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私たちとともにおられる神様

　世の中は感謝しにくくますますなっています。よく耳

にするニュースの大半は、恐怖や憂鬱、怒りに満ちた否

定的なものばかりです。周りを見渡しても、よいものは

見つからず、いくら頑張ってみても感謝できないのは当

然です。

　しかし、神様は私たちに感謝することを望まれます。

テサロニケ人への第一の手紙 5章 18 節には、「すべての

事について、感謝しなさい。これが、キリスト・イエス

にあって、神があなたがたに求めておられることである」

とあります。しかし、貧困と病気が蔓延するこの世を生

きる私たちに対して、「すべての事について、感謝しな

さい」という命令は、あまりにも過酷なものに思えます。

どうしたら苦しい状況の中で、感謝することができるの

でしょうか？ 

　まず私たちが覚えておかなければならないことは、神

様は私たちに感謝を強要される方ではないということで

す。神様は、感謝できる十分な条件を私たちに与えてお

られます。私たちが感謝できないのは、闇の中で生きて

イ・ヨンフン牧師

いるからです。ところが、神様は私たちを闇の中から連

れ出し、天国の市民にしてくださいました。もちろん、

この世で生きている間は、天国の市民にも困難と試練が

いつもあります。

　しかし、天国の市民として生きると、試練の向こうに

ある、これまで闇に隠されて見えなかった、神様が準備

された「希望」を眺めることができるようになります。

また、自分の努力で得たとばかり思っていた人生のすべ

てが、実は神様の恵みで与えられたものだと悟るように

なります。どのような試練であっても耐えるのに十分な

神の恵み、すなわち、イエス・キリストの十字架の恩恵

を私たちは受けています。誰にも奪われることのできな

い永遠の命の約束があるのです。

　愛する読者の皆さん、これからは恨みと不安、心配で

いっぱいの闇から脱出して、神の光の中を進んでくださ

い。天国の市民となり、毎日感謝で幸せな人生を送られ

ることを祈ります。†
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✿ 今日のマナ

チョウ・ヨンギ 
ヨイド純福音教会元老牧師

平和の君が治めるとき
　イエスは平和の君として、二千年前にベツレヘムでお生まれに

なりました。アインシュタイン博士は生前に「今や文明を破壊す

る武器に対する防備策はない」と言い、オッペンハイマー博士は

「第三次世界大戦が起こると、その時は死体を埋めてくれる人が

いるとは期待できない」と語りました。また、ジョン・F・ケネディ

大統領は「人類は戦争を終わらせなければならない。でなければ、

戦争が人類を終わらせるだろう」と言いました。

　イエス様は「民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。

また大地震があり、あちこちに疫病やききんが起り、いろいろ恐

ろしいことや天からの物すごい前兆があるであろう」（ルカ 21：

10 〜 11）と言われました。私たちが住んでいるこの世には平和

がありません。数多くの戦争と悲劇を体験しても、人類は少しも

反省せず、絶えず争いを起こし、悲劇が絶えることはありません。

　今日の人々は悪魔の策略に引っかかり、お互いに殺し、滅ぼし

合っています。イエス様がこの地上に平和の君として来られる前

に、平和になることはありません。携挙後の七年間の艱難が終わ

ると、イエス様は再び地上に降りて、戦争を終わらせ、裁きをく

だされます。この平和の君であるイエス様が地上を治めるとき、

初めて人々は平和を享受することができるのです。このときには

子供たちは蛇と一緒に遊び、ライオンと家畜はともに草を食べま

す。

　私たちは肉体を着ている人です。人は神様と和解しなければ、

心の中に平安はありません。平安はお金で買えるものではありま

せん。イエス・キリストを信じて、十字架の血潮のゆえに罪が赦

されて、私のうちに聖霊がおられるとき、私たちは平安で満たさ

れます。イエス様の初臨を記念しながら、イエス様の再臨を待ち

ましょう。†
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会	

福音は聖霊によるドラマ
――	使徒行伝 1章 1～ 8節	――

　「テオピロよ、わたしは先に第一巻を著わして、イエスが行い、
また教えはじめてから、お選びになった使徒たちに、聖霊によっ
て命じたのち、天に上げられた日までのことを、ことごとくしる
した。イエスは苦難を受けたのち、自分の生きていることを数々
の確かな証拠によって示し、四十日にわたってたびたび彼らに現
れて、神の国のことを語られた。そして食事を共にしているとき、
彼らにお命じになった、「エルサレムから離れないで、かねてわ
たしから聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわち、ヨ
ハネは水でバプテスマを授けたが、あなたがたは間もなく聖霊に
よって、バプテスマを授けられるであろう」。さて、弟子たちが
一緒に集まったとき、イエスに問うて言った、「主よ、イスラエ
ルのために国を復興なさるのは、この時なのですか」。彼らに言
われた、「時期や場合は、父がご自分の権威によって定めておら
れるのであって、あなたがたの知る限りではない。ただ、聖霊が
あなたがたにくだる時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、
ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人と
なるであろう。」

　なぜ人はドラマに嵌（はま）るのでしょうか。それはストーリー

の中で一番気になる所で終り、「次回に続く」となるからです。

では、ルカによる福音書はどうでしょうか。本文にあるようにイ

エス様の誕生から昇天されるまでの間を記録したものですが、そ

の後はどうなったのでしょうか。イエス様が育てられた弟子たち

はどうなったのでしょうか。その続編が使徒行伝なのです。

　次に使徒行伝の宛先は誰でしょうか。テオピロ閣下となってい

ます。狭義ではテオピロと呼ばれていたローマの官員ですが、広

義ではクリスチャン、すなわち私たちに宛てられた書簡です。「テ

オ」は神、「ピロ」は愛です。つまり、神を愛するクリスチャン

への手紙なのです。

　イエス様は公生涯の始めに『悔い改めよ、天国は近づいた』と

宣言されました。福音とは神の国が近づいたことの便りであり、

福音の核心はまさに神の国なのです。福音の消極的領域は、主を

信じ罪赦されること、積極的領域は主の主権を認め従うことで

す。主が私たちの罪のために十字架で死なれ、私たちの新生活の

ために復活されたことを宣言したのが福音です。そして、王なる

イエス様がこの世において神の国を実現することを伝えること

使徒行伝とは聖霊行伝と言い換えることができます。福音の
バトンは私たちの手にあります。私たちが福音を伝播する番
なのです。主に用いられる証人になりましょう。聖霊充満に
なって、皆さん自身が体験した神様、癒し、奇跡、喜び、平安、
そして神の愛を宣べ伝えましょう。私たちが正直になる勇気
さえもてば、その使命を全うすることができるのです。
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が福音の役割なのです。

　イエス様は弟子たちがご自身の証人になることを望まれまし

た。本文に出てくる証人はギリシャ語でマルチュレスと言い、殉

教的証人を表しています。命を懸けて福音を宣べ伝えることを望

んでおられるのです。その結果として 2000 年の歳月を経て、私

たちに福音が伝わりました。今は私たちに期待しておられます。

私たちに殉教などできるのでしょうか。殉教しなければ証人にな

れないのでしょうか。だとしたら、殉教はごく一部の宣教者の特

権になってしまいます。そうではありません。イエス様が期待し

ておられるのは、私たちが正直に語る勇気を持つことです。証人

とは自分が目撃したことを語る人です。とてもシンプルなのです

が、正直に語るのには勇気が要り、時には辛い思いをすることも

あります。そう言われると、やはり自分は証人になれないのでは

ないかと落胆してしまいます。だからこそ、イエス様は『ただ、

聖霊があなた方に降る時、あなた方は力を受けて、エルサレム、

ユダヤとサマリヤの全土、さらに地の果てまで、私の証人となる

であろう』と仰せられました。聖霊様の権能なしに正直な証人に

なることはできません。しかし、聖霊様を認め、歓迎し、もてなし、

すべてを委ねたときに可能になります。福音はエルサレムからユ

ダヤ、サマリヤの全土、小アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アジ

アに伝わりました。すべてが聖霊の御業です。使徒行伝とは聖霊

行伝と言い換えることができます。福音のバトンは私たちの手に

あります。私たちが福音を伝播する番なのです。主に用いられる

証人になりましょう。聖霊充満になって、皆さん自身が体験した

神様、癒し、奇跡、喜び、平安、そして神の愛を宣べ伝えましょ

う。私たちが正直になる勇気さえもてば、その使命を全うするこ

とができるのです。†

ニコデモと生まれ変わり

 ✿ 神の国

　イエス様が話された最も有名な言葉は「人が新たに生まれなけ

れば ( ヨハネ 3:3)」です。これをあえて分類するならば、画期

的な“神学的”発言といえるでしょう。この発言はサンヘドリン（ユ

ダヤ議会）の指導者の一人であるニコデモに対してされたもので

す。新約聖書は、彼のことを義に徹した人と描写しています。“新

生”の必要性に関するニコデモの発言を踏まえますと、彼は最も

高い義の水準を象徴しているといえるでしょう。実際にニコデモ

は道徳を守る清廉な人であったし、社会的責任を全うし、同僚の
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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

宗教家たちからも尊敬を受ける、生き方に大きな罪がない人物で

した。

　イエス様は意図的にそのような彼に「新たに生まれなければな

らない」と語られたのです。実際のところ、このようにおっしゃっ

たに違いありません。「あなたの行動を道徳的水準に照らし合わ

せると、最高レベルを十分に満たしている。しかし、行動が道徳

的なだけでは足りない。人は行動によらずしても、存在そのもの

に罪がある。行動が変わるだけではなく、存在そのものが根本的

に変化しなければならない」。

ゲンナオとアノデン

　聖書には、罪の多少の差があるだけで、すべての人が罪を犯し

ていると書かれています。すべての人は悔い改めなければなりま

せん。悔い改めは私たちの考えと態度を変化させることです。し

かし、そういう道徳的改心は始まりにしか過ぎず、それだけでは

足りないのです。問題は私たちが罪を犯しただけではなく、私た

ちの存在がそもそも罪人だということです。イエス様は、行動の

点では尊敬を受けるのにふさわしい人に、このようにおっしゃっ

たのです。「あなたの問題は、あなたの行動に罪があるかどうか

以前に、あなたがすでに罪人だということである」。

　行動が変化する以前に存在自体の変質、すなわち、完全な“新

生”が必要なのです。人の根本的な問題とは、社会的に決められ

る身分ではなく、持って生まれた本性だということです。私たち

全員には遺伝的欠陥があるのです。

　ヘブライ語で“燃やして”という意味の単語は「gennao（ゲン

ナオ）」です。この単語は generic( 一般的 )、genetic( 遺伝的 )、

generational( 世代的 ) などの英単語の語源になっています。人

類の罪は、一般的な問題であり、遺伝的欠陥であり、全世代を包

括する呪いなのです。

　罪の問題が本質的にゲンナオのため、解決法もゲンナオでなけ

ればなりません。出生の時点で、私たちは罪と死という病気を抱

えています。したがって、その治療法は新しい出生、すなわち第

二のゲンナオでなければいけません。

　どのような新しい出生があるのでしょうか。「新たに出る」と「繰

り返し」という単語は「ヘルラオ」と「アノデン」です。これは

あまり使われない単語で、新約聖書では 13 回しか登場しません。

私の理解では、この単語には他の意味もあるのですが、それらも

含んだうえで、イエス様はこの単語を使用されたのです。

　1. 上から下へ――マタイによる福音書 27 章 51 節、マルコに

よる福音書 15 章 38 節によると、聖殿の幕が上から下に裂けまし

た。つまり、イエスは天から来るものでなければ、新生はできな

いとおっしゃったのです。

　2. 聖霊で――ヨハネによる福音書 1 章 13 節には、神の子とな

れるのは、血統によってでも肉の欲によってでもないとあります。 

同書の 3章 6節と 3章 8節では、神の霊の働きによって新たに生
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まれることができると強調されています。これは物理的プロセス

でも、人の意志によってでもなく、神の霊を受けた人に起こるこ

とです。

　3. 天から――ヨハネによる福音書 3 章 31 節には、イエス様は

天から地に降りて来られたとあります。神様が上から来られたの

です。これはイエスがピラトに対して「権威は天からのもの」と

指摘されたのと似ています(ヨハネ19:11)。ヤコブの手紙(1:17、

3:15-17) にも、知恵と賜物はすべて天から与えられるとありま

す。 

　4. 繰り返し――以前の状態に再び戻るという意味です。ガラ

テヤ人への手紙4章9節では、逆戻りする心が指摘されています。 

　5. 初めから――ルカは、自分がまとめた記録はすべての事を

初めから詳しく調べたものといっています ( ルカ 1:3)。パウ

ロは初めの頃から自分を知る人々に対して証言しました ( 使徒

26:5)。ここでの「初めから」も単純に時間的な順序の初めを意

味しています。霊的には“新生”して最初に戻らなければならな

いという意味が含まれており、これは重要なことです。

　開始という単語は創世記に戻ることを暗示しています。また、

創世記を意味する英単語 Genesis もゲンナオと語源が同じである

ことに注目してください。新生とは、創世記に記録されている、

アダムとイヴがエデンの園で罪を犯す前の最初の状態に戻ること

なのです。

　以上、イエス様がニコデモに語られた言葉はこのように解釈で

きます。「あなたは天からのものである聖霊の力で最初の状態に

新たに生まれなければならない」。イエス様はそのすべての意味

を二つの単語“ゲンナオ”と”アノデン”で表現されたのです。

　すると、次のような疑問が湧いてきます。「どうしたら、その

ようなことができるのか？」このように深く存在そのものの刷新

が必要であることを認めた人は、必然的にイエス様へと向かうこ

とになります。

　新生はイエス様の死と復活により起こります。イエス様が私た

ちのために死なれたことを信じるとき、私たちは自らに対して死

ぬのです。イエス様が私たちのために死から復活されたことを

悟って信じるとき、私たちにも復活の力が臨みます。

　イエス様の死と復活をすべて認めて彼に献身するとき、私たち

はその新生を体験することになります。その献身の行為とは、イ

エス様の御名で洗礼を受けることです。私たちはイエス様の死と

つながるために水の中に入り、水から出るときにイエス様の復活

と一つになるのです。 

　洗礼をとおしてイエス様に献身して、その方の死と復活と一つ

になるとき、霊が瞬間的に新生します。私たちは悔い改めてイエ

ス様を信じ、洗礼を受けて神の霊で満たされなければなりません

(使徒 2:38)。

　これが罪と死から来る人間の苦境を抜け出せる唯一の道です。

先祖代々受け継いできた呪いを逆流させて、人類の遺伝的欠陥を

修復し、創世記から始まった根源的な問題を解決できるのです。

私たちは全員、上から新たに生まれなければなりません。†
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指導者の情熱のリーダーシップ

 ✿ 霊的リーダーシップ
イ・ヨンフン		牧師／ヨイド純福音教会

　ヒュンダイグループの創設者である故鄭周永 (チョン・チュヨ

ン )会長が若い頃、合宿所に住みこみで肉体労働をしていた時の

ことです。当時最も耐えがたかったのが、南京虫に噛まれて熟睡

できないことでした。南京虫が来ないように木製のテーブルの上

で寝てみましたが、南京虫はテーブルの脚を登ってきて噛みまし

た ｡次は南京虫が水に落ちて上がってこれないようにしようと、

テーブルの脚の下に水を入れたタライ４つをそれぞれ置きました。

　しかし数日後、再び南京虫に噛まれました。どうしてだろうと

よく見てみると、南京虫が壁を登って天井まで上がり、自分めが

けて落ちて来たのです。ちっぽけな南京虫が目的を達成するため

にあきらめず死に物狂いで頑張る姿を見て、彼は大きな悟りを得

ました。その後困難にあうたび「南京虫よりは、良くならなく

ちゃ！」という思いで情熱を燃やし、危機を克服したといいます。

このような情熱はリーダーが必ず備えるべき徳です。

イエス様の情熱

　信じる者すべての救世主であり、永遠の霊的指導者であるイエ

ス様は、この世に来られ、ただ神の国とその義を成し遂げようと

する情熱で生きられました。イエス様は公生涯を始めるとすぐ、

最初に悔い改めと

神の国の福音を伝

えました。

　当時の宗教指導

者である祭司、パリサイ人、律法学者などがイエス様の働きを強

く批判しましたが、どんな批判も、イエス様の神様への情熱を止

めることはできませんでした。

　イエス様の神様への情熱は、神殿の浄化事件によく現れていま

す。神殿内で家畜を売る者と両替人を見ると、イエス様は神の家

が「商売の家」に変質したと大変怒り、台をひっくり返して商売

人をすべて追い出しました。弟子たちは、この事件を通して、イ

エス様の神様への情熱を見たのです。

　『はとを売る人々には「これらのものを持って、ここから出て

行け。わたしの父の家を商売の家とするな」と言われた。弟子た

ちは「あなたの家を思う熱心が、わたしを食いつくすであろう」

と書いてあることを思い出した』（ヨハネ 2:16 〜 17）。

　イエス様は、将来教会を導いていく弟子たちにも、このような

神への情熱を持つことを望まれました。だからこの世のどんなも

のよりも、神の国とその義を第一に求める情熱を、弟子たちに求

めたのです。
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　「まず神の国と神の義を求めなさい。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）。

　ペンテコステの聖霊降臨後、聖霊に満たされた弟子たちはイエ

ス様に見習って、神への情熱を持って大胆に福音を伝えました。

すると、大祭司とサドカイ人は、弟子たちを捕え留置して、福音

を伝えないように脅しました。しかしこれらの脅しも、弟子たち

の神様への情熱を退けることはできませんでした。

　「ペテロとヨハネは、これに対して言った、『神に聞き従うより

も、あなたがたに聞き従う方が、神の前に正しいかどうか、判断

してもらいたい。わたしたちとしては、自分の見たこと聞いたこ

とを、語らないわけにはいかない』」（使徒 4:19 〜 20）。

魂への情熱

　福音を伝えることが神様の御心であるため「いくら人に妨害さ

れようとも、神様に従順するしかない」という弟子たちの情熱は、

すべてのクリスチャンリーダーが見習うべき姿勢です。クリス

チャンリーダーとは、神様への熱い情熱に生きる人です。どんな

に状況が厳しくても、御心を最優先にして、そのために自分自身

を差し出す人が、真の霊的指導者です。

　イエス様の人に対する情熱は、魂の救いへの情熱に現れていま

す。イエス様は失われた魂を探すために、いろいろな村を巡って

御言葉を教え、御国の福音を宣べ伝えました。

　「イエスはガリラヤの全地を巡り歩いて、諸会堂で教え、御国

の福音を宣べ伝え」（マタイ 4:23）。

　イエス様は福音を宣べ伝えただけでなく、現実的な問題に苦し

む人々を直接訪れ ､問題を解決してくださいました。病人を癒し

悪霊を追い出すなど、人々が人生で直面している問題を自ら解決

してくださいました。

　「民の中のあらゆる病気、あらゆるわずらいをおいやしになっ

た。そこで、その評判はシリヤ全地にひろまり、人々が、あらゆ

る病にかかっている者、すなわちいろいろな病気と苦しみとに悩

んでいる者、悪霊につかれている者、てんかん、中風の者などを

イエスのところに連れてきたので、これらの人々をおいやしに

なった」（マタイ 4:23 〜 24）。

　私たちに対するこのようなイエス様の情熱は、いなくなった一

匹の羊を捜し回る羊飼いの話（ルカ 15:4 〜 7）、なくした 1 枚の

銀貨を探す女性の話（ルカ 15:8 〜 10）、放蕩息子を待つ父の話（ル

カ 15:11 〜 32）に、さらによく現れています ｡このように、1人

の魂も失わないように探すイエス様の情熱を、すべてのクリス

チャンリーダーが見習わなければなりません。

　イエス様の弟子たちも、魂に対する主の熱い情熱を見習って、

地の果てまで福音を宣べ伝え、病人を癒し、苦しむ人々を救済し

ました。

　パウロは教会を迫害し、イエス様を信じる人々を率先して捕

え、牢獄に入れましたが、ダマスコに行く途中、光の中で救い主

イエス・キリストに出会いました ｡

　目が見えなくなった絶望の中でパウロは３日間断食し、アナニ

アの按手の祈りを受けて目が開かれ、聖霊充満を受けました。以

後パウロは殉教するまで、一生を通して熱い情熱で主に仕えまし

た。行く所々に教会を建てただけでなく、自分が建てた教会の聖

徒たちが信仰の中にしっかり立つことができるように、弟子たち

を育てました。そして内面にイエス・キリストの心臓を抱いて、

彼らのために熱く祈り、御言葉で勧め、関心を持って継続的に見

守りました。

　霊的指導者は、このような姿勢を見習わなければいけません。
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全人的健康と霊性生活

 ✿ 真理が答えである
ハン・ギチェ 牧師／中央ホーリネス教会

　人間の身体は有機体です。これは身体を構成する要素は互いに

連結しているということです。霊的な状態はすぐに精神的状態や

肉体的状態に影響を及ぼします。

　肉体的状態は精神的状態と霊的状態にも影響を与えます。健や

かな霊性が健やかな肉体をつくります。肉体の活力を維持しよう

とする人が霊性に無関心であるならば、それは真の健康が何であ

るかを知らない人です。米国の統計によると、定期的に教会に出

席する人は平均寿命が長く、健康状態が良好であるとの結果が出

ています。また職業別平均寿命は聖職者が一番高いとされます。

祈りと霊性生活が健康に最も良い薬である、すなわち信仰生活が

霊的な薬であるわけです。

　信仰生活は単なる精神的な活動に限らず、全人的に関係する活

動です。これは肉体的、精神的、霊的なすべての領域にわたって

表されます。家庭医学論文集（Craigie FC、Larson DB、LiuIy：

「References to Religion in the Journal of Family Practice」

Journal of Family Practice 1990）で信仰的な献身と肉体的、

精神的な関係を体系的に分析した結果、信仰的な献身が精神的な

健康のために、臨床的には 90％以上が有益であるとの結果が出

ました。特に信仰生活は自殺、薬物乱用、青少年の非行、離婚お

よび結婚生活の満足度、心理的ストレスと明らかな相関関係があ

内面にイエス・キリストの心臓を抱き、父の心で自分に任された

魂を愛し、面倒をみて、その魂のために熱く祈ることができなけ

ればいけません。

　今日、私達は情熱を失った時代に生きています。70〜 80年代、

夜通し叫び、祈り ､学校でも職場でも路上でも、信じない魂を救

うために福音を宣べ伝えたその情熱を、今日見るのは難しいです。

　神様は、魂の救いのために熱い情熱を持つ者を探しておられ、

そのような人を通して世の中が変わっていくことを願っておら

れます。世界の歴史を変えていった人々は、将来への大きな夢と

ビジョンを持つ情熱の指導者でした。†
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ります。

　コムストックとパ

トリッジが信仰生活

と自殺率の関係を研

究したところ、教会

に通っていない人が教会に出席している人よりも 4倍も自殺率が

高いという結果が出ました。米国では国民全体の教会出席率が低

下したため、国民全体の自殺率も高くなったという相関関係が研

究で明らかになっています。つまり、自殺率を予測するにあたっ

て、教会出席率が失業など他の社会的要因よりも重要な要因とし

て作用しているのです。

　理由はいくつかが提示されていますが、信仰的献身の姿勢があ

る人は、自殺衝動を感じにくく、自殺について否定的な考えを

持っているということなのです。信仰によって得られる高い自己

肯定感、祈りの力に対する信頼、正義への確信、そして死後の世

界への信仰が自己破壊的な行動を自制させます。

　薬物乱用やアルコール依存、ギャンブル依存症やゲーム中毒に

も信仰の重要性は、確かに立証されています。信仰的に熱心な人

は、内に秘める明確な価値観や生活の一定の規律を持っているた

め、これらの誘惑から自らを制御し、拒むことができる勇気を持

ちます。アルガイルとベイト・ハラミーの青少年非行に関する論

文には、教会出席が青少年の非行を抑制するのに最も強力な要因

として指摘されています。

　さらに信仰は、結婚生活への満足や幸福感のような生活の肯定

的な経験も豊かにします。離婚と結婚の満足度に関する研究結果

を見ると、信仰的な献身は離婚率を抑え、結婚生活の満足度を高

めてくれるという肯定的な結果が出ています。ラーソンは信仰的

変数を含む結婚生活満足度に関する論文を調べたところ、教会出

席率と結婚生活の満足度は常に正比例の関係を示しました。結婚

生活を長く続けている夫婦は、信仰生活を幸せな結婚生活の最重

要要因として挙げています。そして教会に健康的に出席した人

は、生まれ変わっても現在の配偶者と結婚すると答えている人が

多かったのです。

　そして人が困難に直面したとき、信心深い人は精神的ストレス

を感じることが少ないことが明らかにされています。ウィリアム

とラーソンの共同調査によると、教会の出席を多くすればするほ

ど、ストレスから受ける否定的な影響力が減少するとされていま

す。教会に出席することは、ストレスや病気が身体に悪影響を与

えるとき、それを和らげる働きをしてくれるからです。

　以上の科学的な研究データを総合して見ると、信仰生活が身体

的、精神的健康に肯定的な影響を与えるという事実が十分に確認

できます。もちろん、これらの研究は、新事実というよりは、私

たちがすでに知っている事実が客観的統計に基づいて確認され

たという点に意義があります。そのため、社会問題や、病気の予

防と治療を考えるとき、信仰的な変数にも重きを置く必要があり

ます。
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全き霊性生活が必要

　ヘブル書の著者によると、見えるものは見えないものから始ま

ります。「信仰によって、わたしたちは、この世界が神の言葉で

造られたのであり、したがって、見えるものは現れているもの

から出てきたのでないことを、悟るのである。」（ヘブル 11：3）。

「目に見えない領域」、すなわち霊界と霊性の領域で行われたこと

がそのまま現実でも表われます。サウルが王として油注がれたと

き、神の霊が臨んだ。彼は大胆であって霊的リーダーシップを発

揮し、民をペリシテの侵略から救った。

　しかし、高まる高慢と不従順のために神の霊が離れると、彼は

徐々に衰退の道を歩むことになりました。ペリシテの侵略を退け

ることができず、たじろぎ、悪霊によって精神的に錯乱します。

それだけでなく、嫉妬と謀略、殺意に満ちた者になりました。神

との関係と霊性が崩壊し、彼は神から見捨てられ、悲惨な人生を

生き始めました。そうしてサウルは神の夢とビジョンを追う人生

ではなく、ダビデの血を追う人生を生きるようになります。その

結果、サウルは天からの油注ぎも、部下の信頼も、そして民の心

も失ってしまい、孤独に寂しく暮らし悲劇的な最期を迎えること

になります。神の霊が離れると個人も家庭も国も没落してしまっ

たのです。サウルは霊に始まり肉に終えた者として、勝利と栄光

に始まり失敗と破滅で人生を終えました。サウルを通して、霊性

生活が肉体と精神と霊に与える影響を知ることができます。

　新型コロナにより教会は対面礼拝の代わりに非対面礼拝つま

りオンライン礼拝の道を開拓しました。しかし、礼拝は根本的に

共に集まって賛美し、祈り、聖徒の交わりをもって完成されます。

感染症拡大初期には、教会に行けない切なさと物足りなさと、そ

れによる罪の意識に落胆しました。しかし、徐々にオンライン礼

拝に慣れて行くにつれ、信仰生活が怠惰になっていきます。そし

て、ソーシャルディスタンスを置く深刻度が低くなった現在で

は、教会に出席できるにもかかわらず、未だオンラインにこだわ

り教会への出席を遠ざける信徒が多くいます。これは非常に危険

なことです。

　オンライン礼拝は対面礼拝を補完する装置であり、やむを得な

い事情で礼拝を捧げられない人のための応急措置です。オンライ

ン礼拝は個人の信仰成長のため用いられる資料に過ぎず、正規の

礼拝にとって代わるものではありません。一歩遠ざかる人は、程

なくして二歩遠ざかります。そうして霊性は次第に弱まり肉体

的、精神的、経済的、社会的、関係的に暮らしに影響を及ぼしま

す。善用すれば有用な道具でも、誤用するならば霊性生活に障害

となります。今は目を覚まし祈る時、集まり礼拝を捧げる時です。

全き霊性生活が必要です。それが健康、精神、また魂を守る道な

のです。

　昨今、「ヒーリング」が社会的に話題となっていますが、完全

なヒーリングは信仰生活の中でこそ体験することができます。全

き健康は、霊と魂と肉が調和を保っている必要があるからです。

そして他の生命の健康と調和を成し、神の御心のために用いられ

なくてはならない。様々な研究結果で、多くの社会問題を解決す

るためには信仰的な接近が重要であり、臨床医らが患者の治療を

する際には信仰体験の様々な側面を研究し、理解する努力が求め

られます。信仰は、霊的な生活のみならず身体的、精神的健康と

個人的、社会的幸福のために、実に有用です。このような意味か

ら、信仰生活を健やかに保つことは、全人的な健康のために、最

も確実な保険に入っておくようなものです。†
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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

洗盤の前での祈り（Ⅲ）

　「あなたがたは神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っ

ていることを知らないのか」(コリント第一 3:16)。

　聖徒一人一人は神の宮です。主なる神はシナイ山でトーラーを

授けながら、主が住まわれる場所について具体的に指示を出し作

らせました。主は知恵と悟りの御霊をベザレルとアホリアブおよ

びすべて心に知恵ある者に授けて ( 出エジプト 36:1) 幕屋に使

われるすべての物を作らせました。

　大きさと広さ、高さと長さ、材料と形、位置と配置に至るまで、

すべては主なる神の知恵から来たのです。何一つ神の御心と意図

無しにできたものはなく、創造主なる神により、神と被造物であ

る自然や人とが共に住まうことができるよう配慮された、神の完

全な秩序が幕屋には現われています。

神の御言葉で洗われる

　アロンとその息子である祭司たちが聖所へ入る前には、死を免

れるために洗盤で手足を洗わなくてはならず、職務を果たすため

祭壇の傍に立って火による捧げものを捧げる時にも、毎回洗盤で

手足を洗わなくてはなりませんでした (出エジプト 30:19-20)。

　聖徒たちが神の宮とされたということは、私たちの内面にも洗

盤にためた水、すなわち神の御言葉でのみ洗われるべき部分があ

ることを意味します。イエス・キリストの血潮の贖いによってす

でに綺麗に洗われた聖徒たちであっても、この世を生き抜く間に

付いてしまう肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢のような土ぼこ

りを、その瞬間ごとに洗盤で洗い流す必要があります。神の御言

葉によってのみ可能なのです。神の民の堕落について、主なる神

は預言者エレミヤを通してこのように責めました。

　「それは、わたしの民が二つの悪しき事を行ったからである。

すなわち、生ける水の源であるわたしを捨てて、自分で水ためを

掘った。それは、こわれた水ためで、水を入れておくことのでき
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ないものだ」(エレミヤ 2:13)。

　この御言葉は、21 世紀を生きる私たちにも当てはまる嘆きで

あり真理です。科学文明の豊かな恩恵は、私たちの人生における

命の源ではありません。多くの富や知識も水を入れておくことの

できない壊れた水ために過ぎません。神はその宮とされた私たち

の中に洗盤を置かれ、その中に神の御言葉という水を入れておく

ことを望まれます。そして毎日、私たちが内なる洗盤の澄んだ水

である神の御言葉で洗われることを願われます。そうして主なる

神は、神の形に美しく造られた私たち聖徒の麗しい栄光の姿をご

覧になることを望んでおられます。栄光から栄光へと主の品性や

御姿に似ていき、連なっていく聖徒たちとなることを願っておら

れるのです。

　神の御言葉だけが、歪み、捻じ曲がり、汚れてしまった聖徒た

ちの思考、感情、自己像、生活態度など、全ての領域を変えるこ

とができます。聖霊様が共におられ、聖徒たちの生活の中で神の

御言葉を力強くする働きをなさいます。日々御言葉を読み、聞き、

黙想し、祈り、暗唱し、研究し、行なう敬虔な習慣は、私たちの

内側の洗盤を神の御言葉で満たしていく聖なる行為です。このよ

うに満たされた神の御言葉が私たちをキリストの似姿に造り変え

ていくのです。

　「キリストのことばを、あなたがたのうちに豊かに住まわせ、

知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とに

より、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい」( コロサ

イ 3:16)。†

洗盤の洗いの祈り（３）
　主よ！感謝と信仰により、神の宮である私の内面の洗盤の前に進

み出ます。

　主よ、主に信頼して進むたびに、神ご自身を探し求める者を喜ばれ、

報いてくださる方であることを信じます。私は神の悲しみではなく、

神の喜びであることを受け入れます。

　主よ、私は信仰によって義と認められたがゆえに、主イエス・キ

リストによって神との平和を保ち、生きていきます。聖霊様、働い

てくださって神との和解、自分自身との和解、隣人や自然万物との

和解を得られるようにしてください。

　主よ、私はイエス・キリストの心を受けた者として（コリント第

一 2:16）神の恵みで私の人生の基盤がよりしっかりと根を張り、私

たちに恵みとしての賜物を悟らせる聖霊様をより切望し求めます。

　主よ、私はキリストと共に十字架につけられたので、もはや私が

生きているのではなく、私の中に生きておられる神の御子を信じる

信仰によって生きているのです（ガラテヤ 2:20）。

　主よ、私はイエス・キリストにおいてすべての霊的祝福を受けた

者です（エペソ 1:3）。

　この世に生きていますが、私はキリストと共に生かされて、主と

共に天に座を設けられた貴い者としてのアイデンティティと自信を

持ち、信仰によって堂々と生きていきます（エペソ 2:6）。

主よ、私はイエス・キリストにある信仰によって、大胆に確信を持っ

て神に近づくことができると信じ（エペソ 3:12）、主と福音のために、

苦難をも喜びをもって担っていきます（エペソ 3:13）。

　主よ、私はイエス・キリストと共に死に、また生かされました。

私の命は、キリストと共に神のうちに隠されていることを信じ（コ

ロサイ 3:1-4）、この信仰と確信を持って生きていきます。

　主よ、私はサタンの権威から開放され神の国に移された存在とし

て（コロサイ 2:7）キリストにあって満たされた人生を歩んでいき

ます（コロサイ 2:10）。失敗と呪い、暗闇と破滅に満ちた過去の生

活を断ち切り、主と共に力ある歩みを踏み出します。

　私を清めて、聖所へと入れるように、聖霊様、私を導いてください。

アーメン！
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キム・ジェユン 新村（シンチョン）ホーリネス教会長老、
韓国メディア宣教会運営委員

　「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべての事につ

いて、感謝しなさい」。この御言葉が私の生涯と共に歩む御言葉

であると信じ実践しつつ、72 年間の信仰生活を送ってきました。

振り返ってみると、すべてが感謝であったと告白します。

　私は江
ガンウォンド

原道の横
ヘンソングン

城郡にある安
アンフンミョン

興面という地方で生まれました。

アンフン小学校、アンフン中学校、フィムン高校を卒業してから

ハンヤン工科大学化学工業を専攻し、ハンヤン工業大学院を卒業

しました。　

　教会は 12 歳の時に初めて出席しました。仏教を信じる家庭で

したが、ある日教会が気になったので、一人で家の近くにあるア

ンフン聖潔教会に行きました。それまでは誰からも伝道されたこ

ともなく、イエス様のことは一回も聞いたことがありませんでし

✿ 我が人生のプラス｜生涯最高の贈り物

初冬に
振り返ってみる
人生の実

た。好奇心に駆られて行ってみた教会は、とても温かく好印象で

した。そして、説教を聞くと心が平安になり、何より聖書が実際

に信じられるようになり、イエス様を救い主として受け入れまし

た。

　その時の私は幼い年齢でしたが、祈ることが大好きでした。そ

のため、一人で山に登って祈ったり、野原で祈ったり、昼も教会

に行って祈ったりしました。ある日、教会で小学生が一人祈る姿

を担任牧師が見て感動を受けたようで、毎週の説教時間に私は褒

められました。担任牧師からの賞賛が功をなしたのか、歳を取っ

てからも、道を歩く時や運動をする時、誰かに会う時にも祈る習

慣は今も続いています。これは私にとってまことに感謝すること

です。

苦難から学ぶ

　江
ガンウォンド

原道の山奥からソウルに上京し、ソウルのフィムン高校に進

学しました。そして、ザンチュン聖潔教会に通い信仰生活を続け

ました。大学卒業後は大成グループの大成ガスに入社しました。

それ以後、大林ガスを設立、代表取締役として経営に携わり事業

で成功しました。そして自動車のガス事業でも成功を収め、大金

を儲けました。稼いだお金でビルも所有するなど財政的に困難は

ありませんでした。

　しかし、神様はお金をたくさん儲けて高慢になった私から富を

取り上げられました。1 日で一千万ウォン以上の現金を手にした

のですが、お金によって滅ぼされるのを神様は見ていられなかっ

たようです。事業と複数の仕事に失敗し、あれほど多くあったは

ずの財産を失いましたが、代わりに私は魂の平安と自由を得まし

た。物質に束縛されていたこれまでの欲と貪欲を下ろすようにな
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り、憐れみと節制、謙虚という美徳を学びました。苦難と失敗が

逆に感謝の告白へとつながりました。

　一方、私はキリスト教界の働きに高い関心を持ち、CBMC（キリ

スト実業人会）の活動を長年やっていましたし、セゾン CBMC 会

は 25 年の間一度も休むことなく参加していました。若い頃は、

ヨイド純福音教会の金曜徹夜祈祷会に欠かさず参加し、祈りを休

むことはありませんでした。大学の同期であるイム・シワン長老

がヨイド純福音教会の日本宣教会会長を務めている時、私は副会

長として奉仕をしました。当時チョウ・ヨンギ牧師の日本宣教を

手伝いながら頑張っていたことや、チョウ先生から直接按手の祈

りをいただいたことは今も懐かしく思います。

　そして、グッドン放送（韓国のクリスチャン放送）の放送宣教

にも積極的に参加しました。グッドン放送の社長を務めていたミ

ン・サンウン長老（大学の後輩）から運営委員として参加してほ

しいと頼まれ、放送宣教師として活動もしました。毎週木曜日の

早天、ギム・ジャンファン牧師が導くグッドン放送祈祷会には、

これまで 20 年にわたって参加し皆と一緒に祈っています。その

他にも、32 年間ニューソウルロータリークラブで活動してきま

した。

人生のメンター (mentor，助言者）

　私の信仰生活のほとんどは、新
シンチョン

村ホーリネス教会で送ってきま

した。35 年間、教会でさまざまな形で奉仕しながら、教会とい

う共同体に仕えることができ感謝しています。今は元老長老とし

て第一線からは退き、後輩たちが教会でよく仕えるように祈って

います。

　私の人生のメンターを考えると多くの立派な方が思い出されま

すが、その中でも、初代空軍宗教軍監だったイム・ドンソン牧師

のことが記憶に残っています。イム・ドンソン牧師は空軍宗教軍

監を務めてからアメリカへ行き、米軍の牧師となりました。そ

して、1970 年 7 月、信徒 30 人で LA 東洋宣教教会を建てました。

1987 年には世界福音宣教連合会を作り、全世界の 90 以上の教会

や機関を支援し、1989 年にはワールドミッション隊を立て、宣

教師や教会指導者を輩出してきました。

　私は空軍将校として服務している時に結婚しましたが、結婚式

ではイム牧師が司式を務めてくださり、多方面にわたって信仰生

活に役立つ話をたくさんしてくださった記憶は今も鮮明に残って

います。実に立派な牧師でいらっしゃいました。

　2 年前には、最愛の妻シン・ドンスン勧士が神様のもとへ召さ

れました。ある日脳出血で入院し適切な治療を受けていましたが、

退院を準備している中で急に天に召されたのです。59 年の間一

緒に歩んできた妻の不在が大きく感じられ、しばらくは悲しみか

ら抜け出すことができませんでした。天国への望みがあるので感

謝の気持ちはありましたが、人間的な別れの悲しみはすぐには消

えませんでした。しかし、今は子供たちと教会共同体からの世話

と祈りにささえられて、妻の不在を感じるよりは神様から任され

たことに集中しています。
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イ・ミョンソプ 済州ソグァン教会按手執事、
ドゥランノ父の学校済州市支部支部長

私の生涯と共に歩む御言葉

　余生は分け与える隣人愛を実践したいと思っています。今はハ

ンヤン大学の牧会者協会顧問と社団法人韓国メディア宣教会運営

委員として奉仕しながら、良い働きをするビジネスのために祈っ

ています。

　「わたしの生きているかぎりは必ず恵みといつくしみとが伴う

でしょう。わたしはとこしえに主の宮に住むでしょう」（詩篇

23:6）

　「しかし、神の恵みによって、わたしは今日あるを得ているの

である。そして、わたしに賜った神の恵みはむだにならず、むし

ろ、わたしは彼らの中のだれよりも多く働いてきた。しかしそれ

は、わたし自身ではなく、わたしと共にあった神の恵みである」（コ

リント人への第一の手紙 15:10）

　これらを、私の生涯と共に歩む御言葉として心に刻み、祈って

きました。

　最後にお祈り申し上げます。「父なる神様、この乱世で守って

くださり感謝します。主を宣べ伝える時に苦難を受けませんでし

たが、苦難の荒波を通じて自分の思いや計画よりも早く、主を更

に慕い求めるようになったことも感謝すべきことです。

主が私たちの罪を赦し受け入れてくださり、罪人である私たちは

義人として生まれ変わりました。そのように私たちも隣人に対し

て憐れみを持てますように。そして、苦難の中で主が見せてくだ

さった愛と忍耐と慈しみにより、彼らに天国の平安が伝えられま

すように。アーメン」†

　済州島で暮らし始めて早 17 年になりました。全く予想だにし

ていなかった済州での生活でしたが、神様は我が家庭を済州島に

送り出しました。その時は、まるでアブラハムが生まれた国を出

て、親族と別れ、父の家を離れるような心情でした。

　済州島に定着して三年目を迎えた一月最初の主日、礼拝中にお

腹が痛み始めました。結局、町内の医院を経て、総合病院で診療

を受けることになりました。ところが、その総合病院での誤診が

原因で手術をすることになったのです。しかも、うまくいくはず

の手術に突発的問題が発生し、計三回の手術が必要となり、ほぼ

五ヶ月に及ぶ入院生活を余儀なくされました。

　その間、死に対する恐怖が襲い、そして、悔しさから来る怒り

によって精神的苦痛まで加わりました。誤診のせいで、肉体的・

✿ 我が人生のプラス｜生涯最高の贈り物

奇 跡
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精神的苦痛の時を過ごさなければならず、しなくてもいい苦労を

することになったのです。しかし、私はクリスチャンであるため、

信仰ある知人にとりなしの祈りをメールでお願いしました。

　二度目の手術をした後、高熱に加えて激痛に襲われ、うわ言を

言いながら大変な時間を過ごさなければなりませんでした。医者

も原因がわからずに困っていました。その時、祈りをお願いした

うちの一人である、京畿道富川にある開拓教会の牧師婦人から電

話がありました。痛みに苦しみながら電話に出たところ、その牧

師婦人が私のためにとりなしの祈りをする中で神様の御声を聞い

たため、それを知らせようと電話したとおっしゃいました。

　それは「いま息子が激しい痛みに苦しんでいる。しかし、この

すべては私が行い、私がいやし、また私が責任を取る」という神

様からのメッセージでした。

神様が守られる

　私は、この話を聞いた瞬間、これは神様から私への語りかけだ

と感じました。それにより、誤診による悔しさと怒りを収めるこ

とができました。もちろん、病院に対する法的措置の訴えも止め

ることにしました。その後、数日おきに出てくる医療費の明細を

見ながら、妻が心配し始めました。そのたびに私は妻に告げまし

た。「心配しないでください。神様が責任を取ってくださるとおっ

しゃいました」。また二回目の手術後の高熱と痛みの原因がわか

らず苦しんでいたパク医師に対し、回診時に話しました。

　「あまり心配しないでください。私は神様が責任を取ると言わ

れたので、私は間もなく治るでしょう」。

　患者のほうが医者を励ますので、彼のほうが照れました。その

話をした後、押し寄せてきた猛烈な痛みによって気絶してしまっ

たのです。

　ところが本当に不思議なことに、しばらくして目を覚ますと、

あれほど強烈だった痛みは嘘のように消えていました。その後の

経過は良好で、最後となる三度目の手術も無事に終わりました。

ついに退院の日が近づいてきました。医療費は千四百万ウォンで

したが、神様が責任を取ってくださり、私たちは一円も払わずに

済んだのです。それどころか、お釣りをもらって退院しました。

なぜなら、仕えている教会の聖徒からの激励金、とりなしの祈り

をお願いした方々からの思いがけない高額の激励金、また親戚か

らの支援、さらには見舞いに来た釜山の知人牧師やその教会の聖

徒からも献金をいただいたからです。

奇跡を行なわれる神様の子供たち

　その時、私は生きておられる神様を体験しました。いいえ、出

会ったのです。牧師婦人からの電話を神様からのものだとすぐに

信じたので、神様は私のすべてのことに対して責任を取られまし

た。十年余りが過ぎた今でも、とても元気で感謝しながら暮して

います。

　神様は私たちの祈りをとおして奇跡を成し遂げます。済州、釜

山、ソウル、仁川、富川、アメリカ、アルゼンチンで私のために

祈ってくださった方々がいたので、私は神様の奇跡を体験できた

のです。ところで、神様には奇跡があるのでしょうか？ 神様は

全知全能の方なので……。そうです。神様には奇跡などありませ

ん。人間が神様の日常の一つを見て、奇跡だと大騒ぎしているの

です。人間の目で見ると不可能なことが、可能になったからです。

　もう一年の締めくくりである 12 月です。いつもこの時期にな

ると、多くの人々はイエス様の誕生日を記念するクリスマスを喜

びながら楽しく過ごします。キャロルソング、きらびやかな照明
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とともに飾りつけられたクリスマスツリーが目を引きます。しか

し、クリスマスの意味はそれらのことではないのではないでしょ

うか？

　奇跡の中の奇跡は、人が変わることです。その奇跡を行うため

に、神様がこの地に来られたのです。それがまさにクリスマスで

す。そして、イエス様が十字架を背負われたことで、救いの御業

が完成したのです。これこそ奇跡ではないでしょうか。その救い

に対する信仰があったからこそ、私は神様の御声を聞くことがで

きたし、神様の日常、すなわち人間の奇跡を体験したのです。そ

のような意味で 12 月は奇跡の月です。私たちを救うために主が

この地に来られたことを祝うクリスマスがあるからです。

　ところが、多くの人々は主が来られたこと、また私たちが救わ

れたことを奇跡だと言いません。どうもおかしいですね。その意

味では、、伝道とは奇跡を生むことだと思います。

　「ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受けて、

エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のはてまで、わ

たしの証人となるであろう」（使徒行伝 1:8）

　あなたがたは地のはてまで福音を伝えなさいと言われたこと、

これは、私たちが地のはてまでも行った時に、神様は奇跡を行な

われるということです。同様に、私たちが人間をとる漁師になる

ということも、私たちを奇跡を行う者にするということです。

　ああ、12 月は奇跡を行う神様の子供たちよって、神様に喜び

と栄光が捧げられる聖誕になれば良いですね。ハレルヤ！†
　占星術とは天体現象を観測し、人間の運命と将来を予測する方

法であり、古代バビロンで発達しました。私たちの周りにも六十

干支、黄道十二星座のような非科学的な迷信がまだ残っているの

も事実です。もちろん、聖書は占星術を反知性的かつ反信仰的と

規定しています。言うまでもなく、占星術は歴史的に多くの影響

を及ぼした偶像崇拝の一つです。さらに、ユリウス 2世やパウロ

3 世のように、ローマ法王の中にも占星術に熱狂的だった人がい

✿ 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

占星術は
偶像崇拝なのに、
なぜイエス様の誕生を
知らせる星の記録が
出てくるのか？
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ました。驚くべきことに、天文学者コペルニクスにより占星術が

かえって普及する一面もあったのです。特に 1555 年にノストラ

ダムス（1506 〜 1566）が占星術の本を出版し、多くの影響を与

えました。彼はフランスの天文学者であり、医者でもあり、予言

者、占星術家でした。彼の予言書は現在でも有名で、その本は韻

を踏んだ 4行詩を 100 編単位で集めた全 12 巻からなっています。

　しかし、問題はマタイ 2 章 1 〜 12 節に出てくる東方の博士た

ちが星を見て、赤子のイエス様を探してきたという内容であり、

聖徒たちを困惑させています。東方の博士たちはペルシャの天文

学者でした。しかし、当時は天文学と占星術が学問的に完全に区

別されていなかったため、聖書は彼らのことをただ星を研究する

博士たちと記録しています。おそらく、彼らが見た星は「明けの

明星」である金星だったかもしれません（黙示録 22:16）。明ら

かなのはその星は超自然的な星ということです。したがって、星

を研究していた博士たちがその奇妙な星を初めて見たとき、それ

が人類を救う救世主のもとに導いてくれると信じられたのです。

そして、博士たちは礼拝するために贈り物まで用意して、ベツレ

ヘムまで出かけました。

　ここで重要なことは、彼らが準備した贈り物です。贈り物は

黄金と乳香と没薬でした。黄金は生まれた赤子イエス様が王で

あることを表しています。火をつけると白い煙と一緒に優雅で

爽やかな香りが立ち上ります。当時の価格は黄金とほぼ同等

だったといわれており、主に宗教的儀式などに使用されました。

また、神々を喜ばせるという意味で祭祀時に香を焚きました。

絶世の美女だったクレオパトラは全身に乳香のにおいを漂わせ

シーザーを誘惑したといわれています。乳香は二つの意味を

持っていました。香りで神様を喜ばせ、お客さんが来たときに

も使用しました。したがって、東方の博士が持ってきた乳香は、

赤子イエス様が大祭司となられることを象徴しています。Ⅱコ

リント 2 章 15 節に「キリストのかおり」としたのは、まさに

乳香を比喩した言葉です。

　最後に、没薬は味が苦く、香りが良い赤茶色の松脂です。ミイ

ラ保存のためによく使用され、防腐剤や消毒剤の役割をします。

これは赤子イエス様が将来十字架で死なれ葬儀されることを象

徴しています。ところで、贈り物が三つであったため、東方の博

士は三人だと一般的には考えられています。

　ここで重要なことは、星座で運勢を占う占星術が聖書にも何箇

所か登場し、神様が憎悪するものとして書かれていますが、東方

の博士が発見した星はイエス様の誕生を知らせる啓示の星であ

るということです。また東方の博士たちが星を礼拝したという記

述がないことから、その博士たちが占星術者ではなかったことが

わかかります。したがって、マタイ 2章 2節に出てくる星は神様

の御心を知らせる超自然的な星だったとみるべきでしょう。†
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　包括的差別禁止法は、性的志向（同性愛）、性別アイデンティ

ティ（トランスジェンダー）を、男女、人種、障害等の法条項と

同等レベルの差別禁止事由と定めています。依然として韓国の多

くの国民は、同性愛に倫理的な問題があると考えています。キリ

スト教の教理から離れてみても、生まれつきの不可抗力的な理由

ではなく、性的志向や性別アイデンティティを、男女、人種、障

朽ちない嗣業のために
「すべての性的指向や性別アイデンティティを擁護せよ」

と強制する法が成立された国々の性教育現場

キム・ジョン
（社）韓国家族保健協会代表、ヨンナム大学校特任教授

害などと同様に、差別禁止するのが正しいと見なすことは間違っ

ています。

　自由民主主義共和国において、個人の倫理観とそれに対する表

現の自由は、法律の枠内で尊重されるべきことです。性的志向、

性別アイデンティティを明白な差別禁止事由で差別禁止法に含

め、同性愛、トランスジェンダー等を正常に認識するように強要

すること、倫理的問題を法によって強要するようになると、真っ

先に打撃を受ける分野は教育分野です。

　神から来るまことの知識のない国民は結局滅びます。その子孫

も同じです。「わたしの民は知識がないために滅ぼされる」（ホセ

ア 4:6）。

性別は男性と女性、二つだと発言したことが授業中に引っ張り出

されるほどの罪なのか？

　「性別は男性と女性だけだ」と述べた子どもが授業中に引っ張

り出されました。これがそれほどの罪なのでしょうか。包括的差

別禁止法に等しいと思われるイギリスの平等法、アメリカの一部

の州における人権法などの「すべて性的志向と性別アイデンティ

ティを擁護せよ」と強制する法が成立した国々の教育現場におい

て次世代が直面している問題です。

　2019 年 6 月、非常に憂慮される映像が公開されました。イギ

リスのスコットランドにある学校で、マレー（Murray）という男

子生徒が発言した一言で、彼は授業中に教室から追い出されまし

た。当時の状況が30分間の映像に映っていました。マレーはいっ

たい何を言ったので、授業中に多くの学生の前から追い出され、

恥をかかされたのでしょうか。後にわかったことですが、当時、

男子生徒が言った言葉は、「性別は男子と女子、この二つのみが

企  画

教会が防ぐべき
法案――包括的

差別禁止法
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存在する」と言ったそうです。

　この映像で、マレーが「なぜ私が教室から追い出されなければ

ならないのですか？」と訊ねると、教師は「あなたの発言は包括

的（inclusive）ではありません。これは私の意見であり、と同

時に学校の意見でもあります」と答えました。マレーはこれに

屈せず、「性別は二つです」と言うと、スコットランドの教師は、

性別が二つだと言った生徒の言葉は政策に違反した内容である

と、ためらうことなくその生徒を外に追い出し、不利益を加えて

しまいました。

　アメリカのペンシルベニア州にあるインディアナ大学校

(Indiana University of Pennsylvania) でも同様なことが起

きました。2018 年 2 月 28 日、エリソン・ダウニー (Alison 

Downie) 教授の「キリスト教：自己、罪、そして救い」の時間

に、レイク・イングル (Lake Ingle) という学生が、「この世には

二つだけの性別が存在する」と発言しました。そのために、彼

は、授業妨害を理由に講義室から追い出されました。フォックス・

ニュースによると、彼は宗教学専攻者で、5 月に卒業を控えてい

ました。

　当時、ダウニー教授は学生たちに性別間の賃金格差を言及し、

「72 個の性別がある」と述べ、意見や質問があれば発表するよう

に言いました。すると、レイク・イングルは、「生物学者たちの

公式見解は二つの性別のみが存在する」と示しました。彼らは、

『72 個の性別』が存在することに対し、同意できないという内容

を盛り込んだ発言をしました。ダウニー教授は、『授業妨害』を

理由に、彼を学業清廉委員会 (Academic Integrity Board; AIB)

に告発し、彼が「トランスジェンダーのアイデンティティと妥当

性に対し、無礼にも反対した」とし、彼に適切な懲戒処分を下す

ことを要求しました。マレーの発言の内容で核心的問題点は、性

別に対する固定観念にあると把握したのです。

性別が変わるのではないかと、恐怖におびえる子どもたち

　アメリカでは、自分の性別が別の性別に変わるのではないか

と、恐怖におびえる子どもたちが出始めています。カリフォルニ

アで小学校に通うロージーという子どもが代表的な例です。ある

日学校から帰ってきたロージーは、母親に抱きついて泣き始めま

した。

　「お母さん、私もいつか男に変わるかもしれないの？とても怖

いよ」――彼女はとんでもない心配をしたのでしょうか。実際、

カリフォルニア公教育の現場で起きていることをみれば、この子

の恐怖心は実に現実的なものでした。

　ロージーは、学校で休みの時間に古い友だちマックスという男

の子に会いました。嬉しい余り、『マックス』と呼んで挨拶しま

した。しかし、隣にいた友だちの言葉が彼女を混乱させました。

　「ロージー、あの子の名前はマックスではなくマギーだよ。男

の子ではなく、女の子になったの」 つい最近まで確かに男の子

だったし、マックスと呼んでいたのに、彼が男子ではなく女子に

なった言葉に、ロージーは『そんなはずがない』と言いました。

　彼女は、衝撃から立ち直らないうちに校長先生に呼ばれて行き

ました。そして、マックスをからかう気持ちが全くないことを明

らかにしなければなりませんでした。正常な価値観をもって、男

性が一瞬に女性にはなれないという普遍妥当な事実を言った子

どもが、むしろ謝罪し解明しなければならない状況になったので

す。

　ロージーは、校長先生にこのように質問しました。

　「マックス（男子の名前）をマックスと呼ばなかったら何と呼
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びますか？」

　すると、「マギー（女子の名前）は男性より女性になれること

を望んだので、これから女子の名前で呼んであげるべきです」

――生まれつきの性別ではなく、自分勝手に決めた性を優先すべ

きだという、奇怪な教育が公教育現場で行なわれたのです。

　校長の誤った教育はそこで終わりませんでした。男性が女性に

なれるという偽りの言葉に衝撃を受けて混乱するロージーを引

き止め、マックスがなぜマギーになったのかを説明しました。そ

して、男性であれ女性であれ、自分の性を選ぶことができ、人は

多様のゆえに、多様な性別も認めなければならないと教えまし

た。

　こういう偽りの教育は効果がありました。ロージーは校長先生

の言葉をそのまま受けとめて自宅に帰り、自分の性別がいつか男

に変わるかもしれないから怖いと、母親に泣きついたのです。ア

メリカではすでに、周辺環境や社会全般にわたって、洞察力の未

熟な子どもたちにおぞましい虚偽のメッセージを強制的に注入

する事態が起きています。ロージーのような子どもが、カリフォ

ルニア州にひとりふたりではないといいます。

　カリフォルニアの「南カリフォニア次世代擁護のための父母連

合会」の代表イ・ジンア伝道師は、「急進的であるあまり、人類

普遍の秩序まで崩す間違った性教育が、子どもたちの世界観や価

値観を変えている」とし、「ついに自我を破壊し、不信感を持たせ、

自殺にまで追い込んでいる」と訴えました。彼は、「歪曲された

性教育は性質までも壊します。韓国教会は何がなんでも、こうし

た間違った教育の波を必ずせき止めなければならない」と呼びか

けました。

　なおも彼は今年 2月、わいせつで歪曲された性教育をし続ける

カリフォニア公教育現実に対抗し、不登校運動を展開しました。

彼によると、その地域の大半の学校がこの不登校運動に参加しま

した。ある学校は、25％の生徒と父母が登校を拒否し、学校の前

で「虚偽の性教育を止めてほしい」と叫んだそうです。

同性結婚を正常に受け入れるよう洗脳する教育の法制化

　筆者が訪ねたカリフォニアのグレンデール小学校教科書は、い

かに家族が構成されるのかを話し合う単元において、レズビアン

間の結婚、男女理性間の結婚など、多様な結婚形態があると教育

していました。つまり、学校教科書までも同性結婚や同性愛は正

常だと表記する時代が到来したのです。

　上記の衝撃的な内容は、わずか小学校 1年生にすぎない子ども

たちが使用する教科書です。

　現地の保護者たちは、通常子どもたちがこういう内容の教科書
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で学んでいるため、マタイによる福音書や創世記に示された『一

人の男性と一人の女性が結び合い、一心同体になりなさい』とい

う結婚に関する聖書的教えは、同性結婚の家族を認めない嫌悪的

表現に該当すると言い張るようになりました。

　「同性愛法制化と闘う渦中に、むしろ自分の子どもが相手の陣

営側に立ち、私に火矢を放っている姿を見るようです」「同性愛

擁護法制化が教科書や家庭通信文に至るまで、そのまま変化させ

ている状況の中で、聖書的価値観は少しも打ち消すところのない

まま、公教育は反聖書的へと崩れつつあります。」

　すでに公教育を相当の部分において包括的同性愛独裁法に移

行するよう許してしまった、カリフォニアの養育者たちは涙を流

しています。

韓国の教育は安全なのか？

　韓国の状況はどうでしょうか？ 韓国でも、2015 年に教育部が

発表した「学校性教育標準案」で、性別は男性と女性だけではな

く、様々な性別があるという内容を盛り込まれそうな危機にあっ

たことがあります。韓国の二つの代表的な女性団体が、国の教

育部に請願し、「性を女性と男性に二元化し、性的関係を異性愛

的関係に限定しながら、他の生物学的な性、性別のアイデンティ

ティ、性的志向等をすべて排除することは、児童・青少年が自分

の性的自我を探索することを妨害するだけでなく、それ自体が人

権侵害だ」と主張しました。

　また、「性を女性と男性、二つの性別の関係と扱い、他の性別

に関する言及は全くなく、性的志向と性別アイデンティティを倫

理的かつ精神的問題に規定するなど、徹底に排除したこと」が問

題だと指摘しました。つまり、彼らが指摘したおもな問題点は、

教育部の性教育標準案が「性別は男性と女性だけが存在する」と

二つの性に限定し、彼らが主張するいわゆる「他の性別」につい

て、公教育で教育しないことにあるということです。

無秩序を平等だと唱える法は改正し、廃止しなければならない

　韓国では昨年、国家人権委員会法改定案が発議されました。44

人の国会議員が差別禁止事由中、「性的志向」項目を削除し、「性

別は個人が自由に選択することができず、変更の不可能な生来

的、身体的特徴として、男性あるいは女性、どちらかを言う」と

いう文句を追加する改正案を提出しました。簡単に言えば、性

別は勝手に決めるのではなく、体細胞ごとに存在する性染色体に

よって男女性別を区別すべきだという趣旨です。

　すると、一部同性愛擁護陣営は「この改正案は、個人の望み通

りに性別を決めることを認めない、嫌悪的法案だ」と、猛反発し

ました。彼らの主張どおりに自身の性別を自由に選択できるよう

に制度化すれば、人間にまことの自由が与えられるでしょうか。

生まれつきの性別のまま生きていく秩序は、本当に人間を苦しめ

るフレームとして作用するのでしょうか。

　今年 6 月末、差別禁止法が発議されました。正義党のチャン・

ヘヨン議員が代表発議し、その他 9 人が共同で名を連ね、計 10

人の共同発議定足数をかろうじて満たした発議でした。2020 年

末のこの時代に、これを反対する国民と賛成する国民の間に本法

案は漂流中です。

アケグリーン牧師の警告を思い起こしましょう

　2019 年夏、筆者はストックホルムの韓国人教会の要請で、キ
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ソン・ヘジョン
ケープロライフ常任代表、行動するプロライフ運営理事

リスト教の性価値観の講義をするためにスウェーデンを訪問し、

そこでアケグリーン牧師に会いました。スウェーデンで牧会して

いた彼は 2004 年、「同性愛はがん細胞のように転移し、増殖する

罪です。ですから、法制化してはいけない」という趣旨の説教を

し、一審で懲役を受けることになりました。私はその経緯につい

て訊ねてみました。

　彼は、「すでに 1990 年に包括的差別禁止法案に該当する『嫌悪

表現記載法』がスウェーデンで可決されました。以来、同性間の

同居を含め、いっさいの同棲および事実婚を認める法も可決され

ました。同性結婚法が可決される状況が目の前で起きた不当な判

決でした」と説明しました。控訴審でかろうじて懲役を免れまし

たが、すでに「『同性愛を否定的に描写すれば、あのように懲役

が言い渡される』という雰囲気が造成されており、実際に本人が

牧師として当然の訴えをしただけなのに、どの牧会者もこれを支

持し、盾の役割を果たしていないことに衝撃を受けました」と、

彼は言っていました。さらに彼は、これこそが「同性愛独裁法」

の効果であるとし、「韓国はスウェーデンをよく見てほしい。私

が経験したことは、氷山の一角にすぎないことを知らなければな

らない」と警告しました。†

企  画

教会が防ぐべき
法案――妊娠

中絶法

　すべての生命は平等です。神が与えられた生命を愛し保護する

こと、最も弱い人間である胎児の生命を守り、妊娠した女性を保

護することは、神が人間に与えられた使命です。特に、現在、妊

娠中絶罪の廃止をめぐり非難の声が高まっています。これは韓国

教会に与えられた時代の使命であるといえます。

胎児、神が
この地に送られた生命である
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　妊娠中絶の論争は、胎児は生命か否かという異なる主張によ

るものです。では、いつからが人間の生命なのでしょうか。聖

書は、イエス・キリストを通じて明確に示しています。イエス

様は人間の姿をもって来られ、人間におけるすべてのことを体

験しました。出産後から人間であるとすれば、イエス様は飼葉

おけに寝かされたままマリヤにより発見されたとなるでしょう。

しかし、イエス様はマリヤの体内で受精から人生を始められま

した。このように、聖書は受肉されたイエス様を通じて、受精

から人間であると明確に示しています。

妊娠中絶を人権であると唱える暗き世

　神は、私たちが母の胎内に作られる前から私たちを知ってお

り、お選びになったと仰せられます。

　「わたしはあなたをまだ母の胎につくらないさきに、あなたを

知り、あなたがまだ生れないさきに、あなたを聖別し、あなた

を立てて万国の預言者とした」（エレミヤ 1:5）。

　神は母の胎内にいるときから胎児と交わり完全な身体を作っ

ていかれます。

　「あなたはわが内臓をつくり、わが母の胎内でわたしを組み立

てられました」（詩篇 139:13）。

　このように神は、私たち一人ひとりの人生に対する計画と召

命をもっておられ、身体が完全に発達するようにされます。な

のに、胎児を母体から強制に取り出し死なせるなら、胎児に対

する神の計画と召命はどうなるのでしょうか。

　妊娠中絶とは、体内にいる生命である胎児を殺すことです。

胎児は一言も言葉を発せない最も弱き者です。神は、弱い者を

顧みなさいと仰せられ、殺戮されるようになった者を救い、殺

してはならないと仰せられました。

　「父なる神のみまえに清く汚れのない信心とは、困っている孤

児や、やもめを見舞い、自らは世の汚れに染まずに、身を清く保

つことにほかならない」（ヤコブ 1:27）。

　「死地にひかれゆく者を助け出せ、滅びによろめきゆく者を救

え」（箴言 24:11）。

　「あなたは殺してはならない」（出エジプト 20:13）

　生命の主管者なる神の子どもとして、妊娠中絶をしないのは当

然なことです。中絶を人権であると唱える暗き世において、これ

は光と塩になりなさいという、主の至上命令に従順することです。

　妊娠中絶によって女性の体と心は傷つき、胎児は死ぬのです。

　妊娠中絶は、生きている赤ん坊を手術によって取り除くもので

す。亡くなった赤ん坊を産婦の体外に出す流産の手術とは次元が

違います。手術方法はほぼ同じですが、その結果は全く異なりま

す。妊婦の体は、自分の意志とは関係なく、生きている自分の赤

ちゃんを最後までつかんで離しません。これは、母体としての本

能です。このような状況で、道具を使って赤ん坊を無理やりに摘

出する中絶手術は、女性の体を傷つけます。

　妊娠中の子宮は、血液循環がよく柔らかく、非常に損傷しやす

いため、中絶手術後、後遺症と副作用が多くあらわれ危険です。

妊娠中絶の際、堅い子宮頸管を開くのに相当の力が必要です。薬

を投入して何時間か経過すると、手術を行ないます。大きく開く

器具により、子宮頚部が圧迫を受け、血液循環が悪くなり、炎症

を起こす危険が高くなります。無理やりに広げるので子宮頸部筋

肉が無力になり、手術後、早産や流産につながることがあります。

産婦人科の医師によると、中絶したその子が、その女性にとって

は「最後の赤ちゃん」になり得る、ということを肝に銘じるべき

だといいます。

　子宮頸部が開くと子宮内に強力な吸入器を投入し、胎児と胎盤
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を吸い込みます。胎児の腕、足、

胴体は切られ、頭は砕かれて吸

入器によって吸い込まれます。

完全に取り除かなければ炎症を

起こす恐れがあるため、さらに

組織を掻き出す手術を行ないま

す。この時、妊娠中の子宮は血

液循環がよく非常に柔らかいの

で、多量の出血や子宮に穴が開くなどの子宮損傷の危険がありま

す。中絶手術は、子宮頸部無力症、骨盤炎症性疾患、前置胎盤、

子宮外妊娠、子宮の内膜損傷による不妊、子宮穿孔等、臓器損傷、

腹腔内感染症、敗血症、薬物または麻酔による副作用（ショック

死、静脈炎）、乳がんなど、多くの後遺症を残します。

　情緒的にも、中絶後のストレス障害を経験することがあります。

うつ病、喫煙、飲酒、薬物中毒、児童虐待、性機能障害、睡眠障

害、神経衰弱、摂食障害などの症状が現れる場合もあります。

　胎児が大きくなれば誘導分娩において、中絶はほとんど出産同

様の陣痛を経験するばかりか、出産よりもはるかに危険です。産

婦人科では、20 週以降の胎児は堕胎ではなく早産だと表現して

います。時には胎児が生きて出てくる場合もあります。もちろ

ん、胎児はすでに薬物にさらされているので助かる確率は低いで

すが、中絶する赤ちゃんなので、結局は死なせなければならない

状況が発生します。産婦人科の医師によると、妊娠 8週以後に中

絶する場合、2 週ごとに母体死亡の危険度も 2 倍ずつ増加するそ

うです。

　妊娠中絶を支持する人たちは、中絶薬に関しても、いとも簡単

に中絶できるかのように話します。2018 年保健社会研究院の妊

娠中絶実態調査によると、薬物により中絶した74人中53人（73％）

は薬物では堕胎できず、医療機関などで追加手術を実施したと答

えました。このような薬物による中絶は安定性がなく、大量出血

などの深刻な問題が発生します。また、完全に中絶できず、結局

手術を行なわなければならないため、二重の苦痛を経験する場合

が多く、医師でさえ薬物より手術を選ぶのです。薬を飲めばいい

と簡単に考えますが、このように薬物による中絶は副作用の危険

性が非常に高いです。

　妊娠中絶罪が廃止され、中絶薬が認められれば、特に妊娠事実

を隠したい女性の場合、薬を乱用する可能性が高くなります。妊

娠中絶薬を避妊の一つの方法程度に誤解することがあります。避

妊は妊娠しないように予防することであり、中絶は妊娠中の生命

を殺し取り除くことです。彼女らに起こる危険があまりにも高い

です。

胎児は女性の体の一部でも細胞でもない。ひとりの人間の生命で

ある！

　生命を証明するのは科学分野です。生命は科学でありファクト

です。それなら、胎児が生命なのか、科学に聞いてみましょう。

　研究者ジェイコブスは、5、502 人の生物学者に人間の生命は

いつから始まるかを聞きました。回答者は、生命を判断できる
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多くの要素を評価し、回答者 95％が「人間の生命は受精から始

まる」と答えました。(Biologists’ Consensus on ‘When Life 

Begins’, 2018,8 社会科学研究ネットワーク <SSRN>)

　人間は、卵子と精子が会って 46 個の染色体を持つようになり、

ひとりの人間の特性が決まります。その特性は維持され「その人」

に必ず成長するようになります。もし、胎児が女性の体の一部の

細胞に過ぎないとしたら、母と胎児の染色体は同じであるべきで

す。しかし、ふたりはそれぞれ異なる染色体構造を持っており、

それぞれの特性に従って発達します。

　発達は連続的に進みます。ある段階を飛び越えることも、止まっ

て再び始めることもできません。また、ある段階では人間でない

ままにいて、突然人間になる分岐点があるものではありません。

その生命は常に「その人」なのです。

　生命の最後の瞬間、心電図測定器の「トゥトゥピィー」の音と

ともに心臓の鼓動波長が止まれば、死亡したと判断します。同様

に、心臓の鼓動を感知することは、「生きている」ことを証明し

ます。2016 年、イギリス・オックスフォード大学の医学研究に

よると、胎児の心臓は受精後 16 日で動き出すそうです。

　超音波機器を通じて妊娠 5週～ 6週の間に、私たちは胎児の力

強く速い心音を聞くことができます。心臓は、人が母胎の中から

死ぬまで一瞬も休むことなく、私たちの体の血を循環させ、体に

必要な酸素や栄養素を供給し、成長と生命を維持していくのです。

胎児は、自分の成長のために、自身の心臓で作動する、ひとつの

生命なのです。母親は自分の心臓で生命を維持し、胎児も自分の

心臓で生命を維持します。

あなたがたは世の光であり、塩である

　2020 年 12 月 31 日までに、韓国の国会では妊娠中絶法の改正

がなされます。中絶罪は維持されつつも、中絶を事実上、全面的

に認める改正案が発議された状態です。これに対し、中絶を支持

する女性団体は中絶全面許容、中絶罪廃止を要求しています。何

人かの議員も、中絶全面許容案を骨子とする改正案を発議しまし

た。中絶罪の廃止を国会に出した国民の請願も 10 万を超え、国

会常任委員会は中絶罪関連法案を審議する際、この請願を検討す

るようになりました。現実は、胎児の生命を保護できる望みは全

く見えません。

　大韓民国は 1千万人以上のキリスト者がいます。大韓国民の中

で最も大きな組織は教会です。しかし、神の御言葉に真っ向から

挑戦することさえも対応しない、ということはあり得ることで

しょうか。

　70 ～ 80 年代、政府の産児制限政策の影響を受け、多くの家庭

が中絶をしました。暗に中絶が黙認されることによって「中絶は

罪である」という認識さえ、薄れつつあります。キリスト者も同

じです。多くの女性聖徒が中絶の経験をしているため、教会でこ

れまで言及できなかった部分でもあります。しかし、もはや私た

ちが生命を殺す中絶は罪だと悟らなければなりません。神の御前

に悔い改め、中絶をしていた家庭が回復され、これ以上、子孫が

罪の道を選ばないようにしなければなりません。

　教会は、もはや中絶はしません。

　教会は、『中絶は罪である』と教えましょう。

　教会学校から、生命教育に力を尽くしましょう。

　堕胎法改正まで、まだ時間が残っています。教会は、国家的罪

悪を無視せずに、関心を持って声をあげましょう。国会に国民の

請願を出し、関連機関に意見を提示するなど、いかなる形であれ

意見を示すことが重要です。家庭で、伝道集会で、青年部で、教
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会が一緒になり、街、教会の前、どこにおいても、胎児の生命を

守ろうとするキャンペーンは非常に効果です。

　イエス様も胎児としてこの地に来られました。今度の聖誕節

は、胎児として来られたイエス様を思い、すべての教会が共に、

自国に与えられたすべての生命が安全に出産できるよう祈りま

しょう。†




