克服するためには、分配の定義に関心を持ち、社

会保障制度や福祉制度等によって格差を補完すべきであり、所

有の獲得ばかりでなく、使用においても財物の公共性を保証する

『公の倫理』を定めなければならない。全構成員が公共の利益を

追求するにあたり、企業と国民は循環的協力と寄与体制を作って

いかなければならない。企業は国民のために奉仕し、国民は企業

を育成する相互協力体制を作っていかなければならない。韓国社

会の弊害は、排他的競争心の強い所有欲や羞恥心、享楽風潮、そ

して他人や共同体に対する配慮がなく、利己的に行動しているこ

とにある。

私たちに必要な意識「3S」

　古代イスラエルでは、絶対的私有財産という思想がなく、財産

は共同体の権利や家族の暮らしの延長であった。事情があって他

人に売り渡した土地であっても『ヨベルの年』になると、本来の

持ち主のもとに戻る。カナンの地、それ自体が神の所有であり、

イスラエルはしばらく預かり使用する権限を持つだけだった。彼

らが荒野で生活したとき、神はシナイ山で『盗んではならない』

という第八の戒めを与えてくださった。この御言葉は私有財産を

守るものではなく、共同の所有を個人的な私欲のために使っては

ならないという戒めである。共同のものを私有化してはならない

という意味である。

　聖書の物語をよくみると、悪は常に公を私有化する過程で発生

してきた。サタンは神の御座と栄光を自分のものにしようとして

堕落した（イザヤ14:13～14）。アダムとエバは神が禁じられた「善

悪を知る実」を取って食べたがゆえに、人類を絶望のどん底に突

き落とした。カインは神を独占しようとしてアベルを殺めた。ア

カンは神が与えられた勝利を私有化し、聖なる戦争を奪取する戦

争にしてしまったがために、アコルの谷に葬られなければならな

かった。サウルは神が与えられた王位を私有化し、同労者である

ダビデに嫉妬し、苦しめたために滅んでしまった。

　しかし、聖霊の御業は逆に私物を共有する方向に現われる。初

代教会の聖徒たちは聖霊に満たされると、自分の持ち物を自分の

ものと言わず、教会の前に置き分け合い共有した。それゆえ、苦

しい時期にも貧しい人はいなかった。真の信者は物質を共有する

次元からさらに一歩進み、命さえも分け合える公的な生き方をし
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なければならない。主イエスの十字架は、ご自身をすべての人に

差し出された――ご自身（私）を共有化する公的な生き方の決定

版である。イエス様は根本が神の御姿であられたが、ご自分を無

にして仕える者の姿を取られ、人としての性質を持って来られ死

に至るまで従順された。十字架の精神は『滅私奉公』の精神だ。

イエス様は御言葉どおりに公生涯を生きられたのである。こうい

う面から、「利己心（私）」に基づいた資本主義精神は、「利他心

（公）」に基づいたキリスト教倫理の洗礼を受けるべきである。

　公の倫理を具体化するために、私たちには 3 つの S の意識、

連帯 (Solidarity) 意識、分け合う (Sharing) 意識、管理者

(Stewardship) 意識が必要である。

　1. 連帯意識を持たなければならない。神は、ご自分の民を個

別に知っておられるだけでなく、一体として見ておられる。肢体

は多くあるが、一つの体として扱われる。万有の父なる神は、私

たちが他の兄弟姉妹の生命と幸福をより豊かにするとき、まこと

に喜ばれる。兄弟にしたことがすなわち、主にした行為であるこ

とを忘れてはならない。

　2. 分け合う意識を持たなければならない。受けるよりも与え

るほうが幸いである。私の財布の中に入ったものは「神の分」と

「私の分」、そして「隣人の分」も含まれていることを肝に銘じな

ければならない。私たちの人生は他人に分け与えたものだけが記

憶される。

　3. 管理者意識を持たなければならない。私たちは最終的所有

者ではなく、管理者である。終わりの日に、主は私たちにこのよ

うにお訊ねになるであろう。「私があなたに与えたもので何をし

たのか？」このとき、『良い忠実な僕よ、よくやった』という称

賛を受けなければならない。†

　先月、私たちは最も古い分裂、キリスト教会が最初にユダヤ教

会と異邦教会とに分離したことについて調べ始めました。使徒行

伝 15 章において、最初に設立されたエルサレム公義会――異邦

人がクリスチャンになるためにユダヤ人になる必要はなく、また

ユダヤ人が異邦人になる必要もないと決定――に続き、新しい公

義会をエルサレムで開くための運動があるということを学びま

した。

　たとえイスラエルが罪に溺れ、神を拒否したとしても、神はお

選びになった民を決して見捨てにならず、放棄しないことも確認

しました。神の意図は、すべてのイスラエルが救われることでし

た。

　また、キリストの御体なる教会のすべての分裂を癒すことは、

この第一の分裂、最初にあった分離を癒すことからであることも

分かち合いました。これに関してはエペソ人への手紙２章、ロー

マ人への手紙 10 章と 11 章の御言葉に、どのように示されている

のかを見ました。今回は前回に続き、ローマ人への手紙 11 章 11

節から始めたいと思います。

接がれた
オリーブの木

✿ イエス院第四講義プロジェクト｜統一時代を開く
ベン・トレイ 牧師、イエス院理事長
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　「そこで、わたしは問う、『彼らがつまずいたのは、倒れるため

であったのか。』断じてそうではない。かえって、彼らの罪過に

よって、救（すくい）が異邦人に及び、それによってイスラエル

を奮起させるためである。しかし、もし、彼らの罪過が世の富と

なり、彼らの失敗が異邦人の富となったとすれば、まして彼らが

全部救われたなら、どんなにかすばらしいことであろう。そこで

わたしは、あなたがた異邦人に言う。わたし自身は異邦人の使徒

なのであるから、わたしの務（つとめ）を光栄とし、どうにかし

てわたしの骨肉を奮起させ、彼らの幾人かを救おうと願ってい

る。もし彼らの捨てられたことが世の和解となったとすれば、彼

らの受けいれられることは、死人の中から生き返ることではない

か。」（ローマ 11:11 ～ 15）

異邦人の救い

　パウロは、イスラエルの失敗をより大きな脈絡から捉えていま

す。イスラエルが神に背くことによって、異邦人に福音が伝播さ

れたということです。

　このことが起きるようになったいくつかの方法、つまり、パウ

ロ自身が関わり、事実上それを導いた方法について考えてみるこ

とができます。

　まず、ユダヤ人指導者はイエス・キリストを拒み、彼を十字架

に架けるよう要求しました。しかしそれは、実はイエス様がこの

地に来臨された理由でした。この世が神と和解し異邦人が救われ

たのは、すなわち主イエスが十字架で死なれたからでした。そし

て、サウロを含むユダヤ人指導者は、イエス・キリストの弟子た

ちを迫害したため、弟子たちは外に散らばるようになり、主イエ

スの死と復活という驚くべき福音を異邦人に宣べ伝えたのです。

ペテロが異邦人に福音を宣べ伝えた最初の使徒であったとすれ

ば、異邦人の使徒となったのは、後にパウロとなった、迫害者で

ありユダヤ教指導者のサウロでした。パウロは、異邦人宣教の成

功を望まないユダヤ人を刺激し、再び神に立ち帰るようにする方

法であると見ることができます。パウロは、異邦人の救いを妬ま

しく思っているイスラエルが、再びメシヤなる主に立ち帰る日が

来ると信じていました。その日が来れば、驚くべき復活が臨むと

信じたのです。

　「もし、麦粉の初穂がきよければ、そのかたまりもきよい。も

し根がきよければ、その枝もきよい。しかし、もしある枝が切り

去られて、野生のオリブであるあなたがそれにつがれ、オリブの

根の豊かな養分にあずかっているとすれば、あなたはその枝に対

して誇ってはならない。たとえ誇るとしても、あなたが根をささ

えているのではなく、根があなたをささえているのである。する

と、あなたは、「枝が切り去られたのは、わたしがつがれるため

であった」と言うであろう。まさに、そのとおりである。彼らは

不信仰のゆえに切り去られ、あなたは信仰のゆえに立っているの

である。高ぶった思いをいだかないで、むしろ恐れなさい。もし

神が元木の枝を惜しまなかったとすれば、あなたを惜しむような

ことはないであろう。神の慈愛と峻厳とを見よ。神の峻厳は倒れ

た者たちに向けられ、神の慈愛は、もしあなたがその慈愛にとど

まっているなら、あなたに向けられる。そうでないと、あなたも

切り取られるであろう。しかし彼らも、不信仰を続けなければ、

つがれるであろう。神には彼らを再びつぐ力がある。なぜなら、

もしあなたが自然のままの野生のオリブから切り取られ、自然の

性質に反して良いオリブにつがれたとすれば、まして、これら自

然のままの良い枝は、もっとたやすく、元のオリブにつがれない

であろうか。」（ローマ 11:16 ～ 24）
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　パウロの『オリーブの木の比喩』は、この文全体の鍵となりま

す。箱舟に戻った鳩のくちばしにあるオリーブの木の枝は、この

地における新しい生への約束でした。オリーブの木の尊い油は、

治癒と栄養価ある食物と料理のために使用されるだけでなく、聖

所に火を灯すときに使われていました。詩篇と預言書において

は、イスラエルを青いオリーブの木にたとえています。イエス様

は私たちの贖いのために、十字架に架かる役割を担いました。こ

の時、近くで主イエスを目撃したのは、ゲッセマネの丘にあるオ

リーブの木でした。確かに、オリーブの木は特別な木です。ユダ

ヤ教会と異邦教会との関係を説明するときも、この特別な木――

オリーブの木――を用いました。

良いオリーブの木

　そうです。メシヤなる主を拒んだユダヤ人たちは、不信仰のゆ

えに切り去られました。しかし、イスラエルとともにした神の契

約の根と元木は依然として残っています。驚くべき福音の知らせ

は、まさに異邦人、野生オリーブの木が特別なオリーブの木に接

ぎ木され、イスラエルとともに神の契約の相続者になったという

ことです。しかし、パウロは引き続き異邦人読者たちに、自分た

ちは切り去られたイスラエルに優っているなどと高ぶってはな

らない、と極めて強い口調で注意しています。

　パウロは彼ら（著者と、おそらく大部分の読者もこれに該当し

ます）に対し、高ぶらずに謙遜に行ない、私たちが完全に根に依

存していることを決して忘れてはならないと述べています。も

し、野生オリーブの木である私たちが良いオリーブの木に接がれ

たならば、もともとその根から出た枝は、彼らが悔い改めてメシ

ヤなる主に立ち帰ったとき、どれほど簡単に接がれるでしょう

か。しかし、不幸にも、パウロが注意したことがまさに教会で起

こりました。異邦教会は高慢にもイスラエルに背きました。彼ら

を謙遜に呼び寄せ、もう一度彼らが接がれるよう助けるのではな

く、彼らを追い出したのです。

　使徒パウロは続いて話します。

　「兄弟たちよ。あなたがたが知者だと自負することのないため

に、この奥義を知らないでいてもらいたくない。一部のイスラエ

ル人がかたくなになったのは、異邦人が全部救われるに至る時ま

でのことであって、こうして、イスラエル人は、すべて救われる

であろう。すなわち、次のように書いてある、「救う者がシオン

からきて、ヤコブから不信心を追い払うであろう。そして、これ

が、彼らの罪を除き去る時に、彼らに対して立てるわたしの契

約である。」 福音について言えば、彼らは、あなたがたのゆえに、

神の敵とされているが、選びについて言えば、父祖たちのゆえに、

神に愛せられる者である。神の賜物と召しとは、変えられること

がない。」（ローマ 11:25 ～ 29）

　要するに、パウロはイスラエルの重要性と高慢の誘惑による危

険性――自ら知恵ある者だと誇る危険性――を強調しています。

イスラエルをかたくなにしたのは、異邦人の数が満ちるまで私た

ちすべてを救うために、主が用いられた部分的方法にすぎませ

ん。そして、そのときには、すべてのイスラエルは救われるでしょ

う。そうです。不信仰のユダヤ人を福音の敵のように見るかもし

れませんが、それはある一時、私たちのためなのです。彼らは依

然として、そして永遠に、この世のために仲介者の役割をするよ

う召された、神の選ばれた種族であり、祭司の国です。

　出エジプト記にも見られます。

　「さて、モーセが神のもとに登ると、主は山から彼を呼んで言

われた、「このように、ヤコブの家に言い、イスラエルの人々に

告げなさい、『あなたがたは、わたしがエジプトびとにした事と、
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あなたがたを鷲の翼に載せてわたしの所にこさせたことを見た。

それで、もしあなたがたが、まことにわたしの声に聞き従い、わ

たしの契約を守るならば、あなたがたはすべての民にまさって、

わたしの宝となるであろう。全地はわたしの所有だからである。

あなたがたはわたしに対して祭司の国となり、また聖なる民とな

るであろう。』 これがあなたのイスラエルの人々に語るべき言葉

である。」（出エジプト 19:3 ～ 6）

　紅海でイスラエルを救い出された神の救いの贈り物、また、シ

ナイ山で彼らと結ばれた契約は、決して取り消されることのない

贈り物であり、召命だったのです。

　すべてのイスラエル、ユダヤ民族の救いのために謙遜に祈りま

しょう。私たちのできるすべての方法を用いて、彼らがメシヤな

るイエス・キリストに立ち帰り、特別なオリーブの木に接がれ、

新たにされたユダヤ人たち、ユダヤ教会と一つになりましょう。

キリストの尊い御体にむごい傷となった、キリストの御体なる教

会に起きた最初の分裂が癒されるように努めましょう。異邦人で

ある私たちがイスラエルに取って変わったのではなく、信仰の家

族、新たにされたイスラエルに加わったという事実を忘れないよ

うにしましょう。

　先に救われた兄弟姉妹がすべて、父の食卓――本来神から遠く

離れていた私たちが招かれた食卓――から、自身にふさわしい席

に戻ることを切に願います。すべてのユダヤ人と異邦人とが、互

いに自分のようになるべきだと強要せず、神に仕えるために召さ

れた各自の本来の姿のまま、互いに尊敬し合い、一つの食卓を囲

む日が来るように祈ります。これが最初のエルサレム公義会にお

いて立てられたものです。これが新たに確認された第二の公義会

になりますように。アーメン。†

　1968 年 8 月 14 日、私はカンウォン道ホンチョンという辺鄙な

村に生まれた。4 男 2 女のうちの 5 番目で、父と母はキリスト教

とは無縁だった。父はポリオで障害があったが、高学歴で漢学や

日本語を学んだ。しかし母は小学校にすら通っていなかった。日

本植民地時代、日本軍の従軍慰安婦に強制徴集されるのを免れる

ため、15 歳という若さで父と結婚した。他の家の男性に比べて

父はすべてのことに不器用で遅いので、母はいつも人と比較し、

父親と言い争い、その鬱憤を次男の兄と私にぶつけた。私は二重

の被害者だった。次男の兄と私の間には 12 歳の年齢差があった。

幼い頃、理由もなく母から頻繁に殴打された苦しみのせいで、兄

は小学校を卒業すると酒を飲み始めた。 

　私が８歳になった頃から、兄は酒を飲んで家に帰るようになり、

私を足で踏みつけ、家の中にある木棒で殴り、髪の毛をつかんだ。

誰も止める者がいなかった。暴力の餌食となり、私は何度も病院

に運ばれた。母もまた、幼い私にあらゆる家事をさせた。掃除、

かまどに火をくべてご飯炊き、皿洗い、洗濯――そのやり方が気

に入らなければ、ありとあらゆる悪口を言った。知人や親戚たち

に私のことをろくでなしとけなし、罵詈雑言を並べるので、中学

校を卒業したら母と兄から離れて家から出ようと決心した。 

✿ 証｜キム・スンオ執事、ヤンサン・ナジュンウルタリ（低垣）教会

闇の中で主の光に会う
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　中学校を卒業し、私は兄と母

を避けてソウルに来た。一生懸

命お金を稼ぎ、馬鹿ではないこ

とを母に見せつけ、兄に復讐し

てやろうと思った。母方の従姉

の夫である義理の兄が働く服工

場に、ミシン担当のアシスタン

トとして就職した。金を稼ぐた

め、頻繁に夜勤もした。だが激

しい労働に耐えかねてつらくな

り、母が恋しくなり始めた。母

親に会いたくて電話したが、電

話に出た母親は「なぜ金を送っ

てこないのか」と激しく私を責

めた。私も、同年代の友達のように親に愛され、慰められたかっ

た。受話器を置き、もう二度と家に電話しないと決心し、寮の部

屋で布団に顔をうずめて号泣した。 

　いつのまにか 21 歳になった。その年の春の暖かい日に、同い

年の男性が花束を持って工場の寮にやって来た。彼は私の心の痛

みを理解し慰めてくれたので、愛に飢えていた私はその人と 3年

後に結婚した。しかし、幸せそうに思えた結婚生活は、最初から

苦しみの連続だった。気難しい姑との同居生活はあまりにも厳し

いものであった。姑と小姑にいじめられたのだ。義理の父は、洗

濯機を使うと電気代がかかると言って洗濯機のコードを抜き、ト

イレの電気をつけて手洗いをすると追いかけてきて電気を消し

た。姑は、夫の給料日には玄関で夫の帰りを待ち、給料を封筒ご

と受け取って、そこから１ヵ月の生活費 20 万ウォンだけを渡す。

それが、５人家族の生活費と税金と慶弔費であった。子供が生

まれても毎月の生活費は増額されず、仕方なく、結婚前に貯め

ておいたお金で粉ミルクを買って飲ませた。 

　毎日毎日の結婚生活に私が痩せ細っていくのを見て、町の大

人たちが心配してくれた。しかし姑は、「嫁はダイエットする

ために食事を抜いているのよ」と嘘をつき、私にもそう言うよ

うに強要した。夫が出勤すると、義理の両親は「私たちのやり

方を教えてやる」と声を上げ、包丁で刺す真似をし綱まで持っ

てきて脅すので、幼い娘と私は恐怖に震えた。 

　これ以上そこにいたら、私も子どもも命はないと思い、夫に

離婚を申し出た。すると夫は「別れることはできない」と言い、

義理の両親とは別の場所に住もうとした。両親を説得し、夫の

実家周辺で半地下の部屋を借りて引っ越した。しかし、少し場

所が離れただけのことで、以前の生活と大差なかった。私が自

由なのは眠っている時間だけだった。心身ともに疲弊しながら、

半地下の部屋で6ヵ月暮らした。その後、キョンギ道グァンジュ

にある夫の会社の社員マンションに引っ越した。ソウルの夫の

実家まで 1時間半の距離となったが、義理の両親は毎週末来る

ようにと命じた。そして、実家から遠すぎるという理由で 1年

後に再び引っ越し、夫の実家に近い半地下の部屋に移った。長

女のあとに子供ができなかったので、義理の両親は夫を呼んで

離婚するように言った。跡継ぎの男の子を産まなければならな

いということだ。 

　最初夫は「離婚だけはできない」と抵抗したが、義理の両親

の絶え間ない要求に揺れ始め、外泊するようになった。離婚に

応じずに夫が外泊すると、両親は「家を滅茶滅茶にして、子ど

もまでダメにする」と怒った。親からの離婚要求が止まず生活

費さえ与えないという生活環境の中で、私の心と体は疲れ果て
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ていた。 

　このように毎日辛い思いをしていた時、隣に住むスンギュ君の

母にカトリック教会に誘われた。誰かに慰めてほしくて、私はス

ンギュ君の母に付いて聖堂に通った。新信者の教育も受け、洗礼

も受け、聖堂での奉仕も熱心にしたので、代母になる資格が与え

られて堅信も受けた。しかし、そこには喜びがなかった。

　ある日、夫と離婚問題で夫婦喧嘩した後、夫が眠ってから、私

はカトリックのマリア様ではなく、神様に呼びかけた。幼い頃、

教会学校に行った時に伝道師から聞いたいたとおり、神様を呼ん

だのだ。自分の人生は耐えがたく辛く苦しいと、涙ながらに訴え

た。そして、「誰を信じて頼ればいいのか教えてほしい」と泣き

続けた。

　奇妙な夢を見た。夢の中で私は暗い部屋に一人でいる。部屋の

窓を開けると、広い海が果てしなく続き、青空から眩しいほど輝

く光が部屋に入ってきて、暗かった部屋を照らしてくれた。思わ

ず「お母さん」と呼んで、驚いて目が覚めた。 

　隣で寝ていた夫が驚いて立ち上がり、「どうした」と尋ねた。

話を聞いた夫は、「教会に通う人たちが見る夢だ」と言い、「神様

が訪ねてきて、教会に行きなさいと言っておられるのだ」と話し

た。夫は、「高校を卒業するまで教会に通っていたが、イエスを

信じる人達からよく聞かされた証だ」と言い、「教会に行ったら

殺してしまうぞ」とも言った。 

　朝、夫が出勤して子供も幼稚園に行った時、隣家のおばさんに

声をかけられた。おばさんは黄色の革の聖書を渡して、「家の倉

庫に隠してほしい」と言った。おばさんのご主人が教会に通うこ

とを反対し、家にある聖書をすべて燃やしてしまった。今、唯一

残っているその聖書を、ばれないように隠してほしいと言うの

だ。私はその聖書を家に持ち帰り、マリア像を中心に左側には以

前にもらったカトリックの聖書を、右側にはその聖書を置いた。

ふと、神様の言葉が記された聖書を読んでみたいと思った。 

　創世記 1 章 1 節「初めに、神が天と地を創造した。」　3 節「そ

のとき、神が『光よ。あれ。』と仰せられた。すると光ができた…」 

　御言葉を読んだ瞬間、涙があふれ、私は悔い改めの気持ちに満

たされた。光になった神様に会ったのだ。神様が私を救いに来る

ことに気づき、カトリック関係の物をすべて整理した。心がとて

も軽くなり、嬉しかった。その後、神様の導きを受け、教会に行

くために祈った。私の祈りを聞かれた神様は、一時傷を負って教

会を離れていた李ヨンヒ執事に会わせてくださり、私と教会へ導

かれた。 

　教会に登録して、すぐに聖書の勉強をして 3ヵ月後に洗礼を受

けた。牧師先生が聖徒たちに、この人はカトリックから改宗して

きたのだと説明してくださった。私は、毎日夜明けの礼拝と夕食

の礼拝を欠かさず捧げた。 神様の話は蜂蜜よりも甘く、慕わし

いものだった。神様が常に私の中に一緒にいてくださるので、す

べてのことが幸せで、神様を誇らしく思いながら教会に通った。 

　しかし教会に通うようになると、夫は私をいじめ、ひどい場合

は暴行まで加えるようになった。そんな夫のために祈りながら進

もうとしてみたが、夫が「離婚しなければ殺す」と脅すので、娘

を保護するために離婚した。学歴のない私は英語も分からず、数

学も全て忘れてしまっていた。だから絶対無理だとは思ったが、

それでも神様の導きに従い、必要書類と印鑑を準備して 39 歳で

放送通信高校に入学した。神様が機会を与えてくださったことに

より、学校に神友会を作って礼拝できる環境も整えられた。 

　神様は、私がどこにいてもいつも一緒におられた。年とってか

ら高等学校に通って勉強するのが時には恥ずかしく、また勉強が

難しいので何度もやめたいと思ったが、その度に神様がピリピ 4
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章 13 節で力づけてくださったので、卒業までがんばった。「私は、

私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるので

す、アーメン !」 

　高等学校卒業後、私は神様の導きで大学に進学し、福祉相談学

科に入学した。入学の日には、感謝の思いがあふれて号泣した。

私の事情を知っている神様は、奨学金も下さった。教授を通じて

国家奨学金を申請し、勉強できるように手伝って下さったのだ。

こうして私は神様の恵みの下に、無事 4年制大学を卒業した。

　現在は、大学時代から働いていた職場で障害者を助ける仕事を

している。神様からもらった職場で障害者たちに福音も伝え、彼

らの痛みを共感しながら歩んでいるのだ。私は、身体の不自由な

人の面倒を見て、神様が自分にどれほどたくさんのものを与えて

くださったのかを悟った。

　私を苦しめた兄は、私がイエス様を信じるより前に、酒が原因

の肝硬変で世を去った。私は神様に、母が「すまない」とひとこ

と言ってくれたら許せますと祈っていたが、その通りになった。

母は私を通じて福音を伝え聞き、イエス様を信じて子どもたちの

ために祈り、神に召されて天国に行った。 

　一番下の兄が脳梗塞で昏睡状態にある時、神様に執り成しの祈

りをしてほしいと、義理の姉が私に頼んできた。私は祈りの条件

として、神様が治してくださると信じることを約束させた。毎日

涙を流して祈ったところ、兄は 3 日目に起き上がり、15 日後に

は全快の診断を受けた。現在、姉と兄、そして一番下の兄夫婦が

カンウォン道にあるソンジョン教会に通っている。私は毎日、ま

だイエスを信じていない兄弟姉妹と知人の救いのために祈りを

捧げる。皆がイエスの愛に満たされ、救いの喜びを味わいますよ

うに……†

　2020 年は、ハヌルピッ（天の光）教会創立 23 周年を迎える年

である。先輩牧師のように、いつのまにか私も牧会する人生より、

牧会した人生が長くなっていることを実感する。24 年間牧会を

しながら、恥ずかしいが現実と信仰の間での葛藤に苦しむことが

多かった。今日、世間は理性に基づく客観的な事実という概念の

基で判断することを要求する。これは信仰者にも同様である。今

日、世間は「信仰」を「迷信」で片付けてしまうこともある。教

会と信仰人の生活の立場がますます狭くなっている。しかし、こ

の時に、神は私たちに声をかけてくださるのだ！

　青年時代、毎日山で祈るとき、神は私に牧会の召命を与えてく

ださった。寒い冬のある日、神の声に従って私と妻そして 7ヶ月

の息子はトイレもない小さな雑居ビルに入った。このようにして

1997 年 1 月、ハヌルピッ教会は始まった。

　「召されたこの身は」という賛美歌の歌詞のように、神が私に

与えられた使命を全うするために、「遣わされたこの場所」で熱

い心を持って牧会を始めようとした。しかし、1 年近くを熱心に

祈り伝道しても、教会に出席する信徒はなかった。ある日、主日

礼拝の途中、ある夫婦が教会に入ってきた。しかし、周りを見回

してから静かに出て行った。また別の人は、教会を見ながら「慰

「あなたがたは
わたしをだれと言うか」

✿ 牧会の香り
チャン・ジュンスン 牧師、ハヌルピッ（天の光）教会
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めになります」という言葉を残して去って行った。

　1 年間、私と妻そして息子、こうして三人で礼拝をささげるこ

とが多かった。1 人の魂を尊く思う心の準備はできているのに、

1 人の魂も教会に来ることはなかった。時は流れ、信徒と財政な

どの問題で牧会が大変に感じられる時、まるでヨブの 3人の友人

が、彼の経験する苦難について色々と説明してくれたように、多

くの人が私の牧会がうまくいかない理由を分析し始めた。そして

最後には、口を揃えて「やめなさい」と言った。理性に基づいた

現実の中で言う客観的事実からすると、私は牧会に失敗した、牧

会を放棄することが正しいと思われた。このような状況の中で、

私も信仰が揺れ始めた。その時、主は私に言われた。「あなたは

わたしをだれと言うか」

　目に見える現実の中で、人々は職業、結婚、子供、病気などの

重荷を背負って生きていく。多くの人が「果たして、信仰がこの

ような問題を解決できるだろう？」という疑問を投げかけてく

る。さらに難しい現実の中では、「神の存在に対する疑問」を提

起したりもする。

私の答え

　2016 年 3月、私は突然、胃癌末期の判定を受けた。本当に戸惑っ

た。なぜなら、2015 年に受けた健康診断では何の異常もなかった

からである。また、2015 年から教会が成長しリバイバルしていた

ので、目の前が真っ暗になった。医師は私に見込みがないと言っ

た。また、がんが他に転移された確率が高いと言った。家に帰っ

てきて静かに一人で部屋に入った。そして目を閉じて静かに祈り

始めた。その時、神様は 1997 年におっしゃった時と同じように

私に再び問いかけられた。「あなたはわたしをだれと言うか」

　1997 年牧会に困難が訪れた時、2016 年人生の危機を迎えたと

きにも、主が私に問いかけられたのはただ一つであった。「あな

たはわたしをだれと言うか」――見える現実はこうだが、あなた

はわたしを誰と告白するのかと。

　1997 年 1 月寒い冬を経て、2020 年 1 月私は暖かい冬を過ごし

ている。私と妻そして息子の三人だった共同体は、いつのまにか

100 人余りの共同体となった。また 2016 年余命宣告を受けた私

は、2020年の今日を生きている。がんに覆われたという私の胃は、

現在非常にきれいだと診断された。

　2020 年、私にとって牧会 24 周年を迎える年である。ある学者

は、「愛は時間が流れ『強烈』から『ほのか』になる」と言った。

これは愛が時間の経過に応じて、その方法が変わることを意味す

る。イスラエルの民は出エジプトの事件を通して、神様と『強烈』

①	メッセージを伝えるチョウ・ジュンスン牧師		②	聖会で聖霊充満のために祈っている
③	毎週土曜日の午後、路傍伝道前に祈るハヌルピッ教会聖徒たち		④	両親と息子夫婦と
	ともにしたチョウ・ジュンスン牧師夫妻
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に出会った。しかし、時間が経つにつれ、神との関係がますます

弱くなっていった。それによって士師記では、「そしてその時代

の者もまたことごとくその先祖たちのもとにあつめられた。その

後ほかの時代が起ったが、これは主を知らず、また主がイスラエ

ルのために行われたわざをも知らなかった。」（士師記 2:10）と

いう状況に至った。

　言葉遊びのようだが、「次世代の未来が既成世代だろうか。既

成世代の未来が次の世代であるか？」私の父は今年で 80 代後半

を眺めている。 時間がたつにつれて、私は父に「似てきている」

と思う。「眼鏡越しに聖書を見る姿」「歩き方」「咳の音」までも

似ていく。また、息子は私にこのような話をよくする。「お父さ

んは年を取るほどおじいさんと似ていきますね」と。私はこのよ

うな姿を見ながら、「私の未来がまさに父親ではないだろうか？ 

いいえ、すべての子どもの未来が親ではないか？」と考えるよう

になった。

　80歳を過ぎた父は今日も夜明けに教会に行って祈りを捧げる。 

父の祈りのパターンはいつも同じだ。「教会のための祈り」「子

供のための祈り」「教会共同体のための祈り」「国のための祈り」、

最後に「主に感謝の祈り」を捧げる。祈りを終えた後、教会週報

を手に持って伝道をする。そのような父の姿を息子である私が見

て育ち、私の息子である彼の孫が見て育った。2020 年の今、私

は牧師としての働き、彼の孫である私の息子は今年神学校を卒業

する。

　牧会 24 年間を通し、信仰者にとって最も重要なことは「告白」

という事を知るようになった。私の現在の人生がどうであれ、世

間が教会をどのように見ていようが、私の告白は「イエスはキリ

スト」である。

　2020 年 2 月、イエスを誰と言いますか？†

　コーリー・テン・ブーム女史は、信仰の人として政界の多くの

キリスト者たちに愛と尊敬を受ける女性です。彼女が姉ベシとと

もにナチスの収容所に監禁されたときのことです。そこは、彼ら

が経てきた収容所の中でも最も苦痛な所でした。狭い空間に多く

の人々が収容されただけでなく、ノミがうじゃうじゃいたからで

す。そんな状況の中で、姉ベシは神に感謝の祈りを捧げていまし

た。「父なる神様、ノミを送ってくださり感謝します」と。

　コーリー・テン・ブームは、自身も常に神に感謝の告白をしな

がら生きる信仰の人だが、ノミをも感謝する姉の祈りはおかしい

と思いました。彼女は姉に訊ねました。「姉さん、すべてのこと

に感謝しなければならないけれども、ノミまでも感謝すべきな

の？」 その時、姉は言います。「キリスト者の人生には決して偶

然なことはない。この環境のすべてが主の御心であれば、ノミを

送ってくださったことにも御心があるはずよ。だから感謝の祈り

を捧げたの」

　後に、コーリー・テン・ブームは姉ベシの言葉が正しかったと

悟るようになります。彼らが監禁された収容所にあまりにもノミ

が多かったので、看守たちは近寄りませんでした。おかげで、看

守の干渉を受けずに聖書勉強や祈り会ができたのです。ノミさえ

も感謝する信仰の訓練は、以来、コーリー・テン・ブームが多く

些細なことに対する
感謝の訓練は大きな
力になる

アン・ヒファン牧師
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の苦難に遭っても倒れることなく、偉大な神の人として立派に立

つ原動力になります。

ダニエルの『以前からおこなっていたような霊性』

　普段の暮らしにおける訓練が決定的な時、大きな威力を発揮す

るということは、聖書の人物ダニエルを通して確かに知ることが

できます。彼は、天敵の策略により獅子の穴に投げ込まれ、空腹

の獅子たちに飲み込まれるかもしれませんでした。しかし、ダニ

エルは、そのおぞましい状況の中でも恐れずに「以前からおこ

なったように」エルサレムに向かって、窓を開けて一日３回跪い

て祈り、神に感謝を捧げました。

　ダニエルがそのような大胆さを見せることができたのは、日々

すべてのことに感謝し祈る習慣が身についていたからです。聖書

には、「以前からおこなっていたように」（ダニエル 6:10）と明

示されています。私はこの箇所をもって、『以前からおこなって

いたような霊性』と名付けました。この霊性は、ある日突然、生

まれたのではありません。以前から行なっていたことが蓄積して

生まれた霊性です。

　『以前からおこなっていたような霊性』――これがいかに重要

であるか、少し考えてみればすぐにわかります。切羽詰まった状

況に陥った時、祈るべきだと知っていながら祈りが出てきませ

ん。最悪の状況においても感謝すべきだと学んでいるけれども、

感謝が出てきません。それは日頃、小さいことや些細なことに感

謝する訓練ができていないからです。『以前からおこなってきた

ような霊性』を持つ人だけが、真っ暗な状況に陥った時、恐れず

に感謝することができるのです。

　このような原理を悟った私は、感謝の訓練を始めました。そし

て悟ったことは、感謝することが本当に多いことです。その感謝

は大げさなものではなく、本当に小さくて些細なことにあること

です。

　子どもの時、私は卵が食べたくてたまりませんでした。たまに、

卵が手に入ると、4 人兄弟中、末子の妹にあげました。妹は、生

卵を熱いご飯にのせ醤油をかけて混ぜます。この時、たまごと醤

油の混ざった匂いが漂うと、私の口の中には、つばが溜まりまし

た。どれほど、その卵かけご飯が食べたかったかわかりません。

　最近、私は朝食の際、炭水化物のご飯の代わりにゆで卵を 3個

食べます。以前は4個も5個も食べましたが、食べ過ぎるとかえっ

て体に悪いと言われ、3 個だけ食べるようにしています。こんな

私に「いっぺんに 3個も卵を食べるなんて」と言う人はいません。

とにかく、私は出かける前に 3個の卵を食べるのが習慣になりま

した。

　子どもの時、私はうちの中にトイレのある家に住むのが夢でし

た。当時、トイレは家から離れた所にあり、しかも我が家だけで

なく何軒かが共同で使っていました。そのため夏は天然冷房、冬

は天然暖房のきく場所でした。梅雨になると氾濫して流れ出る汚

物が家にまで入ってきました。そういう非衛生的環境のために、

私の体にはよく出来物ができました。

　今、私の家にはトイレが二つあります。贅沢です。自宅は 5階

であるため、梅雨時にも水に浸かる心配はありません。隣人と同

じトイレを使用しなくても済むし、トイレを待つ必要もありませ

ん。トイレに行くたびにどれほど感謝したかわかりません。

　子どもの時、私は友達があまりいませんでした。殆どいなかっ

たと言ったほうが正しいでしょう。私の性格は元々内向的でし

た。その上、父の愛を受けたことも、褒められたこともなかった

ため、消極的でした。それに、中一の時に交通事故に遭って左腕
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を切断しました。長い間入院生活をしたので、１年ほど学校を休

んだせいか、より友達に馴染めませんでした。仲間同士で集まり、

楽しそうに歩き回るのを見ると本当に羨ましくて、どれほどその

仲間に入りたかったかわかりません。大学、大学院に入ってもそ

の性格は変わりませんでした。

　今、私の周りには、私を囲む人たちが本当に多いです。電話を

かければ駆け付けてくれる人たちも多いです。急に集会を呼びか

けても、20 人以上集めるのは難しくありません。しかも、各分

野で頭角を現わす尊い方たちが駆け付けてくれます。私はその人

たちが本当に好きです。本当に感謝しています。

終わりの時、苦痛に遭うときの鍵、『感謝』

　子どもの時、私は父とあまり仲がよくありませんでした。働か

ずにお酒ばかり飲む父が本当に嫌でした。家にお菓子の一袋も

買って来ない父でしたが、お菓子より高いたばこの煙を出す父の

姿をみると、本当に腹が立ちました。何もやらないで、家族のた

めに苦労して働く母を苦しめる父がとても憎かったです。子供の

今は何もできないが、大きくなったら必ず復讐するとまで考えま

した。

　今、私は父が好きです。父と話すことが楽しみです。今年も父

は2度も聖書を通読しました。聖書を書き写したりもしています。

教会で祈祷会があれば熱心に参加します。立派な長老さんとはい

えませんが、努力している長老さんだとはいえます。父を変化さ

せてくださった主に感謝を捧げます。

　子どもの時、私は勉強のできない子でした。特にできの悪い子

だけが残って教わる『居残り勉強クラス』の出身です。小学校 2

年のときは、学校に行くのが嫌で、何日も無断欠席をしたことが

あります。しかし、両親から叱られたことはありません。私が学

校を休んでも、学校から親に連絡してきたこともありません。私

はひとりでうろうろして飽きると、再び学校に行きはじめまし

た。こういう状態なので、勉強ができないのは当然です。

　今、私は頭が悪いと言われたことはありません。聖書を引用す

ることや、本の内容を整理し原稿を見ずに説明すること、自由に

多様な主題の文を書き出すこと、準備した説教の原稿を見ずに全

部覚えて説教することができるからです。腕を失った後、知恵を

与えてくださいと主に祈り続けました。主が私の祈りに答えてく

ださったおかげです。

　このように書き続ければ切りがありません。感謝すべきことは

本当に多いのです。些細なことから感謝する訓練をすればするほ

ど、その内容はより豊かになるでしょう。そしてその訓練は、決

定的なときに非常に大きな力を発揮するでしょう。私は何度も経

験をしました。

　脳の手術を目前にし、医者は三回も危険だと警告しましたが、

私の心は喜びと感謝に満ち溢れました。脳の手術の日が決まり、

首にヘルニアがきたときも同じでした。脳手術を受けて何年か後

に、腰椎間板ヘルニア、歯の亀裂、甲状腺の多数の腫瘍、肺病、

皮下脂肪腫瘍等が健康診断によって分かったときも同じでした。

日々感謝の訓練ができていなかったならば、「私の人生はなぜこ

うなのか」と、絶望し、嘆いていたかもしれません。

　今、世間は教会に対して友好的ではありません。こういう現象

は、より深刻化していくでしょう。聖書は終わりの時に苦痛があ

ると示しています（Ⅱテモテ 3:1）。それでもまだ平安なうちに、

日常の生活の中で些細なことに感謝できなければ、本当に苦痛の

時代が到来した時、感謝することは不可能でしょう。小さな訓練

は有益です。現在だけでなく、時代の変化が到来したときに、よ

り有益になるでしょう。覚えておきましょう。†
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　正直に申し上げると、私はいくつかの神学校に通いながら長い

間勉強しましたが、一度も私にサタン学について教えてくれた教

授はいませんでした。私がチョンシン大学院長であったとき、総

長であるギム・フィボ博士に「サタン学」の記事を書きたいとし

たところ、「そんなにやることがないのか」と言われ、叱られた

ことがあります。しかし、読者が質問をしたので序論的にだけ申

し上げます。 「サタン学」に関して良い本の中、英語原文で読め

るものはありますが、「それを読む時間があれば、祈って聖書を

読んでください」とお勧めしたいです。

　聖書には、サタンの名前がたくさん出て来ますが、サタンはそ

れほど神出鬼没の霊的存在です。まず、その名前に言及すると、

サタン、ヘビ、ベリアル、ベルゼブル（「ハエの王」という意味）、

龍、悪しき者、われらの兄弟を訴える者、この世の君、この世の

神、空中の権勢者、明けの明星、黎明の子、試みる者、世にある

者、全世界を惑わす者、やみの世の主権者、アポルオン（アバド

ンとも呼ばれる）、敵、偽りの父、人殺し、レビヤタン、悪霊の

王、不法の者、滅びの子などがあります。興味深い事は、サタン

の具体的な特性のため付けられた名前だという点です。聖書的に

サタンの本質を知りたいのならイザヤ 14 章 12 〜 17 節、エゼキ

エル 28 章 11 〜 19 節を読んでみてください。そこにはサタンの

本質を二重啓示の形で記録しています。しかし、この文章を正し

く解釈しなければなりません。聖書の解釈に「二重啓示」という

のがあります。牧会者の中にもこのような二重啓示を知らない方

が多いです。つまり一つの表現で記録されたが、別の意味が含ま

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

サタンの正体は何ですか？

れているとのことです。

　例えば、イザヤ 14 章 12 〜 17 節は、バビロンの王の記録であ

るが、それは別の啓示でありサタンに関する御言葉とのことで

す。また、エゼキエル 28 章 11 〜 19 節は、ツロの王の記録ですが、

それはまた、サタンの啓示でもあるということです。これを神学

的には、二重啓示（Double Fulfillment）と言います。おそらく

初めて聞く言葉でしょう。聖書には1つの表現が（1）過去に起こっ

た事実と（2）現在起こっている事実と（3）未来に起こるという

事実を言及する場合もよくあります。

天の究極的な統治者、神

　具体例を挙げましょう。マタイ 1 章 23 節に「見よ、おとめが

みごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ば

れるであろう」という御言葉は、イザヤ 7 章 14 節の預言の御言

葉です。この預言は、旧約時代にもすでに成就された御言葉であ

るが（過去啓示）新約時代には、マリアを通して成就される預言

という点です（未来啓示）。イザヤ 7章 16 節を見れば、この預言

はアハズ王の時代に起こる預言として言及されているが、使徒で

あるマタイは、その預言が新約時代にマリアを通じて成就された

と見ています。つまり二重啓示の意味で解釈したものです。

　それでは、サタンの本質とは何でしょうか？ 一言で言えば、神

の働きを妨害することです。サタンは神の被造物であるが、高慢

で神を裏切り天からの神の座を奪おうと、天使の3分の1を集め（黙

示録 12:4）挑んだことにより、天国から追い出され、共に裏切っ

た天使たちは今もサタンに協力する悪霊になったのです。重要な

のは、天と地の究極的、絶対的統治者は神だけであり、その統治

の手段は、イエス・キリストの十字架だけであることを信じなけ

ればなりません。聖書のサタンに関する詳細な記録がないのは、

聖徒に教える必要がないとみなされたからです。聖徒の心を混乱

させないように、神の奥妙な御心があるからだと思います。†
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　2019 年 11 月 20 日の深夜、電話が鳴った。キム・ジンウク宣教

師を派遣した宣教団の指導者からだった。「先生、キム・ジンウ

ク宣教師が昨日の夕方、何者かに殺されました。今、キム宣教師

の家族がトルコに向かっています。」

　これは一体、何だろう？信じ難い知らせに言葉を失い、電話を

持ったまま動けなかった。「キム・ジンウクが殉教したなんて…」

　彼は 1978 年 11 月 9 日生れだから、殉教時は 41 歳、あまりに

も早く天に召された。私たちから離れ、神の国の星となった。多

くの聖徒たちに道を示し、韓国教会に挑戦を残した存在となった。

　彼はカンファド（江華島）で生まれ、カンファ高校に通いなが

ら、地元のエベネゼル宣教団の三期生として活動した。クァンウ

ン大学に入学したが、信仰のことで悩んでいる時に主と出会った。

彼はその時のことをよく証して「あの頃は信仰生活をしていたけ

れど、自分のためでした」と語っていた。演奏家だった彼は、一

日中エレキギターを弾き、抱えて寝床につくほど音楽にはまって

特別寄稿 トルコで殉教したキム・ジンウク宣教師を心に抱いて

忠
誠
の
宣
教
師

キ
ム
・
ジ
ン
ウ
ク

イ・ギュウ牧師　シンチョン美しい教会

いた。

　そして、小遣い稼ぎの目的で参加した宣教団の賛美チームで、

劇的に主に出会った。彼は大学に休学届を出し、ホソ大学神学科

に入った。2005 年から 2015 年に宣教師として派遣されるまで、

宣教会本部専任幹事を務めた。

　ペルシア地域を心に描いて宣教会に入り、準備していた時、奥

様に出会った。チャン・ジョンイン宣教師と彼は、トルコのクル

ド族に福音を伝えるため、2012 年 10 月に結婚した。宣教師とし

ての準備を終え、仕えていたシンチョン美しい教会（イエス教大

韓聖潔教会）から 2016 年 3 月、クルド族宣教師として派遣された。

彼は、シリアの国境地域シャンルウルファで３年間宣教活動をし

た後、去年ディヤルバクルに移って宣教活動を続けていたが、11

月 20 日、息子ウンスと娘ハソン、妻チャン・ジョンインを残し、

殉教者となった。

『主が行きなさいと言われました』

　私は 2016 年、彼をシリアの国境地域に派遣するのをためらっ

た。彼の派遣前に、私はトルコを訪問する機会があった。彼の宣

教地となるシャンルウルファに行ってみたくて、現地の旅行会

社にきいてみたが、職員は困った顔をして言った。「そこは、数

十万人の戦争難民が入ってきて非常に危険なので、旅行禁止の地

域です。」 私は彼の派遣を止めたかった。それで、派遣間近に彼

に話した。

　「ジンウク、最初から危険な場所に行かずに、何年かイスタン

ブールの大都市で言語や文化を学んでから現地に行くのはどう

だ？」と説得した。しかし彼は、私の目をじっと見つめて言った。

　「先生が私を思ってそう言ってくださるのは、私にもわかりま

す。しかし先生、主が行きなさいと言われたので、行かなければ



　54 55　

なりません。」 彼は私の手を握って泣いた。彼は私に「クルド族

のリバイバルのために祈ってください。誰かが行って福音を伝え

なければ、彼らは主のもとに立ち帰ることができません。私の行

く道を祝福してください」と言った。

　主日３部礼拝で宣教師派遣式が行なわれた時、依然として不安

と心配は消えなかった。どのように派遣式を行なったのか殆ど記

憶にない。ただ派遣式の最後に、長老さんと勧士さんが講壇に上

り手を置いて祈り、聖徒全員が手を挙げて彼を祝福し祈る時間が

あった。私は祈りを導いていたが、その時、主の御声を聞いた。

「わたしが遣わすのだ」

　その御声を聞いて心に平安が臨んだ。現実的には危険で行って

はいけない場所だが、神の召命に従う彼の従順な信仰を素晴らし

いと思った。今も殉教する人たちを思うと感情的な痛みはあるが、

主の御心と御計画の中で起きる出来事に、主の生命の御業が起こ

ることを切に願うばかりだ。

　彼は、非常にしっかりした人だった。時に頑固であり、時には

冷たく感じたりもしたが、彼を知る人たちは、彼を「非常に親切

な人だった」と言う。「他人を助ける人には見えなかったが、実

際は深い配慮と暖かみのある人だった」と言う人もいた。彼は、

神の御言葉と御声に従順することには、決して妥協しなかった。

神の働きにおいては、小さな事も決して疎かにせず、実践する人

だった。

　彼は派遣当時、「先生、私はこれから毎日一人以上の人に福音

を伝えたいです。先生の前で誓います。私はどんなことがあって

も、毎日一人以上の人に福音を伝えなければ、決して寝床に入り

ません」と、自ら誓願した。これを聞いた時、私は彼が誓願どお

りの生き方をするだろう、とわかっていた。それほど、彼は信仰

者として、礼拝と祈りにかなった生き方をした。

　彼は誠実で純粋な人だった。実際に彼は数年間、毎日欠かさず

に福音を宣べ伝えていた。殉教した当日も同僚の引越しを一日中

手伝い、夕食後「今日はまだ伝道していないから、喫茶店に行っ

て伝道して来るね」と奥さんに言って出かけた。これが未亡人と

の最後の会話だった。殉教直後、私は聖徒たちと一緒に彼の殉教

現場に駆けつけた。彼が福音を伝えた最後の場である喫茶店に行

き、オーナーに会った。私たちが韓国から来たことを知ると、オー

ナーは親切に迎えてくれた。

　「キム・ジンウクは親切で誠実な人だった、だから記憶に残っ

ている」とオーナーは言った。殆ど毎日喫茶店に来て、一人一人

と言葉を交わしていたという。同僚宣教師らも「彼は旅行中でも

欠かさず誰かに福音を伝えていた」と証言した。

　私は 2018 年 11 月、彼が伝道したクルド族信者らに洗礼を施す

ため、現地を訪れた。その時、クルド族の青年たちと話しながら、

彼がいかに徹底的に誓願を守っていたかを知った。「彼は殆ど毎

日、自分たちを招いて朝の３時、４時まで助言してくれた」「自

分たちにこんなに関心をもって親切にしてくれた人は、今までい

なかった」「希望もなく、毎日不平不満だらけで生きていた自分

たちに、彼は神の国をプレゼントしてくれた」とクルド族の青年

たちは言った。

　また彼は、厳しい経済状況なのに仕事もせず遊んでいる青年や、

利己的な生き方をしている青年に、厳しい助言を惜しまなかった

という。間違ったことは断固として指摘し、不義なことには我慢

しなかった。彼は、この世のいかなるものをも恐れていないよう

に見えた。彼が恐れている存在は、唯一神のみのようだった。彼

の同労者だったデアル・バキル教会のアフメツ担任牧師の甥は「彼

は固い柱石のような人だ。彼と一緒に働くときは、本当に心強かっ
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た。彼は本当にしっかりした人だった」と語った。

　つい最近、未亡人が遺品を整理していて、彼の最後のメモを発

見した。机の上に置いてあったメモには、二つの単語が書いてあっ

た。

『任された者、忠誠』

　彼は常に自分が誰なのかを認識していた。己の使命をどう果た

すべきかも知っていた。自分はクルド族の救済を任された者だと

信じ、毎日福音を伝え養育することを止めなかった。使命を担う

者として最後まで忠誠を尽くしたいと願っていた。彼は、クルド

族にイエス・キリストを伝え、彼らが主を信じ、救われて神の国

の民となることを切に願っていたのである。

　トルコに発つ前、危険回避のため、「金天国（キム・チョンクッ

ク）」という仮名をつけた。私は「もっと現代的でおしゃれな名

前はないのか？」とからかった。あのとき彼は、真剣に理由を説

明してくれた。「先生、私がペルシアの青年たちに伝えたいのは

『天国』です。神の国です。それをプレゼントしたいのです。」 だ

から自分の名前を天国にしたと言った。彼の妻の名前は「希望（ソ

マン）」にしたという。『天国・希望』が殉教者家庭のアイデンティ

ティだった。『天国・希望』は、彼らを大胆にした。その大胆さ

によって殉教の座にまで進んで行けたのではなかろうか。

　『天国・希望』を伝えたかったキム・ジンウク宣教師は先に召

されたが、新たに天国・希望を大胆に宣べ伝えられる第二、第三

のキム・ジンウクが立ち上がる時である。収穫は多いが、働き手

が少ない時代だ。トルコをはじめ中東地域に、天国・希望を持つ

主の僕たちが立ち上がり出て行くことを期待する。使徒パウロの

国トルコで、天国への福音を宣言する主の僕たちが立ち上がるよ

う切に祈る†
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