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ウイニング・メンタリティ
（Winning Mentality）

　サッカー、野球、バスケットボールなど勝負を競う競

技において目に見える実力と同じくらい重要と思われる

勝利の要因があります。それはウイニング・メンタリティ

（Winning Mentality）、すなわちどんな困難な状況でも、

毎試合勝ちぬくという心構えです。ウイニング・メンタ

リティが強い選手たちは「今日の試合も必ず勝利する」

と信じ、自分が持っている技量を十分に発揮します。

この反面、敗北主義に陥った選手たちは、「いくら頑張っ

ても今日の試合も負けるだろう」とやる前に落胆して優

れた技量を持っているにもかかわらず、ミスを連発した

りします。だから敗北主義に陥ったチームは、チームメ

ンバーにウイニング・メンタリティを与えるため大金を

かけて優勝チームの監督や選手を獲得することがあるの

です。

　ところが運動選手と同じように、私たちが勝利する信

仰生活をするためにはウイニング・メンタリティが必要

イ・ヨンフン牧師

です。選手が試合前ウイニング・メンタリティで心を整

えるように、私たちも毎日、絶対肯定の信仰で武装して

一日を始めなければなりません。私たちが絶対肯定の信

仰を持てば「できる。やればできる。やってみよう」と

いう気持ちによって神様にゆだねられたことを全うでき

ますが、弱い心が先走り敗北主義に陥ると「できない。

やってもできない。やめよう」という否定的な考えで無

気力な一日を過ごすことになります。

　新型コロナウイルスと蒸し暑さの厳しい環境の中でも

いろんな種目の選手たちが勝利のために走っています。

私たちも新型コロナウイルスのせいで信仰生活をするの

に困難が多くても、こんな時こそ、より心をしっかりし

なければなりません。世の中の絶望的なニュースに落胆

せずに自分の置かれた場所で絶対肯定の信仰で武装して

進むと、神様が私たちをすべての問題から圧倒的な勝利

へと導いて下さるでしょう。†
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✿ 今日のマナ

永遠の生ける水

　人の体は 70％が水でできています。水は私たちの生活の源で

す。もし人が水を飲まなければ生きられません。しかし、人は肉

の体だけでなく、霊・魂・肉に構成されています。要するに、霊

である内なる人と肉である外なる人になっています。それゆえ、

肉である外なる人に水が必要なように、霊である内なる人にも水

が必要なのです。

　アダムとエバが堕落した後、人々は霊魂を投げ捨てて肉体中心

に生きてきたので、霊が渇きもがくようになりましたが、人々は

霊の渇きを無視し、人生の幸せを求め、人生の目的を見つけるた

めにさまよっています。しかし、人生の幸福と目的を発見するこ

とはできませんでした。

　夫を５回変え、６番目の夫と暮らしながらも飢え渇きが満たさ

れず、疲れ果てていた女性は井戸のそばでイエス様に出会いまし

た。「わたしが与える水を飲むと、永遠に渇くことはない」とい

うイエス様の御言葉を聞いた女性はすぐ、イエス・キリストのう

ちからあふれ出る永遠の生ける水を飲むことができました。生け

る水を飲んだ女性は町に走っていき、イエス・キリストを伝える

伝道者となりました。

　主は、犯した罪の多少にかかわらず、「私は罪人です。私は飢

え渇いて耐えられず主の御前に出て参りました。主よ、助けてく

ださい。」と言う正直な罪人を望んでおられます。そして、その

ような人々を救ってくださるのです。

　イエス様を信じる前は、私たちは肉に従って生き、渇いている

ことさえ知らない乏しい人生を生きてきました。しかし、イエス・

キリストを救い主として受け入れれば、人生の真の価値と目的を

知り、たましいの渇きが解消され、心の中に平安を得る偉大な奇

跡を体験するようになります。†
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会	

天の味わい
――	マルコによる福音書 5章 13 節	――

皆さんの信仰に不純物がたくさんあったら、世の人は天の味を

味わうことができません。「教会が世にあるのは良いが、教会

の中に世を入れこませてはならない。舟が水に浮いているのは

良いが、水が舟に入って来たら、舟は沈んでしまう」と、リン

ドセルは言いました。教会は世と分離することはできませんが、

世と区別しなければならないのです。

　「あなたがたは、地の塩である。もし塩のききめがなくなった
ら、何によってその味が取りもどされようか。もはや、なんの役
にも立たず、ただ外に捨てられて、人々にふみつけられるだけで
ある。」

　なぜイエス様は聖徒を『塩』に喩えたのでしょうか。それは、

古代における塩の価値を知れば、納得がいくはずです。塩の専売

制度は、中国においては紀元前 5世紀、ローマは紀元後 5世紀と

されています。韓国は 10 世紀の高麗時代、日本は正式に言うと

1905 年になりますが、いつの時代でも塩は政府の統制下にあり

ました。比較的緩やかな統制であったのは、四方が海に囲まれて

いたからかもしれません。民にとって絶対になくてはならないも

のだからこそ、統制があったのです。つまり、聖徒の皆さんはそ

れほど貴重な存在であり、価値があるということです。

　イエス様は教会の塩とは言わず、地の塩と言われました。塩で

ある皆さんが、味を出す場所は地であり、世であるということで

す。どんなに綺麗な器に入れていたとしても、料理に使わなけれ

ば意味がありません。教会で御言葉に恵まれ、祈りで武装したと

しても、教会内に留まっていたら、塩の役割は果たせないと言わ

れるのです。私たちクリスチャンの表舞台は、この世なのです。

日本の著名人の中にも、クリスチャンはたくさんいます。しかし、

クリスチャンのとして塩の役割を果たしている方を私は存じ上

げていません。皆さんは表舞台に出て、塩味（しおみ）を出して

ください。

　右を見ても左を見ても、「減塩、減塩」だらけです。なぜ、チ

ゲが美味しいのでしょうか。なぜ、キムチがないとご飯が美味し

くないのでしょうか。それは、塩の味がたっぷりついているから

です。本文には「もし塩のききめがなくなったら、何によってそ

の味が取り戻されようか」とあります。塩はなくてはならない存

在なのです。イエス様の時代は製塩技術が発達していませんでし

たから、庶民が手にする一般的な塩には砂や異物が混ざっていま

した。不純物が増えれば増えるほど、塩本来の味を失ってしまい

ます（塩本体、いわゆる NaCl は何ら変っていないのに）。あまり

にも多くの不純物が入っていれば、塩としての役割を果たしませ

んから、捨てられてしまいます。イエス様は福音を通して『天の

味』を教えてくださいました。それを味わった私たちが、日々の
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暮らしの中でその味を出していかなければなりません。皆さんの

暮らしとその姿勢を見て、世の人は天の味を知ることができるよ

うにするのです。しかし、皆さんの信仰に不純物がたくさんあっ

たら、世の人は天の味を味わうことができません。「教会が世に

あるのは良いが、教会の中に世を入れこませてはならない。舟が

水に浮いているのは良いが、水が舟に入って来たら、舟は沈んで

しまう」と、リンドセルは言いました。教会は世と分離すること

はできませんが、世と区別しなければならないのです。

　魚や肉を塩漬けにすると腐敗しません。海には約 3％の塩分濃

度がありますが、そのゆえに自浄能力を有しています。私たちが

地の塩になることにより、霊的腐敗を防ぎ、自浄作用が起きるよ

うにしなければなりません。それが、この地に神の国を建てるこ

とになるからです。腐敗するのも熟成するのも、『変化』という

意味においては同じですが、腐敗は本人と周りにダメージを与

え、熟成は本人と周りに幸福を与えます。エリシャは塩を用いて

水を浄めました。

　“町の人々はエリシャに言った、「見られるとおり、この町の場

所は良いが水が悪いので、この地は流産を起すのです」。エリシャ

は言った、「新しい皿に塩を盛って、わたしに持ってきなさい」。

彼らは持ってきた。エリシャは水の源へ出て行って、塩をそこに

投げ入れて言った、「主はこう仰せられる、『わたしはこの水を良

い水にした。もはやここには死も流産も起らないであろう』」。こ

うしてその水はエリシャの言ったとおりに良い水になって今日

に至っている。”（列王記下 2:19 ～ 22）。皆さんが塩の役割を果

たし、この世を天の味のする世に変えられますよう、主イエス・

キリストの御名によってお祈りいたします。†

ポストコロナ時代の特性

　この世は AC(After Corona、コロナ後 )と BC(Before Corona、

コロナ前 )と分かれると言われるほど、新型コロナウイルス・パ

ンデミックは全世界に莫大な影響と急激な変化をもたらしていま

す。全世界は科学技術万能主義と物質主義から、自然と人間性、

そして霊性を追求する全人的な回復を求める「ニュー・ルネサン

ス」ともいわれる文明の大変革期を迎えています。つまり、超知能・

超連結・超実感の第四次産業革命が加速化し、創意性と霊性を重

視する人間性の追求が強く求められる時代になると思われます。

　一方、新型コロナウイルスのパンデミック以後、未来社会の核

ポストコロナ時代、

クリスチャンはこのように備えよう
 企画Ⅰ

教会の本質を回復する時、
　　危機は機会になる！

アン・ジョンベ
国際未来学会会長、
未来牧会フォーラム政策諮問委員
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心的な三大トレンドのキーワードは「非対面参加」です。以下の

トレンドが強化されるでしょう。

　一緒にいないのに一緒にいるような「非対面現存感 (Untact 

Presence)」、すべての生活とビジネスを連結する「スマート

プラットフォーム (Smart Platform)」、先端技術と感性をもっ

て個人に合わせてサービスをする「人工知能個人サービス (AI 

Personal)」 、このような未来変化にマッチする産業として、ア

ンタクト (untact、非対面 )スマートメディア、アンタクトスマー

ト教育、アンタクトスマートヘルス、アンタクトスマートショッ

ピング、アンタクトスマートファーム、アンタクトヒーリング等

が挙げられます。

ポストコロナ時代の韓国教会の現況

　ポストコロナ時代に、世界は急速に変化し続けます。特に、韓

国教会は今まで全く経験したことのない環境に適応しなければな

らないという課題が与えられました。教会は「ニュー・ノーマル

(new normal、新しい日常性 )」が本格的に具現化しつつある状

況にあります。

　韓国キリスト教牧会者協議会の 2020 年 4 月の調査結果では、

教会出席聖徒の 55％が、主日礼拝を家庭礼拝やオンライン礼拝

に代替することができると答えています。また、牧会者対象の

2020 年 6 月ポストコロナ認識調査によると、コロナ以後の教会

員数変化予想質問に、49％の牧会者たちが教会員数が減少するだ

ろうと答えました。韓国リサーチ 2020 年 6 月「ポストコロナ、

新型コロナウイルスと非対面、デジタル社会転換」調査結果では、

回答者の 46％が非対面オンライン宗教活動を経験し、56％がこ

のような非対面オンライン宗教活動を肯定的な変化だと答えてい

ます。

　このように韓国キリ

スト教史上初めての自

ら礼拝を中止するほど

の莫大な影響を及ぼし

ている新型コロナウイ

ルスのパンダミックは、

ポストコロナ時代の韓

国教会の大変革を予告

しています。

ポストコロナ時代の韓

国教会とクリスチャン

のタスク

　ポストコロナ時代の

韓国教会は以前に経験したことのない、新たな苦難の環境に置か

れています。しかし、同時に教会とクリスチャンの本質に立ち返

る機会であり、これは韓国教会の選択肢ではなく必須事項なので

す。

　ポストコロナ時代、教会の使命の核心である礼拝、交わり・交流、

奉仕、伝道は、初代教会の本質に立ち帰る時です。礼拝は、聖徒

のいるすべての場所が礼拝場所となり、小グループキリスト教の

共感共同体が交わり・交流の核心的な主体となります。社会奉仕

や隣人との交流と分かち合いを通して奉仕を実践します。デジタ

ルメディアを活用したキリスト教的生き方の模範の提示と福音伝

播を通じて、伝道を拡散しなければなりません。

　ポストコロナ時代の教会とクリスチャンは、聖書的本質に立ち
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帰り、創造秩序の復元のため、四つの回復運動のタスクを遂行す

ることが重要です。

　第一に、自然回復運動として、神が創造なさった美しい自然を

治めなさいという命令を遂行することです。その実践活動として、

教会とクリスチャンは節約運動を展開すべきです。これにより、

創造主なる神がご覧になり良しとされた自然とあらゆる生物を、

保護しよく治めよという命令に、生活の中で小さいながらも実践

できるようになります。例えば、韓国のクリスチャンが使用しな

いコンセントを抜くだけで、年間に火力発電所 1基が発電する電

気が節約できます。これは自然環境保護に貢献することになるで

しょう。すなわち、自然への愛を回復し、実現することになります。

　第二に、家族回復運動として、神が男性と女性を創造され、「生

めよ、ふえよ」とされた文化命令を遂行しなければなりません。

そのために、結婚・出産奨励運動を教会が積極的に推進していく

ことです。特に、韓国は出産率が 2019 年 0.98 で、世界で唯一、

二人の夫婦がひとりも子どもを産まない国家となりました。しか

も 2020 年、新型コロナウイルスのパンデミックによって出産率

はさらに低くなり、0.92 と予測されています。これからは、ク

リスチャンでも結婚や出産を通して文化命令を遂行できるよう、

韓国教会が積極的に奨励と支援を実行する必要があります。家庭

と家族が回復すれば、韓国教会の社会的貢献度も肯定的に作用す

るでしょう。さらに家族への愛を実現することにもなります。

　第三に、人間性回復運動を実践すべきです。正直で他人を配慮

し協力する人間性は、聖霊の実であり、聖書的価値観です。その

実践運動として、誠実運動や健全でキリスト教価値観を盛り込ん

だコンテンツを制作し拡散する、『人間性クリーンコンテンツ運

動』に積極的に参加することを提案します。これにより、キリス

ト教価値観が自然とメディアやコンテンツを通じて世界へ広ま

り、豊かな人間性が育まれるようになるでしょう。これは、隣人

愛を実践することになります。

　第四に、霊性回復運動として、「まず神の国と神の義とを求め

なさい」（マタイ 6:33）という御言葉に従順し、神の国と高貴な

価値を追求する人生を生きなければなりません。聖書の『御言葉

黙想運動』を展開することを提案します。一日に一節御言葉の黙

想を通して、三位一体なる神とともに歩むことになり、自身の霊

性が強められ、神の国の具現のために努力します。そして、教会

と隣人を生かすために、一つの共同体を創造するようにします。

これはすなわち、神の愛の実現になるでしょう。

ポストコロナ時代のアンタクト (非対面 )牧会宣教戦略

　ポストコロナ時代は

アンタクト時代になる

だろうと言うほど、社

会や生活におけるあら

ゆる所でアンタクト(非

対面 )コミュニケーショ

ンが日常化し、一つの

文化となります。宗教

活動も例外ではありません。韓国教会も牧会・宣教をアンタクト

コミュニケーション時代に対応できるよう、変化することが不可

避です。

　アンタクト・メディア専門家であり、クリスチャン未来学者と

しての筆者は、韓国教会のためのポストコロナ時代のアンタクト

牧会・宣教戦略に、次のように四つを提案致します。

　第一に、アンタクトとコンタクト牧会・宣教は選択ではなく、
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相互補完として同時に

進行すべきです。ポス

トコロナ時代のアンタ

クト文化と生活が加速

化すれば、アンタクト・

メディアを通じた牧会

や宣教がより重要にな

ります。

この時、アンタクト（非対面）とタクト（対面）を適切に相互補

完できるように活用する必要があります。また、アンタクト礼拝

と集会であっても、事前に録画された動画ではなくて、できれば

リアルタイムで双方向に進め、牧会者と聖徒が離れていても一緒

にいるような相互の存在感を感じるようにすべきです。

以前と異なり、誰もがスマートフォンなどのアンタクト・メディ

アによる何時間もの教育を受けるようになることが想定され、非

対面、かつ、リアルタイム双方向牧会・宣教サービスの提供が不

可欠となるので、教会はこれを積極的に活用すべきです。

　第二に、ポストコロナ時代に温かい共同体の牧会・宣教を活性

化する道具として、アンタクト・メディアを適切に活用する必要

があります。ポストコロナ時代には世界の変化速度がより早くな

り、人々との対面接触がより弱化されながらも、逆に、共同体に

対するニーズが強化されます。また、温かい人間性とともに、高

貴な価値を追求する霊性がより重要になります。したがって、「小

グループリアルタイムアンタクト聖書勉強会」「小グループリア

ルタイムアンタクト区域礼拝」「小グループリアルタイムアンタ

クト賛美礼拝」など、メディアを活用した小グループ共同体の集

まりを平日にも活性化すれば、教会の役割が増大し、聖徒も増加

するでしょう。

　第三に、ポストコロナ時代の教会は、全聖徒が『スマートフォ

ン宣教師』としての役割を果たせるよう、教育し変化させるべき

です。ポストコロナ時代に最も影響力が大きく活用が拡散してい

るスマートフォンを、牧会と宣教の次元に活用する必要がありま

す。特に、アンタクト文化が拡散すればするほど、スマートフォ

ンの使用時間が増えていきます。それゆえ、スマートフォンを牧

会や宣教の道具として活用すれば、その効果がより高まるでしょ

う。したがって、牧会者や宣教師だけでなく、全聖徒がスマート

フォンによる福音とキリスト教コンテンツを拡散し、アンタクト

小グループを運営できる「スマートフォン宣教師」としての役割

を果たせるよう、教会は教育する必要があります。

IT 強国である韓国は、メディアや IT 専門家だけでなく、キリス

ト者も誰でもが関心と興味を持って学べば、誰でもスマートフォ

ン宣教師としての働きを果たすことが可能となります。聖書とキ

リスト教に関する情報・コンテンツをスマートフォンに入れて、

対象別にそれを提供し、簡単に面白く聖書を勉強することができ

るようにして、さらに共同体の情報共有ベースを作るとすれば、

スマートフォン宣教の働きを担うことができます。

　韓国メディア宣教会の「スマートフォン宣教アカデミー（院長

アン・ジョンベ教授）」は、ポストコロナ時代に『100 万スマー

トフォン宣教師養成』というヴィジョンを掲げました。スマート

フォンを通して聖書勉強と福音伝道、及び宣教拡散に全キリスト

者が参加できるようにと教育的使命を負っています。

スマートフォン宣教師養成教育を通して、スマートフォン伝道方

法、SNS 活用宣教方法、共同体情報及びキリスト教コンテンツ制

作や拡散方法を学び、日常生活において宣教師としての役割を遂

行できるようになります。

　第四に、ポストコロナ時代の教会は、次の世代、未来の人材の
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 ✿ 愛

「あなたの主人は誰ですか？」

チョン・ジョンウン　春川（チュンチョン）ハンマウム教会霊的模範となるべきで

す。キリスト教的価値

観と聖書的力量を備え

ることが、ポストコロ

ナ時代の未来人材の力

量となります。時代の

変化をつかみ指導でき

る未来の人材・聖書的

人材を養成する役割を、教会が果たさなければなりません。

そのために、次の世代の教育方法、教育教材、教育施設等に果敢

な革新と投資が必要です。これは、次の世代が教会に集まり、教

会が地域社会に貢献することにより、家族にとっても重要なより

どころの役割を果たすようになるでしょう。

　ポストコロナ時代に、韓国教会とクリスチャンが聖書的本質に

立ち返り、自然回復、家族回復、人間性回復、霊性回復のタスク

を遂行し、アンタクト牧会・宣教戦略を実践するとき、教会とク

リスチャンが世の光と塩になり、福音がもっと拡散され、教会が

回復するでしょう。いつくしみ深い良き神は、預言者エレミヤを

通して語られました。「主は言われる、わたしがあなたがたに対

していだいている計画はわたしが知っている。それは災を与えよ

うというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた

がたに将来を与え、希望を与えようとするものである」（エレミ

ヤ 29:11）と。この御言葉のように、ポストコロナ時代が韓国教

会とクリスチャンにとって新しい未来と希望になるように、私た

ちがまず悔い改め、主なる神に立ち返り回復されなけばならない

のです。†

　生きているのが奇跡と
言える女性がいます。彼
女は 2012 年に末期癌と
診断されてから今まで
（2020 年 7月 10日現在）、
82 回もの抗癌治療を受け
て来ました。脊椎骨、頚
椎骨、肋骨、胸骨、両方
の骨盤骨、両方の肺、気
道のリンパなどにすでに
癌細胞が広がっていて、
臓器へ少しでも転移すれ
ば、すぐにでも致命的な
状況に陥ります。それで
も彼女は世界の誰よりも

血色良く、明るくきれいな女性でした。彼女が自身の境遇を語って
くれるまで、とても癌患者とは思えませんでした。
　イエスを真の主人と信じる者にどのような祝福がもたらされるの
か、それは彼女を見れば分かります。彼女の名前はチョン・ジョン
ウン。慶煕大学でピアノを専攻し、今年、2020年に公開されるドキュ
メンタリー映画、「復活」（制作 ‧監督キムサンチョル牧師）に出演
しています。
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　「私が癌ですって？」

　ジョンウンさんは、頭の中が真っ白になりました。「39 歳で乳

癌。それも末期癌だなんて ...」

　病院では、手術が困難なため、抗癌治療が行われることになり、

抗癌注射を打たれましたが、10 分も経たないうちに注射による

激しいショックを感じました。これで死んでしまうのではないか

と思った程です。治療を始めてからというもの、「人はなぜ生き

るのだろう？」と、時々ふと感じるようになりました。今までは

生きる理由が多かったのに、今は注射を打たれ、家で寝ているば

かりの生活、すべてが空しく感じられます。

　ジョンウンさんの専攻はピアノでした。裕福な家庭に生まれ、

６歳の頃からピアノを習い始めました。愛情深い両親のもとで教

育を受け、世界的に有名な教授達からもその才能を認められまし

た。自身もピアノをとても愛し、将来はピアニストになるはずで

した。ところが、大学３年生の時、苦しんでいた慢性的な手首の

痛みが悪化し、ついには、ピアノを弾くことが出来なくなるとい

う診断を受けます。

　「絶望でした。それでも希望を捨てずコンサートで演奏したり、

週末にはピアノを教える仕事もしました。新しい事にも挑戦し、

企画会社を設立するなど、懸命に生きていました。そんな中、両

親には内緒にしていた事業が完全に失敗し、激しいストレスの

中、いくつもの体の異常を感じていました。病院へ行かなければ

いけないのは分かっていましたが、恐ろしくてなかなか行くこと

が出来ませんでした。」

　異様な様子を察した友人の母親に連れられて行った病院で、癌

の診断を受けました。１次、２次抗癌治療は想像もできない痛み

が襲いました。全身の毛が抜け、食道がただれ、嘔吐、発熱、不

眠症、しびれの症状など、様々な抗癌副作用に苦しみながら、ま

るで自分が獣にでもなってしまったかのように感じられました。

　宗教を持たなかったジョンウンさんは、キリスト教に否定的で

した。普段見聞きするクリスチャンのイメージがあまりにも良く

なかったからです。ところが、20 代後半に出会ったクリスチャ

ンのヨンスさんだけは違いました。ヨンスさんから福音を聞いた

時は、即座に拒否反応を示しましたが、それでもヨンスさんは諦

めず、ジョンウンさんが辛い時、いつも電話をしてくれました。

　「３次抗癌治療を前にして怖くなりました。虚しい気持ちに襲

われ、「神様は本当にいますか。いるなら今すぐ私を助けてくだ

さい！」と叫んだ瞬間、ヨンスさんから電話が掛かって来まし

た。わらにもすがる思いで、ヨンスさんに自分の為に祈ってくれ

るようお願いしました。その次の日曜日、ヨンスさんからまた電

話が来ました。私のために教会の人達が執り成しの祈りをしてい

ると、祈りの力について説明してくれました。当時の私は、祈っ

てくれている人達に感謝するどころか、他の誰かに私の病気につ

いて知られてしまったことに対し、何だかプライドが傷つけられ

た思いがして、怒りさえ感じてしまっていたのです。」

　３次抗癌治療を受けた日、いつもは初日から出る副作用が二

日、三日と日が経っても現れませんでした。もしかしたらお祈り

➊ピアノを弾く時はイエスではなく自分が主人になるので、イエスと出会ってからは特別な事情がない限り、
　ピアノは弾いていません。
❷今は亡くなられたチョ・ウンジュ勧士（子宮肉腫癌）、ファン・ジョンヒ執事（子宮頸部癌）の家庭訪問。
　いつか天国の１２真珠の門の右端で出会う方達です。
❸映画「復活」の出演者（イ・ソンヘ、グォン・オジュン）とキム・サンチョル（一番左）と一緒に撮った写真。
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のお陰かもしれないと思いました。４次抗癌治療では副作用がな

いだけでなく、体調が以前より良くなりました。そして、死と隣

り合わせの状況で生活する中、いつしかジョンウンさんは死後の

世界について考えるようになりました。

イエスを主人として告白する

　「世界で最も悲しい言葉は『癌」であり、最も暗い単語が『死』

だと思っていました。そういった思いが私を完全に支配し、ヨン

スさんが以前、語ってくれた地獄について調べてみたいと思いま

した。それで、４次抗癌治療の後、ヨンスさんが通っている教会

を訪ねてみたのです。しかし、教会に行ってすぐ後悔しました。

礼拝はとても長く、牧師先生の言葉は聞き取れませんでした。さ

らに、牧師先生が、今日は、毎日、執り成しの祈りをしている女

性が来ていると、私を立たせて紹介し、皆が私のために祈ってく

れました。でもそのやり方が、私にはまるで異端のように見え、

礼拝が終わるとすぐに、逃げるように帰って来てしまいました。

それでも次の日の朝、なぜか再びその教会に行きたい気持ちが湧

いてきました。そして教会のある春川（チュンチョン）に向かう

高速バスの中、教会でもらった聖書勉強の教材を、ふと取り出し

ました。」

　「神は、義をもってこの世界をさばくためその日を定め、お選

びになったかたによってそれをなし遂げようとされている。すな

わち、このかたを死人の中からよみがえらせ、その確証をすべて

の人に示されたのである。」（使徒 17:31）

　この個所を読んで衝撃を受けました。これまで神話の中の人物

だと思っていたイエスが実際に存在していると実感したのです。

すぐ BC と AD が思い浮かび、現在も使用されている基準がイエス・

キリストの誕生だというところまで考えが及びました。また、以

下のローマ人への手紙 14 章９節を読んだ時、　「なぜなら、キリ

ストは、死者と生者との主となるために、死んで生き返られたか

らである。」という御言葉を通して、イエス様が私の体と心の真

の主人であることが悟り始め、心から悔い改めました。」

　ジョンウンさんの人生で最も驚くべきことが起こりました。今

は癌が彼女の人生にとって最高の贈り物となり、死は希望へと変

わったのです。その後、ジョンウンさんは、イエス様との恋に落

ちました。世の中に愛は存在しないと信じていましたが、何の条

件なしに最後まで待ってくださっているその愛を知りました。彼

女の一日は全てイエス様で溢れるようになりました。

　その後、もう一つ、驚くべきことがありました。３次抗癌治療

までは結果が悪かったのですが、４次抗癌治療から６次抗癌治療

では骨や肺に転移した癌は跡形もなく消え去り、癌が残っていた

のは、手術が可能な部分のみとなっていました。急遽、手術が行

われ、体からすべての癌が除去されました。

　手術が終わって麻酔から覚めた瞬間、ジョンウンさんの道は、

これから復活の証人（使徒 1:22）になる道となったのです。

イエスの復活、私の復活

　ジョンウンさんは使命者として生まれ変わりました。復活した

イエスを堂々と癌患者に証ししました。話を聞いたほとんどの患

者やその家族たちの目つきが変わり、イエス様を救い主として受

け入れてくれました。そんなある日、ある患者がこのように言い

ました。「あなたは治ったからそう信じたいだけなのではないか」

と。自分はその患者に天国の希望を与えようとして、かえって傷

つけてしまったのかもしれないと思い悩みましたが、癌患者に福

音を宣べ伝えるために、自分を癒してくださったのであれば、そ

うできるように道を開いてくださいと神様に祈りました。祈り始
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めてから一週間ほど経った頃、癌が再発しました。手術して１年

８ヶ月目のことです。

　「癌が消えた骨のところに再発していて、医師からはこんなこ

とは初めてだと言われました。そして、もうできる治療方法はな

いと言われました。その瞬間、心の中で医師が治せないことは、

神様が癒してくださると確信しました。自分がイエスを信じる前

に、癌を癒してくださったように、再発した癌は他の癌患者の前

で私が堂々と福音を伝えられるように送られてきた贈り物だと

思いました。」

　再発して間もなく、癌の痛みが襲いました。前とは次元が異な

る強い痛みでした。一晩、片方の足が麻痺しました。その時、「教

会に行こう！」という思いが頭に浮かびました。

　「頑張って教会へ行ったら、突然、牧師先生が講壇で私の癌が

再発したことを聖徒に伝え、祈りましょうと言いました。皆の愛

の祈りを受けながら、私が最も恐れていたのが何か分かりまし

た。障害者として残りの人生を生きることになったらどうしよう

という恐怖 ... イエスのために死ぬと宣言した信仰は、痛みの前

では跡形もなく消えてしまい、死の恐怖にぶるぶる震えている自

分の姿を悔い改めながら、どんな状況があっても、それが神の御

旨であれば大丈夫だと告白しました。」

　すると、嘘のように体に変化が現れました。教会へ行く時は、

スーツケースに身を預けるように足を引きずりながら行きまし

たが、教会から出る時は、何もなかったように両足で普通に歩け

ました。このようなことは今も続いています。死にそうな発熱

や今が人生の最後かと思うほどの痛みで辛い時、自分を信用して

くださる神様を裏切らないと信仰の告白をしました。次第にどん

な状況でも安全であることが確信でき、平安と大胆さを得るよう

になりました。今では、心身ともに回復しています。主はいつも

私たちの中心を見ておられま

す。

　それでも、現代医学で診断

される彼女の容体は悪くなっ

ていました。2016 年 1 月、肺

と気道リンパ節に癌が転移

したことが確認されました。

2018 年 1 月には頸椎骨まで癌

が広がり、最初に使っていた

一番強い抗癌剤治療に戻りました。

　ジョンウンさんは、世の中には二種類の人がといると言いま

す。イエスを信じている人と、これからイエスを信じる人。すべ

ての人を救いたいと願う神様の心を知っているので、そして福音

を聞くことによって闇の力から抜け出し、復活の命に生き返る魂

を見ているので、彼女は今日も遠い道のりも苦にせず一人の魂の

ために走っています。

　「この地と別れる最後まで福音を伝えたいと思います。主は私

に復活がすべてだと言い続けました。苦難があり、大変な時もあ

ります。その期間が 10 年、20 年になることもあるでしょう。し

かし、私たちには保証された未来があるので大丈夫です。信仰の

ある者の最後はハッピーエンドですからね。今は、神様と深い恋

に落ちる時です。神様を存分に愛して下さい。その方だけが我々

の主人なのです。」

　シャロームが宣言されることによって、免疫システムが全身を

守るようになり、体が本当の命を得て享受し、その使命を完成で

きるように体が助けてくれるようになると聞いたことがありま

す。彼女の使命は、まだ残っています。だから奇跡は今も続いて

いるのです。†
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神の満たし

 ✿ 神の国

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

　神様はすべての被造物をご自身の栄光で満たすことを願われて

おり、何度もこのように語られています。

　「その光栄ある名はとこしえにほむべきかな。全地はその栄

光をもって満たされるように。アァメン」（民数記 14:21、詩編

72:19、詩編 6:3、詩編 11:9、ハバクク 2:14）。

　すべての民を神の栄光で満たすのは、地上に来られたイエスが

なされた働きの本質でした。

　「降りてこられた者自身は、同時に、あらゆるものに満ちるた

めに、もろもろの天の上にまで上られたかたなのである」（エペ

ソ 4:10）。

　「満たし」という意味のヘブライ語「プルレロマ」は、新約聖

書には 17 回登場します。その動詞である「プルレロオ」になり

ますと、95 回登場します。この単語を調べることで、被造物に

対する神の計画がどれほど偉大なものであるのかを知ることがで

きます。

私たちをとおして

　神様はご自身の民をその光栄で満たし、その彼らをとおして、こ

の地をご自身の光栄で満たされるのを願っておられます。まず、神

様はご自身のすべての栄光をイエスの中におかれ、その方が肉体を

もってこの地上に生まれるようにされました。 

　「キリストにこそ、満ちているいっさいの神の徳が、かたちをとっ

て宿っており」(コロサイ 2:9)。

　神の栄光が宿るイエスをとおして、私たちは恵みにより同じ栄光

を受けることができ、これは永遠に増し加わっていきます。

　「わたしたちすべての者は、その満ち満ちているものの中から受

けて、めぐみにめぐみを加えられた」（ヨハネ 1:16）。

　究極的なところ、信仰と愛で生きていくのであれば、私たちは

イエスと同じ栄光で満たされるのです。

　「また人知をはるかに越えたキリストの愛を知って、神に満ち

ているもののすべてをもって、あなたがたが満たされるように」
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( エペソ 3:18 ～ 19)。

　神の栄光は私たち全員がその栄光で満たされるまで、一人ひと

りに与えられます。イエスの弟子達は聖霊の火で神の光栄を受け

ました ( 使徒 2:2 ～ 4)。また、福音伝道をとおして、その光栄

はすべての国々に伝えられました (使徒 10:44)。

教会とイスラエル

　ローマ書 11 章には『満ちる』という単語が二回出てきます。

最初は異邦人のところで、その次にはレムナント（イスラエルの

残れる者たち）のところで使われています。

　「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」（ローマ 11:25）。

　「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」（ローマ 11:12）。

　神の計画は、ユダヤ人と異邦人のすべてが神ご自身の栄光で満

たされることです。世界中の教会が神の栄光で満たされるとき、

イスラエルにはリバイバルと回復が臨むでしょう。

　「…異邦人が全部救われるに至る時まで…こうして、イスラエ

ル人は、すべて救われるであろう」（ローマ 11:25 ～ 26）。

　救われたユダヤ人がその使命に入ったあと、世界的なリバイバ

ル、死者の復活、そしてイエスの再臨が起こります。

　「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 11:15）。

　世界中の教会がリバイバルしていると同時に、質においても成

熟してきています。彼らはイスラエルのために祈るだけではなく、

メシアニック・ジューと一緒にはたらいています。彼らの祈りを

とおして、ユダヤ人と教会の共同体で大勢の人々が救われ、神の

光栄が私たちをとおして表されています。

　「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

かしらとして教会に与えられた。この教会はキリストのからだで

あって、すべてのものを、すべてのもののうちに満たしているか

たが、満ちみちているものに、ほかならない」( エペソ 1:22 ～

23)。

時は満ちた

　新約で語られた最初のメッセージはバプテスマのヨハネのもの

で、それは悔い改めの要求と神の王国の到来を告げるものでした。

神の国の到来と関連があったため、彼のメッセージは緊迫した内

容でした。

　「時は満ちた、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ」（マ

ルコ 1:15）。

　時は満たされなければなりませんでした。ヘブライ語には「時

間」を表す単語が二つあります。一つは、過去から未来へと一方

向に流れていく時間を指す「クロノス」であり、もう一つは出来

事の発生時点を指す「カイロス」です。もちろん、ここに使用さ

れている単語はカイロスです。時が来たのです。その時が来るま

でに、神様はすべてのものを成し遂げられます。

　イスラエルと教会に人々が満ちる様子は、コップに水を注ぐ様

子に例えられます。コップが水でいっぱいになるときに、時は満

ちるのです。コップから水がこぼれるのは、水がいっぱいになっ

たときです。時を決定するのは、単なる時間の経過ではなく、条

件の成立なのです。

　ペンテコステの日まで信徒らは熱心に祈りを積み重ね、時が満

ちたときに聖霊降臨が起こりました（使徒 2:1）。
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優 先 順 位

 ✿ 霊的リーダーシップ
イ・ヨンフン		牧師／ヨイド純福音教会

　イスラエルと教会がそれぞれの使命を全うするとき、イエスが

地上に戻られて、彼の王国を完成するという時が満たされるで

しょう。

　「天にあるもの地にあるものを、ことごとく、キリストにあっ

て一つに帰せしめようとされたのである」（エペソ 1:10）。

預言と御言葉の成就

　ヘブライ語では「成就する」と「満ちる」は同じ一つの単語となっ

ており、ここまで扱ってきた「プルレロオ」です。聖書に書かれ

た預言は時が満ちたときに成就します。神様のなかでは預言はす

でに実現しています。聖書に御言葉として書かれた預言は、時が

満ちると成就します。時間と空間の三次元の世界で実現すること

が成就です。 

　新約では数十回言及されています。その最初の例はこの箇所に

なります。

　「すべてこれらのことが起ったのは、主が預言者によって言わ

れたことの成就するためである」(マタイ 1:22)。

コインの裏表

　ですが、「満ちる」という単語は否定的な意味でも使われます。

イエスがユダヤ教の指導者を叱られたとき、ユダヤの民の罪が『満

ちた』とおっしゃいました ( マタイ 23:32 ～ 35)。イエスは「エ

ルサレムは、異邦人の時期が満ちるまで、彼らに踏みにじられて

いるであろう」とも語られています (ルカ 21:24)。

　つまり、ユダヤ人と異邦人ともに、罪の満たしと使命の満たし

があります。罪を悔い改めてイエスの恩恵を受けて、お互いを祝

福するとき、私たちは神の栄光で満たされます。すると、私たち

は神の光栄をこの地に流していく器として用いられるのです。†

　人の一生は選択と決断の連続です。正しい選択と決断はその人

の一生を究極の成功へと導きます。歴史に美しい足跡を残した数

多くの指導者たちは、例外なくこの部分で頭角を現した人々で

す。イエス様は山上の垂訓の中で、このように言われました。

「まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのも

のは、すべて添えて与えられるであろう」（マタイ 6:33）。

　まず神の国と神の義を求めると、つまり優先順位を正しくする

と、すべてのことは添えて与えられるという祝福の御言葉です。



　30 31　

私たちの選択と決断において神様が治められ、栄光をお受けにな

る神の国が現れるならば、選択と決断の結果として神の御心を成

し遂げるならば、私たちは主の御約束通り、すべて添えて与えら

れる恵みのうちにいるでしょう。

コラムデオ

　今では世界中にその実体が明らかになり、もはや「新天地」と

いう名前では既存教会に浸透することができなくなった集団が

ある。これまで偽装と偽りで教会に大きな被害を与え、多くの魂

を奪い取っていった、えせ（似非）異端集団です。教会や家庭に

言葉では表現できないほどの大きな被害を与え、若者を惑わし、

多くの家庭に破綻をもたらした異端集団ですが、彼らに対し注目

すべき一つのポイントは選択と集中の部分です。彼らは若い世代

を選択し、彼らの獲得に集中しました。一人の正常なクリスチャ

ンを奪い取ろうと定めたら、彼には少なくとも 6〜 7ヶ月間集中

してかかわります。新天地だと全く知らずに引っかかった多くの

若者たちが、6 〜 7 ヶ月間の集中的な攻略の中で洗脳された後、

結局新天地の中心的メンバーに転落してしまいました。

　間違った選択と決定は、このように人生を破滅に導きますが、

主にある正しい選択と決定はその一生を神様の恵みへと導きま

す。ヘブロンを選択したアブラハムは信仰の先祖となりました

が、ソドムとゴモラを選択したロトは、神様がそこを炎と硫黄で

裁かれるとき、2 人の娘とともにやっとの思いで命拾いした恥の

祖先となりました。

　いつも「神様第一主義」の信仰を持ち「神様の御前での意識」

を持ち、最善の選択と決断を通して、神様の御心を成し遂げてい

く霊的指導者になりましょう。正しい選択のために、いつも神様

の知恵で武装していなければなりません。

「主を恐れることは知識のはじめである、愚かな者は知恵と教訓

を軽んじる。」（箴言 1：7）。

　「知恵を求めて得る人、悟りを得る人はさいわいである。知恵

によって得るものは、銀によって得るものにまさり、その利益は

精金よりも良いからである。知恵は宝石よりも尊く、あなたの望

む何物も、これと比べるに足りない」（箴言 3：13 〜 15）。

　「知恵の初めはこれである、知恵を得よ、あなたが何を得るに

しても、悟りを得よ」（箴言 4：7）。

　主にあって御言葉をいつも黙想し、、知恵の力を総動員して、

最も重要なことと最も初めにやるべきことを選択し決定しなけ

ればなりません。そして、一度決定したら速やかに実行しなけれ

ばなりません。行いのない信仰は死んだ信仰であると、使徒ヤコ

ブは強調しました。

　「霊魂のないからだが死んだものであると同様に、行いのない

信仰も死んだものなのである」（ヤコブ 2：26）。

交わりと祈り

　イエス様は、ご自分の優先順位を神様との交わり、祈りに置か

れました。イエス様は神様と交わり、神の御言葉を黙想し、その

御言葉を暮らしの中に溶け込ませ、すべての人々に伝えました。

イエス様は任された使命を全うされ、いつも神様が喜ばれること

を行われました。

　「わたしをつかわされたかたは、わたしと一緒におられる。わ

たしは、いつも神のみこころにかなうことをしているから、わた

しをひとり置きざりになさることはない」（ヨハネ 8：29）。



　32 33　

自発的に権利を放棄する

 ✿ 真理が答えである
ハン・ギチェ 牧師／中央ホーリネス教会

　イエス様の生き方のすべての姿を見習い、私の人生の優先順位

が「イエス様の似姿になろう」になりましょう。イエス様に似て

いく人生がすべての問題の究極的な答えです。そのように生きて

いくために奮起しながら、最善の努力をしなければなりません。

イエス・キリストの心を抱いたキリストの真の弟子の道を行かな

ければなりません。

　「キリスト・イエスにあっていだいているのと同じ思いを、あ

なたがたの間でも互に生かしなさい」（ピリピ 2：5）。

　トマス・ア・ケンピスの著書『キリストにならいて』の中で一

句一句強調しているように、私たちの姿と生き方が「キリストの

似姿」になり、残りの人生、神の栄光のために最善の選択と決断

をして生きていく私たちになりましょう。†

　主イエスが荒野で受けられた三つの誘惑（マタイ 4:1 ～ 11）は、

当時の世間を支配していた三つの価値観を反映しています。

　ギリシャ的背景からは「パン」、つまり物質に対する誘惑であり、

ローマ的背景からは「全世界の国々と栄光」が象徴する権力志向

に対する誘惑です。また、ユダヤ的背景からは「しるし」を追求

する宗教的な誘惑です。

　イエス様が「神の御子」であり、その方に『神的能力』がある

と知っていたサタンは、主イエスを試みそして倒そうとしました。
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　サタンの主張は、「神の御子」に与えられた権能を活用し、現

世において偉大な支配者として現わしなさいということでした。

それは、イエス様がヨルダン川でバプテスマを受けた時、天から

聞こえた「神の御子」という称号にはふさわしくないと言ってい

るのと同じことです。サタンの巧妙な誘惑です。父なる神が人類

救済のために御子に与えた能力と賜物を、自分自身のために用い

なさいというのです。公的働きの私的乱用です。

　イエス様はこのような誘惑をきっぱりと拒否されました。それ

はできないからではなく、正しくないからです。しかし私たちは、

自分にない能力までも引っ張り出して自分の栄光のために用いよ

うとします。「できるからといって自分ですべてをやってしまう」

のは、乱用です。「できないことをしようとする」のは高慢です。

「してはいけないことをする」のは不法です。「するべきことをし

ない」のは怠慢です。しかし、「できるがしないこと」と「しな

くてもいいがすること」は、『キリスト教倫理』であり、『十字架

の精神』です。

　私たちが神の子どもとして受けた神の力と職分と権威は、与え

られた方の御心を成し遂げ、教会の共同体の徳を立てるためです。

本質的に私たちは神の宮の管理者であり、その内容を神様に報告

しなければなりません。こういう霊的真理を理解し内面化できな

いときに、問題は生じるのです。私たちはしばしば、自分に与え

られた権限を越え、それ以上に用いたいという誘惑を受けます。

このような誘惑に打ち勝つためには、「できるがしない (I can 

but I will NOT)」という確固たる決断が必要です。

　イエス様は賛美と栄光と感謝と尊敬をお受けになるべきお方で

すが、そのすべてを放棄されました。正しいお方として、当然ご

自身の生命を保つべき権利を持っておられたのに、人類の贖いと

救済のために、ご自身を擁護する権利を放棄されました。ゴルゴ

タの十字架は自己権利の放棄を全世界に示したものです。

　パウロは、「すべてのことは、わたしに許されている。しかし、

すべてのことが益になるわけではない」（Ⅰコリント 6:12 前半）

と語りました。自分には「することのできる権利」「享受する権利」

を持っているが、キリストと福音のためにその権限を利用しない

と宣言しました（Ⅰコリント 9:12）。ケパ（使徒ペテロ）のよう

に結婚することもできたが、福音と差し迫った終末のためにそれ

を人生から外しました。霊の糧を供給する者は、肉の糧を受け取

る権利がありますが、福音伝道に支障がないように、彼は自費で

宣教しました。それゆえ自責の念のある者だと、偽使徒たちから

攻撃を受けました。それでも彼は、自分にある健全な自負心と誇

りを決して放棄せず、この地上における多くの権限を利用しよう

としませんでした。神の御国のため、そしてキリストのために権

利を「自発的に」放棄したのです。

　使徒ペテロは、若かったときは自分で帯をしめ、思いのまま

に歩き回りましたが、年を取ってからは両腕を伸ばし、他の人

が帯を結び付けて彼の望まない所に連れて行きました（ヨハネ

21:18）。ペテロも自己主張を止めて、神に栄光を帰す人生を生き

ました。神の大義のためなら、正当であっても自己権利を放棄す

るのが真のキリスト者です。

成熟した倫理意識

　『権利放棄』は、誰にでもできることではありません。真のキ

リスト者だけが可能なことです。神と永遠なるあの世の存在を知

らない者、不信者はただ現世に縛られたまま生きていきます。愚

かな金持ちのように、神に対して豊かになれず、ただこの世と自

分の肉体だけを豊かにします。彼らにとって権利放棄はとんでも
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ないことです。与えられた権利を極限まで活用しようとします。

快楽の極大化を成し遂げようとします。人権という美名の下、多

様な名称を使って、ない権利すら作り出します。この地における

自己権利を放棄する者たちを愚かな者、馬鹿者だと嘲弄します。

　しかし信じる者たちは、あの世には現世よりもっと大きく美し

い宝があると信じます。それゆえ、「朽ちる食物」よりは「永遠

の命のある食物」のために働けるのです。より大きく永遠なる栄

光のために耐え忍ぶことができます。神の絶対的主権と御言葉を

全面的に信じているから、自己主張の靴を脱ぎ謙遜に真理の前に

ひざをかがめることができます。

　もちろん、真の信者であっても権利放棄は容易ではありません。

だから、弟子の道は『十字架の道』と言うのです。自分がキリス

トにあって死ななければ不可能なのが、権利放棄です。権利の放

棄は、単なる断念、それ以上のものでなければなりません。『もっ

と尊い価値』、つまり天国の価値を見出し、人生のすべてをささ

げてそれを取ると決めたとき、ようやく成就できるのです。畑を

耕していて宝を発見し、家に帰り、自分のすべての所有を売って

その畑を買い取った農夫のような心を持たなければなりません。

さもなければ、私たちの倫理は強いられてするだけのものになっ

てしまうでしょう。

　時間を永遠に、有限なものを無限なるものに変えようとする信

仰と献身が聖徒たちに必要です。内側に価値の革命が起こらなけ

ればなりません。そうするときのみ、「できるがしない」という

倫理が可能です。

　こういう倫理は、社会各分野においても要求されます。大きな

教会で牧会する担任牧師には、与えられた権限も大きく、当然享

受できるものも多いです。そういうものを享受するのが不法では

ないが、徳にならない場合も多いです。そういうときは、キリス

トと福音のために自発的に権利を放棄する決断が必要です。

　最近の生態、医療、科学、技術分野においても同様です。クロー

ン人間、幹細胞の研究、遺伝子組み換え、AI 研究のようなものは、

人間の尊厳を損なう可能性が高いため、技術的に可能であっても

許容できないものが多くあります。核兵器や生化学兵器の開発の

ような、その結末が悲劇に終わることが明らかなものもあります。

自ら規制し、境界をもうける努力が必要です。科学技術の発展に

より、「できないこと」がほとんどなくなった現代は、なおさら

このような倫理的態度が必須です。さもなければ、人類は「パン

ドラの箱」を再び開く愚かさを犯すことになるでしょう。

　地位が上がるほど、私たちには多くの権限と能力が与えられま

す。それを乱用したり、利己的目的に用いてはいけません。牧会

者、公職者、実業家、教師など、あらゆる分野の人たちが自身の

特権を放棄する運動を展開してほしいと思います。また、慣行と

名付けられた権利も放棄し、相手の身になって考える態度で再検

討すべきです。私の小さな権利放棄によって、主が栄光をお受け

になり御国が少しでも拡張されれば、これより喜ばしいことはあ

りません。私たちは「できるがしない倫理」を練習しなければな

りません。私たちは「しなくてもいいがする倫理」を試みる必要

があります。倫理は自律性に基づきます。これが成熟した倫理意

識です。キリストの満ちみちた徳の高さにまで至る信仰の成熟は、

こういう倫理を内面化するときに立派な実を結ぶのです。†
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 ✿ 荒野にて｜幕屋の祈り
イ・ジェジン	宣教師／エクレシア宣教会代表

　「アロンとその子たちに命じて言いなさい、『燔祭（はんさい）

のおきては次のとおりである。燔祭は祭壇の炉の上に、朝まで夜

もすがらあるようにし、そこに祭壇の火を燃え続かせなければな

らない。』」（レビ記 6:9）。

　燔祭の祭壇の火は、主なる神から出た聖なる火であり、清潔な

火です。アロンと祭司長の責務の１つは、祭壇の火を絶対に消さ

ないようにすることです。ナダブとアビウは、神が命じていない

別の火を神にささげたため、その火によって命を失いました。神

酬恩祭、罪祭の礼拝

は、幕屋の完成の象徴として火を下されました。同様に、五旬節

の日、私たちに約束された助け主聖霊様が臨まれる時も、まるで

舌のようなものが炎のように分れて一人一人に臨み（使徒 2:3）、

聖徒たちを聖殿として教会を建てられました。

　イエス・キリストの十字架の血潮によって、聖徒一人一人を神

の住まわれる聖殿とされたので、私たちは内側の祭壇の火が消え

ないよう、神が命じられた礼拝を継続的にささげなければならな

いのです。

酬恩祭（しゅうおんさい）―レビ記 3:1 ～ 17

　酬恩祭（ֶםלֶׁש - シェレム）は、犠牲のいけにえの血によって神

と人が和解し、人と人の間の和解の親交を分かち合う礼拝です。

それゆえ、和解のための供え物は雄雌区別せずにささげられまし

た。

　「もし彼の供え物が酬恩祭の犠牲であって、牛をささげるので

あれば、雌雄いずれであっても、全きものを主の前にささげなけ

ればならない」（レビ記 3：1）。

　この酬恩祭は供え物をささげる人と祭司が、ささげ物の一部を

神にささげ、残りのささげ物は共に分け合いました。それゆえ酬

恩祭の供え物の肉は、その日のうちに食べなければならず、少し

でも次の朝まで置いてはなりませんでした。

　「その感謝のための酬恩祭の犠牲の肉は、その供え物をささげ

た日のうちに食べなければならない。少しでも明くる朝まで残し

て置いてはならない」（レビ記 7:15）。

　それで酬恩祭の供え物の肉は民たちが互いに分け合わなければ

なりませんでした。酬恩祭のいけにえを通して、罪のゆえに閉ざ

された神と人との間の壁が崩され、和解の道が開かれるのです。

この酬恩祭には、神、祭司、供え物をささげる民が共に参加し、
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歓び、交際、充満、完全さ、美しさを共に受け取り楽しむので

す。この地に来られ、全人類の完全なる酬恩祭の犠牲の供え物と

なられたイエス・キリストが、その十字架の血によって地上にあ

る万物と天にあるものを和解させてくださったのです（コロサイ

1:20）。

　私たちの内側の祭壇で、酬恩祭の礼拝がささげ続けられるよう、

神の御前に出て行きましょう。

罪祭―レビ記 4:1 ～ 35

　罪祭（תָאַָּט ח －ハッタット）は、神の戒めと律法から離れて罪

を犯した人たちが、神に罪の赦しを受けるためにささげるいけに

えです。燔祭、素祭、酬恩祭はすべて祭壇で供え物を燃やします

が、罪祭は油、腎臓、肝臓を覆う皮を取り除き、頭と肉と足と内

臓を外の灰捨て場、清潔な所で燃やしました。

　燔祭、素祭、酬恩祭は、すべて芳ばしい香りを神の御前にささ

げるいけにえですが、罪祭は芳ばしいいけにえではありません。

罪を贖ういけにえは、神にとって香りにならないからです。祭司

が罪を犯した場合、祭司は燔祭のいけにえの血を至聖所の垂れ幕

の前に七度振りかけました。一般の民の場合は、指を血に浸し、

祭壇の角に塗り、残りの血は祭壇の土台に注ぎました。

　十字架を背負われたイエス様は、エルサレム郊外のカルバリの

丘で、全人類の代わりに贖いのいけにえとなられました。

　「なぜなら、大祭司によって罪のためにささげられるものの血

は、聖所のなかに携えていかれるが、そのからだは、営所の外で

焼かれてしまうからである」（ヘブル 13:11）。

　ですから、私たちはイエス様の血潮によって、はばかることな

く聖所に入れるようになりました。私たちの罪を捨てる貞潔な所

はすなわち、イエス・キリストの血潮の流れる十字架が立てられ

た場所です。私たちの内側で日々、毎瞬間、罪祭のいけにえがさ

さげられますように、イエス・キリストの血潮によって悔い改め、

罪の赦しを受けましょう。

【酬恩祭と罪祭の祈り】

神様！私たちの永遠なる酬恩祭のいけにえとなられたイエ
ス様の御名をほめたたえます。本質的に怒りの子で神様に
逆らった私を、十字架上で和解させてくださったイエス様
の血潮によって、神様からさらなる力を受け、日々前進し
ていけますように導いてください。

生きておられる神様と大祭司となられたイエス様との和解
が保てますように。日々私と私自身が和解し、周りの人た
ちとも和解できますように。

聖霊様！私の内側の祭壇が完全に建てられ、常に感謝しつ
つ喜びをもって礼拝をささげられますよう、私を健全な聖
殿として造り変えてください。

私の汚れたおぞましい罪と呪いの恥辱を背負い、宿所の外
で罪祭のいけにえとなられたイエス様に感謝と賛美をささ
げます。宿所の外のカルバリの十字架のイエス様の如く、
私もまた、主が望まれる領域で犠牲のいけにえとなり、主
に完全にささげられますように導いてください。†
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キム・ジュンヨン 
画家、クリスチャンアートフィスト運営委員、
ロデムギャラリーキュレーター

　神様は足りない私を選ばれ守り導かれました。幼い時から一人

で教会に通うようになった私は自然に心から神様を信じ、そのた

びに恵みに導かれ御言葉で養い育てられました。困難に直面した

時には、神様を去ることも恨むこともなく耐え、その苦難の川を

渡りました。　　　　

　振り返ってみると、私の絵に私の人生と信仰の旅が見えます。

いくつかの絵を通して私の人生に関わられた神様を分かち合い

たいと思います。

■愛の恵みの雨

　幼い頃から病気がちで乗り物酔いがひどかった私は、どこへも

遊びに行くこともできないおとなしい子でした。窓の外に降る雨

を眺めることが好きで、退屈なときは落書きのように木を描いた

りしました。美術学校に通っている一番上の姉が家で絵を描いて

いるその姿が本当に大変そうに見えて、美術学校には入らないと

決めました。しかし、結局できることは絵を描くしかなかったの

で、急遽、美術塾に 2ヵ月間通い美術学校に入りました。

✿ 我が人生のプラス｜生涯最高の贈り物

絵を通して告白する私の人生

　いざ学校に入ってみたら、実技室で絵

を描くことと専攻の勉強がとても楽し

くて、休みの時もほとんど毎日実技室に

行って大きい絵を一つずつ完成させま

した。そして、キリスト教のサークル

C.C.C で愛の神様に人格的に出会い、嬉

しさのあまり大学構内を「四つの法則」

をもって伝道で歩きまわったり、本部実

行委員として他の学生の信仰を育てて

いく役割を担ったりしました。

　祈りと情熱で描いた結果、1985 年大学卒業展では、今でも私

の絵のテーマである「愛の恵みの雨」の初作品を仕上げたのでし

た。60 号のこの絵 [ 愛 ] は、どこでも公平に降る神様の愛の恵

みを表現したマチエール (質感）の上に屋根を描き、目に見えな

い神様の愛がそこにあることを感じられるように切に祈りなが

ら描いた絵です。

■苦難の中でも咲く望み

　凍った地面に木がしっかりと立って

いる。主の光でこの凍った土が溶けて

木に新芽が出て花が咲き、鳥が止まる

ことを望み待つ素敵で堂々とした木を

描きました。ところが、今見るとその

絵が私の状況そのものであったようで

す。
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　結婚後は、忍耐が要る苦難の連続でした。自然流産を 5回もし

て体と心がズタズタになり、良心に従い一緒に暮らすことになっ

た姑との関係もうまくいかず、11 年間混乱の中で苦しい生活を

送ることになりました。また、舅が早く亡くなり経済的な負担を

抱えることになった夫の借金で苦しい状況に追い込まれ、寒くて

厳しい時が何度かありました。

　しかし、神様は望みの中で耐えられるように導いて家庭を守っ

てくださりました。

■イスラエルの荒野で出会ったアカシアの木のように

　そのつらい過程を耐え

られたのは神様の御恵で

あり御言葉でした。2004

年、神様は私が聖書の中

の植物を勉強できるよう

にとエジプトの荒野を

通ってイスラエルに行く

機会を与えて下さいまし

た。その荒野でアカシア

の木に出会いました。雨

も降らないその熱い地でアカシアの木は何千メートルも下って

伸びた根があって荒野に立っていられる唯一の木です。

　神様がこの木で契約の箱を作ることを命令した聖なる木です。

また、自ら陰を作って動物と人に休息を与えるありがたい木でも

あります。アカシアの木のように、険しい世の中に御言葉の根を

下ろせば、動揺せず他人の陰になれる貴重な存在になるという

メッセージが込められた絵を描きました。またそのことを自分の

心に刻みました。

■福音にともなう恵み

　有難いことに苦難の中でも、神様は夫と私を教会に必ず出席

するようになされました。

主日学校の教師をし、し

ばらくアメリカに住んで

韓国に戻って住んだのは

オンヌリ教会の近隣でし

た。そこでは、1対 1の訓

練とグループ ( セル ) に

所属し、まもなくセル長、

セル母として仕え、毎週

金曜日の夕方には夫婦の

セル礼拝をするようなりました。お父さん学校、お母さん学校、

神様の家庭訓練学校で、家庭の大切さと家庭の文化的違いによっ

て困難が生じることを知りました。姑とも夫とも、また夫の家族

ともお互いに許し合って楽しい関係に回復しました。

　「このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実

を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える」

（詩編 1:3）。私たちが流れのほとりに植えられた木のように主に

ついていればすべてのことが栄えるようになるというメッセー

ジの絵です。
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■神様がくださった最大の祝福

　 こ の 絵 は、2013 年 に

JDS（オンヌリ教会、イエ

ス弟子訓練学校）で生徒

と幹事として仕え、弟子

訓練を受け、物質や名誉、

権力、いかなるものより

も互いに一つになり、共

にすることと共同体への

所属意識が、神様が我々

に与えた最大の祝福であ

ることを知りました。そしてその後、制作したものです。 

互いに支え合い、天に向かって両手を広げて褒め称える姿を見

て、どれほど喜ばれ、褒め言葉の暖かい視線で皆さんがご覧にな

れるかを考え、紫色とピンク色の空と木をキラキラと輝かせて表

現しました。

■一つになる家庭

　やっとの思いで結婚

8 年ぶりに、そして 5

年ぶりにくださった息

子 2 人と夫婦である私

たち家族が褒め称える

姿を考えながら描いた

絵です。再び経済的な困難が押し寄せて狭い家に引っ越しました

が、私たちの事情を知らない人々は、「どうやってそんな場所を

見つけたのか！」とうらやましがるほど、神様は私たち家族をと

ても良い所に引越しさせてくださいました。神様の方法は神秘で

実に巧妙です。

　以前にもたまに家庭礼拝を捧げたことはありますが、ここに来

ては欠かさず毎週木曜日に家庭礼拝を捧げました。一緒に賛美

し、一緒に礼拝し、御言葉を交わし祈る 2人の息子の成熟した姿

を見て、感激し、感謝しています。

■神様への期待

　生きていくと経験する

様々な問題で、今でも一

瞬恐怖と不安が押し寄せ

てきます。神様は、アカ

シアの木陰の下にあるエ

リヤをカラスを通して食

べさせ、力を出させ、再

び立ち直らせ、御言葉を

宣言しているうちに天に

上げられました。

神様が我が家族も面倒を見てくださり、神の香りを放ちながら生

きつづけ、主が召される時には感謝と賛美をもって両腕を広げ、

神様の広い胸に抱かれることを願いながら進み続けるつもりで

す。†
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　私たちは光といえば、創世記 1章 14 ～ 16 節の 4日目に出てく

る「光る物が天の大空にあって」である太陽と月を考えます。そ

して、創世記の 1 章 3 節、1 日目に「『光あれ』と言われた。す

ると光があった。」この 2つの光はどう違うのでしょうか？ それ

とも同じものなのでしょうか？

　筆者もこの問題を解決するために、多くの解釈本と科学書籍を

読んでみたが、満足できる解答を見つけることができませんでし

た。だから、これまでは 1日目から 3日目までは「背景」を創造し、

4日目から6日目にはその背景の中に住む「中身」を創造したので、

1 章 3 節は背景としての光であり、1 章 14 ～ 16 節はその光の中

身としての光である「太陽と月」と解釈してきました。ここでは、

この解釈のほかに、他の 4つの見解を述べることとします。

　この問題に対する解答は大きく 4つあります。

　（1）アウグスティヌスは，一日目に創造した光は「霊的な光」

で，四日目に創造した光は物質としての光だと解釈しました。し

かし、霊的な光と物質的な光で解釈するのは少し無理があると思

えます。

　（2）1節に「初めに、神が天と地を創造した」と述べられた時、

✿ 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

創世記 1 章 3 節の「光」と
1 章 14~16 節の

「天の大空で光る物」は
どう違うのか？

そこに太陽の創造が含まれたとする見解です。厚い霧とガス層が

形成されて太陽の光は遮断され、暑かった地表面が冷却されて太

陽の光を遮断ししてしまい、2 節の御言葉のように「地は茫漠と

して何もなかった。やみが大水の上にあり、神の霊が水の上を動

いていた」というのです。この解釈の問題点は、「光あれ」とい

う 3 節の命令とは異なる点です。その解釈通りなら、3 節に「光

あらわれよ」と言うのが正しいことになります。

　（3）宇宙ビッグバン (Big Bang) の理論である。すなわち、1

日目の「光あれ」というのがビッグバンを意味するという現代科

学的説明をしている。この理論はベルギーのローマカトリック司

祭で天文学者のジョルジュ・ルメートル（George Lemaitre）の

宇宙の起源を「大爆発」と言及したことから始まっています。 

特に、ローマ法王の時、ローマカトリックの見解として普遍化し

た理論です。この宇宙大爆発理論は、かつて法王達が地球が回る

のではなく、太陽が回るという無知を宣言したかつての非科学的

な欠点を払拭させるために解釈したものと見られます。

　（4）ヘブライ語を見ると、創世記 1章 3節の「光」という言葉

は「オル」（Air）という言葉を使い、14 節の太陽と月を「光明」

としたヘブライ語は「マオール」（Maorr）を使った点に留意しな

ければなりません。したがって、3 節は確かに太陽と異なる光を

意味しています。

　ここで筆者は 1 章 3 節の光は補佐の光のような「不可視光線」

で無限大に続く光と解釈します。それはエネルギーのような不可

視的な光線で熱と音波の波長のようなものです。しかし、16 節

の光は太陽のように「有限な可視的光線」、すなわち「太陽の光」

を意味します。したがって、この時から地球がその軸を中心に回

転し始めました。この見解は、3 節と 14 ～ 16 節で述べる光を異

なる光で解釈するという特徴があります。†
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ファン・ウォンジュン	院長
	ファン・ウォンジュンメンタルヘルス医院、（株）韓国メンタルヘルス研究所所長

　新型コロナウイルスによる既存疾患の悪化、合併症に対する恐

怖、健康への心配の高まりなど、様々な要因がコロナブルーを引

き起こします。うつ病の多様な症状が現れ、診察室でそれらが訴

えられます。

　「あなたがたは、この世と妥協してはならない。むしろ、心を

新たにすることによって、造りかえられ、何が神の御旨であるか、

企 画 Ⅱ

コロナブルー、
このように
克服しよう 新しく変わろう

（ローマ 12:2）

何が善であって、神に喜ばれ、かつ全きことであるかを、わきま

え知るべきである」（ローマ 12:2）。

　37歳未婚女性。コロナの影響で本来の仕事ができず、ツー・ジョ

ブ (two-job) の仕事もなくなり、スリー・ジョブ (three-job) だっ

た配達の仕事をしている途中、自宅隔離されました。ようやく隔

離を解除され、いざ仕事に戻ろうとすると、数カ月間コロナで働

けなかったせいか、意欲がなくなり無気力になりすべてが面倒く

さく身体が動きませんでした。息を吸うことも辛く胸が苦しくな

り恐ろしくなりました。このままでは何かしてしまいそうで、治

療が必要だと思い、生れて初めてメンタルヘルス科を受診しまし

た。

　この事例のように、最近、新型コロナウイルスによる個人、家

庭、社会経済的なストレスでメンタルヘルス科を訪れる患者が増

えてきました。

　コロナブルー (Corona Blue) は、新型コロナウイルス

(Covid-19) と憂鬱な気分を意味するブルー (Blue) があわせて作

られた造語です。過去、すべてのメディアがセウォル号事件を一

日中報道したことで、国民全体が集団うつに陥ったことがありま

す。今、コロナウイルスによる多くの国民が集団うつにかかり、

「コロナブルー」（コロナうつ）だといえます。。

　新型コロナウイルス感染に対する恐れにより、恐怖心が強まり

ます。コロナウイルスは、過去の SARS（急性呼吸器症候群 ) や

MERS（中東呼吸器症候群 )とは異なり感染力が非常に強い感染症

です。いつ終息するか、ワクチンや治療薬がいつ開発されるかも

わからず、パンデミックをおこし全世界に拡散しています。世界

中が繋がっていたグローバル時代も終わり、国々が分断されてい

た過去に回帰された状態です。感染拡大は小康状態のように見え
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ても、いつ、どの地域で拡散されるかわからないという恐れがあ

ります。社会的距離を確保しても、自分の周囲の誰かに感染させ

られないかという恐れがあります。

コロナウイルスに対する恐怖

　社会的距離の確保、生活防疫など、生活環境やライフスタイル

の変化は、コロナブルーの原因の一つです。人間は社会的動物と

して対人関係への欲求があり、会って食事をし、共に過ごしてき

た知人たちとの『社会的な断絶』、対人関係への欲求の挫折がコ

ロナブルーの原因となっています。しばらくの間だけと思い、交

わりを控え自宅で我慢していた人たちも、コロナウイルス状態の

長期化とともにうつ症状の現れ、悪化につながっています。

　日常であった様々な活発な対人関係、活動をやめ、自宅で自粛

しなければならない生活が「感覚剥奪 (sensory deprivation)」

「感覚隔離」を招き、無力感や憂うつを誘発します。人間は五感

を利用して多くの刺激と感覚を味わいながら幸福を追求します

が、そういう刺激と感覚が剥奪され幸福感を失い、憂うつに陥り

ます。

　普段と違って足りなくなった感覚と刺激を追求するために、家

で SNS などの情報を検索し、刺激と感覚を見出すと受け入れるよ

うになります。すると、誤った情報や「カダーレ」通信に惑わされ、

間違った価値観や判断の誤謬をもたらすようになります。フェイ

クニュース、誤った信仰による不安と恐怖、挫折を味わい、憂う

つになったりもします。

　個人企業や小規模事業者の経済的困難が次第に大きくなって

います。それによる離婚や家庭崩壊の危機にまで直面していま

す。もちろん、売上が増加している一部の非対面業種もあります

が、大半の企業は厳しく、それゆえに辞任の圧力、失業に対する

精神的ストレスも増しています。

　新型コロナウイルスによる既存疾患の悪化、合併症に対する恐

怖、健康への心配が高まりなど、様々な要因がコロナフルーを引

き起こします。うつ病の多様な症状が現れ、診察室で多くが訴え

られます。

　時期によって症状は変化しますが、新型コロナウイルスに対す

る恐怖感が最も強く出ています。伝染されないかという不安によ

り、運動や対人関係など日常的な活動ができず、家に籠り新型コ

ロナウイルスの情報検索やマスコミ報道に集中するようになり

ます。このように制限された生活では軽い風邪の症状でも、もし

かしてコロナウイルスに感染したのではと、過度な健康不安症、

不安感、対人恐怖感、さらに閉鎖的な生活に変化します。

　前述したように、「社会的距離の維持」による制限した生活の

中で、十分な対人関係が形成されず、企業の経営難による失業者

の増加、個人商店の廃業による経済的な困難も増しています。そ

れゆえ、離婚による家庭の崩壊、さらに深刻になれば、もっと極

端的な結果につながりかねません。

　今、コロナウイルスによる生活の変化が直接的な原因となり、

憂うつ感を訴え訪れる患者が増えています。多くの国民に様々な

精神的・心理的・身体的症状が現れており、予防のための行動を

生活に適用する必要があると思います。ただ、症状が深刻で日常

生活に支障が生じれば「時間が経てばよくなるだろう」と思わず、

必ず精神医学的治療を受けましょう。生まれて初めてメンタルヘ

ルス科を訪ねて抗うつ剤等の薬物治療を受け、心が平安になるこ

とを初めて経験するなど、驚く場合が多いです。メンタルヘルス

科診療に対する過度な偏見を捨て、「生活の質を高めるための治

療」であると考えてほしいです。
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私たちは十分に予防できる

　まず、「十分に予防できる」という自信を持ちましょう。新型

コロナウイルス感染拡散の予防のため、韓国の疾病管理本部と大

韓医師協会が打ち出した予防規則を徹底的に守りましょう。感染

疾患は予防が最優先であり、可能だからです。おかげで我が国（韓

国）の風邪の患者が著しく減りました。

　第二に、適切な外出と運動をしましょう。運動は精神健康、特

にうつ病予防と治療に非常に重要です。人が多く集まる公園や山

を避けても、家の近くに運動できる場所はいくらでもあります。

爽やかな空気と日差しを浴びながら歩くことは、ビタミン Dを摂

取する治療的な活動として積極的に薦めています。そして、適量

の食事、新鮮な野菜と果物を十分に摂り、無気力な身体から気力

を呼び覚まさせましょう。

　第三に、肯定的なマインドを持つために、新型コロナウイルス

に関連した情報も事実だけを信じましょう。出処が明確な情報以

外は無視しましょう。情報の洪水時代に、SNS を通じて流れる偽

情報に惑わされ、恐れないようにしましょう。

　第四に、この機会に「家族と一緒に過ごす時間」を十分に持ち

ましょう。その間、家族と一緒に過ごす時間を持てず、ぎこちな

い関係であったならば、夫婦と家族が共に時間を分かち合い、会

話を通じて恐れから抜け出すことができます。夫は妻と子どもの

ために上手ではなくても食事の準備、子どもは親の肩を揉んだ

り、遠く離れて疎遠だった家族に新型コロナウイルスを口実に電

話したりする時間を持ってみましょう。これからは教会の奉仕や

小グループの集会は、夫婦や家族中心になるでしょう。ポストコ

ロナ時代に備えて信仰の共同体を立てていきましょう。

　最後に、私たちは信仰者として、イエス・キリストにあって聖

霊充満の人生を送らなければなりません。これから身体や精神的

な生活の変化は必要ですが、それ以上に霊的な人生の変化が必須

です。世間は『社会的距離の維持』により、すべてのスポーツが

無観客で進行され、文化公演もオンラインで観覧するなと、多く

の変化があります。同様に、教会も「社会的距離の維持」の一環

として、離れて座るオフライン礼拝、オンライン礼拝を並行して

います。

　人間のこのような「感覚剥奪」からくるコロナブルーを、いか

に霊的に解決することができるでしょうか。主なる神はアダム

を創造されて、「人がひとりでいるのは良くない」（創世記 2:18）

と仰せられました。そして、アダムのためにふさわしい助け手、

エバを造り彼に与えてくださいました。「すなわち、わたしたち

が見たもの、聞いたものを、あなたがたにも告げ知らせる。それ

は、あなたがたも、わたしたちの交わりにあずかるようになるた

めである。わたしたちの交わりとは、父ならびに御子イエス・キ

リストとの交わりのことである」（Ⅰヨハネ 1:3）としたように、

聖書の至る箇所には聖徒の交わり（コイノニア : koinonia）に

ついて示しています。

　三位一体なる神は、父なる神、御子なるイエス、聖霊が一つに

なり、その交わりのモデルとして示してくださいました。私たち

はイエス・キリストとの交わりによって救われ、神の子どもとな

りました。使徒ヨハネは、神の子どもとなった私たちは、聖徒の

交わりを通して互いに喜びに満たされなさいと語ります（ヨハネ

1:4）。使徒パウロは「あなたがたは、主にあっていつも喜びなさ
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い。繰り返して言うが、喜びなさい」（ピリピ 4:4）と教訓して

います。信仰の共同体である教会の中で、聖徒の交わりが健全な

信仰として成り立つなら、このような喜びに満たされるのです。

つまり、イエス・キリストの内にとどまり、日々聖霊の導きに従っ

て（カタ・プニーマ : Kata Pneuma）、聖霊に満たされた人生を

通して内側の人格的変化が起こり、この時代（世間）と妥協する

ことなく、喜びに満ちた人生をおくり、コロナブルーを克服する

ことができます。

　結論として、神の子どもである私たちは、『社会的距離の維持』

を『愛の距離の維持』に変え、行いによって愛を実践してみましょ

う。非対面 (Untack) の愛を表現してみましょう。

　例えば、SNS を通じた「感謝します、祝福します、愛します」

という肯定的な言葉を使い、気分を晴れやかにする絵文字のプレ

ゼント、ギフトカード、コーヒーやかき氷といった気軽なプレゼ

ントをしてみてはいかがでしょうか。†
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