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創造的なビジョンを持ちなさい

　聴覚障害を克服した代表的な人物に挙げられるヘレ

ン・ケラー (1880 ～ 1968) は、幼い頃に髄膜炎を患い、

聴覚・視覚・言語障害という三重苦を経験しましたが、

自分のような聴覚障害者のために献身する夢を持ち、そ

の夢に向かって一歩ずつ進んでいきました。 

　ヘレン ·ケラーは家庭教師アン・サリヴァンの指導で

文字を覚え始め、視覚障害学校と聴覚障害学校を次々と

卒業しました。そして 24 歳になった時、ハーバード大

学付属女子大学のラドクリフ・カレッジを卒業して、学

士学位を受けた最初の聴覚障害者になりました。その後

彼女は、聴覚障害者だけでなく女性の人権回復に力を注

ぐ人権活動家として活躍し、世界的な作家であり演説家

としても名を広めました。 

　一生の間ずっと、自分の障害についていろいろ質問さ

イ・ヨンフン牧師

れてきた彼女は、次のような有名な言葉を残しました。 

　「聴覚障害者として生まれることより不幸なことは、

視力があってもビジョンがないことです。」 

　ヘレン・ケラーの名言のように夢とビジョンがない人

は、完璧な身体を持っていても毎日むなしく不幸な人生

を生きています。しかし、神様の中で神々しい夢を見て、

その夢を叶えるためにビジョンを持って進む人は、いつ

も活力あふれる人生を生きていきます。神様がその夢と

ビジョンを見て、苦難を乗り越える力と能力をくださる

からです。 

　現在置かれている状況がどうであれ、諦めずに夢とビ

ジョンに向かって進んでください。そうすれば、神様が

夢とビジョンを通して、私たちに毎日新しい奇跡の日を

作ってくださるでしょう。†
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✿ 今日のマナ

感覚的な目と
　　　信仰の目

　人々は目に見えることは

真実として受け入れます。

自分の目にどのように見え

るかによって、悲しんだり

希望を持ったりします。し

かし、ダビデとゴリアテの

話は、私たちの感覚的な観

察がどれほど誤っているか

をよく示しています。

　ペリシテ軍のゴリアテは

巨人のような体格で、剣と

槍を上手に扱う勇士でした。

聖書には、彼の身長は六キュビト半と記されています。そのため、

イスラエルの将軍達は彼に敵対する意欲をなくしていました。ゴ

リアテは神様を侮辱し、イスラエルをあざ笑いました。

　目に見えるゴリアテの勇猛さに圧倒され、前に出る者は誰もい

ませんでした。感覚的な目で見ると、彼を相手にしたら、すぐに

殺されそうだったからです。

　しかし、ダビデは少しも恐れずに石投げと石を取り、その前に

立ちました。ダビデは感覚的な尺度でゴリアテを相手にしたので

はなく、信仰の尺度で見たのです。紅海を分け、マナとうずらを

送られ、荒野に泉を湧かせ、エリコ城を崩されたイスラエルの神

様を信じる信仰の目で見たとき、ゴリアテ程度は恐ろしい相手で

はありませんでした。ダビデの目にはゴリアテも、自分の手で殺

したライオンとクマのようなものでした。ダビデはこのように信

仰の目でゴリアテを見たので、恐れずに彼と向き合い、彼を殺し

て戦争を勝利に導くことができました。

　アメリカの陸軍史において、偉大な信仰者であり将軍であった

マッカーサー元帥は、信仰で物事を見る目を持っていました。朝

鮮戦争当時、韓国軍が朝鮮人民軍に押されて洛東江戦線まで後退

したときにも、彼は悲観的な言葉を出さず、ずっと勝利の確信を

持っていました。

　彼はこう言いました。「一生涯の軍隊生活の中で、私は今日よ

りも勝利の確信を持ったことはない」。

　彼には新しい尺度の目、すなわち信仰の目があったため、朝鮮

戦争を勝利に導く決定的な役割を果たすことができたのです。

　今日、ほとんどの人は感覚的な目を持って、事件や物事を見ま

す。困難にぶつかると嘆いて深い絶望に陥ります。しかし、私た

ちには信仰の目が必要です。信仰の目と肯定的な言葉と告白で、

世に勝つ皆さんであるようにお祈りします。†
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会	

真の改革
――	マタイによる福音書 5章 17 ～ 20 節	――

　わたしが律法や預言者を廃するためにきた、と思ってはならな

い。廃するためではなく、成就するためにきたのである。よく言っ

ておく。天地が滅び行くまでは、律法の一点、一画もすたること

はなく、ことごとく全うされるのである。それだから、これらの

最も小さいいましめの一つでも破り、またそうするように人に教

えたりする者は、天国で最も小さい者と呼ばれるであろう。しか

し、これをおこないまたそう教える者は、天国で大いなる者と呼

ばれるであろう。わたしは言っておく。あなたがたの義が律法学

者やパリサイ人の義にまさっていなければ、決して天国に、はい

ることはできない。

　『改革』の剣を振り回し、過去の清算を声高に叫ぶ人が多くい

ます。しかし、『改革』の本来の意味は、字の通り『革を改める』

ことです。すべてを捨てることを意味するわけではありません。

苦痛の中で最大のものは灼熱痛だと言います。重度の火傷を負え

ば、皮膚を移植します。そうしなければ生命に危機が及ぶからで

す。改革とは傷ついた皮を剥ぎ、新しい皮を移植するのですから、

痛みが伴うのは当然と言わざるを得ません。イエス様はすべてを

否定する革命家ではなく、律法を廃するために来臨されたのでも

なく、むしろ完成させるため、過ちを剥がして不足を補い、新し

くするために来られたのです。

　多くのクリスチャンが、聖書は律法に対して否定的だと考えま

すが、本文にある通り、それは間違いです。ローマ人への手紙 7

章 14 節には律法は霊的なものだとあります。また、ローマ人へ

の手紙 7 章 7 節に「それでは、わたしたちは、なんと言おうか。

律法は罪なのか。断じてそうではない。しかし、律法によらなけ

れば、わたしは罪を知らなかったであろう。すなわち、もし律法

が『むさぼるな』と言わなかったら、わたしはむさぼりなるもの

を知らなかったであろう」と記録されています。その代わりに、

律法には愛の裏付けがなければならないと、イエス様は言われま

す。「だから、何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々

にもそのとおりにせよ。これが律法であり預言者である」（マタ

イ 7:12）。律法から愛を外せば、抑圧しか残らなくなります。愛

の実践が伴わなければなりません。

　真理を理解するのは難しいことではありません。『隣人を自分

自身のように愛せよ』という御言葉を拒否する人はいません。し

心が神に向いているからこそ、己の足らなさや未熟さを知り、

悔い改めることができるのです。悔い改めは、神の内にとど

まっている証拠です。信仰は、『どれくらい達成したか』では

なく、『誰に向いているか』が本質です。誰に所属しているか

が重要なのです。
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かし、実践することはとても難しいのです。「そのすることは、

すべて人に見せるためである」（マタイ 23:5）。聖書は偽善を許

容しません。教会の内でも外でも、振りをするのではなく、喜び

をもって実践する皆さんでありますように。

　歴史学者によると、イエス様の時代に約 6千人のパリサイ人が

いたとのことです。パリサイとは『パラサイオス』を表し、『区

別された者』という意味です。彼らは確かに厳格に律法を守ろう

とし、禁欲的に暮し、不断の努力を惜しまなかったのは事実です。

そのパリサイ人より義に優っていなければ、天国に入ることはで

きないとイエス様はおっしゃいます。だとしたら、天国は遠い存

在になってしまいます。そうではありません。イエス様が指摘

されたのは、量的な義ではなく質的な義、すなわち、関係的義の

ことであり、神との正しい関係性のことなのです。『八つの祝福』

で学んだ通り、天国の義は倫理道徳・法的次元を超越したもので

あり、その本質は『愛』にあります。『愛』で最も大切なことは

方向性であり、相手に心が向いているかどうかなのです。量的に

尽くしながら、心が他に向いているなら、愛とは呼べず、義を全

うすることはできません。信仰も『完璧』を求めるのではなく、『方

向』を求めます。

　心が神に向いているからこそ、己の足らなさや未熟さを知り、

悔い改めることができるのです。悔い改めは、神の内にとどまっ

ている証拠です。信仰は、『どれくらい達成したか』ではなく、『誰

に向いているか』が本質です。誰に所属しているかが重要なので

す。愛する聖徒の皆さん、どうか神に向った信仰を持ち、常に神

との正しい関係にとどまることができますように主イエス・キリ

ストの御名によってお祈りいたします。†

 ✿ 希望

御言葉で作った
神様の御国の価値に従う

イ・ドンチョル　代表	イェギル食品（株）、回復の園教会

　江原道の横城（ヘンソン）は名産品韓牛と蔓人蔘（つるにんじ

ん）の主産地として知られています。この横城（ヘンソン）には

神様の御国を職場で実現するために頑張っているイェギル食品

（株）があります。ここで神様の御国の職場での働き人であるイ・

ドンチョル代表と会いました。

　「早天祈りの祭壇を築いてから、いつのまにか 7 年という時間

が経っていますね。全事業が上手くいった知恵は、祈りの祭壇を

通して神様からいただきました」。

　彼は 2007 年に初めての事業を開始して以降、40 坪、100 坪、

530 坪へと事業規模が拡大するなど、大きな変化を経験してきま
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した。40 坪の時代

はエジプトの時間、

100 坪の時代は荒野

の時間、そして今横

城（ヘンソン）での

530 坪の時代はカナ

ン征服の時代だと告

白しています。

　彼の最初の事業は、義母のビジョンから始まった小さなキムチ

工場でした。2 年間も空いていた 40 坪の商店を 500 万ウォンの

保証金と家賃 60 万ウォンで契約。そこでキムチ 20 株を造ったも

のの彼には販路がなく、売れずに途方に暮れるばかりでした。　

　「20 年前、義母が祈る度に、神様は幻を見せてくださったそう

です。それを心に留めていた義母の話を聞いて、私が独身時代に

貯金していた 2000 万ウォンを差し出しました。ところが、義母

から『神様から頂いたビジョンの仕事はあなたがやりなさい』と

勧められました。事業について何も知らなかったので、私たち夫

婦は右往左往するばかりでした」。

　その当時、イ・ドンチョル代表（以下はイ代表）は信仰生活を

始めてまだあまり経っていませんでした。妻との結婚条件が信仰

だったので、その約束を守るため教会に通うようになったので

す。しかし、彼は当初から主日礼拝はもちろん、水曜祈祷会、金

曜徹夜礼拝などの祈祷会や礼拝には欠かさず参加しました。

　「説教を毎週聞いている内に、心が開かれ御言葉が入ってきは

じめました。その頃、牧師が続いて強調されていた御言葉は、信

仰と生活の一致でした。私は教会での生活と世の中での生活があ

まりにも離れていたので、『ああ、私は地獄へ行くんだ』と思っ

ていました」。

　御言葉が心に入ってくると、少しずつ変わり始めました。毎日

１分だけでも出勤途中で教会に寄り、神様に挨拶をし始めまし

た。この時期は神様が生きておられることを数多く経験しまし

た。小さな開拓教会で財政担当執事として仕えながら、多くの困

難に直面することもありました。

　事業が破産寸前のところまで行った時に教会の財政問題も深

刻になり、事業と教会ともに平安はありませんでした。最初に学

んだ信仰がただ従順だったので、融資まで受けて献金をしまし

た。それほど大変な状況でした。

事業も教会も破産寸前

　「私は無理に無理を重ねながらも、妻には４年間給料を渡すこ

とができませんでした。公務員だった妻は、むしろそんな環境の

中でも倹約し家の家事をしながら、事業と教会の両方を助けてく

れました。私は借金督促に苦しんでいて、32 歳の時、甲状腺が

んが発症しました。しかも、力尽くして助けていた教会は手がつ

けられない状況に陥り、私たち夫婦は、バーンアウト（燃え尽き

症候群）になってしまいました」。

　すごく疲れていたイ代表夫婦が新しい教会をはっきり決めず
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に、そのまま足に任せて歩きながら、心が動く通りに行った教会

が、今の回復の園教会でした。登録して一ヶ月以上過ぎた頃、教

会（イ・ドゥクジン担任牧師）からの初めての家庭訪問は今も忘

れないそうです。

　「礼拝後、按手の祈りの中で『私はあなたがたの献身と苦労を

見た。私が 7年の豊作年を与える』という御言葉を言われてどの

ぐらい泣いたかわかりません。これまでの苦難とすさんでいた心

から一気に解放してくださった慰めの神様と出会ったのです」。

　夫婦は今までやったこともなかったが、御言葉で祈る方法や御

言葉を日常生活に適用する方法を知り、それを体験するようにも

なりました。最も大きな変化は、早天礼拝祭壇に毎日向かうよう

になったことです。朝に弱い彼ですが、大変な状況からの切なる

思いが、彼を毎日夜明けの聖殿にまで導きました。

　「職場を 40 坪から 100 坪へ移した直後でした。前から移さない

といけなかったのですが、お金がなくて移すことができませんで

した。しかし、神様から一段階高く登るようにと言われました。

それで、私たちがきれいになるための前提条件でもあって、神様

の時に移転をしました。御言葉を通して、今まで間違っていたこ

とは全て直され、多かった借金も返済できるようになりました」。

　祈りの祭壇を通して、イ代表が気づいたことがあります。それ

は、人生の全領域で神様のみ旨は明確であり、ほとんど多くの時

間を費やしている職場での生活がどうあるべきかを明確に語ら

れているということです。そして、神様の目的は明確な善である

こと、そのため、どのような方法や手段を選ぼうとも、完全に公

正であるべきことを、御言葉を通してわからせてくださったので

す。

　「ある時、会社の売上高の 30％を占めている取引先の社長から

計算書の金額をプラスして作るようにと不正な指示を言われま

した。以前だったら、迷うこともないことです。事業をやってい

る方ならご存知のことでしょう。ところが、御言葉を既に分かっ

てしまった今はできないことであり、これからもやってはいけな

い不正なことです。長い時間電話で取引先の社長を説得し拒んだ

ところ、最後に取引先の社長からこう言われました。『人が御言

葉通りに生きられると思いますか？』と。私は『私も御言葉通り

には生きられませんよ。そう生きるように頑張っていますが、躓

いたりします。』と言いました。立て直すべき領域を少しでも曖

昧にすると、他の領域まで倒れるということを知ったからです」。

人の生と死、祝福と呪いは神様にかかっている

　会社も様々な変化が起こり始めました。世の中の法を徹底的に

守りながら、苦しくてもすべての経営を透明にしようと努力しま

した。また、売上高の多くの部分が一つの取引先に偏っていた不

均衡も変わり始めました。もちろん、その過程は簡単ではありま

せんでした。突然、売上高の 25％を占める企業が取引先を大企

業に移したことは、今だに胸が震えます。イ代表がこのことを

知ったのは運転中でした。静かに電話を切って祈りながら、こう

叫びました。「私の生死と祝福と呪いは人ではなく、神様にあり

ます！」大変でしたが、これをきっかけとして、売上高を複数の

会社が占めるように分散させました。

　2018 年から紆余曲折の末、神様は始興（シフン）市にあった

イェギル食品を江原道の横城（ヘンソン）の大規模な 530 坪の所

へ移してくださいました。会社の規模が小さかったので、政府の

補助金を受ける可能性が低かったのですが、奇跡のように、受け

ることができました。これまでの正確な売上高の決算、誠実な納

税、正社員雇用など、神様の御国の法則に基づいて、一つずつ会

社運営方針を直していったことが、光を放つことができた理由で
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した。

　横城 ( ヘンソン ) に会

社を移した後、神様は私

に、以前は見えなかった

ことを見えるようにして

くださいました。それは、

職場での主の働き人とし

て従業員への思いを実践

することです。韓国をはじめ中国、ベトナム、カンボジア、フィ

リピンなど、多様な国籍と文化を持つ彼らに向けた内部の働き場

が開らかれる時間のようでした。

　「私は死ぬ覚悟までして横城（ヘンソン）に来ました。工場を

建てる途中、中断されることもあり得るし、財政困難によって会

社が破産することがあっても、神様の御言葉に従うと覚悟したの

です。首都圏に住んでいた従業員が、会社の移転により地方に移

住することは簡単なことではありません。ところが、感謝なこと

に 10 名を超える方々が一緒に来てくれました」。

　神様に導かれて横城（ヘンソン）に来ましたが、様々な問題が

発生しました。移転後、最初の年は深刻な猛暑により大根に関わ

る農業がすべて台無しになり、まともな原料の入手が難しくなり

ました。また、決められた時間内に物量を供給するために、夜

勤せざるを得ない従業員の献身も続きました。原材料の値段が

300％も急騰する状況の中、最初の年は大きな赤字となりました。

それでも、神様から与えられた従業員への心があったので、赤字

の中でも給与を引き上げ、最も少ない給与の従業員には最も高い

上昇率を適用しました。彼らの輝く笑顔は忘れません。また、従

業員と一対一での学びも始めました。御言葉を読んで、お互いに

分かち合う中で、神様の御国がより近づいてくることを経験して

います。

　「最近は、毎日義母とおかずのサンプルを作っています。実は、

義母が 20 年前神様から受けたビジョンはおかず事業でした。お

かずの中で、キムチ事業をまず始めましたが、今は取引先からい

ろいろなおかずが求められています。神様がどのように導いてく

ださるか分かりませんが、期待しています」。

　イェギル食品はコロナの中でも着実に成長しましたが、その中

心には、神様がおられました。聖書の教えである真正性と正直、

そして誠実さの中で共に歩んでくださったのです。

　「事業を経営してみると、多くの誘惑があります。不正な提案

を受けることもあります。それでも揺れずにきっぱりと断れた理

由は、信仰を貫き通す決心を守ったからです。すなわち、『私の

事業が滅んでもいい。大変でもいい。救われただけでも、私の人

生は成功だ』という考え、『私はこの地でお金持ちとして生きる

か、それとも門の前にいた乞食ラザロとして生きるか』という黙

想、『会社をどのように成長させたのか、会社の利益を基準とし

評価する神様ではない』という確信です。なぜなら、神様は私が

属するすべての領域、特に家庭と職場で神様の御国を実現したか

によって評価するからです」。

　会社が大きくなるほど、背負う十字架も大きくなり、更に恐れ

てしまうと言うイ代表は、この地で旅人の人生の中で管理人とし

て生きること、お預かりした領域で奪われたものを見つけて、神

にお返しすることが、自分の望みだと告白します。†
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エルサレムの栄化

 ✿ 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

　イザヤ書 60 章がとても重要なのは、都市エルサレムの栄化が

語られているからです。エルサレムは聖書の主要なテーマとなっ

ており、その都市が栄化されるということは、神のご計画が成就

するという意味と同じです。

　「起きよ、光を放て。あなたの光が臨み、主の栄光があなたの

上にのぼったから。見よ、暗きは地をおおい、やみはもろもろの

民をおおう。しかし、あなたの上には主が朝日のごとくのぼられ、

主の栄光があなたの上にあらわれる。もろもろの国は、あなたの

光に来、もろもろの王は、のぼるあなたの輝きに来る」（イザヤ

60:1 ～ 3）。

　回復に関するすべての預言がそうであるように、回復のプロセ

スが三段階に分けてなされることはこの箇所からもわかります。

　1. 再臨前の残された信仰者

　2. 再臨後の千年王国

　3. 千年王国後の新しい天と新しい地

　千年王国後には地がやみに覆われることはないため、イザヤ

書 60 章に書かれている「やみが地を覆う」の預言は、千年王国

以前の期間を指していることがわかります神様がこの預言をくだ

さったのは、私たちが時を悟り、祈るようにされるためでした。

　ヨハネの黙示録 21 章と 22 章には、天から下ってくる新しいエ

ルサレムのことが預言されています。千年王国と新しい創造は、

過去に自然界に起きた変化の延長線上にあるものではなく、それ

は現在の私たちの理解をはるかに超えたものです。

　神の栄光に満ちた臨在は神様にその本体あり、聖霊をとおして

神の民の霊にも入ってきます。神の栄光を見たという証がときど

きありますが、多くの場合、その栄光は人間の肉眼には見えませ

ん。見ることができるのは次のようなときです。

　「そして祭司たちが聖所から出たとき、雲が主の宮に満ちたの

で、祭司たちは雲のために立って仕えることができなかった。主

の栄光が主の宮に満ちたからである」（第一列王記 8:10 ～ 11）。

　「そのとき、雲は会見の天幕をおおい、主の栄光が幕屋に満ちた。
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モーセは会見の幕屋に、はいることができなかった。雲がその上

にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである」（出エジ

プト 40:34 ～ 35）。

　「五旬節の日がきて、みんなの者が一緒に集まっていると、突

然、激しい風が吹いてきたような音が天から起ってきて、一同が

すわっていた家いっぱいに響きわたった。また、舌のようなもの

が、炎のように分れて現れ、ひとりびとりの上にとどまった。す

ると、一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろ

の他国の言葉で語り出した。」(使徒 2:1 ～ 4)。

　今、エルサレムの栄化について話すとき、それは物理的なエル

サレムのことではなく、神の民の中に聖霊が臨在されることを主

に指しています。その栄光をどの程度肉眼で見られるのかはわか

りませんが、この地を覆ったやみに対抗するのには充分でしょう。

終末時代の私たちは多くのやみと困難を経験すると描写されてい

ます。ですが、神様は神の民であるあなたの霊的な成長のために

継続的にはたらかれています。

見られる栄光

　出エジプトでは、神の栄光は火柱というかたちで現れ、肉眼で

見ることができました。イザヤの預言は、過去のエルサレム神殿

に雲のかたちで満ちた神の栄光の描写と類似しています。以前に

起きたことが再び起きるというのは、エルサレムは回復され、幕

屋での栄光は再びエルサレムを覆うことを意味しているのです。

　「その日、主の枝は麗しく栄え、地の産物はイスラエルの生き

残った者の誇、また光栄となる。そして主が審判の霊と滅亡の霊

とをもって、シオンの娘らの汚れを洗い、エルサレムの血をその

中から除き去られるとき、シオンに残る者、エルサレムにとどま

る者、すべてエルサレムにあって、生命の書にしるされた者は聖

なる者ととなえられる。その時、主はシオンの山のすべての場所

と、そのもろもろの集会との上に、昼は雲をつくり、夜は煙と燃

える火の輝きとをつくられる。これはすべての栄光の上にある天

蓋であり、あずまやであって、昼は暑さをふせぐ陰となり、また

暴風と雨を避けて隠れる所となる」（イザヤ 4:2 ～ 6）。

　終わりの時に神の栄光がエルサレムに臨み、「暴風雨からの隠

れ所」、また「昼間には暑さを避ける陰」になることが書かれて

います。これはあきらかに千年王国以前の出来事を述べています。

　イザヤ書 60 章では回復の三段階がすべて書かれているため、

エルサレムの栄化が回復のプロセスでどのように進むのかを知る

ことは難しいです。おそらく千年王国以後に成就するものもある

のでしょう。

　イザヤは将来に起こるエルサレムの栄化と回復の三段階を見ま

したが、彼にはすべてのことが重なって見えました。あたかも遠

くにある山とその手前にある山が重なって同じ位置に見えるよう

にです。

　しかし、私たちはエルサレムに神の栄光がある程度現れること

を期待できますし、それは聖書の中に書かれた現象に匹敵するも

のでしょう。前に述べたように、神の栄光は聖徒の中に住まう聖

霊をとおして現れます。その栄光はシナイ山でのモーセ、五旬節

での 120 人の弟子、石に打たれたステパノが見たものでした。

　聖書によると、これからエルサレムにある程度の栄光が現れる

ことは明らかです。残念なことに、イエスの再臨以前に教会が世

界を統治しなければならないとする支配神学を、私どもが教えて

いるという誤解がありました。わたしの著書を読まれた人であれ

ば、私がイエスの再臨までは世の中がますます暗くなることを信
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敬虔のリーダーシップ

 ✿ 霊的リーダーシップ
イ・ヨンフン		牧師／ヨイド純福音教会

　18 世紀アメリカの大覚醒運動を率いたプリンストン大学の総

長ジョナサン・エドワーズ牧師の話です。彼は子供の頃から聡明

でイェール大学を最優秀の成績で卒業しました。10 代後半に腹

膜炎で死にかけましたが劇的に回復したことをきっかけに、聖な

る人生を決意しました。このため彼は人生の指針となる「ジョナ

サン・エドワーズの決意」を作成し、毎週一回それを読むことに

しました。

じていることを明確に知るでしょう。しかし、このやみのときに

全世界的なリバイバルが起こるのです。

　本当に聖霊充満なすべての信者は聖霊の器であり、エルサレム

に向けた約束はすべての国の『シオンの子供たち』にも適用され

ます。イエスが与えられた新しい約束とは、全世界の信仰の共同

体 (エクレシア )にも、イスラエルに与えられた約束が適用され

るというものです。イザヤが語ったシオンの栄化には 2つの意味

があり、イスラエル民族と全世界すべての信者に向けられたもの

なのです。

　私たちは使徒行伝 2章と同じ聖霊が注がれる希望を持つことが

でき、それには著しい外的な現象も伴うでしょう。神の栄光の現

れといっても今は部分的であり、これは科学的な手法をもって数

量化したり、予測したりすることはできません。それでも、奇跡

的で驚異的であることには間違いありません。

　最後にまとめますと、終末時代のやみの期間であっても、神

の栄光は神の民の中にすでに臨んでいます。エルサレムを首都

とするイエスの千年王国においては、その栄光はさらに公然と

現れるでしょう。そして、新しい天と新しい地においてエルサ

レムが完全に栄化されるときには、神の栄光は永遠に満ちるこ

とでしょう。†
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　「神の栄光のためにならぬいかなることをも、自分の力の及ぶ

限り決して行なわないこと。」（第 4の決意）、「どんなに自分が力

なく弱い者であろうと、決して自分の腐敗した性質に対する戦い

をあきらめたり、手をゆるめたりしないこと」（第 56 の決意）。

　彼はこのような決意どおり生きるために、一生涯をかけ努力し

ました。神様は聖なる生活に向けた彼の決断と努力を尊く見ら

れ、彼を用いられました。エドワーズはアメリカが生んだ最も偉

大なピューリタン牧師であり、神学者、宣教師として名前を残し

ます。聖なる人生を生きることを決断した彼の働きを介してアメ

リカに大リバイバルが起きて先住民たちに福音が伝えられ、アメ

リカニューイングランド地域だけでも 5万人が回心し、多くの教

会が建てられる御業が起こりました。

リーダーの役割

　霊的指導者とは人間の魂の問題を扱うことにより、人生の全て

が、元々神様が計画された姿になるように人々を導くリーダーで

す。誰もが一生涯格闘しなければならない人間の魂の最大の問題

は、即ち罪の問題です。したがって霊的指導者は、罪から自由で

なければならないし、さらに罪のゆえに人生が崩れた人々を神様

に導いていかなければなりません。

　「この世の中に罪がない人は一人もいない。アダムが罪を犯し

た後、罪と死がこの世に入ってきてから、すべての人間は生まれ

ながら罪の支配から逃れることができなくなり、その結果罪に

よって死ぬしかない運命になりました。しかし神様のひとり子イ

エス様は生まれた時から聖別され生まれました。イエス様はおと

めマリアに臨まれた聖霊様によって身ごもったので、わたしのよ

うな肉体をもったが、神様と等しく、神様の本質であられます。

真の神であるイエス・キリストが受肉することによって真の人に

なられたのです」（ヨハネ 1:14、18）。

　全人類の罪を贖うために神様の傷のない聖なる小羊としてこ

の地に来られたイエス様（ヨハネ 1:29）は、その聖さを通して

私たちを贖い、わたしたちを救いに導いてくださいました。聖な

るイエス様のリーダーシップに従って救いの道に入ったクリス

チャンリーダーは、今や救われた神様の民として神様の前で「聖

なる国民」となりました。

　「しかし、あなたがたは、選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、

神につける民である。それによって、暗やみから驚くべきみ光に

招き入れて下さったかたのみわざを、あなたがたが語り伝えるた

めである」（Iペテロ 2：9）。

敬虔の訓練

　さて選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民とし

て、主のみわざを語り伝えながら生きていく霊的指導者の人生を

歩まなければいけません。特にイエス様を救い主として受け入れ

た瞬間、神様の恵みによって、聖なる国民とされたことを覚えて、

清く聖なる生活を通してイエス様だけに従うリーダーの使命を

果たさなければなりません。

　聖なる人生を生きるための努力を、聖書は敬虔の訓練と述べて

います。使徒パウロは彼の霊的な息子テモテへの手紙で、イエス・

キリストの良い働き手としての敬虔の訓練をとても強調しまし

た。

　「しかし、俗悪で愚にもつかない作り話は避けなさい。信心の

ために自分を訓練しなさい。」（Iテモテ 4：7）。
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真の教育は深い霊性と
祈りが伴うもの

 ✿ 真理が答えである
ハン・ギチェ 牧師／中央ホーリネス教会

　ロバート・グレイザーは、聖書の「タラント比喩」からアメリ

カ教育を改革する学習原理を引き出しました。それは「個別化学

習原理」と「絶対評価原理」でした。主人は僕たちの力量に従っ

て五タラント、二タラント、一タラントを分け与えました。創造

主なる神は、力量と性質に違いがあるように人をお造りになった

ことを認めなければなりません。したがって、グレイザーは、学

生をそれぞれの持つ「基本能力」をもとに個々に分けて学習させ、

達成度を評価できるようにする教授学習モデルを開発しました。

　そして、このような敬虔の訓練をすると、今のいのちと後の世

のいのちとが約束されてあるので、万事に益となると強調しまし

た。

　「からだの訓練は少しは益するところがあるが、信心は、今の

いのちと後の世のいのちとが約束されてあるので、万事に益とな

る」（Iテモテ 4:8）。

　敬虔の訓練はキリストの御姿に似ていく訓練であり、キリスト

の満ちみちた徳の高さにまで至る霊性訓練です。

　「わたしたちすべての者が、神の子を信じる信仰の一致と彼を

知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついに、キリストの

満ちみちた徳の高さにまで至るためである」（エペソ 4：13）。

　「愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、かしら

なるキリストに達するのである」（エペソ 4：15）。

　敬虔の訓練に励む指導者は自ら清くし、情欲を避け、きれいな

心で生きていくことで神様が喜ばれる人生を生きるようになる。

敬虔の訓練は一生涯、内的にはイエス様の御姿に似ていく聖化の

過程であり、外的にはイエス様を全世界に伝える宣教の実践する

ことです。敬虔の訓練はすべてのクリスチャンに特別な職分に立

てられたしもべが一生涯積み重ねなければならない徳目です。†



　26 27　

　それぞれが自分の基本能力をもとに最善を尽くし、それぞれが

達成感を味わい、成長できるようにしました。比較対象は、「過

去の自分」と「現在の自分」です。決して他の学生ではありませ

ん。韓国の公教育の問題は、「画一化された教育」と「相対評価」

です。現在の画一的な教育では、学生たちの人格や個性や潜在能

力を啓発することができません。こういう教育は、やればやるほ

ど、受ければ受けるほど、自己疎外現象が深まります。『私』と

いう存在が消滅していくのです。

　キリスト教私立学校の信仰教育を批判する人たちは、学生の学

習選択権や信教の自由を揚げ、『学校とは自発的に集まる教会で

もないのに、貴重な授業時間を割いて信仰的内容を教育している』

と批判します。こういう人たちには、教育とは客観的知識や情報

を伝達するものだと考える傾向があります。実際、昨今の学校教

育は、教える者や学ぶ者から知識を分離させ、有用性のための道

具になっているのが現実です。過去のものを暗記する教育、進学

や就職を準備させる教育はあっても、現在の変化のための教育は

見えてきません。教育において現在が抜けているのです。

　教育の本質は、総体的な生き方の変化にあり、潜在するものを

現実のものに変えることにあります。本来、伝統的な教育は「知」

と「生」、学問と人格とが密接な繋がりを持っていました。理論

的知識と実践的知識とが別々のものではなかったのです。知識を

所有するのではなく、知識が顕在化されなければなりません。「知」

が「生」に繋がってこそ、私たちの「知」がようやく真理に至る

ことができるのです。真理は、「知」が「生」に宿り一つとなる

ときにあらわれます。イエス様は、ご自身を紹介されるとき、「わ

たしは真理である」と宣言されました。ここにイエス様の受肉の

神秘があります。「知」が肉体を着て「生」にあらわれた真理―

―ですから、イエス様はその生涯をもって「知」をあらわされた

のです。その方の生き方すべてが生ける真理なのです。これは、

概念や理論、また私たちと別個に存在する客観的実体ではなく、

実際の生活において示された生き方です。

　教育の真の目標は、真の知識の具体化 (embodiment) です。果

たして、私たちはこのような教育をしているでしょうか。現在の

学校教育が知識と技術の専修に留まっているとすれば、否、それ

以上に学位を取る過程に過ぎないとすれば、本来の教育からあま

りにもかけ離れているのです。生き方と人格とが変わらない教育

が一体何の役に立つでしょうか。いかなる決断も要求しない教育

は、教師や学生にとってある面では楽かもしれませんが、結局は

教える側も学ぶ側も自己分裂の危険にさらされるのです。

　私たちの持っている知識が、私たちをそのような生き方へと導

くことができないなら、知識が描写する姿に私たちを変えられな

いなら、その知識はやがて私たちを死に導く知識になってしまう

でしょう。現代は、知識を技術に利用しようとするばかりに、学

問と生活、つまり「知」と「生」がその本質的な関係を失い、遂

には獣の顔をした知識がこの世を横行するに至るのです。知識と

行動、学問と人格、「知」と「生」の分離は、本来あるべき知識

と学問の堕落を意味します。

知識は愛に始まらなければ

　現代の知識の失敗は、知っていることを実践へ移さないという

問題にとどまりません。もっと深く入れば、「知」が愛に根ざし

ていないことに大きな問題があります。教育学者パーカー・パー

マーは、「愛に始まる知識」を主張します。つまり、知識の起源
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と目的は愛でなければならないということです。人類史における

知識は、好奇心や支配欲によるものです。しかし、このような知

識は、自己成功や利益のために世間と共同体を操作し、統制しよ

うとしました。また、人によって世界が対立するようにし、時に

は世界を破壊させました。幸福のために追求した知識が、自分を

滅亡させる「死に至らせる知識」になるのです。

　その一方で、知識は神と共同体への愛によるものもあります。

何かを知ろうとする私たちの欲求は、世界を創造された神と、神

ご自身が創造された有機的共同体を立て直そうとする熱情に始ま

るものもあります。このような知識は、私たちという霊魂を神と

共同体に結び付けます。神と私と隣人が一つになるようにします。

私たちを生命の網に繋ぎ合わせるのです。こうして、私たちは関

連性、相互性、責任性を学ぶようになります。

　愛に始まる知識だけが、私たちをいかなるものからも疎外する

ことなく、対象と緊密に結び付くようにします。その結果、人格

的知識になるのです。自分にとっても祝福であり、共同体にも有

益であり、神にも喜びとなるのです。聖書を記録したヘブル的事

由からみれば、「知ること」（ヘブル語のヤーダー）は、深い意味

の愛と通じるものです。ギリシャ哲学からも、知恵（ソフィア）

と愛（エロス）は関係論的側面で類似点が多いです。箴言には、

神を恐れることが知恵の始まりであるとあります。結局のところ、

知恵とは生命と愛を増進させる手段でありますが、これは創造主

なる神に対する愛に始まります。創造主に対する愛が、隣人に対

する愛によって実を結びます。結果的には、このような愛が真の

知識をもたらし、世界を救うようになるでしょう。

　真の教育の模範を示すべく、私たちは学問や知識が深い霊性に

始まるということを知らせなければなりません。教育の霊的な基

礎は、神でならなければなりません。キリスト教的世界観でなけ

ればなりません。聖書でなければなりません。祈りでなければな

りません。もし、このようなものが抜けたとしたら、道具的知識

論に陥ってしまうでしょう。特に霊性と祈りは、真の知識を追求

する過程を導くたいまつとなります。教育が祈りに始まらないの

であれば、私たちを真の真理へと導くことはできません。私たち

の教育が、好奇心や支配欲や利己心を追求し、愛に基づかず、愛

を目的としないなら、教育は間違いなく堕落します。霊性は教育

の基礎であり、過程であり、目的なのです。

　現在、大韓民国は新型コロナウイルスのゆえに、非対面オンラ

イン授業の比重が増大しています。公教育において、突破口を見

出せずに苦しんでいる国々に比べれば、肯定的な対処です。しか

し実際には、教育の理念と目的とは正反対に進んでいることも否

定できません。学校が塾のようになってしまっています。非対面

授業のゆえに、学生の学歴が両極化していると騒いでいますが、

これは非本質的な問題です。公教育が改善されるどころか、むし

ろ、道具論的知識論を強化する方向へと進んでいるようです。

　しかし、新型コロナウイルスは過去には戻れない川を渡らせ

ました。変化を避けられないなら、発展した IT 技術を有効活用

し、ロバート・グレイザーが主張したように、学生一人ひとり

の人格や個性、潜在能力を開発できるように助けなければなり

ません。かつては理想に過ぎなかったのですが、今は可能性の

門が大きく開かれています。何よりも生徒たちにとっては、霊

性によって真の知識を積み、この知識を通して、神と隣人、自

分自身の魂により一層近づく機会にしなければなりません。新

しいぶどう酒を入れる新しい皮袋が必要です。その新しい皮袋

が霊性と祈りの皮袋になるためにも、ソロモンの知恵が切実に

求められているのです。†
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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）

愆祭――罪のためのいけにえ――レビ記 5:1 ～ 19、6:1 ～ 7

　愆祭 (けんさい は、祭壇でささげなさ（ヤーシャム： םָׁש ָא）(

いと命じられた第五番目のいけにえです。神の聖なる物や禁令、

愆祭（けんさい）の礼拝

あるいは人に害を与えたり罪を犯したとき、贖われるのためにさ

さげるいけにえです。

　愆祭は、個人的な罪、自分だけの隠密な罪をどう扱うべきかを

教えるために、神が定められたいけにえです。

　主の聖なる物に対して、あやまって罪を犯したとき（レビ記

5:15）。

　主の禁令中一つを、知らずに犯したとき（レビ記 5:17）。

　他人の物を預かり、手にした質草、強盗し、かすめたりして、

事実を否認して偽って誓うとき（レビ記 6:1 ～ 7）。

　重い皮膚病の患者が清い者とされるとき（レビ記 14:1 ～ 10）

　姦淫したときと他の種類の家畜を交合させたとき、二種類の種

を混ぜて畑に蒔いたとき（レビ記 19:19 ～ 22）

　ナジル人が自分の体を聖別して主に献げるとき（民数記 6:2、

12）。

　特に、この愆祭のいけにえは、必ず罪を犯したことを告白しな

ければなりません。罪を告白し悔い改めることで、罪の赦しを受

けられるのです。

　「もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯

したことを告白し」（レビ記 5:5）。

　主は、人が知らずに犯した罪であっても、そのまま通り過ぎる

ことはないと言われます。これは、自分の罪を唇をもって告白す

る行為であり、神のお赦しを受けるためには明確な悔い改めが必

要だということを示しています。愆祭を通して学べる真理は、旧

約の礼拝においても、人間に直接悔い改める道を開いてくださっ

たことがわかります。これはすなわち、神の御愛であり、慈しみ

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
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【愆祭の祈り】

　神様！主にささげた誓約を忘れて無視した罪を私の内な

る祭壇で、愆祭の礼拝をささげ罪を告白します。ひとり子

イエス・キリストを死なせるまで、契約を守られた神様に、

私の忠誠心の欠如や卑怯さ、裏切りや逃げる弱さを告白し

ます。どうぞ誓約を守れる力と知恵を注いでください。

　神様にささげ物、神様にささげるべき聖なる物をみだり

に思うままに使い、破損し、失くしてしまった恥かしい罪

を告白します。今この時間、ささげるべき物と時間、才能

と主権を主にお返しします。生きている間、神様のものに

対する恐れる心を持って、忠実で知恵のある管理者となる

ように助けてください。

　主よ、私の人生をナジル人の人生として献げます。どう

ぞ受けとめてください。主がくださる喜びを今世と来世で

の最高の祝福として楽しみ、汚れたものを避け、ただ主の

臨在の中で、主に献げられる人生になりますように。イエ

ス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。†

したちをきよめて下さる」（Ⅰヨハネ 1:9）。

　「もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯

したことを告白し」（レビ記 5:5）。

　愆祭のまた別の特徴は、罪を犯したことに対し、十分な賠償を

しなければならないことです。他の物を盗んで使い、ただ言葉で

「ごめんなさい」と言うのではありません。必ず賠償が伴ってこそ、

真の悔い改めになるのです。

　「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を

犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖

所のシケルで、銀数シケルに当る雄羊の全きものを、群れのうち

から取り、それを主に携えてきて、愆祭としなければならない」（レ

ビ記 5:15）。

　主の聖なる物について犯した罪であれば、それに対して償い

をし、さらに賠償の五分の一を加えて祭司に渡します（レビ記

5:16）。そして、人に犯した罪は人に渡します。

　愆祭のいけにえを通して、主が私たち人間に教えられる霊的意

味は、つまり、人間は誰もが罪を犯す可能性があり、義人はひと

りもいない（ローマ 3:10）ということです。そして、すべての

罪には悔い改めと、それに伴う十分な償いをしなければならない

ということです。

　現代の教会と聖徒は、この愆祭の礼拝を学ぶべきです。神が捜

しておられる礼拝者は、知らずに犯した罪に対して悔い改めと告

白、なおかつ被害に対する償いをするまでに至る聖徒ではないで

しょうか。

　愆祭は、罪の重荷に押しつぶされている、人間自らはとうてい

解決できない罪の報酬を払うため、十字架で主ご自身が贖いの代

償となられ、私たちが払うべき負債を清算してくださったイエス・

キリストの十字架を予表します。それゆえこの愆祭は、絶対に欠

かせられない礼拝です。

　日々私たちの内に愆祭の礼拝をささげることで、私たちが払え

ない負債を十字架で清算してくださった、私たちの主イエス・キ

リストの御恵みを思い起こし、主をほめたたえましょう。祭壇の

火は消さずに継続して燃え上がらなければならなりません。　
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　私は 2009 年、出席している教会の担任牧師先生の依頼により、

1部礼拝（07:00）の聖歌隊を組織して指揮を担当しました。当時、

2 部、3 部聖歌隊と女性合唱団が賛美をしており、1 部礼拝はア

ンサンブルが聖歌隊の代わりに奉仕をしていました。約 3年間指

揮を担当しましたが、2014 年 4 月に健康悪化で入院し、今の聖

歌隊の指揮者に委任しました。指揮をしてから癖のように賛美曲

を暗唱しましたし、寝る時も賛美の歌詞を暗唱しながら眠ってお

り、黙想する時も賛美を歌う時が多かったです。

　信仰が深い人の祈りは、父なる神様が聞いてくださると頭で理

解し、胸で感じていました。私は 2011 年 9 月には、大腸がんの

ステージ 3 で病院で 5 時間にわたるロボット手術を受けました。

その後、2012 年 4 月 9 日までに、12 回の抗癌治療を終えて（最

後の 2 〜 3 回は非常に大変でした）、家族の手助けを受けて今ま

で生きています。

妻の召天と悟り

　妻は 2013 年冬に、子宮癌の末期判定で肺に転移したという検

査結果で、産婦人科の手術（子宮側）を受けたましたが、呼吸器

✿ 我が人生のプラス｜生涯最高の贈り物

82 歳で、YouTube 放送を開始する

チェ · イクギュ
長老、YouTube クリエイター

内科（肺側）では手術できない条件であることから、代わりに抗

がん剤治療をしました。しかし、抗がん剤治療も 1～ 2次受けま

したが、治療不可判定の為やめ、灸、放射線、温熱治療などを行っ

てみました。結局、2014 年 11 月 16 日、妻は天国に行きました。

妻も私のように癒されると、癒してくださると信じていました。

誰が何を言っても妻が息を引き取るまで妻が完治すると信じま

したし、信じたかったのです。

　「主よ～私の病を癒してください～全ての病を癒してあげよう～

主が約束されました～」と祈りと賛美をしながら、2014 年 10 月

中旬、病院で最後の療養をしていた時も私は固く信じていました。

　しかし父なる神様は私の祈りを聞いてくださらなかったです。

どうして私より先に召されたのか？当時満 75 歳、「私が先に行か

なければならないのに、妻より悔い改めることが多いからだろう

か」という思いもしました。生命の主権は神様にあるため自殺は

できず、「私も連れて行ってください」と駄々をこねながら泣い

たりもしました。

　六年前のある夜、思いっきり泣き疲れて座っていましたが、す

れ違う思いがありました。妻への恋しさ、そのどん底には物足り

なさとともに、私の不快さが渦巻いていたことに気づきました。

『君は君しか知らないエゴイストだな！』

　本当に恥ずかしい自分の実際の姿に驚きました。はや 6年が過

ぎましたが、黙想の中でまたその時を思い出しました。私の心の

中で最も尊い神様の座に、私が偶像になって座っているという事

実でした。私の祈りに答えてくださらないから残念ではなく、私

が偶像でした。偶像を追い出さなければなりません。

　「私はあなたとあなたの妻のために私の一人子を犠牲にしたの
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に、あなたはむしろ私の座を占め座り気に入らないと恨んでいる

のか。あなたはまだ自己中心主義から抜け出せなかった。」

　あ！そうなんですね！心の中に天の父を主人とし受け入れて、

信仰で生きて行く人間がヤハウェをかかしと立たせて、自身がそ

の場に座って垂簾の政をしましたから…。神様は言われます。「私

は貴方の妻のために息子を十字架にかけたのに、貴方は私のため

に何をしたのか？」

死の準備

　何も言うことはありませんでした。ただ、「与えてください、

与えてください」と言って、私の欲心だけ満たそうとし、私は気

に入らないといらいらして、駄々をこね、指をさし、しかも背を

向きました。

　目頭を濡らし、むせび泣いて胸がジーンとしました。むしろ、

私は天の国の王座に座り、神様の権勢を借りて威勢を振ったので

はないでしょうか。戦慄を感じながら全身に汗が流れ、頭を下げ

るしかありませんでした。口も開けずにじっとしていなければな

りませんでした。。 0.1% の文句をつけるわけにもいかず、黙々

と従順に従うのみでした。

　賛美を暗唱しながら、黙想のなかで、正しい信仰生活、信仰の

手本になる人生を生きるようにしてくださいと祈りたかったの

です。主に親孝行できるようにしてくださいという祈りもしまし

た。祈りの中で次のような考えが浮かびました。 第一に「日々

新又日新」（ひびにあらたにして、またひにあらたになり）とし

なければなりません。第二に、汗を流して生き、人と分かち合い、

与える人生を生きなければなりません。

　このように考えながらも「死」の問題もオーバーラップしてし

まいます。実は、妻の召天後、死の問題が私の脳裏から一時も離

れず、私も死ぬ準備をしなければならないと思いました。

そうだ！「私の文を小川に流そう。」100 年後、500 年後、後世の

誰かが私の作品を見て「うわー！これ！ 今日のトレンド ( 流行

の流れ ) に合わせて再生 (remake) してみよう！」という方が出

てくることを期待しながら、とりあえず川に流してしまう考えを

実行に移したのが YouTube 放送です。これが私の死の準備だと思

います。

私の思いではなく、御心のままに

　草履屋の息子と傘屋の娘を持つ母親の祈りを聞く天の国のヤ

ハウェは誰の祈りを聞くべきでしょうか。 日差しが強いと、草

履屋が笑い、雨がたくさん降れば傘屋が笑うでしょう。

こんこんと白い雪が降ります。かめの上にも、木の上にも、善良

な隣人にも、強悪犯罪者の頭の上にも、全てに等しく雪が降りま

す。私たちはもう、天の国の父を困らせるような祈りをしてはな

りません。

　「わたしの思いではなく、御心のままになさってください。」私

の祈りの最後に必ず入る新しい祈りの言葉です。YouTube の 1 人

放送「チェ · イクギュルム」は、6 月 13 日に初放送を開始し、6

月 28 日まで毎日放送しており、6 月 29 日からは週 3 回 ( 月 · 水

·金 )で放送しています。

　私を知っている周囲の知人たちが、『82 歳のクリエイターの国

内ナンバーワン！』『82 歳ストリーマーの国内トップランナー！』

というレッテルを私につけてくれました。私はクリエイター、

ストリーマーという言葉も知りませんでした。ただ、100 年後、

1000 年後を想像し黙想する中で得た考えを実践しようとするだ

けです。これを通じて福音を伝え、主の御心がなされる通路にな

ろうとしています。†
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　わたしは耐え忍んで主を待ち望んだ。主は耳を傾けて、わたし

の叫びを聞かれた。主はわたしを滅びの穴から、泥の沼から引き

あげて、わたしの足を岩の上におき、わたしの歩みをたしかにさ

れた。（詩篇 40:1-2）

　私はある国に住んでいます。その国では神という存在はなく、

人間は物質扱いされ、哲学や思想、国家目標やシステムが社会を

動かしています。宗教は人々を愚かにするアヘンのように見なさ

れており、特に彼らの思想ではコントロールできないキリスト教

はガンのように敵視されています。しかし、主が備えられた魂に

出会い、主からの多くの恵みとあわれみのなかで愛を学び、そし

て、今生かされています。アドラムの洞窟に、しえたげられた者、

✿ 宣教地からの手紙｜名の知られていない小さな器。Ｈ国宣教師より　

滅びの穴から、泥沼から引き上げて、
叫びを聞いてくださった主

負債がある者、心に不満がある者たちが集まってダビデの共同体

を形成したように、そのような人々によって始まった集まりは、

いつのまにか５カ所の集会となり、やがて５つの教会へと成長し

ました。

いつのまにか 30 代になった弟子たち

　十数年前に大学生だった兄弟姉妹のほとんどは、離婚、育児放

棄、性的虐待、中毒などの壊れた家庭の出身でした。彼らは、怒

りと自己憐憫、多神論的な文化と無神論的な思想の間を時計の振

り子のように揺れ動きながら、信仰の戦いに立ち向かいました。

いつのまにか彼らも 30 代となり、一人の夫の妻や子の母親となっ

た者、さらに法律関係者、芸術家、医療関係者、公務員、教育者

などの要職に就くようになった者がいますが、彼らは信仰だけを

頼りにして生きています。

 　常に国家の監視下におかれ、上司からは「なぜクリスチャン

になったのか」「誰から伝道され、いつから信じており、聖書は

どこからもらったのか」「どのような教会に通っているのか」な

どの厳しい追及が続いています。教会のリーダーであったが、仕

事を失うことを恐れ、家庭を守るために教会を離れた人もいま

す。実際にそうした彼らの身代わりになることもできました。そ

の場合、宣教師は国外に追放されるだけで済みます。ただ、残さ

れた彼らと彼らの子どもは、不当な扱いを受けたり、仕事を失っ

たりなど生活基盤が著しく損なわれるため、心配せずにはいられ

ません。

　新型コロナが完全に判明する以前の今年 1月頃、ウイルスによ
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る感染者と死亡者の急増を受けて、私の所属している宣教団体か

らは帰国命令が出されました。宣教地を去りたいという宣教師

はいませんでしたが、戒厳令とロックダウンを経験した私はリー

ダーとして宣教師を母国に送り返すしかありませんでした。彼ら

は服すら荷造りすることができず、残留するチーム・メンバーが

家賃の支払いや引っ越しの手配を行いました。

　私より 3日前に宣教地に入ったある後輩の宣教師は、家庭の問

題から幼い子どもたちを置いて行かざるを得ませんでした。何か

できるわけではなかったのですが、当たり前のようにやらなけれ

ばならないという考えが頭をよぎり、その子どもたちを預かるた

め私は韓国に戻りませんでした。その後二ヶ月半にわたり、私の

住む宣教地はロックダウンされました。外出はもちろんのこと、

ゴミ捨てや食料品の買い物でさえ時間が指定されるなど、とても

厳しい制限でした。

　37.1 〜 5 度の熱が続く宣教師の子どもたち。これがコロナの

感染によるものなのかは不明でした。診断のため地元の病院に

行ったとしても、まともな診療を受けられるかはわからず、か

えってひどくなる恐れもありました。そして、直行便が飛ばない

状況でどのように帰国するのか、帰国できるようになったとして

も移動中に感染しないかなど、リーダーとしてどのような決断を

すべきかを日々神様に訊ねるしかありませんでした。祈りが宣教

の最優先としながらも、韓国の 10 倍以上を超える人口の地域に

宣教師は二十人にも満たない数しかいなかったため、家庭訪問や

聖書の学び、教材の翻訳、弟子訓練などで本当に忙しい毎日でし

た。そんな働きが完全に止まってしまい、連絡すらままならない

状況のなかで唯一できたのは祈りだけだったのです。

　20 年以上宣教師として働いてきましたが、主を待ち望みなが

ら主の御業だけを見上げるしかなかった時間は今回が初めてで

した。集団で集まることが禁止されたため、礼拝時間にはとりな

しの祈りをしたり、御言葉を宣言しながら黙想したりしていまし

た。新型コロナの脅威が宣教師たちの安全や今後の宣教活動にど

のような影響を及ぼすのかを神様に訊ねる時間となりました。そ

して、キリスト教を拒絶する法律下で正しい判断ができるように

知恵を求めるしかありませんでした。

小さなうめき声すら聞いてくださった恵み

　たった一人で二ヶ月以上の期間を過ごしましたが、身体と心を

守ってくださったのは神様でした。他に一人で過ごしている宣教

師と合流しようにも、外出すら徹底的に制限された状況では何も

できず、私は祈り始めました。ある日、神様の御心を求めた祈り

を終えようとしたとき、突然大きな音が聞こえてきたのです。上

の階の下水管が破裂したためでした。これを管理事務所に報告

し、応急処置で下水管は塞がったものの、ロックダウン中のため

どこからも業者を手配できない状況でした。結局、ロックダウン

中にもかかわらず、大家が身元を保証するかたちで、私は他の宣

教師宅に引っ越すことができたのです。

　ロックダウンの解除後、兄弟姉妹たちが訪ねてきて、「この地

を離れず、一緒に耐えてくれた」と感謝の気持ちを表してくれた

ときに、私と彼らは神の家族であることを確認しました。また彼

らの言葉にとても大きく励まされました。彼らのためには何もで

きませんでしたが、最も危険な時期にその場を離れず守ろうと

したことを主はご存知でした。新型コロナにより経済的な困難に

陥ったところに、航空券が 3倍以上に高騰し、チケットを入手で

きなかったときがありました。そのことを知った地元の小さな教

会が助け合い、私のために献金を集めてくれたのです。主は新型
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コロナすらも用いられ、人々のなかに信頼と愛を育まれました。

　7 ヶ月前の小さな部屋であげた私のうめき声を主はお聞きにな

り、答えてくださいました。その神様からの恵みを体験した者と

して私は生きています。特別なものは何一つ持たない小さなしも

べに過ぎない私に、主は信じられないほどの大役を任せてくださ

いました。滅びの穴から、泥沼から、私を引き上げられ、小さな

叫びを聞いてくださった主。整えられたイエスの花嫁として、私

に任せられた魂ともに「マラナタ」と主を待ち臨みながら、これ

からも生きていきたいと願っています。

　エルサレムに迫害が起こったとき、小さな教会や名の知られて

いないクリスチャンが建てたアンテオケ教会が、ユダヤ人だけで

はなく異邦人宣教の中心的役割を担いました。新型コロナがむし

ろきっかけとなり、宣教のミッションが拡がるように祈っていま

す。1907 年の平壌大リバイバルは平壌だけで起こったわけでは

ありません。1903 年に英国ウェールズで始まった大リバイバル

が、1904 年にはインド、1905 年には中国、1907 年には朝鮮半島

にまで拡がったように、リバイバルは常に国際規模で起こってい

ます。新型コロナですべての人々が疲弊しているこのとき、新型

コロナだけに意識を向けていてはいけません。神様を見上げ、思

いを新たにし、信仰を奮い立たせ、大リバイバルと世界の教会が

主の到来に備えるようにと祈っていきたいです。†

✿ 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

聖書は
どう解釈するべきですか？

　聖書が難しいのは、それがどのジャンルに属しているかを知り

解釈しなければならないため、専門的知識なしではおおよそのこ

とはわかっても、すべてを理解することはできません。聖書解釈

学を学ばなければ、聖書を正しく理解することができないので

す。聖書には様々なジャンルがあります。詩、ドラマ、預言、歴史、

黙示、手紙、比喩、知恵書、模型論など、多くのジャンルで構成

されています。それゆえ、聖書は神の御言葉ですが、同時に人間

の文学でもあると言われています。

　私たちが聖書は文学だと言ったとき、多くの人は最初に拒否感

を持ちます。なぜなら、神の御言葉である聖書を人間の文学だと

言っているのが理解できないからです。もちろん、聖書は神の御

言葉です。しかし、その表現は人間が理解できるヘブル語やギリ
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シャ語、そしてアラム語で記録するため、聖書箇所によっては

様々なジャンルに表現するしかないのです。神の御心を人間の言

語で記録するので、様々なジャンルに表現するようになったので

す。私たちは、聖書の著者が聖霊の霊感を受けて記録するとき、

人間の言語で記録したということを忘れてはいけません。

　もちろん三位一体の神が、三位の間で対話されるときに、私た

ちが使う言語で話されることはありません。これはあたかも、筆

者がアメリカ人に話すとき、韓国語ではなく、彼らの言語である

英語で話すのと同じ理屈です。韓国人が祈るときは使い慣れた韓

国語で祈ります。しかし、筆者が英語圏に属する人たちに説教す

るとき、また祈るときは英語を使います。驚くことは、この時、

神は彼らが使い慣れた言語で語られるということです。

　以前筆者がアメリカ人たちに、リバイバル聖会を導いていたと

きのことです。自然に英語で説教し祈りました。その時、神は筆

者の祈りに英語で答えてくださるという体験をしました。同様

に、神の御言葉も、三位の間になさるときと、私たちとされると

きには異なります。ですから、神の御言葉は三位の間に対話され

るときと、私たちと対話されるときは異なる、ということを知っ

てこそ聖書が理解できるのです。聖書が記録されるとき、ユダヤ

人に向けるときは聖霊による霊感も彼らが理解できる言語で語

りましたが、ギリシャ圏に生きる人にはギリシャ語で語られまし

た。

　だから聖書は、ジャンルによって解釈しなければ誤解が生じま

す。たとえば、イエス様が最も多く用いる比喩や模型論的表現は、

文字的に解釈すると正しく理解できません。一つの例として、イ

エス様が聖餐式のときに語られた、「これはあなたがたのための、

わたしのからだである」という部分を、ただ文字的に解釈すると

変な言葉になります。英語聖書をたとえで言えば、「This is my 

body」と言ったとき、それは隠喩的表現です。したがって、「is」

(である )という言葉を「signifies」( 意味する )と解釈するのは、

その内容が隠喩的意味に解釈されるべきだからです。「is」をた

だ文字的に解釈すると、全く違う意味になります。　　　　　　

　聖書は、文字的な意味でない場合は必ず解釈が必要です。とこ

ろが、上記に指摘した通り、聖書は多くのジャンルで表現されて

います。ですから、ジャンル別解釈学は専門的に勉強した牧会者

の助けが必要です。聖書は、勉強して研究しないと、多くの部分

を誤解するしかありません。

　なぜ異端が多いでしょうか。彼らが聖書を解釈するときに、ど

のジャンルに記録されたかを正確に学ばなかったからです。です

から、私たちが聖書を正しく解釈するためには、その文章はどの

ジャンルに記録されたかを知らなければなりません。聖書は学

び、覚え、研究し、黙想しないと、正しく理解することはできな

いのです。†
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　神とともに歩む人生を送りたいと思うなら、神の目線で人生を

見なければなりません。大きく見ることです。今すぐあなたの関

心を奪うものに抵抗し、何が自分の人生に助けとなるのかを主に

訊いて決めるのであれば、心を重くするものから解放され、自由

になる体験をすることでしょう。今この時間を神のみに注目し、

神を知る喜びが日常の中で始まるならば、私たちはすでに神に向

う旅を始めているのです。神は永遠に私たちの大いなる御父であ

られます。

　旅に出かけながら、無変化を期待する人はいないはずです。格

式ばるために高価な礼服を持っていく人もいないでしょう。気軽

に出かけられる旅には面白みがあります。出会う人たちが新鮮

で、見えるものが不思議で珍しいのです。そうして見知らぬ土地

で新しい体験をしていると、物事の良し悪しなどは重要でなく

なってきます。ある路地裏で出会った喫茶店の古いテーブルが、

✿ 特集｜空にして分かち合うとき、訪れる平安
キム・ジュン 宣教師、カンボジア Life	Together	Ministry 代表

心を整理してようやく見えるもの
新しいオフィスにある格好良い机と比べられることなく、その場

所を守っていることを大切に思うようになります。

　道路を埋め尽くしたバイク、野原の遠くに立っている数本のコ

コナツの木、その後ろに沈んでいく夕日も、心が軽いときこそ楽

しめます。ゲームばかりする子どもに対する過剰な心配、プライ

ドを傷つけられた人に対する怒りで重くなった心では、楽しむこ

とはとうていできません。

心を理解しよう

　聖書には「油断することなく、あなたの心を守れ、命の泉は、

これから流れ出るからである」とあります。心を守るためには、

心を知らなければなりません。私たちの心は簡単に落ち込みます。

何かに心が囚われて抜け出せず、やがて疲れ果てて無気力に陥る。

この自由のない心の状態を最もよく表す単語が『中毒』です。

　中毒とは、没入した関心と誘導される行動のゆえに、生活の別

の部分が自分の意思とは無関係に壊れていく状態をいいます。私

たちの心の中のある欲求が統制されないまま作動し、特定の行動

へと誘導しますが、自分の意志ではこの繰り返される行動を制御

することができません。ここでの行動は外的なものを指していま

すが、その前段階である反復的に繰り返される考えとそれに伴う

感情も含みます。見えないけれども、固定化された考え、あるい

は記憶、これに伴う感情がむしろ、中毒の根であると見なさなけ

ればなりません。

　このように解いてみれば、中毒は人の内側から発見される場合

が多いです。聖書が「義人はいない、ひとりもいない」と、罪は
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すべての人にあるという事実を指摘しているように、中毒もそう

なのです。

　すべての人はある中毒の特性を心の内に持っており、人生で起

こる多くの問題が心のこの特性と関係しています。それは「別の

誰かとつながりたい」という欲求です。人間は神とつながりを求

めるように創造された存在のゆえに、聖書的に見ればあまりにも

あたり前な特性です。現代心理学では、これを「愛着(Attachment)」

と呼びます。まるで心の表面にマジックテープがあるように、近

くのある対象に情緒的につながろうとするのです。

　この特性が人の心を重くする過程で作動します。この過程を調

べてみると、多くの人が闘っている人生の辛いテーマに出会いま

す。人の心は、別の存在とのつながりをとおして必要なものが供

給されます。その欲求を満たすことが最も重要で、満たされるこ

とで感情的には不安や憂うつが解消します。

　しかし、現実には無条件で安心を感じられる存在に出会うのは

不可能です。両親を含め、自分の周りにいるすべての人は私と同

じような弱い存在だからです。そのため、現実的に人々は内面の

断絶に対する恐れ（他人から嫌われることに対する不安）を抱え

て生きています。

　否定的ではありますが、この不安を解決するために、多くの人

は愛着の対象を探すようになります。この過程において、一時的

であったり、不健全であったりする関係でも、この不安を解消で

きると思える対象に会えば、愛着というマジックテープが作動し

ます。

　執着すれば、それ以上変化ができないほどの堅い輪を形成し、

これを基盤とした生き方が習慣として定着するようになります。

これが習慣という観点から見た中毒の発生プロセスです。よく知

られた依存症の対象は、お酒、たばこ、薬物などです。この物質

を摂取したときに得られる感情の変化を耽溺するかたちで依存

します。

傷と怒りを処理する

　傷や怒りの反応に執着した生き方も、同じロジックで理解する

ことができます。傷ついた人は、ただ傷ついた出来事のゆえに苦

しい人生を生きるわけではありません。自分も知らないうちに形

成された復讐心や不安などの情緒的反応が生じるため、そうなる

のです。外側には表れないとしても、このことを赦し解決できな

ければ、思考や感情に一定のクセが生じるようになります。

　このクセは、自分のアイデンティティ、他者評価、人間関係、

そして人生観に至るまで、人生全体に影響を及ぼします。できな

い自分にまた出会わないために、やるべきことを先延ばしにする

行動もここからその根を探すことができます。

　人の心を重くするのは、このような固定化された思考のクセで

す。心の枠組みとなる思考のクセは、つながったすべてのものと

の関係に影響を及ぼします。人間が最も深い中毒に陥るのは『自

分の観点である』という言葉はここに起因します。

心を軽くする

　結論として、重くなった心を自らの決断で軽くするのは難しい

ことです。対象への執着とそれによって形成された生活習慣を意

志の力で取り除こうとするのは、問題の主体である自分を消滅さ

せようとする試みと同じです。

　それでも変わりたいのであれば、方法が一つあります。捨てる

ことができない「つながりの欲求」が私たちの内にあるという事
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実を認め、新しいつながりの対象を探すことです。ただ、ここで

「また別の中毒に陥るだけではないのか」という疑問が生じます。

確かに、中毒はこのような方法でその対象を変えながら、人生の

中で繰り返されてきました。しかし、これは対象の問題です。

　聖書は、私たちが本来つながるべき対象を正確に言及していま

す。イエス様は「心をつくし、精神をつくし、思いをつくし、力

をつくして、主なるあなたの神を愛せよ」と言われました。私た

ちの心を神に集中させるとき、私たちは自由を得ることができま

す。しかし、それにはいくつかの条件が必要です。

　対象となる神ご自身が、理由を問わずに私たちとつながりたい

という意思をもっておられなければなりません。私たち人間側

は、人格の一部分でも否定されることなく、神との関係にあずか

れなければなりません。

　恋人を慕う人の心の中を考えてみましょう。その人は恋人のこ

としか考えられなくなり、ほかの思考はすべて中断されます。そ

して、感情、思考、さらには意思決定に至るまで生命に満ちて燃

え上がり、日常生活のあらゆる要素が変化しはじめます。

　神との愛に満たされた人には、心に聖化のプロセスがはじま

り、聖書に書かれている「神を信じれば義とされる」ことが当然

だと言うようになります。神とともにいる者にはふさわしくない

ものが表面だけでなく心からも取り除かれ、新しい創造がはじま

るからです。

　このような変化は、自らの目標意識や意思決定、努力によって

成し遂げられるものでは決してありません。今までの状態で努力

すればするほど、むしろ、心が自分で埋め尽くされ、重くなるだ

けです。神の愛だけが自己中心の沼から抜け出し、軽い心を持て

るようにします。

　目に見えない神を信じれば、その瞬間に習慣ががらりと変わ

るものでしょうか。古い習慣がそれなりのバランスを保ちなが

ら、私たちを形成してきました。これらのひとつでも変えるに

は、時間の経過だけではなく、神を見つめ続ける継続的な努力

が必要です。

　旅に出ることは、日常の慣れから離れ、自由を楽しむ機会にな

ります。旅行するような毎日になればよいのですが、現実的には

難しい話です。旅が終われば、繰り返される日常に戻らなければ

ならないからです。同じ時間に出勤し、一日中同じような言葉と

行動を繰り返さなければなりません。しかし、このような日常の

中でも旅行を楽しむことができればどうでしょうか。

　神とともに生きると決めた人には、永遠の命が約束されていま

す。永遠を生きるというのは、同じ経験が永遠に繰り返されるこ

とではないはずです。むしろ、永遠に毎瞬間特別な時間を生きる

という意味です。それゆえ永生の約束は「この時間がすべてのよ

うに今を生きなさい」という命令でもあるのです。

　またもう一つ、神とともに歩む人生を送りたいと思うなら、神

の目線で人生を見なければなりません。大きく見ることです。今

すぐあなたの関心を奪うものに抵抗し、何が自分の人生に助けと

なるのかを主に訊いて決めるのであれば、心を重くするものから

解放され、自由になる体験をすることでしょう。今この時間を神

のみに注目し、神を知る喜びが日常の中で始まるならば、私たち

はすでに神に向う旅を始めているのです。神は永遠に私たちの大

いなる御父であられます。†
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