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なわめと苦しみが私を待っている

　例年 1月になると、大方の人々は新年を迎えた希望

でいっぱいでした。ただ、今では新型コロナの心配か

ら、気が休まることがありません。新しいことに対す

るときめきに代わり、明日への不安で苦しんでいます。

私たちを待っているこの辛い状況にどう対処すればい

いのでしょうか。

　使徒パウロの姿勢から、その答えを見つけることが

できます。第三次宣教旅行を終えた使徒パウロは、エ

ルサレムに行く前に、エペソ教会の長老たちに別れの

挨拶をしました。そのとき、パウロは聖霊様をとおし

て、なわめと苦しみが彼を待っていることを知ってい

ました。 しかし、彼の心は、苦しみにする恐れでは

なく、イエス様から与えられた使命に対する情熱が充

満していたのです。

　パウロは「自分の走るべき行程を走り尽くし、主イ

イ・ヨンフン牧師

エスから受けた、神の恵みの福音を証する任務を果た

し終えることができるなら、私のいのちは少しも惜し

いとは思いません」と告白して、エルサレムに行きま

した。結局、そこで彼は濡れ衣で捕まり、ローマに連

れて行かれることになったのです。ローマに行く途中

では、嵐と毒蛇によって生命の危険にさらされました

が、神様が与えられた福音を証する使命を果たしまし

た。

　2021 年、苦難の日々が待っています。困難、疲労、

時には涙が出る時間を過ごさなければならないかもし

れません。しかし、すべてをあきらめ、恐怖と不安に

かられて、何の対策もしないままではいけません。一

年の始まりに、夢と希望を持って、神様からの使命を

信じてください。絶対的肯定の信仰で前進していく人

にとっては、2021 年も成功と勝利の年になるでしょ

う。†
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目標に向かって

チョウ・ヨンギ 
ヨイド純福音教会元老牧師

✿ 今日のマナ 　新年を生きる私たちの成功と失敗は、私たちがどのような目標

を持って生きるかにかかっています。それでは、どのように目標

を立てることができるでしょうか。切なる祈りの中で、神様に導

かれる必要があります。自分の貪欲と情欲で過分な目標を立て

て、すべてが叶うものではありません。目標には必ず期限を設け

る必要があります。何を、いつまでに、どのように行うかという

明確な計画が必要です。

　次に、目標に対する強い願いが必要です。希望と意欲を失った

人は、創造的な仕事をすることができません。目標を設定した

後、いかなることがあっても目標に到達するという熱い思いを

持って、あなたが目標の中に入り、その中で呼吸して生活すると

き、目標に到達することができます。目標に到達したあなたの姿

を想像し心に喜びを感じるとき、目標に到達する奇跡が起こるの

です。

　また、心の中に信念が生じるように祈ることが必要です。願い

を持って、主に夜も昼も叫んで祈り始めると、ある時点に到達し

たら心の中に平安が臨みます。神様が与えてくださる信仰の確信

は、いつも平安に私たちに近づいてきます。

　次に、失敗を恐れてはなりません。失敗は皆さんの骨組みを太

くして、信仰と人格を成長させます。失敗は皆さんに祝福を運ん

でくる車輪であることを忘れないでください。車が来れば車輪の

音が騒騒しくほこりっぽいですが、車の上には祝福の宝があるの

です。ですから、どのような失敗が迫ってきても感謝してくださ

い。感謝は失敗と苦難を乗り越えさせる梃子（てこ）なのです。

　愛する聖徒の皆さん、皆さんは神様が血潮で買い取った王であ

る祭司、神様の民です。前進してください。あなたの新しい年に

神様の祝福が満ち溢れるようにイエス・キリストの御名によって

切にお祈りいたします。†
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会	

愛に焦点を合わせて
生きる 2021 年
――	ローマ人への 13 章 8～ 10 節	――

　「互に愛し合うことの外は、何人にも借りがあってはならない。

人を愛する者は、律法を全うするのである。『姦淫するな、殺すな、

盗むな、むさぼるな』など、そのほかに、どんな戒めがあっても、

結局『自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ』というこの

言葉に帰する。愛は隣り人に害を加えることはない。だから、愛

は律法を完成するものである。」

　本文は、キリスト教倫理の核心を一言で著した御言葉です。愛

は、健康な人生、健康な家庭を築くための唯一なる鍵です。では、

愛によって生きるとは具体的に何を意味するのでしょうか。

　第一は、愛の負債を忘れずに生きることです。パウロは福音を

受容れたとき、自分がどれほど多くの人に愛の負債を負っている

のか悟ったと語っています。私たちがイエス様に会えたのも、多

くの信仰の先輩たち、つまり、宣教師、牧会者、伝道者、人知れ

ず福音を伝播するために命を捧げた人たちのおかげだというこ

とを忘れてはなりません。また、人生の中で負った父母への負債、

師匠への負債、兄弟姉妹や友人への負債、更には隣人への愛の負

債に想いを馳せれば、唯々感謝するしかないはずです。私たちは

あまりにも感謝することに無頓着になっていないでしょうか。職

場も突然降って湧いたわけではありません。上司を含め、多くの

先輩たちが築いてくれた場所です。旧約時代、節気を制定したの

は、感謝を忘れないためであるのと同時に、子どもたちの教育の

大切な手段でもありました。「もし、あなたがたの子供たちが『こ

の儀式はどんな意味ですか』と問うならば、あなたがたは言いな

さい、『これは主の過越の犠牲である。エジプトびとを撃たれた

とき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を過ぎ越して、われ

われの家を救われたのである』」。民はこのとき、伏して礼拝し

た。」（出エジプト 12:26 ～ 27）――過越は単なる休日ではなく、

神の御業に感謝する日なのです。ほかのことは忘れたとしても、

愛の負債は絶対に忘れてはならないのです。

　第二は、愛に焦点を合わせて生きることです。十戒は律法の一

部であり、全律法には 613 の戒めがあります。考えただけで、遵

守不可能だと感じます。しかし、律法を極めたパウロは、イエス・

キリストに出会ったことにより、律法の真の意味を悟ります。律

法を意識せずに、唯愛を実践することに全力を尽くせと言い切り

ました。愛を実践していれば、自ずと律法を守ることになるから

です。十戒を愛の観点から見てみましょう。真に神を愛するなら、

他の神をたてるはずはなく、偶像礼拝もみだりにその名を呼ぶこ

ともあり得ません。また、安息を守るのは当然なことです。人と

の関係において、愛する父母を敬うのは当然であり、愛する人を
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✿ イ・ヨンフン牧師の仕える現場

キム・ジョンホ	牧師	／社会福祉法人イェダム代表

私の人生の奇跡、主からの贈り物

殺すはずもありません。愛する人がいるのに愛人を作ることはな

く、愛する人のモノを盗んだり、相手を陥れるような偽証もむさ

ぼることもあり得ないのです。隣人を愛することは、すなわち、

律法を全うすることです。忘れてならないのは、私たちの愛の対

象となるべき隣人を神が愛しておられることです。

　第三は、イエス・キリストの服を着て暮すことです。端正な服

を着れば端正な行動を、敬虔な服を着れば敬虔な行動を、派手な

服を着れば派手な行動をするようになります。学生に制服を着せ

るのも、軍隊に入れば軍服を着るのも、警察官や消防士がそれぞ

れの制服を着るのも、すべて同じ理由です。だとしたら、私たち

がイエス・キリストの服を着たとしたら、どうなるでしょうか。

当然、イエス様に似ていき、イエス様のように考え、行動するよ

うになります。「あなたがたは、主イエス・キリストを着なさい。

肉の欲を満たすことに心を向けてはならない」（ローマ 13:14）。

実際、私たちが救いを得たときに、私たちの服は新調され、イエ

スの服を着たのです。クリスチャンはこの服を脱いではならない

し、脱ぐこともできないことを悟るべきです。ところが、私たち

は教会ではこの服を着ているのに、外に出ると世の服に着替えて

しまいます。私たちは、イエスの服を家庭でも職場でも事業の場

でも着ていなければなりません。「だから、あなたがたは、神に

選ばれた者、聖なる、愛されている者であるから、あわれみの心、

慈愛、謙そん、柔和、寛容を身に着けなさい」（コロサイ 3:12）。

主の服を着ることは、愛の服を着ることです。そうすれば喜び、

平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制の実を結びます。『小

さな者をもてなすことは、主をもてなしたこと』であると仰いま

した。小さな愛の実践を積み重ねる祝福された 2021 年、幸福な

2021 年になりますように。†

「孤児と未亡人と客に仕えなさい」

　青年時代、神学校在学中に私は主からある御言葉を頂きました。

「孤児と未亡人と客に仕えなさい」。最初は客というのが誰のこと

なのか分かりませんでしたが、しばらくして、客というのは障害

者のことだと神様が教えて下さいました。その時から、障害者と

孤児、高齢者に仕えるビジョンを抱くようになりました。ヨイド
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純福音教会の障害者大教区で 7年間働きながら、主から与えられ

たビジョンを打ち出すために様々な準備をしていきました。仕え

ることに役立てようと、時間がある時は社会福祉学を勉強し、社

会福祉士 1級の資格も取得しました。

15 年前は道路もなかった野原

　教会が建てられたここ（江
ガ ン フ ァ グ ン

華郡 江
ガンファウップ

華邑 龍
ヨ ン ジ ョ ン リ

井里）は、15 年前

は道路もない野原でした。社会福祉施設とイェウン教会を建設す

る中で初めて電気、電話、水道が通り、道路も新設されました。

ところが問題が生じました。障害者施設が入ってくるという話を

聞いた住民からの反対がひどくなり始めたのです。当時の私に信

仰がなかったら、建設をあきらめていたと思います。不可能に見

える状況に直面するたびに私ができることは、主からいただいた

ビジョンを抱いて熱心に祈ることだけでした。そのたびに力に

なってくれたヨイド純福音教会の祈りと支援がなかったら、今日

このイェウン教会はなかったでしょう。危機的瞬間を乗り越え、

ようやく教会が創立された時の感激は一生忘れることのできない

私の「感謝の題目」です。

私たちに与えられた「主からの贈り物」

　このように誕生したイェウン純福音教会と社会福祉法人イェダ

ムは、主が施してくれた「私の人生の奇跡」であり、私たちに与

えられた「主の贈り物」です。教会が心を尽くして障害者に仕え

ると、すべてが変わり始めました。少しずつ住民の心が開かれ、

今は地域社会で歓迎される教会となり、イェウン教会は創立 15

周年を迎えました。イェウン教会は、重度障害者の世話をする社

会福祉法人イェダムとイェダム職業リハビリテーション施設運営

に専念しながら、国内の未自立教会と宣教師を後援する健康な教

会としてリバイバルしました。イェダムは知的障害、脳病変障害、

身体障害を抱えている障害者の世話をしており、彼らが自立でき

るように、製菓・製パンとバリスタコースなどの教育に力を入れ

ています。イェダム職業リハビリテーション施設は合計 60 人の

障害者と 36 人の専門家が常駐できる施設ですが、現在 55 人の障

害者が共同生活をしています。

疎外された隣人に対するイ・ヨンフン牧師の真心

　特にヨイド純福音教会のイ・ヨンフン牧師に深く感謝を申し上

げます。忙しい中を訪問するのはたやすくないことをよく承知し

ておりますが、イ・ヨンフン牧師は、私が覚えているだけでもこ

れまでに九回以上、教会とリハビリ施設を訪問してくださいまし

た。しかも、来られるたびに力となる御言葉と激励を受けました。

そして、財政的なご支援も多くいただきました。

　イ・ヨンフン牧師は、普段疎外されている隣人と障害者への関

心が高く、イェダムに来るといつも障害者のために祈り、嬉しそ



　12 13　

うに談笑してくださいます。創立 15 周年礼拝の時は、肌寒い天

候の中をお越しになり、礼拝に参加した四人の障害者のために熱

心に祈ってくださいました。新型コロナウイルス防疫指針によっ

て、障害者の皆と会えないことを切なく思う姿を見た時、イ・ヨ

ンフン牧師の心が私に感動として強く伝わってきました。

イエスに似ていく人

　ヨイド純福音教会と多くの後援者の方々から頂くイェダムの家

族に対する継続的な関心と、温かい眼差しで見守ってくださるこ

とに感謝申し上げます。祈りとご支援がなかったら、私たちに与

えられた美しい花のような「主の贈り物」はとっくに枯れてしまっ

たことでしょう。

　ここに来られるすべての方々はみな「イエスに似ていく人々」

のようで、私の働きにも大きな慰めと励ましとなっています。今

後もイェダムの家族とイェウン純福音教会が主の中に堅く立つこ

とができるよう、後援者と読者の皆様の多くの祈りとエールをよ

ろしくお願い申し上げます。†
	 	 　　　　　　 （まとめ /ギムソンホン記者、写真 /ギムヨンドゥ記者）

　リーダーシップの著

書と講義で世界的に知

られているジョン・マ

クスウェルが、このよ

うな話をしました。

　「リーダーは自分の

位置よりも自分の人々

を愛しなければならな

い。」

　アメリカの第 16 代

大統領であるエイブラ

ハム・リンカーンには、

弁護士時代から彼を無

視して侮辱する政敵がいました。その人は有能な法律家であり政

治家のエドウィン・スタントンでした。彼は人々にリンカーンの

外観を嘲笑いながら、毒舌を浴びせました。

　「私たちはゴリラに会うためにアフリカに行く必要がない。イ

リノイ州スプリングフィールドに行けばリンカーンというゴリラ

に会うことができる。」

　リンカーンが大統領に当選した後でも「これは国家的災難です」

とリンカーンを攻撃しました。ところが、リンカーンが内閣を組

包容のリーダーシップ

 ✿ 霊的リーダーシップ
イ・ヨンフン		牧師／ヨイド純福音教会
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閣する時でした。要職である陸軍長官にスタントンを任命したの

です。驚いた参謀たちは彼の任命に絶対的に反対しました。

　その時リンカーンは「敵をなくす方法は殺してなくすのではな

く、愛で抱き友達にすることです」と言い、スタントンと共に国

難克服に力を注ぐ道を選んだのです。

　リンカーンが暗殺者の銃に撃たれ息を引き取ったとき、スタン

トンはリンカーンを抱きしめて号泣しながらこう言いました。

　「ここに最も偉大な人が横たわりました。 」

リンカーンを最も貶した人が、リンカーンを最も尊敬する人に変

わったのです。

罪人を招くために来られたイエス様

　リーダーには従う人、すなわちフォロワーが必要です。イエス

様も公生涯を始めてから弟子たちを呼び集めました。イエス様の

弟子たちは、ガリラヤの平凡な漁師や取税人など、社会的に認め

られなかった人たちでした。しかし、イエス様は、学識や社会的

地位に関係なく彼らを召され、受け入れました。

　弟子たちには性格が良い人もなかったのです。「雷の子」とい

うあだ名がつくほど短気だったゼベダイの子ヤコブとヨハネをは

じめ、イエス様を銀貨三十枚で売ったイスカリオテのユダのよう

な裏切り者もいました。その他にもユダヤの独立を夢見て極端な

政治的性向をもった熱心党出身のシモン、復活されたイエス様の

知らせを聞いても信じられず、その傷痕を見て触ってみなくては

信じられなかったトマスもいました。

　ところが、人類史上最も優れた指導者イエス様は、性格や背景

がバラバラな彼らをありのまま受け入れたのです。イエス様が彼

らを弟子として召したとき、彼らは皆イエス様に即座に従ったの

です。

　このように、包容力をもち受け入れる包容のリーダーシップは、

人の心をつかむ力があります。霊的リーダーは、自分の好みの人

だけを偏向的にひいきするではなく、どんな姿の人でも受け入れ

導くことのできる人です。

　当時の収税人とは、ローマ政府に代わって税金を徴収する人々

でした。ところが、彼らは法外な利息をとったり、人々の事情を

かまわず強圧的に税金を徴収したりしたため、人々から恨みをか

い、無視される存在でした。

　イエス様は、義人を招くためではなく罪人を招き悔い改めさせ

るために来られました。だから、罪人や収税人と付き合うことを

いとわなかったのです。

　イエスは答えて言われた「健康な人には医者はいらない。いる

のは病人である。わたしがきたのは、義人を招くためではなく、

罪人を招いて悔い改めさせるためである」（ルカ 5：31 〜 32）。

　律法に厳格に従ったユダヤ人たちは、このようなイエス様の包

容のリーダーシップを強く非難しました。

　ところが、パリサイ人やその律法学者たちが、イエスの弟子た

ちに対してつぶやいて言った。「どうしてあなたがたは、取税人

や罪人などと飲食を共にするのか」（ルカ 5:30）。

　このような非難にもかかわらず、イエス様の包容のリーダー

シップは広く限界のないものでした。イエス様は、当時、人格を

もつ人として扱われなかった子供たちを尊い者として扱い、女性

の人権を尊重し、ユダヤ人からさげすまれたサマリア人の女性と

も言葉を交わし福音を伝えました。

　このように包容のリーダーシップは、包み込むリーダーシップ

です。イエス様は誰もかばってくれない人に近づき、彼らとコミュ

ニケーションをとり、彼らの友人になりました。偏見ではなく、

人から疎外されたすべての人の心を抱いてくださいました。
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肯定的な自画像

　人々の目を避けて隠れて歩いていたサマリヤの女は、自分を受

け入れてくださるイエス様に出会った後、水がめをおき町に入り、

キリストを伝える者になりました。

　さて、この町からきた多くのサマリヤ人は、「この人は、わた

しのしたことを何もかも言いあてた」と証した女の言葉によって、

イエスを信じた。（ヨハネ 4:39）。

　初代教会の中では、異邦人に対する偏見がありました。キリス

トを信じる信仰の中で一つになったにもかかわらず、パリサイ派

出身の律法主義的クリスチャンは、異邦人にも割礼を行わせ、モー

セの律法を守るようにと主張しました。初代教会は、エルサレム

会議を通じて基本的な法令以外は異邦人に負わせないようにする

のが正しいという結論を下しました。

　しかるに、諸君はなぜ、今われわれの先祖もわれわれ自身も、

負いきれなかったくびきをあの弟子たちの首にかけて、神を試み

るのか。（使徒 15:10）。

　すなわち、聖霊とわたしたちとは、次の必要事項のほかは、ど

んな負担をも、あなたがたに負わせないことに決めた。それは、

偶像に供えたものと、血と、絞め殺したものと、不品行とを、避

けるということである。これらのものから遠ざかっておれば、そ

れでよろしい。（使徒 15：28 〜 29）。

　エルサレム会議の結論は、イエス・キリストの包容のリーダー

シップに従う決定でした。キリストの福音の中で人々は、背景や

社会的地位は何の問題になりません。世の中の偏見と固定観念は

人々を病ませ、抑圧と傷の中で疎外させます。真のクリスチャン

リーダーは、このような偏見を乗り越え、福音の中で肯定的な自

画像と新しい希望を与える人です。†

　私と妻はあまりにも違います。私は右利きですが、妻は左利き

です。妻は汁椀を左側に置くのが習慣になっています。たいした

ことではないのですが、そうした違いが気に障ります。

　さらに私は朝型で、早朝から動き始めます。朝寝坊をすると、

問答無用で怠け者だと思ってしまいます。ところが、私の妻は夜

型です。夜中も起きていて、明け方になってようやく眠りに入り

ふたを開ける賜物、ふたを閉める賜物

  ヒーリングフィールド、家庭｜ソン・ギルウォン 牧師
家庭生態学者、ハイファミリー代表、チョンラン教会担任

神様が賜物を与えられるのは、相手の心を騒がせ、傷つける武器と
して使用するためではありません。賜物は愛する人に仕えるための
贈り物です。
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ます。合うところが全くありません。

　私は使ったコップをすぐに洗います。いつでも使えるようにし

ておくためです。ところが、妻にはそれができません。食器棚に

あるコップをすべて使い切るまで洗わず、あとからまとめて一気

に洗って、疲れています。

正反対の私たちの夫婦

　私は事前に準備を済ませておきますが、そんな私と違って、妻

は出かける間際まで化粧で忙しいのです。近づいてみると実に見

苦しいです。化粧品の蓋という蓋はすべて開きっぱなしです。私

にはそれが我慢できません。思わずカーッと腹を立ててしまいま

す。

　それに私は約束の時間に遅れたことがほとんどありません。結

局、耐えられなくて聖書の御言葉まで持ち出しました。

　「イエス様が復活されたとき、亜麻布と頭に巻いた布を畳んで

から外に出られた。それはあなたのように片付けられない人に、

片付けが大事であることを言いたかったからだ。それが復活の最

初のメッセージだよ」

　このように妻を責めている時、天の声を聞きました。

　「それなら、片付けが上手なあなたがしなさい。この人ができ

ないから、あなたをそばにおいたのだ」

　大きな衝撃を受けた私は、考え方を大転換しなければなりませ

んでした。

賜物を発見する方法

　人々は「私の賜物は何だろう？」と知りたがります。しかし、

意外にも、賜物を知ることは簡単にできます。自分の中で生じる

不平や不満、まさにそれが賜物なのです。例えば、私の妻はもの

が元の場所に置かれなくても、紙くずが転がっていても、それが

気にならないのです。だから不便だとは思っていません。むしろ

踏んで歩き回ります。

　しかし、私はすぐに不快になり、腹立たしくなります。これは

私が整理整頓に優れた賜物があるという証拠なのです。神様が賜

物を与えられるのは、相手の心を騒がせ、傷つける武器として使

用するためではありません。賜物は愛する人に仕えるための贈り

物です。

　ちょうどその時、私が知った事実があります。妻には蓋を開け

る賜物があり、私には蓋を閉める賜物があるということを。それ

から妻に対する私の態度が変りました。妻が化粧すると座ってい

ると、私が近寄って聞きます。

　「これは使い終わった？　では、蓋を閉めるよ」

　今では私がすべての蓋を閉めてあげています。

　ところが、驚くべきことは、あれほどきつく言っても動かなかっ

た妻が変わりはじめたのです。それは妻が変化したのではなく、

私が変化したからそうなったのです。

　そのように気がついた私が好きな祈りがあります。

　私が若かった頃、神様に対して世の中を変化させる力を与えて

くださいと祈りました。でも、中年になったとき、人生がどれだ

けむなしく流れていくのかがわかるようになりました。それで平

安に生きられるように導いてくださいと祈りました。しかし、老

いて余生を振り返るようになった時、私は自分の愚かさに気づき

ました。私が今捧げる祈りは、私を変化させてくださいです。も

し私が最初からこのような祈りをしていたら、私の人生はもっと

変わっていたことでしょう。†
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世 の 光

 ✿ 神の国

　イエス様は、オリーブ山で驚くべきことを話されたことがあり

ます。

　「わたしは世の光である」（ヨハネ 8:12）。

　ギリシャ語の新約をみると、主の御言葉は「エゴ　エイミ　

フォース　コスモス」と記録されています。主はフォース――

「光」、つまり、人間社会及び全宇宙を照らすエネルギーであられ

ます。

　主はこの言葉をヘブル語で語られた可能性が高いです。

リバイブ・イスラエル（www.reviveisrael.org）創立者であり、國際ティクン
代表である。ラビ家庭のユダヤ人であり、アメリカ のハーバード大学を首
席で卒業した後、イエス様に奇跡的に出会った。 1991 年イスラエルに移住、
正統派ラビたちと共に長年の間聖書研究を続けながら教会とイスラエルの関
係、ユダヤ人と異邦人の間で和解とイスラエル回復のためのビジョンを持っ
て働いておられる。

アシェル・イントレーター  牧師・リバイブ・イスラエル	代表

　この主の言葉をヘブル語で聞いた人たちは、即時に世界を創造

されたとき、「やみが淵のおもてにあり」（創世記 1:2）を思い浮

かばせるはずです。その闇の中で、神は「光あれ」（創世記 1:3）

と言われました。そして、その光をご覧になり、「良し」（創世記

1:4）とされました。

　それゆえ、光はこの世においての「良いもの」を表します。世

とは「闇」を表します。メシヤなるイエスは、人間の罪の性質や

利己的社会の中で、神の肯定的かつ純潔なエネルギーをもたらさ

れます。まことの世の光となられたのです。太陽や星の光は、第

四日目にようやく創造されましたが、この点が非常に興味深いこ

とです（創世記 1:6）。

　第一日目の光は、霊的な光を象徴するものと見なされます。聖

書全体における『光』の主題は、メシヤを通してその満ちみちる

に至るまでつながります。

　ヨハネによる福音書 1章 1節には「初めに」とあり、ヨハネに

よる福音書 1 章 5 節には、このように記してあります。「光はや

みの中に輝いている。そして、やみはこれに勝たなかった」――

創世記 1章とヨハネによる福音書 1章の美しい対句です。神の完

璧な光が闇を突き破り入ってきたのです。
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　初期のメシアニックの預言の一つは、ガリラヤ周辺のナフタリ

とゼブルン部族の地（イザヤ 9:1）に住んでいる人々が、大いな

る霊的な光を目撃したと記されています。

　「暗やみの中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に

住んでいた人々の上に光が照った。」（イザヤ 9:2）

　マタイによる福音書 4 章 14 節において、イエスはガリラヤ海

岸カペナウムで罪の赦しと永生の喜びの知らせを宣べ伝え始めら

れた、と記されています。その光の源泉はイエス・キリストです。

その光は、福音の希望と救いのメッセージの中に含まれています。

伝わる光

　聖書のまた別のテーマは、メシヤの内にある神の光は、その方

を信じその方を通して神の霊が与えられた者たちの心の中に伝わ

ることです。イエス様は、ご自身が世の光であると言われました。

また、弟子たちにも「あなたがたは、世の光である」（マタイ 5:14）

と言われました。

　同様に、ヨハネによる福音書 1章 9節においても「すべての人

を照すまことの光があって、世にきた」と言われました。同一の

パターンに注目すべきです。イエス様は光であられるがゆえに（マ

タイ 4章）、私たちも光であり（マタイ 5章）、イエス様が光であ

るがゆえに（ヨハネ 1:4）、私たちにその光を照らしてください

ます（ヨハネ 1:9）。

　ここには燭台という象徴があります。「シャマシュ」という仕

えの蝋燭は、燭台の上の他の蝋燭を照らしてくれます。ヘブル語

で燭台は「メノーラー」と言います。メノーラーはモーセの幕屋

で最も重要な象徴の中の一つです。聖所には香をたく祭壇、供え

のパンとメノーラー燭台がありました（出エジプト 25:31）。多

くの場合、私たちは聖書のテーマがトーラー（モーセの律法）に

象徴、ないしは比喩で表現された後、預言書で解説され、新しい

契約においてその意味が詳しく現われているのがわかります。

　メノーラーが象徴であるという預言的意味はゼカリヤ書 3章に

示されています。大祭司ヨシュア（イエス）という名前とともに、

メノーラーが出てきます。彼は、メノーラーのそばに立ってサタ

ンに悪口を言われます。メノーラーの両側にはオリーブの木、あ

るいは木の枝が二つあります。

　二つのオリーブの木の枝があるメノーラーの風景は、実際現代

のイスラエル国家の象徴です。大型メノーラーのかけらは、イス

ラエルの国会の入口から見ることができます。

　二つのオリーブの木の枝の比喩は、ローマ人への手紙 11 章で

二つになった神の民を表し、より詳しく展開されます。すなわち、

イスラエルの残りの者と異邦人たちのエクレシアです。この姿は、

イザヤ 42 章 6 節、イザヤ 49 章 6 節など、預言書の延長線でもあ

ります。この二つの箇所は、イスラエルの残りの者を回復させる

だけでなく、「異邦の光」であられるメシヤの「任務」に対する

内容です。

神の民

　聖なる光が主なる神から、メシヤを通してイスラエルの民たち

に、またその次に全宇宙、世界の中に入っていきます。メシヤの

光を受けたイスラエルと異邦の民は共に、象徴的燭台であるメ

ノーラーになります。信仰の共同体――教会、つまり、エクレシ

アは燭台と同じです。

　「そこでわたしは、わたしに呼びかけたその声を見ようとして

ふりむいた。ふりむくと、七つの金の燭台が目についた。それら

の燭台の間に、足までたれた上着を着、胸に金の帯をしめている
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人の子のような者がいた」（黙示録 1:12 ～ 13）。

　「あなたがわたしの右手に見た七つの星と、七つの金の燭台と

の奥義は、こうである。すなわち、七つの星は七つの教会の御使

であり、七つの燭台は七つの教会である」（黙示録 1:20）。

　どれほど美しいことですか！ どれほど簡潔ですか！ どれほど

論理的ですか！どれほど奥深いですか！ 燭台であるメノーラー

は、イスラエルと全世界でメシヤなるイエスを通して聖なる光を

受けた神の民を象徴します。

　12 月は（北半球で）日照時間が最も少ない月です。この月に

ユダヤ伝統記念日である『ハヌカ（宮きよめの祭）』と、キリス

ト教伝統の記念日である『クリスマス』が一緒にあるということ

は、偶然ではありません。

　この二つの伝統の記念日は歴史的、事実的に不正確な面があり

ますが、これらの日に、まことの光が暗闇の中に入ってくること

は明確なテーマです。ハヌカにシャマシュ、蝋燭は他の八つの蝋

燭を照らしてくれます。クリスマスに、イエス様は世の中にお生

まれになった光としてあらわれます。ハヌカとクリスマスは、ユ

ダヤ暦とグレゴリオ暦による各記念日に当たる月、25 日に守ら

れることが興味深いです。創世記における 25 番目の単語は、『光 

。です『 רוא

　また、神の民は世間において預言的に、暗闇の中で神の光の源

泉であると絵描かれます。

　「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」（イザヤ 60:1 ～ 2）。

　ユダヤ人たちが歌う伝統的なハヌカの歌に、こういう歌詞があ

ります。「闇を追い出すため、私たちは来たのである。私たちの

手には光と炎がある。一つひとつは小さな光を放つだけだが、一

つになって共になるとき、私たちは強力な光となって闇を追い出

すであろう…」

　私たちは皆、この一年、全世界の中で悪と闇の霊がどれほど近

づいて来、広く行き渡ったかを感じました。しかし、私たちには

メシヤなる主イエスの光があります。私たちには復活の希望と愛、

生命、そして力があります。

　もはや暗闇の中から私たちが立ち上がるべき時です。この世に

イエス様のまことの光を示すべきです。イエス様は世の光になら

れます。その方が私たちの内におられます。イエス様の光は、私

たちを通してこの暗き世を照らされます。†
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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

私たちの内におられる
大祭司なるイエス

　「さて、わたしたちには、もろもろの天をとおって行かれた大

祭司なる神の子イエスがいますのであるから、わたしたちの告白

する信仰をかたく守ろうではないか」（ヘブル 4:14）。

　モーセを通じて幕屋製作をご指示なさった主なる神は、アロン

の家門を選び、彼の子孫に祭司の職分を任せ、代々に永遠の定め

とされました。

　「彼ら、すなわちアロンとその子たちに帯を締めさせ、ずきん

をかぶらせなければならない。祭司の職は永久の定めによって彼

らに帰するであろう。あなたはこうして、アロンとその子たちを

職に任じなければならない」（出エジプト 29:9）。

　イエス・キリストが十字架上で亡くなられる時、神殿の垂れ幕

が上から下に裂け、聖所と至聖所の境界がなくなりました。その

結果イエス・キリストの血潮によって、私たちは恵みの御座に直

接出ていけるようになりました。神殿となった聖徒一人ひとりの

内なる聖所には、アロンの位ではなく、メルキゼデクの位に等し

い永遠の大祭司となられたイエス・キリストが私たちと共にいて

くださいます。聖徒なる私たちが幕屋の器物の意味をひとつひと

つ覚えて祈っていく時、絶対に忘れてならないのは、私たちの内

に、私たちが告白する信仰の使者であり、大祭司となられた主イ

エス（ヘブル 3:1）が共にいてくださるということです。

内側の深い所にある至聖所に進んでいこう

　「その幕の内に、イエスは、永遠にメルキゼデクに等しい大祭

司として、わたしたちのためにさきがけとなって、はいられたの

である」（ヘブル 6:20）。

　この世のどの宗教の神々が、主イエス・キリストのごとく、贖

いの代価として、自分の命を差し出したでしょうか。この世のど

の神々が、自分を信じる者のため、いと高き方の御座の右に座し

て、私たちのためにとりなしてくれるでしょうか。考えてみましょ

う。永遠に信じる者たちの大祭司となられたイエス・キリスト以

外にはいません。

　イエス様を愛し、御言葉に従順する聖徒たちが幕屋の祈りをさ

さげ、深い内面にある至聖所に進む時、永遠の大祭司であり救い

主であるイエス・キリストがおられる真理を信じることは、私た
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ちの信仰と祈りの生活を、以前とは違う深さと高さの段階へと変

えるでしょう。

　「イエスは彼に答えて言われた、『もしだれでもわたしを愛する

ならば、わたしの言葉を守るであろう。そして、わたしの父はそ

の人を愛し、また、わたしたちはその人のところに行って、その

人と一緒に住むであろう』」（ヨハネ 14:23）。

　アロンの家門から祭司職を任じる際は、第一に水で体を洗い

清め（出エジプト 29:4）、第二に祭司の礼服（下服、エボデに属

する上着、エボデ、胸当、帯、冠）を着せました（出エジプト

29:5 ～ 6）。第三に油を頭にかけ（出エジプト 29:7）、第四に犠

牲の供え物 ････ 罪祭（出エジプト 29:10 ～ 14）、燔祭（出エジ

プト 29:15 ～ 18）、酬恩祭（出エジプト 29:19 ～ 25）をささげま

した（出エジプト29:10）。第五に血を注ぎかける儀式を行ない（出

エジプト 29:29 ～ 37）、第六に清い場所で七日間は聖別されなけ

ればなりませんでした（出エジプト 29:29 ～ 37）。

アロンの位とメルキゼデクの位

　大祭司の肩当には、イスラエルの 12 部族の名が彫ってありま

す。子らの名前を彫って肩に置いたということは、神の『力』と『能

力』によって私たちを守り保護してくださることを意味します。

『胸当』は祭司の胸についていますが、その中には神の御心を訊

ねた『ウリム』と『トンミム』が入っており、その表には、イス

ラエルの 12 部族を象徴する 12 個の宝石がついています。大祭司

の心臓の近くにイスラエルの 12 部族があり、大祭司は、主なる

神がイスラエルの 12 部族を常に思い出してくださるよう祈る役

割を担います。

　私たちの大祭司なるイエス・キリストは、やぎと子牛の血では

なく、ご自分の血によって、ただ一度、聖所に入り永遠の贖罪を

【大祭司の前での祈り】

　神様！ 神殿となった私の内に共にいてくださる、永遠の

大祭司なるイエス様の御前に出て行きます。

　イエス様は、私たちが告白する信仰の使者であられます。

私たちの内におられ、私たちの弱さをあわれむ大祭司であり、

すべてにおいて、私たちと同じ試みに遭われましたが、罪の

ないお方です。私を知っておられ、私が今受ける試みの苦難

と痛みを知っておられる主の御前に出て行きます。

　イエス様、主は聖く、悪も汚れもなく、罪人から離れてお

られ、天よりも高くなられたお方です（ヘブル 7:26）。私の

内におられる大祭司イエス様の聖さ、清さ、純潔さを教えて

くださいます。イエス様をよく知り、ならう者にしてくださ

い。

全うされました（ヘブル 9:12）。アロンの位の祭司は永遠ではあ

りませんが、メルキゼデクの位に等しい主イエス・キリストは、

私たちの永遠の大祭司であられます。私たちはその大祭司なるイ

エス・キリストを受け入れたのです。大祭司なる主は、私たちの

内に臨み、永遠に離れず、私たちと共に食し、飲み、親密に愛の

交際を持ち、私たちを同労者として招いておられるのです。私た

ちはイエス様によって本質的に、怒りの子から神の子になりまし

た。主の友となり、主の花嫁となったのです。この大祭司イエス

様が私たちの内に共にいてくださいます。
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　イエス様は、人間の造ったものではない、もっと大きく完

全な幕屋にて、やぎと子牛の血によらず、ただ一度、ご自分

の血をもって永遠の贖罪を全うし、聖所に入られました。私

も主の血潮によって力を得て、聖所、恵みの御座の前に毎日、

毎瞬間進んで行きます。私を恵みの御座に導いてください。

　イエス様は、ご自分の民として私たちを聖くするため、宿

営の外で受難に遭われました。私たちも、主の受難にあずか

る者になりますように。日々自分を捨て、自分の十字架を負

い、大祭司なる主についていけるように導いてください。

　私たちの永遠の大祭司、主イエス・キリストをほめたたえ

ましょう。大祭司主イエス・キリストと共に天の父なる神の

御座の前に大胆に進むことができる、聖く正しい人生であり

ますように。アーメン !†

暴風の中で
出会った
イエス

宣教地からの手紙

チャン・ヨセフ	宣教師／サンクトペテルブルク	テベリヤ教会

　「乗客の皆さんにお知らせします。強風により出港が明日に延

期されました」

　江原道東海港からウラジオストク行きのクルーズ船に乗って

出航を待っていた乗客に、突然のお知らせがありました。出港予

定時刻からすでに 30 分以上が経過した後のことです。客室内に

いた旅行客はお互いに見つめ合いながら戸惑っていました。東海

市の天気は快晴そのものでしたので、出港の延期が強風というこ

とに誰も信じられない様子でした。

　私は八人部屋で一夜を過ごすことにしたのですが、その日は私

を含めて四人の乗客が一緒になりました。この中で最も年齢が高

そうな方が、私たちは二泊を一緒に過ごすことになったのですか

ら、お互いに自己紹介をしましょうと提案してきたのです。彼が

最初に挨拶をすると、他の三人も名前、年齢、職業、出身地など

の自己紹介をしました。

船の中の四人

　60 代の革工場の社長、30 代半ばの機械エンジニアが二人、そ
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して私でした。私た

ちは、それぞれの計

画を持って、ロシア

に向かおうとしてい

ました。ところが、

突然二人の青年が口

論を始めたのです。

一人の青年が友人の

青年に向かって、「君

のせいで船が動かな

い」と言い出し、そ

れを聞いた友人は何

とも言えない表情を

していました。

　私が二人に事情を聞いてみますと、一人の青年が友人を指しな

がら答えました。「友人が次の日曜日に教会で洗礼を受ける予定

であったが、洗礼を拒否して、逃げるようにロシアに行こうとし

たので、神は怒って船が動かないようにした」と主張しました。

クリスチャンの彼は、ロシアへ行こうとする友達を聖書のヨナに

例えながら責めていたのです。すると、非難されていた友人がこ

のように弁明しました。「信仰のない私が洗礼を受けることに何

の意味があるのだ？」

　心が伴わない洗礼は受けたところで無意味というのです。する

と、クリスチャンである青年は「洗礼を受けてから、信仰は生ま

れるものだ」と主張し、未信者である友人は、「神がいるかどう

かもわからず、信仰もないのに洗礼を受けてどうするのだ」と反

論していました。さらに事情を聞いてみると、洗礼を受けること

になっていた青年の家族は、彼以外の全員が洗礼を受けたクリス

チャンでした。そのため、彼の母親は毎日早天礼拝に通い、息子

が救われて、洗礼を受けるように祈っているというのです。

　しばらく話を聞いていた最年長の方が「私たちの部屋には宣教

師がいるから、彼に聞いてみてはどうか」と提案してきました。

すると、二人の青年は私のところに来て、このような場合どうす

れば良いのかと尋ねてきたのです。

　私は、信仰がない洗礼は意味がないという友人は間違っていな

いと思っていました。本人が直接イエス様に出会わなければ、信

じられないだろうと考えていたのです。そこで、神様がいるかい

ないかという疑問は一旦取り下げて、今夜私が言うように祈って

みなさいと教えました。

　「イエス様、私を導いてください！　私を導いてくだされば、

私は従います」と。

船で出会ったイエス様

　このように教えたあと、イエス様がメッセージされるだろうと

青年に言いました。切なる心で祈れば、イエス様がいろいろなか

たちで答えてくださるから、疑わずにその状況を私に教えてくだ

さいとお願いしました。

　祈ったことがないから祈れないと言っていた青年でしたが、私

の話に素直に応じてくれました。私が教えた祈りがあまりにも簡

単であり、船が動かないことを母親は心配しているだろうから

と、母親のために祈ってから寝るとも言っていました。

　クルーズ船の中で過ごす夜は静かで暖かでした。早朝 5 時頃、

誰かが私の寝ているマットレスの上に座る気配を感じ、目が覚め

ました。祈ると言っていた青年でした。「主よ、私を導いてくだ

さい！」と祈って寝たところ、夜明けに不思議な夢を見たと言っ

ていました。イエス様に会ったのです。彼がアルバイトで夜のタ
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クシーを運転していたところ、イエス様が彼のタクシーに乗り、

彼の家がある仁川に向かうようにと言った、という夢でした。

　私は彼に「家に帰るのが、主の御心である」と言いました。そ

して、母親と家族があなたのために祈ってきたのだから、洗礼を

受け、信仰生活をするようにとも語りました。彼は夢にリアリ

ティーを感じていたようで、不思議なことだと驚いていました。

そして、最終的に彼はロシア行きを諦めることに決めたのです。

　次に最年長の方が自分の人生を語り始めました。彼は母胎信仰

で生まれ、釜山で革工場を経営していました。1990 年にロシア

が開放されてからは、革製品の輸出で大きな財を築いたものの、

交通事故に遭ってからは杖をついて歩くようになったようです。

今回ロシアに行く理由は、輸出の売掛金を回収するためだと言っ

ていました。ただ、彼は自分がなぜ障害者になってしまったのか

と、神様への不信感を募らせていました。以前は教会に熱心に通

い、牧師にもよく仕えていたが、なぜそのような苦痛と不幸が与

えられたのかと不満でいっぱいでした。

ロシアへ向かう

　しかし、社長の彼は、昨日と今日、船の中で分かち合った話と

青年の夢の話を聞いて何かを悟ったようで、過去のことを後悔し

だしたのです。彼が大金を稼げるようになった頃、ロシアに住む

同胞の困窮した生活を目の当たりにし、ウスリスクの村にたくさ

んの家を建てると神様に誓ったことがありました。ところが、大

金を稼げるようになってからは、ロシアの商人と毎晩酒を飲んで

遊んでばかりでした。神様との約束を完全に忘れており、ある日

売掛金を受け取りに向かう途中で交通事故に遭ったのでした。 

　これまでの彼は、神様との約束を破ったことを反省しないばか

りか、むしろ神様を恨んで過ごしてきました。ところが、やっと

自分が大きな過ちを犯していたことを悟ったのでした。悔い改め

の涙を流す彼の告白に、全員が粛然となりました。 

　しばらくすると、社長は私の巨大な荷物を指差しながら、何が

入っているのかと尋ねてきました。それはロシアの宣教先に暮ら

す裕福でない人々に渡す下着でした。宣教地の人々からは下着を

20 着買ってきて欲しいとお願いされていたのです。そこで、私

が市場で下着をまとめて購入したところ、その様子を不思議に

思った店主が質問してきました。私が諸事情を説明すると、店主

は感動し、私にしばらく待って欲しいとお願いしました。すると、

流行が過ぎて売れ残った下着がたくさんあり、私にすべてを差し

上げたいと提案してきたのです。下着にも流行があるのか？と思

いながらも、すべて新品でしたので、感謝の気持ちとともに受け

取りました。20 人分の下着のはずが、200 人に渡せる数に増えた

のです。 

　遠いところの嵐のために船が動かなかったことは、もはや問題

ではありませんでした。そのおかげで、一人の青年はイエス様と

家族のもとに帰ることになりました。一人の実業家は悔い改める

機会を得て、新生しました。この部屋に四人が泊まったことは単

なる偶然ではなく、神様の緻密な計画だと実感しています。 

　一晩の間に驚くべき変化が起こったものの、何も知らないかの

ように海では波が揺れているだけでした。目では確認できない道

を知っているかのように、クルーズ船は大海を進んでいました。

ロシアに向かう私の人生にも道が見えるわけではありません。し

かし、私が確信していることがあります。今までの私の人生を導

いてきたのは、ただこの一言であったのを実感しています。

　「主よ、私を導いてください！」 ――ただ、この一言でした。そ

こに道があって、光があって、命がありました。そして、これか

らもずっとそこに道があって、光があって、人生があります。†
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　YouTube には、「新天地」「神様の教会」「全能神教会」「救援派 (救

い派 )」など韓国の代表的な異端が投稿する動画であふれかえって

います。また、規模が小さい異端も非聖書的な「預言、啓示、終末、

いやし、陰謀論」をテーマにしながら、オンラインを積極的に活用

しています。

　コロナ時代のキーワードといえば「ディスタンス」です。ウイ

ルスから身を守るため、ソーシャルディスタンス ( 社会的距離 )

を取ることが強く推奨されています。握手とハグは親密さの表現

✿企画｜ 2021 最新異端布教トレンド

疫病の時代、
異端との

ディスタンス

タク・ジイル
釜山長老会神学大学	教会史	教授
月刊	< 現代宗教 >	理事長	兼	編集長

ではなく、暴力的な行為となりました。ジェスチャーで相手を配

慮する温かな行動が非常識だと誤解され、他人への干渉が少々過

ぎると「安全不感症のおせっかい」と嘲笑される世の中になって

しまいました。コロナウイルスの前後では、人間社会の関係は大

きく変わってしまったのです。

　コロナの流行初期に発生した大邱での新天地事件をきっかけに、

「異端」はこの時代におけるもう一つのキーワードとなりました。

「教理的論争」あるいは「縄張り争い」として片付けられてきた異

端問題が、社会の注目を集めるようになったのです。特に疾病管

理本部に提出した新天地の誤ったデータにより大規模な地域感染

が起きたあと、これらの新天地の行動が偶然起きたミスではなく、

教祖イ・マンヒとその組織を保護するための徹底した隠蔽工作だっ

たことが明らかになり、新天地は社会的に孤立しました。

　注目すべき事実は、新天地事件をきっかけに、韓国社会に潜ん

でいた異端へのトラウマが再び露出したことです。実際のとこ

ろ、これまでの大きな社会的事件に異端カルト宗教が関連してい

たことは、一度や二度のことではありませでした。しかし、毎回

偶然という言葉で片付けて、安易に対応してきたことも事実で

す。今日の異端と疫病の時代において、異端カルト宗教を警戒し、

予防することは、国家の安全につながります。

　異端は時空を超えて、ほえたけるししのように食いつくすべ

きものを求めて歩き回っています。「社会的距離」と「霊的距離」

が必要な世の中になりました。異端問題への関心と定期的な異端

予防教育によって「霊的なワクチン」を打つこと。親密な関係か

ら侵入してくる異端を防ぐための「霊的なマスク」を着用するこ

と。これらは常に忘れてはいけません。

もどかしい教会の社会的孤立
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　異端を批判する教会に向かって、社会は「あなたたちこそ頑張

りなさい」と冷笑的です。「異端対処」と「教会改革」はコインの

両面のようです。教会の歴史は異端との戦いの歴史であり、異端

との戦いを通して、教会の信仰と神学が確立されてきました。き

よく健全な教会こそが異端に効果的に対処することができます。

　教会史学者として特定時期の教会を研究すると、同時期に盛ん

だった異端の問題を見抜ける一方で、教会の問題点も垣間見るこ

とになります。最近の教会の社会的孤立を感じるなか、韓国の多

宗教社会においては異端と教会の境界があいまいになっている

という危機感を募らせています。最近の異端は「親社会的」活動

を通じた、クリーンで柔和なイメージを作ることに余念があり

ません。宗教の自由が保障された多宗教社会では、「異端と正統」

の区分よりも「社会的機能」のほうが優先的に考慮されます。も

し、異端が利他的な奉仕活動という羊の皮を着て社会活動する一

方で、教会が自己中心的な選民意識に囚われているならば、社会

はむしろ異端を好むことになります。

　極端な理念的・政治的フレームで覆われているこの時代におい

て、深刻な社会問題に対し、教会はそれらに対処できないばかり

か、分裂し合って無気力に立ちすくむばかりです。「私利私欲や

教権のための野合」ではなく、「イエス・キリストのための善き

連合」が切実に必要となっています。「伝えられているのはキリ

スト」（ピリピ 1:18）という告白を心に抱き、教派と教理を越え

た連合的な異端への取り組みが求められています。教会がきよい

姿で異端に対処できなければ、異端に向けた社会的批判はブーメ

ランとなって自分のところにいつでも戻ってきます。

オン &オフ 全方位的に惑わす

　疫病の時代、異端の誘惑は東奔西走の様子を見せています。

ソーシャルディスタンスが標準化された今の状況下では、異端は

大人しくしているように表面上は見えますが、水面下では活発に

活動を続けています。すなわち、オフラインでは静かにしている

だけで、オンラインではこれまで以上に積極的な布教、教育、統

制をしているのです。

　例えば、コロナが本格化される前から、新天地はオンラインコ

ミュニケーションを布教、教育、統制の場で効果的に活用してき

ました。すでに様々なスマホアプリを開発し、その活用ノウハウ

を蓄えてきた新天地にとって、コロナの状況は危機ではありませ

ん。むしろ、オンライン上に仕掛けた誘惑的なコンテンツを使っ

て布教する絶好の機会となっています。その一方で、オンライン

を利用した信徒への継続した教育も進んでいます。もしかする

と、画面越しのほうが、信徒たちの一挙手一投足を監視でき、指

示や統制がしやすいのかもしれません。コロナを機に「探し回る

異端」から「待ち伏せる異端」に変異しているのです。かつては

街中やカフェ、学校などに出かけていって人々を捕まえてきた異

端が、今では YouTube を始めとしたオンライン上に高品質の興味

深いコンテンツをアップロードしておき、訪問者を待っていま

す。教会のインターネット礼拝が終わると、オンラインコンテン

ツに手を伸ばすクリスチャンが増えています。非聖書的なコンテ

ンツであることを見抜けないと、異端ウイルスに感染する危険に

自ら飛び込んでいることになります。

　家族がそばにいても安全な時代は終わりました。家族がそばに

いたとしても、手にしているスマートフォンを介して、自ら異端

のもとに行ってしまうのです。そして、異端に捕らわれてしま

い、思い通りに洗脳されてしまう事件が多数発生しています。さ

らに、異端に惑わされた青年たちが軍に入隊することで異端から

隔離されるとしても、オンラインをとおして教育と統制が続くほ
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か、同僚兵士たちへの組織的な謀略布教も可能にしています。

　オンライン空間は異端の主な活動の拠点となりました。異端は

自分たちの正体を隠したまま、良質のコンテンツと親密感を武器

に接触の機会を狙っています。YouTube には、「新天地」「神様の

教会」「全能神教会」「救援派 ( 救い派 )」など韓国の代表的な異

端が投稿する動画であふれかえっています。また、規模が小さい

異端も非聖書的な「預言、啓示、終末、いやし、陰謀論」をテー

マにしながら、オンラインを積極的に活用しています。これらの

基本的な情報さえも不足している状況では、この「オンライン異

端」は異端問題のもう一つの死角となっています。

地域基盤のワンストップ異端相談・治療回復センターが必要

　異端は新天地だけではありません。「潜在的な危険性」を持っ

た大小様々な異端があちこちに出現しています。問題の発生後に

関心を持っても後の祭りであり、そのような事後対応は何として

も避けるべきです。予防と警戒に焦点を当て、マクロ的な視点で

の異端対処戦略が必要となっています。

　第一は、教団や連合団体中心の異端への取り組みから、「地域

中心の異端対策」に切り替えることです。最近、異端らの各地域

に最適化した布教方法と成長戦略が新しいトレンドとして登場

しています。教会の異端対策においても、各地域にキリスト教連

合や教会が連携して進める「地域基盤」の組織的な運営が必要で

す。地域理解をベースにした、迅速な異端予防と被害相談は、効

果的な異端への対策となります。一回の訪問で相談、治癒、回復

までを担う「ワンストップ異端相談・治療回復センター」の確立

が地域別に必要です。

　第二は、戦略的な変化です。コロナ時代の異端への取り組みは

「非難と分離」を超えた「いやしと回復」を目指すべきです。約

24 万人の新天地信徒たちのうち 1％が脱退しただけでも 2400 人

です。果たして教会に彼らを受け入れる準備ができているのかど

うか心配です。新しい魂の救いと同じように、道に迷った羊たち

の回復も重要です。

　異端脱退者とその家族が安心して、躊躇せずに助けを求めるこ

とができる方案を講じなければなりません。これからは「新天地

OUT」の代わりに「新天地被害からの復帰サポート可能」という

ステッカーが教会の入り口に貼り付けられる必要があります。

　第三は、オンライン異端対策です。異端の洗練された誘惑的

なコンテンツに応戦できる人材の確保と質の高い福音コンテン

ツが必要となります。そして、新しい人材を養成するのと同時

に、現在の教団総会および連合機関で活動する人的資源をネット

ワーク化して活用することもできます。すでに個人あるいは教会

で活発に活動している創造的なクリスチャンユーチューバーが

多数存在しています。また、自分たちで新たに作るのではなく、

アウトソーシングすることも可能と覚えておく必要があります。

　例えば、私たちの月刊『現代宗教』を介すると、最新の異端関

連の情報を国内外どこでも無制限に入手することができます。し

かし、残念ながら『現代宗教』の記事と研究結果が無断で流出・

盗用されるばかりか、販売まで行われる非倫理的な事例が発生し

ています。そのため、『現代宗教』ではすべての資料と記事を韓

国教会と共有・提供する準備を進めています。

　大韓帝国末期、コレラを撲滅するために先頭に立った教会が国

民の希望とされたように、韓国教会は「異端と疫病の時代」に終

りを告げさせるための善き戦いを勝たなければなりません。マス

クを外して互いに抱き合う日を待ちわびるように、教会が社会の

信頼を回復し、神と国民の誇りとして再び立つその日を待ち望ん

でいます。†
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　私は小学校 6年生の時に初めてギターに触れました。父が誕生

日プレゼントでくれたセゴビアギターでした。だから中学時代か

ら本格的にギターの練習をしましたが、その道は本当に遠く険し

かったです。当時は両親が神学の勉強を遅れて再び始めたせいで、

伯父宅にある小さな部屋で弟と一緒に住んでいました。しかしギ

ターを弾くと従姉がうるさいというのでした。確かに私が聞いて

も当時はひどい音でした。

　幸いなことに何かを始めるとすぐにはあきらめない性格のおか

げで、ギターの塾も、先生も、ろくな教材もなく、独学でギター

を学んでいきました。少しずつギターの実力が上達し、高等部と

✿ 狭き門、狭き道
カン・サン 牧師／十字架教会＜御言葉の前に立つあなたに＞著者

青年部時代に伴奏と賛美の導きをして、路傍伝道にも出てギター

演奏をしました。

賛美の同労者　

　いつのまにか軍隊に入隊し厳しい生活をしていましたが、軍隊

生活を約 6ヶ月程度残していた先輩がギターを学びたいというの

で、熱心にギターを教えました。教えることに本当に最善を尽く

しました。その先輩が軍隊を卒業する時、感謝の気持ちから、私

にとても良いギターをプレゼントしてくれました。後になってそ

のギターを修理しに職人に持っていきましたが、そのギターを注

意深く触った職人が、このギターは日本のとても良い木で作られ、

さらにエイジング（年月が経つにつれ、使えば使うほど音が良く

なる現象 )がとてもよくて、非常に優れたギターであると何度も

賞賛していたことを思い出します。

　軍隊生活の間、軍隊教会で礼拝を導きながらプレゼントされた

そのギターで伴奏し、軍隊卒業後の神学校の副教役者で生活して

いた 10 年の間も、私は行く先々で賛美の同労者に仕えました。

妻が辛いときも家で演奏したり、遠く家庭訪問に行く時も賛美の

伴奏をしたりしました。やがて、教会を開拓するようになり、ピ

アノもピアノ伴奏者もいなかったので、ギターですべての礼拝の

伴奏をしました。私は本当にそのギターを大事に扱い、そのギター

の音をあまりにも愛していました。

神は再びくださる

　そうしているうちに、開拓した教会に青年が一人、二人と入っ

てきました。その内の一人の青年がギターを弾きたい、ギターが

あなたに与えられた
尊い贈り物の前で



　44 45　

欲しいと言うので、その青年の誕生日に、私は自分のギターをプ

レゼントしました。ギターをプレゼントする時に、そのギターの

歴史を説明しました。私にとってはとても大切なギターなので大

切に扱って欲しいと何度もお願いしました。特に、ギターを弾か

ないときは、絶対にギターを立てて置かず、ギターケースに保管

してくださいと繰り返し伝えました。

　しかし、そのギターをプレゼントしてから数週間後、その青年

は私がプレゼントしたそのギターの首が折れたと言ってきまし

た。そのギターを壁に立てて置いたが、倒れてしまいギターの首

が折れたと言ってきたのです。悲しかったことは、私にとって貴

重なギターを壊したにも関わらず、全く申し訳ない表情も言葉も

なかったことでした。どうせプレゼントされたのだから、今は自

分のものであるかと言わんばかりだったのです。私がそのギター

との特別な思い出があり、とても美しい音が出ること、そしてど

のように扱うべきかを何度も説明したのでしたが、その青年は

それを気に留めていなかったようでした。そのギターが私の側に

あったなら、今も美しい音を出すことができたでしょう。そして

後に私の子供たちに遺産として渡すこともできただろうに、プレ

ゼントしてから数週間後に、そのギターは使えなくなってしまい

ました。

　随分と昔の出来事なのに当時のことを思い出すと涙が出ます。

私はその青年が何気ない顔で、ギターが壊れた話をしていた瞬間

の表情を忘れることができません。当時私は、二度と大事なもの

をあのような人間にプレゼントしないと誓いました。

　しかし、神様は私の思惑とは異ります。神様は私たちに改めて

2021 年という新年を贈り物として与えられました。2020 年を台

無しにして生きてきた人たちにも全く同様に、神様の忠実な愛を

込めた新たな時を私たちにくださったのです。放蕩息子の父親と

同じ気持ちで再び手を差し伸べ、ヨナのときの神様のように私た

ちにチャンスを与えられました。1 タラントを受けた人のように

何もしないのではなく、2 タラント・5 タラントを受けた人のよ

うに白い画用紙を美しい絵で満たし、調弦されたギターのように

貴重な響きを込めているのです。

　神様がプレゼントされたのは時間だけではありません。私たち

が、あまりにも当たり前のように考えている夫婦、兄弟、姉妹、

家族をはじめ、職場や学校や教会もそうなのです。昨日を簡単に

忘れてしまう中で、まるで当然のように明日が与えられています。

熱心に食事を準備したり、見えないところをきれいにしたり、会

社のつらい業務も耐えたり、苦痛もある生活を経験したり、暮ら

しの限界を乗り越えさせられたりしている中で、実は私たちには

多くのものが与えられているのです。

　神様は、私たちの思案の中に新しい考えを、新たなビジョンを、

新しい希望を与えてくださいます。ただし、それらはいつも完成

された形ではなくて、パズルのように、あるいは彫刻前の大きな

石と木のように来るものです。ですから、神様から与えられたも

のを尊く思い、主が私たちに任せられたものを美しく守るだけで

はなくてもっと立派に育てなければなりません。

新たに得られた機会

　愛する私の子供たちに私のギターの話をしたことがあります。3

人の子供たちは、大事な物をもらった青年の愚かな態度に怒り、

悲しんでいました。しかし、私は怒っている彼らにこう言いました。
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　「ところで君たちは神様、あるいはお父さんが与えた贈り物の

中でそのようにゾンザイにしたものはないのかい？」すると子供

たちの目は恥ずかしそうになりました。私は続けて言いました。

「それでも神様がもう一度、その贈り物をしてくだされば、どう

するかい？」子供たちにはそれぞれに言いたいことがあるように

見えました。私は最後に言いました。

　「そう、まさにその心を持って人生を生きなさい。その心を忘

れず、その新たに得られた機会の尊さを忘れず、再び美しく生き

ようとする気持ちを忘れず、何よりも君たちに大切なものを改め

て与えられる神様の心を忘れてはならない。パウロがテモテにお

願いしたように、神があなたたちに任されお願いした美しいもの

を守りながら生きなさい（Ⅱテモテ 1:13）」。†

 




