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まことの祈りの霊性

　キリスト教徒にとって祈りの霊性を養うことは非常に

重要なことです。 しかし、祈りの霊性を強調するあまり、

現実の暮らしをきちんと送れない人々をたびたび目撃し

ます。 宗教改革の父と呼ばれるマルティン・ルターは「私

は常に1時間祈り、忙しい日は3時間祈る」と言いました。

この話を聞いた人々は「マルティン ·ルターの言葉のよ

うに、私たちが忙しく仕事をするのではなく、祈ること

で神様が働いてくださるようにしなければならない」と

言います。 もちろんこれは間違いではありません。弱

い私たちが働くことには限界があるので、最善を尽くし

て、神様が働いてくださるように祈り、神様の助けを求

めなければなりません。

　しかし、マルティン ·ルターの人生をよく見てみると、

一つ新しい事実に気付きます。マルティン ·ルターは自

分がすべきことを後回しにして、その時間に祈ったので

イ・ヨンフン牧師

はありません。彼は忙しい日にはいつもより二時間早く

起きて三時間の祈祷をしたのです。彼は決して自分の信

仰生活のために現実の仕事をおろそかにしませんでした。 

　霊性の実は、いきなりできるものではありません。 

神様を頼る心を持って、激しい現実にぶつかることで芽

が出て、時間と真心をかけて育て世話することで木にな

り、実を結ぶようになるのです。 

　祈りは生活の困難から抜け出す逃避の手段ではありま

せん。反対に祈りは、暮らしの困難に飛び込むことがで

きる原動力です。激しい苦難と恐怖の中でも、祈りの力

で宗教改革に献身したマルティン ·ルターの暮らしを見

習わなければなりません。それぞれが与えられた場所で

祈りを捧げ、人生の歩みの中で祈る皆さんでありますよ

うに、主の御名で祝福します†
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✿ 今日のマナ

偽りに
惑わされないために

　都会で育った人々には、このような話は理解できないかもしれ

ませんが、私が 14 歳まで生まれ育った場所は、家がわずか 5 軒

ほどの静かで寂しい山村でした。昼間でもキツネが出て、夜にな

ると屋根の上でフクロウが鳴きました。私たちの町は、北を除く

三方が墓地であったため、葬儀のときには、悲しいすすり泣き

の声がしばしば聞こえてきました。また深い山奥であったことか

ら、私は自然に対する畏敬の念を持つようになりました。

　山には山の神がいて、水には竜神、木には木の精霊が宿り、台

所には台所の神、更に、トイレにもトイレの神がいるという大人

たちの話をそのまま信じていた私は、どこへ行っても神々を恐れ

ました。だから鬱蒼とした樹林に囲まれた山道を歩くとき、私は、

獣に襲われて今日が人生最後の日になるのではないかと、いつも

恐れていました。

　毎日学校から家に帰る道すがら山に入る前には、私を守ってく

ださるように、すべての神々に幾度もお辞儀をして、心の中で何

度もお祈りをしました。そうして神々に祈ってこそ、彼らの助け

で家まで無事に着くことができると思い込んでいました。後に学

校で科学を学び、私も成長するとともに、その恐怖の対象は偽り

であり、自分の未熟さゆえに、それに惑わされていたことを悟り

ました。

　ところがその後、また別の偽りが私を襲ってきました。それは

他でもない、貧困、疾病、劣等意識と挫折感、そして絶望でした。

これらのことは、また別のかたちの信仰として私に近づいてきま

した。「どうすれば貧困から、呪いから、病気から、絶望から自

由になれるか」が私にとって最大の問題となりました。

　ところがイエス様を信じたとき、キリストの十字架を通してた

ましいが幸いを得ているように、すべてのことに幸いを得、すこ

やかであることを願いながら、溢れんばかりに与えてくださる良

き神様を知るようになりました。そして貧困、窮乏、呪いと病気、

絶望、劣等意識、挫折感。これらのものはすべてが偽りであった

ことを悟り、これらすべてを追い出すことができました。

　ただイエス・キリストの中で、真の平和と自由、そして幸福を

得ることができます。†
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会	

復活の希望
――	コリント人への第一手紙 15 章 1～ 4節	――

　「兄弟たちよ。わたしが以前あなたがたに伝えた福音、あなた

がたが受けいれ、それによって立ってきたあの福音を、思い起し

てもらいたい。もしあなたがたが、いたずらに信じないで、わた

しの宣べ伝えたとおりの言葉を固く守っておれば、この福音に

よって救われるのである。わたしが最も大事なこととしてあなた

がたに伝えたのは、わたし自身も受けたことであった。すなわち

キリストが、聖書に書いてあるとおり、わたしたちの罪のために

死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてあるとおり、三

日目によみがえったこと」

　当時、コリントはビジネスの中心地であり、貿易都市で、東西

融合の地とも呼ばれました。全世界の贅沢品が集まる虚栄心一杯

のグローバル都市でした。また、年に一度、オリンピックに匹敵

するスポーツの祭典を開催し、世界中の富が集まる場所といって

も過言ではありませんでした。その分、堕落が激しく、酒、賭博、

ポルノ、麻薬、同性愛が蔓延り、寺院には公娼がいて、売春が堂々

と行われていました。不老長寿を夢見て、非常に高価な薬が取引

されていました。堕落の極みにあったといえます。同時に、拭い

ようのない罪責感に苛まれていたのも事実です。そんな都市にパ

ウロが現れ、キリストの福音を伝えました。一年半というエペソ

に次ぐ長期滞在をしながら、パウロが伝えた衝撃的な福音とは何

だったのでしょうか。

　第一に、福音とはイエス様が罪から私たちを救い出されたこ

とです。パウロの時代も 21 世紀も罪のおもたる原因は快楽です。

一次的な快楽の後に襲ってくる罪責感のトンネル、パウロは「罪

のはかない歓楽にふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待される

ことを選び」（ヘブル 11:25）と告白しました。この最悪の状況

から私たちを救い出すためにイエス・キリストが来臨したと言う

のです。これこそ、福音の本質であり、パウロはその事実を伝え

るためにコリントに行ったのです。福音とは『イエスを信じる者

は救われる』というシンプルなメッセージです。この救いとは罪

からの徹底した救い、解放を表します。コリントから 81km 離れ

たアテネでは、哲学が流行り、エピキュリアン（快楽主義哲学）

とストア派（禁欲主義哲学）がしのぎを削っていましたが、ど

ちらも罪の赦しの答を得ることはできませんでした。「こうして、

ほとんどすべての物が、律法に従い、血によってきよめられたの

である。血を流すことなしには、罪のゆるしはあり得ない」（ヘ

「だから、愛する兄弟たちよ。堅く立って動かされず、い

つも全力を注いで主のわざに励みなさい。主にあっては、

あなたがたの労苦がむだになることはないと、あなたが

たは知っているからである。」（Ⅰコリント 15:58）
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 ✿ 企画｜私たちの「恐れ」は何か

チョ・ギュウナム	牧師／ウリム福祉財団代表理事、キリスト教文化評論家

ブル 9:22）。旧約の預言は、救い主が私たちのために血を流され

るという内容でした。つまり『イエス・キリストが血を流されて

死なれた』ことこそ福音の本質なのです。パウロは、エペソか

らコリントに手紙を送りました。「わたしたちは、御子にあって、

神の豊かな恵みのゆえに、その血によるあがない、すなわち、罪

過のゆるしを受けたのである」（エペソ 1:7）。これが福音であり、

二千年経って届いた私たちへの便りの核心なのです。

　第二に、福音は死の向こう側にある復活の希望です。快楽を求

めようが、禁欲を実践しようが、否定できない事実は『死』です。

死の確率は 100％なのです。パウロは、死後の世界は霊魂の世界

ではなく、イエス・キリストの内にあって復活した永生であり、

復活の体を得ることだと言います。コリント人への第一手紙 15

章全体がキリストの復活の証言であり、証拠なのです。二年後の

今、皆さんが共に礼拝をささげていること自体が復活の証なので

す。

　第三に、福音はこの地における勝利の暮しに対する約束でもあ

ります。復活信仰は未来ではなく、今日の暮しの問題なのです。

どんな未来を期待しているかにより、今日の暮しの態度・姿勢が

変わります。復活の主を仰ぎ見る者は、そこから逆算して今日の

自分を見ることができます。「だから、愛する兄弟たちよ。堅く

立って動かされず、いつも全力を注いで主のわざに励みなさい。

主にあっては、あなたがたの労苦がむだになることはないと、あ

なたがたは知っているからである」（第一コリント 15:58）。

　復活の主が共におられるのですから、そして未来を支配してお

られるのですから、皆さんに復活がないはずはありません。†

　昔、ある民族がいました。彼らはこの世の資源を調査し、このよ
うに言いました。「逆境の時にも生き残れるように、十分な資源を

保持するにはどうすればよいだろうか。どんなことが起きても生き

残りたい。そのために食糧、原料、知恵を集めて危機に対処しよう。」

　彼らはあれこれと調達し始めました。しかし、その調達方があま

りにもひどいので、他の民族たちが抗議しました。「あなたがたは

必要以上に多くのものを持っているが、私たちはかろうじて命をつ

ないでいる。少し私たちに分けてくれないか」 。 恐れに満ちた彼ら

は言いました。「駄目だ。非常事態に備え、これを守らなければな

らないのだ。いざとなったとき、私たちの命も危機にさらされるか

あなたの内に働かれる
主を見上げよう
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もしれないから。そのために備えていなければならない」。

　すると、また別の民族が言いました。「今、私たちは死んでいっ

ている。どうかお願いだ、私たちが生き残れるように食糧と原料と

知恵を分けてほしい。もう待ってられない、私たちは今すぐ必要だ。」

　すると彼らは、貧しくて飢えた人たちが攻撃してこないか心配で、

恐ろしくなりました。彼らは互いに言いました。「私たちが備蓄し

たものの周りに壁を築き、誰にも奪われないようにしよう」。

　彼らは壁を築きました。ところが、壁をあまりにも高く築いたた

め、外に敵がいるのかいないのかさえも見えなくなりました。恐れ

がさらに大きくなった彼らは、互いに言いました。「敵の数が増え、

私たちの壁を崩すかもしれない。この壁は、彼らの攻撃に耐えられ

るほど丈夫ではない。壁の上に爆弾を設置し、私たちに少しも近寄

らせないようにしよう」。

　しかし彼らは、武装した壁の後ろで安全を感じるどころか、恐れ

のゆえに設置した爆弾が、敵よりもむしろ自分たちを傷つけないか

心配で、爆弾をも恐れるようになりました。そして死に対する自分

たちの恐れが、かえって死に至らせることに気づきました」。

　恐れは恐れを生みます。私が恐れているそれが現実となって私

を飲み込みます。上記の例話は、戦争に対する恐れで互いに信じ

ることができず、自分だけの利己的欲望のゆえに、軍備蓄積だけ

に没頭し恐れを増大させ、結局その恐れの壁に閉じ込められて

徐々に死んでいく、人類の未来とその愚かさを風刺した、ヘンリ・

ナウエン (Henri Nouwen) の作品です。

私たちを最も苦しめる「恐れ」

　今や全世界は、新型コロナウイルス・パンデミック (pandemic)

のゆえに、恐れと不安に

震えています。それだけ

でなく、地球のあちこち

で発生する山火事や洪水

や地震、そしてテロなど、

終末論的災難の現象で途

方に暮れています。たと

え、ワクチンが開発され

てこの問題が解決しても、私たちの内面の底に敷かれている不安

は、「今後、コロナウイルスよりもっと恐ろしい伝染病が私たち

を襲うのでは」という漠然とした恐れを生じさせ、人々を絶望に

陥らせます。恐い映画にあるようなことを、私たちが現実におい

て生々しく目撃しているからなのです。

　地球温暖化による気候変動のゆえに発生する自然災害は、全面

的に人間の過ちであり責任です。しかし、このような問題点を

知っていながらも、どうすることもできずに汚染の急流に巻き込

まれ、抜け出すことができないのが人間の弱さであり、ジレンマ

です。今や全世界の人が恐れている新型コロナウイルスも、結局

自然生態系の破壊によるものであり、これに対する人間の不注意

が招いた惨事でもあります。

　このような全世界的災難と人間の限界を実感させる、終末のし

るしが現われているこの時、私たちは視点を集約し、現在目の前

に課題として浮かび上がる懸案問題を考慮せざるを得ません。こ

れもまた、私たちが経験する不安要素だからです。

　政治的に韓国は、我が国をめぐって私たちに強大な影響力を及

ぼしているアメリカと中国の両大山脈の間で、自主性を失わずに

シーソーのような駆け引きで経済を支えていく冒険をしなけれ

ばなりません。最近統治体制を変えた北朝鮮とも緊密な関係を維
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持し、戦争挑発を抑制するよう誘導しつつ南北統一の道に進むこ

とも政府高官だけの仕事では決してありません。

　現在、新型コロナウイルスによる不安が高まっていますが、が

ん患者の発症率は着実に増加し、全国民は「健康心配症」の患者

になっている状態です。こういう現実において、私たちを苦しめ

る最も恐ろしい敵は、まさに私たちの内にある『恐れ』です。

　ですから、私たちの戦いは外部にあるのではありません。結局、

私たち自身との戦いです。それは、私たちの内にまだ起こってい

ない、非実在的な架空の要素で信仰を捨てるようにさせる、恐れ

との戦いです。

　恐れは恐れにすぎません。恐れそのものが現実 (fact) ではな

く、架空の想像によるものです。悩み、心配、憂い、不安…、こ

ういうものの底に敷かれている恐れは、今の現実を超え、まだ実

現していない未来世界の否定的なものを、予め自分の人生に引き

入れてしまうという「前倒しの不幸」です。現実に忠実でさえあ

れば、未来からの不幸は経験しなくて済むかもしれません。

　所有と存在の問題でもあります。今、私の内にある苦痛が何か

というより、この苦痛の現実をいかなる姿勢で乗り越えるか、と

いう存在の問題なのです。実際、私たちが苦しむのは、肉体的な

実体として感じる「苦痛」より、精神的に抑圧される「苦痛」で

す。肉体的な実体として押し寄せる苦痛より、精神的に心が折れ

る、精神的苦痛のほうがもっと大きいからです。私たちは苦痛そ

のものより、その苦痛がもたらす影響により、未来に経験する恐

れのゆえに苦しみ絶望しています。

主が乗船された舟に乗っているか

　ガリラヤの海で、イエス様と弟子たちが乗っていた舟が大き

な荒波に見舞われ、死にそうになりました。弟子たちは急いで、

舟の後ろで平然と眠ってお

られる主を起こし、助けて

くださいと叫びました。す

ると主は、御言葉をもって

海を静められた後、「なぜ、

こわがるのか、信仰の薄い

者たちよ」と、弟子たちを

お叱りになりました。

　実際、弟子たちは信仰が

ありませんでした。それだから、天地の主人であられるイエス様

が一緒に乗っているのに、恐れのゆえに主の存在と力を忘れてし

まいました。考えてみてください。主が乗っておられる舟が沈没

するでしょうか。決してそうはなりません。なのに弟子たちは恐

れました。信仰がないからです。私たちも同じです。世にちょっ

とした波風が吹くと、信仰が根こそぎ揺れ動きます。それは信仰

がないからです。

　だからこそ、何があっても自ら確認すべきことがあります。

　「あなたがたのうちに働きかけて、その願いを起させ、かつ実

現に至らせるのは神であって……」（ピリピ 2:13）――この御言

葉のように、私たちの内に主がおられますか。神様は、私たちの

内に働きかけて、すべてを善い道に導かれます。主が私たちの人

生に介入し働いておられるのかをまず点検し、確信を持つことが

大切です。御言葉と祈りを通して、主が私の内に共にいてくだ

さるという確信があれば、私たちは恐れる必要がもはやありませ

ん。　今、私たちが乗っている舟に、主が一緒に乗っておられま

すか。私たちの家庭に、主が船長として舵を取って運行しておら

れますか。私たちの職場はどうですか。私たちの教会はどうです

か。今や新型コロナの荒波に覆われている大韓民国はどういう状
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況ですか。私たち自身

の霊的状態はどうです

か。主が一緒に乗船中

ですか、それとも勝手

に波にのまれ、方向感

覚を失ってあちこち漂

う漂流船に乗船中です

か。現実の状況に縛ら

れるより、顔を上げて、

道・真理・生命である

主を見上げ、「わたしは

世の終りまで、いつも

あなたと共にいる」と

いう、約束の御言葉を

掴むことが恐れに打ち

勝つ道なのです。

恐れを追い出す完全なる愛

　それでは私たちの内に浸食しているこの恐れは何であり、どこ

からきたのでしょう。約束の御言葉に対する信仰がないとき、サ

タンは侵入し恐れを植え付けます。信仰のない人はすべてを疑

い、真理までも否定しようとします。特に、現代人に恐れが多い

のは、科学万能主義によって科学が偶像となり、神の座の代わり

をするようになったのも一つの理由です。目に見えるものだけの

証明を最優先する科学は、目に見えない霊的世界を否定させま

す。同時に、精神世界において神の存在を消してしまいました。

　しかし、神の存在を否定することによって招かれる驚くべき結

果は、信仰がなくなったところに、恐れが蛇のようにとぐろを巻

き、世のすべてを不信の目で見させることです。目に見えるもの

だけを信じ、目に見えないものは信じられない科学時代に、人間

は顕微鏡を通して目に見えないものを見、電子顕微鏡と宇宙天体

望遠鏡で見えない世界までも征服したと、神の座に座って快哉を

叫びながら意気揚々としました。しかし、知れば知るほどわから

ない世界が増え、人間の限界に挫折するしかない状況で、疑い

と恐れが増幅しただけでした。　聖書には、「愛には恐れがない。

完全な愛は恐れをとり除く」（Ⅰヨハネ 4:18）とあります。神は

愛であられます。それゆえ神にあって恐れはありません。その神

の愛とは、どういう愛でしょうか。私たちを救うために、御子を

十字架で死なせたほどの愛です。その愛の力によって、多くの信

仰の先祖たちが福音のために殉教者となりました。使徒パウロ

は、「死は勝利にのまれてしまった。死よ、おまえの勝利は、ど

こにあるのか。死よ、おまえのとげは、どこにあるのか」（Ⅱコ

リント 15:55）と、恐れの王である死に向って怒鳴りました。こ

れは、イエス・キリストの十字架の愛に倣って、自身も隣人の愛

のゆえに喜んで命をささげた、愛の力です。愛は死までも乗り越

え、すべての恐れを静めます。

　私が牧師として召命を受ける前の若かりし頃、外航船の航海士

として遠洋を駆け巡りました。海での生活は、いつも死への恐れ

が付きまといました。しかし、その恐ろしさの中で悟ったことが

あります。台風が押し寄せたとき、台風の外側は激しく揺れ動き、

その中心である台風の目は静かだということです。苦難の時、私

たちが恐れに立ち向かうためには苦難の現場、その恐れの中心に

いなければなりません。そこにはカルバリーの十字架が立ってい

るのです。その十字架の陰に、主の愛の中に私たちの真の安息が

あります。†
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 ✿ 愛

「もはや『Ｕターン』はありません」
――ただイエス様へ GO,GO ！

ソン・ジョンス	代表／ユーターン・エンターテイメント

　キリスト教精神をベース
にした「ユーターン・エン
ターテイメント」の活動は、
2019 年 5 月にスタートし、
文化・芸術分野に御国の領
域を広げています。
　揺れる若者を堅く立たせ、
この地に健全な文化を植え
付けるという神様からの召
命に、ソン代表は「アーメン」
と答えました。
　ユーターンとは、「ユア・

ターニング・ポイント」の略語です。２つの意味があり、人生の方
向が間違ったときに正しい方向へ変えるという意味と、人生の転換
点がイエス・キリストという意味があります。

仏教と占いの家のひとり息子として生まれたソン・ジョンス代表

は、中学２年生の時に初めて教会に行きました。家に悪いことが

頻繁に起きるので、牧師である遠い親戚から教会に行くことを勧

められたのです。

　「最初は祖母と母がヨイド純福音教会に通い始めました。その

うちに家から近い教会に移り、私も一緒に通うようになりました。

イエス様を信じてからの母はたくさん祈るようになり、神様から

賜物も与えられました。父が早くに亡くなったため、母は家庭の

責任を負わなければなりませんでしたが、それでも母は給料をも

らうと、十分の一献金と担任牧師への図書献金を必ずささげてい

ました。いつも一番良いものをもって、喜んで教会と牧師先生に

仕えていました」。

　当時は、多くの聖徒らが山に登って祈祷院で祈っていました。

少年の頃のソン代表は、川のほとりでご飯を作って食べ、友達と

遊ぶのが楽しくて、一緒に祈祷院に行っていたといいます。ある

日のお昼の休憩時間に、教会の先輩と一緒に祈祷院の裏にある北

漢山（ぶっかんさん）に登りました。

　「北漢山は険しくて、今でもロープが設置されていますが、私

たちは何の装備なしに登りました。足を踏み外せばそのまま崖な

のに、どういうつもりで頂上まで登ったのか……。いざ頂上に立っ

てみると、目の前が真っ暗になり、どうやって降りればいいのか

心配になりました。その時、神様に『助けてください』とはじめ

て祈りました」。

　何度も危ない目に遭いながらも、お互いに支え合ってやっとの

思いで山から下りてこられました。ところが、山のふもとでは、

いなくなった二人の子どもを捜すために大騒ぎになっていたので

す。とにかく、ソン代表と教会の先輩は教会まで無事に戻ること

ができ、教会の教役者をはじめ聖徒の皆さんは胸をなでおろした

のでした。

　「母からは、教会に来たらまず祈りから始めるように教えられ

ました。それで、私は教会に着くとすぐにひざまずき、感謝の祈

りをささげました。すると、涙が止まらず、『神様、ごめんなさい。
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私は罪人です』――その時、主は私に会ってくださいました」。

　信仰の厚い母でしたが、若くして病に倒れ、亡くなりました。

母方の叔母が息子のように私の面倒をみてくれました。思春期を

疾風怒濤の時期ともいいますが、中・高等学校時代のソン代表は、

いわゆる問題児でした。悪い仲間と一緒に酒を飲み、たばこを吸

い、喧嘩に明け暮れるほかに、留置場に入ったこともありました。

しかし、教会を休んだことはありませんでした。神様が生きてお

られることを知っていたからです。

　ソン代表の青年時代はもっと荒れていました。音楽仲間と付き

合いはじめ、やってはいけないものに手を出しました。大麻を吸っ

て薬物中毒に陥り、日に日に体と心が壊れていきました。自分は

24 歳頃には死ぬのではと思いました。マンションのベランダか

ら飛び降りようとする自分に気づき、びっくりしたこともありま

した。死は身近にありました。

　「何とか薬物を断とうと努力しましたが、そのたびに肉体的苦

痛が襲います。そうしているうちに恐慌性障害（パニック障害）

にまでなりました。パニック障害がひどい時は身動きができず、

２時間以上じっと横になって、ようやく落ち着きを取り戻せたの

でした。私は耐えられず、極東（ククドン）放送のとりなしをし

てくれる番組に電話をしました。その時の牧師先生は『霊的な戦

いを宣言しなさい』と言われましたが、その時に『霊的な戦い』

という単語をはじめて聞きました。そして『絶えず祈りなさい』

とも言われました」。

「事業」ではなく「使役」

　その日からの 10 年間は、ボロボロになったソン代表の霊・魂・

肉を回復させる神の時間でした。まず霊が回復しました。車、街

角、祈り部屋など、どこにいても神様を礼拝しました。そうして、

人生のターニングポイントになったイエス伝道団のイエス弟子訓

練学校（ＤＴＳ）では、自分に与えられている神様の計画を悟っ

たのです。以来、牧会者のイエス弟子訓練学校（ＰＤＴＳ）の賛

美使役者として仕えました。今思えば、賛美使役者として仕えら

れたことは、すべて神様の導きでした。

　「子どもの頃の夢はＣＣＭの賛美リーダーになることでした。

中学・高校生のときは賛美を導きましたが、それ以外ではやった

ことがありません。実際に任されてみると、私は目の前が真っ暗

になりました。しかし、６カ月間、神様は夢を通じて一曲ずつ選

曲くださり、賛美メンバーも組んでくださいました。夢の中で賛

美してワンワン泣き、目を覚ますと、布団と枕が涙でびしょびしょ

になったことが何度もありました。６カ月間、そのように準備し

ました。翌年、賛美の導きに聖霊の油注ぎがあり、牧会者たちの

最も楽しみにしている時間となりました」。

　そのように幸せに主に仕えていたある日、ふっと悟りました。

自分を苦しめていたパニック障害が消えてなくなっていたことを

――。神様はこのように彼の肉の病もいやされたのです。彼は

「ユーターン・エンターテイメント」を設立し、韓国のさまざま

な地域の小さな教会に賛美チームを立てるプロジェクトを開始し

ました。この働きをとおして多くの人に会いましたが、彼が会う

人はほとんどクリスチャンたちでした。ある日、彼は祈っている

と、一つの疑問が生じました。「それなら、神様を信じていない

人にはいつ会えるのか？」

　ソン代表は、若い頃に自分がしてきた芸能活動を思い出しまし

た。録音スタジオ運営、バンド、フォトグラファー、ミュージッ

クビデオ監督、合唱団、合唱指揮など、芸能と関連したさまざま

な分野に携わってきました。当時、進路を見出そうともがいてい

た頃の出来事はすべて訓練であったし、今の自分を作るための神



　20 21　

様の大きな絵であったことに気づきました。そして、「エンター

テイメントをしなさい」という心が与えられました。

　キンポでの牧会中にボーカル講師のキム・コン氏に出会い、若

い世代に対するビジョンを分かち合いました。ＣＭＴＶ（クリス

チャンミュージック・テレビジョン）で再会し、この働きをする

ようになりました。今、キム・コン氏はユーターン・クワイアの

団長を務めています。イエス伝道団の賛美リーダーとして仕えて

いるときに、子ども合唱団を組織し、文化公演を通じて神様に栄

光を帰したいという夢を持ちました。伴奏者まで確保し、四方八

方に駆け回りましたが、道は開かれませんでした。すべてに神様

の時があります。10年が過ぎてから、今の「ユーターン・クワイア」

が許されたのです。

　ユーターン・エンターテイメントは、「ユーターン・クワイア」、

青少年自殺予防キャンペインの「ユアーボイス」、青少年進路体

験コンサートなど、幅広く活動しています。ユーターン・クワイ

アはＫＢＳ「不朽の名曲」などに出演し、放送クワイアとしての

実力が認められています。20 代前半のメンバーで構成されてい

ますが、注目すべき点は団員 35 人の 85％がノンクリスチャンで

あることです。ソン代表は、ユータン・ミニストリーの働きをす

るときも、ユーターン・エンターテイメントを始めるときも、辛

く苦しんでいる人たちを集めてくださいと祈りました。実際に心

に痛みを覚えている人たちが多く集まりました。

　うつ病で苦しんでいる子ども、舞台恐怖症の子ども、フェイス

ブックがお化けの話でいっぱいになっていた子どもなど、そのよ

うな子どもたちと共に音楽をし、良い講義を聴かせ、肯定的な話

を分かち合い、共に祈りました。一年が過ぎた頃には子どもたち

の表情が変わり、舞台を楽しめるようになりました。フェイスブッ

クのお化けの話もすっかり消えてしまいました。ある日、教会の

働きをしていると、イエスを信じていない子どもが賛美しながら

ワンワン泣き出しました。なぜ泣くのかと訊いてみると、「わか

らないですが、心が熱くて…」と答えました。このように、神様

は「ユーターン・クワイア」の子どもたち一人ひとりに会ってく

ださっています。

　学校に直接出向く「青少年自殺予防キャンペイン・ユアーボイ

ス」の活動は３年目になります。ユーターン・クワイアの公演と

トークショーを行い、子どもたちの話を聞き、即興的に彼らの歌

を作っていますが、講演後の子どもたちの反応は熱いです。

　公演活動は新型コロナで休止を余儀なくされています。ユー

ターン・エンターテイメントも、予定していた公演がキャンセル

や延期になるなど、苦しい状況が続いています。にもかかわらず、

最近のソン代表はより多くの感謝の祈りをささげています。より

良いものが与えられる「待つ時間」のため感謝できるし、感謝す

れば、勇気と希望が湧いてきますと――。

　「ユーターン・エンターテイメントは、『事業』ではなく『使役』

です。第一の使命が伝道であるため、ユーターン・クワイアが教

会で特別賛美をする機会が多くなり、神様を信じていない人がた

くさんの賛美練習のなかで神様に出会ってほしいです。また、家

族全員が一緒に楽しみ、リラックスできる健康的な文化作りにも

貢献したいです」。

　音楽は影響力のある強力な武器だといわれています。音楽をと

おして世の中によき変化をもたらすユーターン・エンターテイメ

ントの活動は、ますますその影響力を高めていくことが期待され

ます。†
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終末預言に含まれているあわれみと裁き
――私たちの祈りが世の中に及ぼす影響

 ✿ 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

　最近、デイビット・デミアン、マイク・ビークルなどの全世界

の友人たちと一緒に行ったオンライン国際祈祷会に驚くべき出来

事が起こりました。

　イスラエルのメシアニックジュー（ユダヤ人クリスチャン）、

レバノンの兄弟姉妹も含む中東全域のアラブ人クリスチャンらと

ともに、ライブ配信で祈っていました。すると、このオンライン

祈祷会の最中にベイルートで爆発が起きたのです。

　その翌週には、さまざまな SNS を通じて 15 カ国語に向けて配

信し、数十万人が参加した集会がありました。東アジアとヨーロッ

パ、アメリカ、そして中東のユダヤ人とアラブ人などが参加し、

そこには聖徒らの美しい調和がありました。

　私はイザヤ 19 章 22 ～ 25 節を言及したのですが、信じる人々

の集まりが「この地の祝福になる」という約束が書かれています。

しかし、私たちはまだその祝福を体験していません。かえってこ

の三千年間には、呪い、戦争、貧困、確執と破壊が続いたのを見

てきました。

　私は皆がともに祈ることをお願いしました。大勢の人々が一つ

の心で一致して祈るときに、状況は逆転し、呪いではなく約束さ

れた祝福が臨むことを信じています。私もともに祈り、神様の臨

在と恵みがあるのを感じました。

　そして、礼拝のライブ放送中に、イスラエルと UAE の間に平和

協定が締結されたというニュースが伝えられました。政治には正

解はありません。真の平和は平和の君であるイエス様からもたら

されます。ですが、私どもは霊の中で行ったことに対する反応

が、驚くべき政治的な出来事としてこの世に現れるのを体験しま

した。
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　大患難時代が目前に迫っています。私たちはイエス様の再臨を

含む終末預言に一歩ずつ進んでいます。かなりの試練と混乱があ

るでしょう。しかし、神の御国のための大いなる打ち破りもある

でしょう。

　私たちはこれらを喜ぶべきでしょうか、悲しむべきでしょうか。

賛美すべきでしょうか、叫ぶべきでしょうか。その回答は両方で

す。矛盾しているように聞こえるかも知れませんが、あわれみと

裁きは同時に起こります。イエス様がエルサレム入城の際にされ

た反応となさった宣言を例としてみましょう。

　「いよいよ都の近くにきて、それが見えたとき、そのために泣

いて言われた、『もしおまえも、この日に、平和をもたらす道を知っ

てさえいたら……しかし、それは今おまえの目に隠されている。

いつかは、敵が周囲に塁を築き、おまえを取りかこんで、四方か

ら押し迫り、おまえとその内にいる子らとを地に打ち倒し、城内

の一つの石も他の石の上に残して置かない日が来るであろう。そ

れは、おまえが神のおとずれの時を知らないでいたからである』」

（ルカ 19:41 〜 44）。

　イエス様は泣かれました。苦難が差し迫っているエルサレムの

民をあわれみ、泣かれたのです。しかし、その次の箇所では、エ

ルサレムへの裁きと破壊を預言されています。二種類の反応は互

いにつながっています。

　私たちは、出身がどこであろうと、その人の苦しむ姿を見て、

ともに泣きます。また、神の御国が前進することに喜びます。私

たちは聖書に書かれている公平で真実な裁きを望んでいます。

とりなしの祈りの特別な力

　終末預言を解釈するには三つのアプローチがあります。肯定的

なアプローチ、否定的なアプローチ、そして、肯定と否定が合わ

さったアプローチです。

　私は三つ目のアプローチが正しい聖書的観点だと思います。人

間的な考えでは矛盾しているように思えますが、神のあわれみと

裁きはどちらも扱わなければなりません。

　「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」（ローマ 11:22）。

　私たちは神様の一貫した愛と義を悟らなければなりません。悔

い改める人間に与えられる「恵み」と、続けて悪を行う者に臨む「裁

き」の両方をみなければなりません。神様の性質は常に同一です。

栄光と勝利は常に神様に属しているのです。

　私たちは原因と結果を混同してはいけません。政治、経済、保

健、軍事、社会分野の中で現れる現象は原因から生じた結果です。

それらには永久的な正解がありません。原因は霊的世界にあるか

らです。

　「イエスはまた群衆に対しても言われた、「あなたがたは、雲が

西に起るのを見るとすぐ、にわか雨がやって来る、と言う。果し

てそのとおりになる。偽善者よ、あなたがたは天地の模様を見分

けることを知りながら、どうして今の時代を見分けることができ

ないのか。また、あなたがたは、なぜ正しいことを自分で判断し

ないのか」（ルカ 12:54-56）。

　霊的世界と物質的世界との間には原因と結果の関係がありま

す。地中海がイスラエルの西側に位置しているため、雲が西側か

ら発生すれば、湿っぽい天気が予想されます。南部にはネゲブ平

原があるため、南から風が吹けば、熱くて乾燥した気候が予想さ

れます。
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　今日、全世界中で多くの混乱と騒動があります ( マタイ 24:6

～ 7)。 そして、今後さらに多くなるでしょう。私たちは世の中

を揺り動かす霊的な事件を認識できるようにならなければなりま

せん。一致してささげる祈りには特別な力があります。

　「また、別の御使が出てきて、金の香炉を手に持って祭壇の前

に立った。たくさんの香が彼に与えられていたが、これは、すべ

ての聖徒の祈に加えて、御座の前の金の祭壇の上にささげるため

のものであった。香の煙は、御使の手から、聖徒たちの祈と共に

神のみまえに立ちのぼった。御使はその香炉をとり、これに祭壇

の火を満たして、地に投げつけた。すると、多くの雷鳴と、もろ

もろの声と、いなずまと、地震とが起った」（黙示録 8:3-5）。

　福音書はこの地に揺り動かしが起こると告げています。ヨハネ

の黙示録には、そういう揺り動かしが (部分的に )一致してささ

げられた祈りの結果だと書いてあります。天に私たちの祈りが集

められ、蓄えておく場所があるからです。祈るとき、私たちはそ

の答えをすぐに見ることはありません。しかし、さらに多くの人々

が継続して祈るならば、神の時が来たときには、その一致してさ

さげられた祈りが地にあふれるように降りてきます。

　私たちが信仰で一致して祈ると、神の時にすべての祈りが一つ

に集められ、神の御国の前進を伴いながら、世の中を大きく揺り

動かすことを学ばなければなりません。神様のあわれみが降り注

がれると同時に、神様の公平で真実な裁きが行われることを宣言

するのです。†

真実と正直のリーダーシップ

 ✿ 霊的リーダーシップ
イ・ヨンフン		牧師／ヨイド純福音教会

　韓国ガラ

ス工業 ( 株 )

（現 韓ガラ

ス）の設立

者である故

チ ェ・ テ ソ

プ会長の話

です。彼がソウルのある銀行から融資を受けて、小さな規模の事

業を運営していたときでした。6.25 事変 ( 朝鮮戦争 ) が勃発し

て 1.4 後退 ( 中朝軍にソウルを再奪還され、1951 年 1 月 4 日に

敢行された前線の後退作戦 )により避難しなければいけない状況

下で、彼はローンの返済期日になったため、銀行にお金を返済し

に行きました。他の人々はお金になるようなものであれば何でも

取りまとめて去っていく中、彼は逆にお金を持って銀行に訪れた

のです。

　驚いた銀行員は後で返せと言いましたが、チェ会長は戦争中で

も約束は守らなければならないと言って返済しました。後日、彼
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は遠洋漁業の融資を受けるため銀行に行きました。驚くべきこと

に、銀行員の間で彼の名前が有名になっていました。戦争中でも

お金を返済した話が広く知られて、銀行員の間に広まっていたの

です。

　頭取は「あなたのような人がいるので、韓国には希望がある」

と言って、2 億ウォンを無担保で融資しました。チェ会長はこれ

を基盤に事業を開始することができ、韓国ガラス工業 (株 )を設

立、韓国をガラス輸入国からガラス輸出国に変えることに大きく

貢献したのです。

　世の中の多くの指導者は、人の目に自分が素晴らしく立派に見

えるように飾り、演出をします。

　しかし、クリスチャン指導者たちは、他の人の視線を意識して

自分を飾ることにエネルギーを使い果たすのではなく、真実その

ものであるイエス様に従うことに最善を尽くす真実の人にならな

ければなりません。いくら指導者にカリスマがあり、弁舌が立つ

としても、その中に真実と正直な生き様がなければ、尊敬される

指導者になることはできません。

　霊的指導者であるイエス様は真理そのものであるので、ただ真

実と正直で人々を導かれました。反対に、真理であるイエス様に

敵対する悪魔は、偽りで人々を惑わして間違った道へと導きます。

悪魔は偽りの父です。もし指導者が嘘を繰り返すのならば、偽り

の霊、悪魔の手先になるのです。

　今日、目先の利益のために人々をだまして間違ったことを繰り

返し、法の裁きを受ける人を多く見ます。特に指導者という立場

の人が偽りの人生を生きた場合、その影響は非常に大きくならざ

るをえません。

　イエス様は、指導者が偽りを行なわずに、真実に生きることを

望んでおられます。だから、安易に誓わないようにと言われまし

た。イエス様は偽って守れない誓いをしないで、正しければ「し

かり」、そうでなければ 「否」とあるがまま正直に言うように教

えられました。

　「あなたがたの言葉は、ただ、しかり、しかり、否、否、であ

るべきだ。それ以上に出ることは、悪から来るのである。」（マタ

イ 5:37）。

言行一致の模範

　真実と正直に基づいていなければ、正しい献身もできません。

アナニヤとサッピラの事件がこれを語っています。初代教会で財

産奉献は、強制規定ではなく、聖徒の志願によって行われ、土地

の代金すべてを捧げる義務もありませんでした。しかし、アナニ

ヤとサッピラは人に認められたい、賞賛を受けようとする欲に駆

られ、すべてを差し出したと嘘をつき、聖霊を欺いた罪により夫

婦揃って死に至ったのです。

　クリスチャンリーダーはいつも正直で誠実な態度を保たなけれ

ばなりません。偽りで曖昧なことを言わず、真理の人にふさわし

い正直な言葉を話し、約束したことは必ず守らなければなりませ

ん。

　正直で真実なリーダーとは、言葉と行動が一致するリーダーを

意味します。言行一致を通し自分の人生に真実を追求し、いつも

あらゆる面で正直に行うリーダーに従わない人はいないでしょ

う。イエス様はクリスチャンリーダーに言行一致のリーダーシッ

プを示してくださいました。

　イエス様には言葉と行動の差が全くありません。そして、イエ

ス様は安息日に病気を癒したら律法主義者に非難されることを

知っているにもかかわらず、人を恐れず、神様の御心に従って病

を癒しました。正しいことが何かを語ったすぐ後に、その言葉通
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り行われたイエス様の姿に、言行一致の模範を見出すことができ

ます。

　イエス様はただ真実を話すことを教え、その教え通り自ら模範

を示されました。イエス様は仕えるために来られたと言われまし

た。

　「それは、人の子がきたのも、仕えられるためではなく、仕え

るためであり、また多くの人のあがないとして、自分の命を与え

るためであるのと、ちょうど同じである」。」（マタイ 20:28）。

　その言葉通り、貧しく疎外された者に仕え、最後には自分の肉

と血まで全部差し出されました。

　また、イエス様は敵を愛するように言われました。

　「しかし、わたしはあなたがたに言う。敵を愛し、迫害する者

のために祈れ。」（マタイ 5:44）。

　イエス様は、ご自分の言った通り自分を十字架に釘付ける人ま

でも愛し、赦しました。

　イエス様に従うクリスチャンリーダーであれば、すべてのこと

に真実で正直に生きなければなりません。エルサレム教会の監督

であり、イエス様の兄弟の一人ヤコブは「行いを伴わない信仰は

死んだもの」と述べました。

　「信仰も、それと同様に、行いを伴わなければ、それだけでは

死んだものである。」（ヤコブ 2:17）。

　世の中の人々も正直で言動が一致したリーダーを信頼し認めま

す。この世の中でも状況に応じて言葉と行動が変わる人は、決し

て正しい指導力を発揮することはできません。イエス様を模範と

するクリスチャンリーダーであれば、より一層真実でなければな

りません。人の前だけではなく、神様の前で真実で正直でなけれ

ばなりません。そうして、神様と人の前で認められる尊いリーダー

になれるのです。†

共に生きる技術
(The Art of Living Together)

 ✿ 真理が答えである
ハン・ギチェ 牧師／中央ホーリネス教会

　イギリスの小説家ダニエル・デフォーの＜ロビンソン・クルー

ソー＞では、主人公のロビンソンは航海で難破し、南太平洋の無

人島の砂浜に漂着してしまいます。無人島で生きるための衣食住

の問題は解決されましたが、最大の問題は孤独でした。彼は朝早

く起きると水平線が見下ろせる丘に登り、火を焚いて煙が上がる

ようにするなど、人々が住んでいる所に戻るため必死の努力をし

ます。「神様、私に何の罪があってこのような寂しい島に一人捨
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てられ、苦痛を味わせるのですか！」と叫びます。親の遺産で楽

に暮らせたのに、未知の世界に憧れ冒険を試みた彼でしたが、い

ざ無人島で一人ぼっちになってしまうと寂しさと恐ろしさが襲っ

てきます。

　人間はひとりでは生きられない存在です。神様は人間を男と女

として創造されました。人は他者との関係の中で生まれ、関係を

結んで生き、関係の中で生涯を終えます。アリストテレスは「人

は社会的動物だ」と言い、完全な人になるためには政治、社会、

共同体に積極的に参加すべきだとしています。人間という原石は、

社会生活を通して整えられ、啓発されてこそ宝石になります。「初

めに関係があった」と言えるほど、聖書は創世記から神と人間の

関係、夫と妻の関係、兄弟と姉妹の関係、親と子どもの関係、隣

人との関係、社会と国家の関係などを扱っています。

　エーリック・フロムは、彼の著書＜愛するということ＞ (The 

Art of Love) で、「愛は技術であり、愛するためには知識と努力

が必要だ」と強調しています。愛は自然にできる感情的なもの

ではなく、知的に、意志的に訓練しなければならない主体的な

ものであるという事実を見抜いたのです。人との関係では、「共

に生きる技術」が必要です。共に生きるといっても、その在り

方によって、「共倒れする関係」(lose-lose relationship)、相

手を負かす関係 (win-lose relationship)、相生関係 (win-win 

relationship) になるのです。

　聖書の人物で共に生きる、相生する関係のモデルとしてアビガ

イルがいます。アビガイルの知恵のある行動は、夫ナバルの恩知

らずの行為だけでなく、復讐心に満ちた復讐心に満ちたダビデの

試みも制止しました。アビガイルは、夫ナバルの自己の財産だけ

を守りたい利己主義、ダビデの激しい怒りによる破滅、さらには

相手を打ち負かす競争関係を、創意的な共存、共に生きる関係へ

と導きました。平面的・断片的・即興的・近視眼的な男性たちの

行動の代わりに、立体的・総合的・巨視的・未来志向的・創造的

な代案を提示することによって、破滅に突き進まないようにしま

した。彼女は強い姿勢でぶつかり、折れそうなことをしなやかに

仲裁することで平和を作り出しました。アビガイルの知恵ある行

動で、ナバルの一族は絶滅を避けることができ、ダビデは暴力に

より他者から奪う者という汚名を免れました。破滅と殺生で終

わるはずだった事態を関係者すべてが生命を得るようなウィン・

ウィン (win-win) の成果を上げたのです（Ⅰサムエル 25:23 ～

25）。

　夫婦の不和、子どもたちの問題、同業者や同僚との葛藤、教会

内における分裂は、共に生きる技術の不在、未熟さから始まりま

す。一人ひとりをみれば立派な人物、当然、彼らの集合体は強い

力を発散できるはずです。しかし「算術的な和」の能力が発揮で

きないのは、創造的な関係より消耗的な関係を持つからです。

「あなた」が生きてこそ「私」も生きられる

　共に生きることができない要因二つをあげるなら、第一に、自

己中心的な生き方を固守するからです。第二は、生きる目的と手

段を混同するからです。すべての関係を破壊するのは、「自己中

心主義」つまり利己主義です。家庭の危機は、それぞれが権利だ

けを主張するときに発生します。十戒の「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」という戒めは、信仰生活

そのものも利己的動機からすれば偶像崇拝になり得るという警告

です。

　信仰生活にも自己中心主義を適用し、神までも自己利益の手段

にしようとする傾向が、信仰者の中に多くみられます。自身の守

護神、家族の氏神だけでなく、自分の利己心を投影して神に仕え
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るならば、これは偶像崇拝です。信仰生活も「私の内におられる神」

とともに、「私たちの中におられる神」を強調すべき時なのです。

これは神との個人的な関係を無視することではなく、私たちの関

係の中で豊かに満たされた大いなる神を経験するためです。

　「私」の神は、「アブラハムとイサクとヤコブと聖徒と隣人」が

告白した同一の神であるという信仰です。独断的な信仰も実は利

己主義の場合が多いです。

　夫の利己主義は妻を苦しめ、子どもたちを抑圧します。オーナー

の利己主義は社員の士気を低下させ、彼らの生計を脅かします。

政治家の利己主義は利権と不義を助長させ、政局を困難に陥らせ

ます。聖職者の利己主義は、一世代の良心を麻痺させ、教会を世

俗の集団へと転落させます。各自の利己心を十字架に付けるとき、

私たちは共に生きることができるのです

　第二の生きる目的と手段を混同する問題については、マーティ

ン・ブーバーがよく説明しています。彼は関係に焦点を合わせ、

生き方を二つに大別して『私とあなた』(I and You) の関係、『私

とそれ』(I and It) の関係で説明しました。これは、エーリヒ・

フロムの『存在』(Being) 志向の人生、『所有』(Having) 志向の

人生と同じ考え方で、『私とあなた』は人格的な関係であるのに

対し、『私とそれ』は非人格的な関係を意味します。

　所有志向の人は、人間関係を目的とせず、手段として扱います。

彼らは、自分の周りにいるすべての人、神までも自分の目的を果

たすための手段として活用しようとします。夫や妻や子ども、同

僚や隣人は『それ』ではなく、私と同じ人格を持つ『あなた』で

あるべきです。

　彼らと共に生きるためには、愛の技術も、忍耐の技術も、譲歩

の技術も、妥協の技術も、協同の技術も、寛容の技術も、和解の

技術も、調停の技術も、説得の技術も必要です。ひとりで壁を築

いて生きる消極的な対応では、何も解決できません。「私」と「あ

なた」はつながっている有機体のゆえに、「あなた」が生きてこ

そ「私」も生きられるという点を肝に銘じなければなりません。

　イエス様は、山上の説教で黄金のルール (golden rule) を与え

てくださいました。この御言葉は、「共に生きる技術」の要諦に

言及されたものです。「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）。東洋では「己が嫌がることを他人に

してはいけない」という意味で「己所不欲 勿施於人」と表現さ

れます。イエス様の積極的な表現であれ、東洋の消極的な表現で

あれ、人は自分を基準とするしかなく、その時、相手を自分のよ

うに同一の尊さをもって接しなければならないという意味です。

　自分と相手は異なるものではありません。私が受けたいものは

相手もそうであり、私が嫌がることは相手も嫌がります。この原

則をきちんと守れば、相手の感情を傷つけることはないでしょ

う。このように、黄金のルールは、私たちに「 易
ヨクチサジ

地思之」、相

手の立場に立って物事を考えることを示し、共生する倫理的より

どころ、枠組みとなります。神のおられる所には円満と親交があ

り、悪魔のいる所には不和と争いがあります。和解のいけにえと

なられたイエス様を思い、主に祈り、聖霊の分別力と敏感性を求

め、黄金のルールを心に抱いて生きていけば、幸いな人生になる

でしょう。「平和をつくり出す人たちは、さいわいである、彼ら

は神の子と呼ばれるであろう（マタイ 5:9）。」†
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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

青銅の洗盤の前での祈り（Ⅰ）

　「主はモーセに言われた、『あなたはまた洗うために洗盤と、そ

の台を青銅で造り、それを会見の幕屋と祭壇との間に置いて、そ

の中に水を入れ、アロンとその子たちは、それで手と足とを洗わ

なければならない。彼らは会見の幕屋にはいる時、水で洗って、

死なないようにしなければならない。また祭壇に近づいて、その

務をなし、火祭を主にささげる時にも、そうしなければならない。

すなわち、その手、その足を洗って、死なないようにしなければ

ならない。これは彼とその子孫の代々にわたる永久の定めでなけ

ればならない』」（出エジプト 30:17 ～ 21）。

　洗盤（רֹוּיִּכ：キヨール）は、祭壇を過ぎて会見の幕屋の入口ま

でにあり、女性たちが使っていた青銅の鏡で作られました。他の

器具とは違い、洗盤の正確な寸法は聖書に記されていません。そ

の構成は青銅の洗盤と青銅の台の二部分であり、祭壇と聖所の間

に置かれ、その中は常にきれいな水で満たされなければなりませ

ん。祭司たちは会見の幕屋に入る際、死なないように、洗盤の水

を取って手と足を洗い清めなければなりません。これは、永遠に

守らなければならない清めの掟でした。

　祭司は祭司職に就くとき、全身を清める儀式を行ないます。私

たちの大祭司となられたイエス様は、公生涯を始める前にヨルダ

ン川でヨハネからバプテスマを受けられましたが、これは大祭司

として御体を清めたことを示しています。

　私たちはイエス・キリストによってすべての罪から清められま

す。これは一回だけの唯一の体験です。旧約においては特別な人

だけが祭司になれましたが、新約においてはイエス様を信じるす

べての聖徒が、祭司の資格で神の御前に進み出られるように、イ

エス様がその道を開かれました。そうして立てられた祭司であっ

ても、洗盤の水で洗い続けなければなりません。神の臨在がとど

まる幕屋に入るためには、必ず洗盤の水で手と足を洗い清めなけ

ればならないのです。ペテロは、足を洗われるイエス様に、「主よ、

では、足だけではなく、どうぞ、手も頭も洗ってください」とお

願いします。イエス様は、「すでにからだを洗った者は、足のほ

かは洗う必要がない。全身がきれいなのだから」と言われました。

私たちの罪を洗い清める

　新約の聖徒である私たちは、神の子どもになってからも、肉の

欲、目の欲、暮らし向きの自慢に満ちたこの世に生きながら、犯

した罪を告白して自身を清めなければなりません。聖別された祭
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司たちが、会見の幕屋に入るたびに洗盤の水で手足を洗うよう

に、私たちはキリストの血潮に寄り頼み、罪を告白して悔い改め、

神の御言葉によって自身を清めなければなりません。

　「もし、わたしたちが自分の罪を告白するならば、神は真実で

正しいかたであるから、その罪をゆるし、すべての不義からわた

したちをきよめて下さる」（Ⅰヨハネ 1:9）

　洗盤は、自身を映して見る所です。青銅の鏡で作った洗盤に満

ちるきれいな水は、洗盤を見る祭司の姿を映し出します。聖書に

おける水は『真理』『神の御言葉』を意味します。この御言葉に

自身を照らして、自分の顔や手や足が汚れていたとしても、自身

の姿と共に水面に映るのは、清明な空です。

　「そして、彼らがイスラエルの神を見ると、その足の下にはサ

ファイアの敷石のごとき物があり、澄み渡るおおぞらのようで

あった」（出エジプト 24:10）。

　荒野生活では祭司であっても当然、荒野の砂ぼこりや汚れがつ

きます。同様に新約の聖徒たちも新生し聖潔を得ても、継続的に

繰り返し聖潔（聖化）されなければならないのです。だから洗盤

は、常に清い水（神の御言葉）で満たさなければなりません。聖

い生き方は澄んだ水のような、神の御言葉によってのみ可能で

す。世間の基準ではなく、神の御言葉に照らし合わさなければな

らないのです。

　今の自分の姿は汚れていても、水面に天を見せてくださった神

の御言葉によって清められます。地のものではなく、天のもので

清める働きを予表したものが洗盤です。洗盤の前での祈りには、

聖徒一人一人を天の御言葉で清め、主のような姿に造り変えてい

く、主の神秘があります。聖殿となった私たちは、日々内側の洗

盤の前に出て、神の御言葉で清められなければならないのです。

【洗盤の前での祈り（Ⅰ）】

　神様！ 聖殿となった私の内に洗盤が作られ、その洗盤

の中に神様の御言葉が常に満たされる人生にならしめて

ください。

　神様！ 肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢に満ちたこ

の地に暮らしながら、犯した罪を告白して悔い改めます。

どうか主の血潮と御言葉で私を洗い清めてください。き

れいな手と貞潔な心、思考、感情、言葉を与えてください。

　主よ、この世の価値観、評価、基準が作り出した私の

性質を洗い流します。嘘、強情、高ぶり、憤怒、苛立ち、

不信仰、落胆、嘲笑、冷笑、過ちを取り除き、

気難しい、不従順な性格の汚れを、洗盤の水できれいに

洗い清めてください。

　主よ、この世と世にある物を愛する私の姿、自己憐憫

に陥り福音にあずかれない臆病、努力しない怠慢、人の

成功に嫉妬する悪い目、神様より人を喜ばせようとする

性格、召命に対して優柔不断にふるまう性質の罪を洗い

清めてください。

　主よ、内面の洗盤の前に立って切に祈ります。私の内

にある石のように固くなった心を取り除いてくださり、

新しい心と新しい霊を与えてください。穏やかな心をもっ

て御言葉に従順し、主について行く主の弟子、働き手、

同労者、花嫁とならしめてください。イエス様の御名に

よってお祈りいたします。アーメン†
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ヒョン・ミョンヒ
ハレルヤ教会勧士、伝道使役者

✿ 我が人生のプラス｜生涯最高の贈り物

失われた
魂を求めて…

　私はハレルヤ教会に２７年間仕えています。今では神様のいな

い人生は想像すらできないことですが、もともと私はキリスト教

の信仰とは縁のない者でした。仏教だけが真の宗教だと考えてい

ました。私がまだ２０代のころ、まだ仏教青年会の総務をしてい

た時、教会に通っていた年下の後輩が宇宙万物を神様が作ったと

いう話をしました。私は「君が神様が宇宙万物を作るのを見た

の？じゃあ、どうやって作ったのか証明してよ！」と責め立てた

時、その後輩は何も言えずに残念そうに私を見ていました。私は

この時とばかりに仏教で教える真理が誠の真理であると、１時間

もの間、説教しました。

　ところが家に帰って改めて考えてみると、私がその後輩をあま

りにも一方的に追い詰めたという気がして、教会に行ってキリス

ト教で話されている真理を聞いてみて仏教と比較分析し、その後

輩にもう一度教えようと、主日に教会へ足を運んでみました。そ

の日、ラジオで黒人霊歌として聞いたことのある「アメイジング

· グレイス」が翻訳された賛美歌として歌われました。その時、

その歌詞を聞いて涙が出始め、いくら涙をこらえようとしてもこ

らえられず、むしろこらえるほど涙があふれ、礼拝もまともに捧

げられず、そのまま家へ逃げるように帰って来ました。 

　そのような経験は初めてで、教会には何か違うことがあるよう

な気がしました。それから毎週に教会に出るようになりました。

しかし、神様とイエス様、聖霊様を信じることが出来ず辛い思い

をしていました。それで、「神様 ! 私は信じたいのですが信じる

ことが出来ず辛いです。私の伴侶として、真の信仰を持つ人に出

合わせてください」と祈ったところ、神様が私の最初の祈りに答

えてくださったのか、イエス様を４代にわたって信じている敬虔

な信仰を持つ家に育った女性との縁に恵まれ、結婚することにな

りました。

　幸せに暮らしたていたある日、何の問題もなく成長していた２

歳半になる次男が自閉症との診断を受けることになりました。私

は天が崩れるような大きな衝撃を受け、「神様がどうして私にこ

んな試練を与えるのか？今まで神様が信じられなくても教会に

は熱心に通い、十分の一も熱心に出していたのに…。」と神様を

恨むようになりました。
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　その時から神様を心から追い出し、有名な大きな病院はすべて

回って、あらゆる精密検査をしてもらいましたが、同じように「自

閉症」と診断されました。少しでも直してみようと心理治療、遊

び治療、美術治療などあらゆる方法を試し６年を掛けて莫大なお

金を費やしましたが、息子は 8歳になっても一言も言えないばか

りか、一人では何もできませんでした。私は身も心も疲れ果て、

希望も失って、二度までも自殺を図るところにまで至りました。

　そんなある日、息子が４車線の車道にいきなり飛び出すという

事件が起きました。その場で車に轢かれて死んでもおかしくない

状況です。その瞬間、私は驚きのあまり思わず両手を挙げて『神

様！』と悲鳴を上げました。するととても信じられないことに、

車が音もなく、すうっとそっとそこに止まったのです。まるで巨

大なある力が車を後ろから引き戻したように……。私の目の前で

起きたその奇跡のおかげで、息子は無事でした。

　その時、私は神様が本当に生きておられるということを初めて

実感しました。そして、その翌日から早天礼拝に出ることになっ

たのですが、それまで、そのように信じられなかった聖書の御言

葉が自然と心に響いてくるという二つ目の奇跡を感じることが

出来ました。これらの事を通じて信仰は神様が与える贈り物だと

いうことを確信するに至ったのです。イエス様がこの世にこられ

て癒すことの出来ない病がなかったという聖書の御言葉が信じ

られ、息子の自閉症も神様なら癒せるという信仰ができました。

私はその後、息子を完全に神様に委ねました。 

　そのように祈りながら過ごし、５ヶ月ぶりに息子が初めて「お

母さん、お水を飲みたい」と言うようになりました。どれほど喜

び感謝したことか…。その後、６ヶ月程掛けて、読み書きを覚え、

９歳で一般の小学校に入学できることになりました。ハレルヤ！

「神様、この恵みをどうやって返すことが出来るでしょうか」と

感謝の祈りを捧げた時、使徒の働き１章８節の御言葉を受けまし

た。その時が 2000 年だったのですが、その時から伝道爆発訓練

院に入って伝道訓練を受けることになり、今まで 18 年間、訓練

者として、グループ長として、教師として仕え、私の人生が 180

度変わったのです。

　伝道爆発訓練で受けた恵みをいくつかお話しすると、まず私自

身が救いの確信を得ることが出来ましたし、次に、家族の救いが

起きたのです。伝道訓練の３週目のある日、夢を見ました。実家

の母が地獄の火のようなところに滑り落ち、懸命に私を呼んでい

るのです。私は驚いて、その場に駆けより急いで母の手を握って、

あわやというところで母を助ける事ができました。

　夢から覚めて早天礼拝に行くと、賛美歌の歌詞に「Throw Out 

The Life Line」とありました。早く母にこの福音を伝えなけれ

ばならないという思いが与えられました。それで天安まで駆けつ

けて福音を伝えましたが、母はその場でイエス様を迎え、救われ

るようになりました。 それから数日後、父と６人の兄弟姉妹に

も福音を伝えて全員が救われる恵みがありました。

　三つ目は、私のすべての心の病を、主が癒してくださった恵み

です。自閉症の息子のために精神を擦り減らし、あらゆる病を

患っていましたが、伝道をしながらエンドルフィンがたくさん出

ていたためか、すべての病がすっかり癒されるようになりまし

た。四つ目は、みんなとの関係がよくなった恵みです。五つ目は、

魂を愛する心を頂けた恵みです。老若男女、貧富貴賤を問わず、

すべての人の魂を大切に見る目と心を得ることが出来ました。

　伝道の現場で、とても多くの人々に出会いましたが、その中で

先ず、思い浮かぶ方がいらっしゃいます。2006 年に姑が大学病

院に入院しましたが、その病室に三人の末期癌患者と一人の胆石

症患者、そしてもう一人、腸炎患者の方がいました。私はこの五
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イ・テヒ
その中に真理教会牧師

人の患者全員に福音を伝えたのですが、あいにく末期癌患者のお

三方はみなイエス様を迎えて救われたのですが、胆石症患者と腸

炎患者は後で信じるとおっしゃいました。

　ところが、本当に奇跡のようなことが起こりました。末期がん

患者の３名は皆、急速にがん細胞がなくなって退院するようにな

り、彼らの家族もみんなイエス様を信じるようになりました。と

ころが、もっと驚いたことは、それほど重い病気ではなかった胆

石症患者と腸炎患者の方は、長い療養生活の末、私に電話をして

来て、自分たちがイエス様を後で信じると言ったから病気がよく

ならないようだ、今からでもイエスを信じるから来て祈ってほし

いということでした。私は喜んで駆けつけ、再び福音を伝えて彼

らも皆救われるようになったのです。

　六つ目は伝道をしながらあらゆる贈り物を受けた恵みです。嬉

しい福音を伝えた時、溢れ注がれた神様の愛を経験しました。七

つ目は世の中で一番価値のある仕事をしているという自負心を

持つようになった恵みです。10 年ほど前に、義母が呼吸の障害

のために救急室に入院していたことがありました。

　医者の迅速な対処と適切な施術で、義理の母はすぐ完治しまし

たが、その過程で私は、このような思いに行き当たりました。「私

たちの肉体をお医者さんたちに直してもらい、生命をさらに長ら

えることにも十分価値があることだが、福音を伝えて失われた魂

を永遠の地獄から永遠の天国に掬い上げることこそ、最高の価値

があることではないだろうか」と。

　このようにして、私は人生で最も価値のある福音を伝える事

に、私の残りの人生を捧げることを決心したのです。†

✿ 我が人生のプラス｜生涯最高の贈り物

　1994 年だと思います。主

日の夜、礼拝に行くために出

ようとしたところ自分の部屋

の電話が鳴りました。友達か

らの電話でした。

　「テヒ、一緒にクラブに行

こう！」当時、ナイトクラブ

は私にとって最高の遊び場でした。もちろんお酒を楽しんでいた

訳ではありません。純粋に（?）踊ることが好きでナイトクラブ

によく行きました。友達の提案に二つ返事で聖書を置いて着替え

て待ち合わせ場所に向かいました。教会を抜けて遊びに行ったそ

の日は特に、より楽しかったです。

　楽しく夜遅くまで踊って帰ってきたその日の夜、運転をして帰

る途中でした。U ターンをしようしていたら白い小型車が私の車

に向かって突進してきました。私の車の運転席にそのまま突っ込

んできました。あまりにも大きな衝撃を受けました。ようやく我

に返ってドアを開けて出て事故手続きをするために警察を待っ

ていました。そうやって道路の真ん中で警察を待っているその瞬

君が区別された人生を
生きてほしい
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間、生まれて初めて私の中におられる聖霊の声を聞くようになり

ました。

　「テヒ、私はあなたが区別された人生を生きてほしい。」その声

は今も私の心の中でこだましている。その瞬間から、「区別され

た人生」とは何だろう？絶えず質問し悩みました。そうしたらふ

と大統領の息子に例えて考えてみました。大統領の息子は父の身

分によって区別された家で区別された人生を生きている。最初に

区別された人生を考えると、あまりにもプレッシャーに感じられ

てきました。しかし静かに考えてみると、神の子としての区別さ

れた人生は「プレッシャー」ではなく「特権」でした。

　「大きな家には、金や銀の器ばかりではなく、木や土の器もあ

り、そして、あるものは尊いことに用いられ、あるものは卑しい

ことに用いられる。もし人が卑しいものを取り去って自分をきよ

めるなら、彼は尊いきよめられた器となって、主人に役立つもの

となり、すべての良いわざに間に合うようになる。」（Ⅱテモテ 2：

20 〜 21）。

　神様は私にⅡテモテの御言葉を通して、私の人生を聖別すると

き、区別された私の人生の中で区別されたビジョンと賜物を注い

でくださることを約束してくださいました。そしてその時から徹

底的に私の人生を区別されるようにしました。

　神様は私に、イザヤ 49 章 6 節の御言葉を通して自分の人生の

ビジョンを教えてくださいました。「あなたがわがしもべとなっ

て、ヤコブのもろもろの部族をおこし、イスラエルのうちの残っ

た者を帰らせることは、いとも軽い事である。」これはすなわち

南北統一のビジョンを意味しています。

　「わたしはあなたを、もろもろの国びとの光となして、わが救

を地の果にまでいたらせよう」これは祖国宣教を意味する事でし

た。すなわち神様は私と私の世代を通して、私たちは一緒に生き

ていくこの時代の中で、南北統一と祖国宣教のビジョンを成し遂

げていくことを願われていると悟らせてくださいました。神様は

分断された祖国を統一させ、南北統一を祖国宣教に用いて、キリ

ストが再び来られる道を備える宣教的使命を果たす事を願われ

ているという事実を悟らせくださいました。

　その使命のために何を準備すべきか神様に尋ねました。神様は

私に神学と法学を勉強するように心の感動を与えてくださいま

した。だから神学を勉強し、神学の勉強を終えた後は法律を勉強

しました。神学、法学の勉強を終えた後、神様は私をソウルのオ

ンヌリ教会に導かれ、そこから副牧師として牧会の働きを始める

ようにしてくださいました。

　その牧会の働きをしていたある日、神様は私の心の中に、世の

中に出て行きなさいという強力な感動を与えてくださいました。

世の中が私たちの宣教地であることを悟らせてくださいました。

だから私はオンヌリ教会の働きを一時中断し、アメリカに渡り、

ニューヨーク州弁護士試験に挑戦し、合格し再びソウルに戻りま

した。ソウルに戻った後、平日に法律事務所で弁護士の仕事を始

め、主日にはオンヌリ教会での働きを並行しました。世の中で弁

護士の仕事をする中で、神様は私に世の中の現実を霊的な目で見

ることができるように導かれました。

　特に同性愛と差別禁止法の問題を扱うようになり、韓国の教会

がどんなに脆弱な状態なのか、津波のように押し寄せてくる世俗

化の波に耐えられる状態でないことを見るようになりました。そ

の中で結局私の使命は教会を立てこの地が直面している危機を

乗り越えて、神の国を成して行くことができる神の軍隊を立てて

いくことであると悟りました。そして 2016 年 1 月、法律事務所

と教会を辞任し、3月から開拓を準備し始めました。10 人あまり

の青年たちと数人の執事と一緒に開拓を始めました。その集まり
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を始めて 6 ヶ月が過ぎ、40 人の聖徒が集まるようになりました。

そして 2016 年 10 月瑞草洞 (ソチョドン )のある場所を借りて創

立礼拝をささげ、本格的に開拓教会の働きが始まりました。

　1 年ほど過ぎ神様は今の新しい場所に私たちを導かれ、現在で

は 350 人程度の聖徒とともに時代的な使命を担える教会を育てて

います。

祖国宣教、南北統一

　私たちの教会の主な使命は次の世代を育てることです。その働

きのためにウィルバーフォースアカデミーという名前の団体を

立て「聖書で世の中を見て、祈りで世の中を変えよう」という標

語で次の世代を聖書的世界観で教育させて訓練させる働きを進

めている。ウィルバーフォースアカデミーはクリスチャンを聖書

的世界観で武装させ、世の中の 7つの領域、すなわち政治、経済、

文化、家庭、メディア、教会、教育の中に入って「先進韓国」「南

北統一」「祖国宣教」の道を準備するための団体だ。

　特にウィルバーフォースアカデミーは、現代社会をリードして

いる世界観、すなわち世俗的なヒューマニズムの世界観、マルク

スの世界観、ポストモダンの世界観、ニューエイジの世界観、イ

スラム教の世界観と聖書の世界観の違いを勉強して、この世の中

で起こる政治、経済、文化的な現象を「聖書的観点」で分別し、

さらに聖書の観点に立脚した代案を提示していくことをその使

命としています。

　ウィルバーフォースアカデミーは小学生のためのウィルバー

フォースジュニアアカデミー、青少年を対象とするウィルバー

フォースユースアカデミー、親を対象とするウィルバーフォース

親アカデミーで行われ、御言葉訓練、祈り訓練、世界観訓練を通

して、この地の崩れた城壁を再建するこの時代のネヘミヤ、この

時代のウィルバーフォースを育てることを目標としています。

コロナ禍中に与えられた主の御心

　創世記 41 章を見れば、エジプトのパロ皇帝が夢を見る場面が

出てきます。七頭の肥えた牛がナイル川から上がってきて草を食

べていました。そして続いて醜く痩せた七頭の牛がナイル川から

上がってきました。そしてその醜い七頭の牛が肥えた七頭の牛を

すべて食いつくす夢でした。この夢の夢解きを頼まれたヨセフ

は、その夢の意味を次のように説明しました。「七頭の肥えた牛

は 7 年の豊作を意味し、7 頭の痩せた牛はその後に続く 7 年の飢

饉を意味します。だから 7年間の豊作間穀物を備蓄して 7年の飢

饉に備えてください。」

　この幻想は、今日韓国教会と世界教会に向けた神様の幻だと思

います。現在大韓民国と全世界は七頭の肥えた牛と醜く痩せた七

頭の牛との戦いの中にあります。

　現在大韓民国と全世界が通過している暗いトンネルの終わり

には、強力な復興の時代になると確信しています。南北統一と祖

国宣教の使命を果たす時代になると確信しています。そしたら現

在のこの霊的戦争はどのような形で現れるのでしょうか？

　現在はアメリカと中国の間の覇権戦争で現れます。世界秩序、

ライフスタイル、文化、教育、生活の全般に影響を与えることに

なる霊的戦争、世界観の戦争が、アメリカと中国の間の世界の覇

権を置いて戦う戦争の形で現れています。このような覇権戦争は

そのまま大韓民国内の自由民主主義勢力と社会主義勢力間の葛

藤と対立で現れています。大韓民国が社会主義国家になった場

合、韓国の教会はどうなるのでしょうか？韓国教会が目を覚ま

し、この地で繰り広げられている文明の戦争、霊的な戦争で勝利

することを祈ります。†
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✿ 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

　「熱心に聖書を読めば良い。

牧会者でもなく一般信徒であ

りながら、なぜ聖書を研究し

なければならないのか、その

理由がよくわからない」と考

える一般信徒が思いのほか多くいます。これは、「ラブレターは

一度書けば良く、毎日書く必要があるのか」と質問するのと同じ

です。今の時代は大きく変わり、恋人同士でも、電話できない特

別な場合を除いては手紙を書くことが少なくなったのは事実で

す。私たちの文化が大きく変化したからです。

　しかし、スマートフォンがなかった時代、個人の家に電話がな

かった時代（裕福な家を除く）は、手紙が一般の通信手段でした。

相手を愛すれば愛するほど、より多くの手紙を書きました。私の

ように文章が上手に書けない人でさえ、500 通以上のラブレター

を書きました。そのために今でも本をたくさん書くようになり、

妻も有名な小説家になれたのだと思います。それでは、聖書を研

究しなければならない理由を 8つだけ挙げたいと思います。

　第一に、聖書には私たちに対する神の御心が込められているか

なぜ、
聖書を研究しなければ
ならないのですか？

らです。もちろん、神は祈りによっても語られますが、あらゆる

ことについて、聖書ほど神の御心を詳細に明かしてはいません。

　第二に、聖書には、聖書を熱心に読みなさいという御言葉があ

ります（ヨシュア 1:8、Ⅱテモテ 2:15、マタイ 4:4）。今日のよ

うに忙しくてもです。聖書には私たちの人生と思考と計画等、す

べてのことに対する回答が書かれています。だからこそ、それを

一つも見落とさないために、私たちは聖書を研究するのです。

　第三に、聖書には最も大切な永生があります（ヨハネ 5:39）。

また、完全でない私たちを完全にしてくれます。だから私たちは

どんなに忙しくても聖書を読み、研究しなければならないのです

（Ⅱテモテ 3:17）。

　第四に、私たちが聖書をただ読むのではなく、研究しなければ

ならない理由は、悪魔も聖書を読み、それをもって私たちを誘惑

するからです（マタイ 4 章、詩篇 91:11 ～ 12）。ですから、私た

ちは異端者や悪魔よりももっと熱心に聖書を研究しなければなら

ないのです。

　第五に、パウロのような偉大な信仰者にならうため、私たちは

聖書を研究しなければならないのです。聖書に出てくるすべての

偉大な人物は、一様にみな聖書に親しみ読んでいました。

　第六に、聖書には人生の本質的問題に対する回答があるか

らです。人生はどこから来たのか？（創世記 1:26 ～ 27、詩篇

100:3）、なぜここにいるのか？（伝道書 12:13、黙示録 4:11）、

人生はどこに行くのか？（ヨハネ 3:16 ～ 18、詩篇 23 篇、黙示

録 20:15）など、多くの問題を扱っています。

　第七に、聖書は人間の信仰と行為の唯一無二の根拠を提供する

からです（Ⅱテモテ 3:16 ～ 17）。もちろん世の中には数え切れ

ないほど多くの良い書籍があり、私たちは生涯を通してそうした

本を読むべきです。しかし、本の中で最も優れた聖書は、私たち
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を神が望まれる人に育てていくのです。ですから、私たちは聖書

を常に傍に置き、読み、聞き、暗記し、黙想し、研究しなければ

ならないのです。

　第八に、聖書は人間が祝福を受けるためのすべての秘訣を教

えてくれるからです（ルカ 11:28）。人は誰もが祝福されたいと

願うものです。だから多くを学ぼうとしますし、偉大な師を傍

に置きたいと願います。しかし、聖書ほど偉大な師はこの世に

存在しません。聖書のほかに、私たちを慰め、力を与える本は

この世に存在しないゆえ、私たちは聖書を研究しなければなら

ないのです。†
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