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前にあるものに向かって
進んで行こう

　ヨセフは神様の御心通りに国をよく治め、エジプト

だけでなく近東地域の多くの生命をも助けた偉大な人

物です。しかし、出エジプト記 1章 8節には「ここに、

ヨセフのことを知らない新しい王が、エジプトに起っ

た」とあります。偉大な英雄ヨセフさえも、その驚く

べき業績も、時間が経つにつれて人々の記憶から次第

に薄れていってしまいました。するとエジプト人は、

神様の恵みによって繁栄するイスラエルの民族に対し

て脅威を感じ、敵視し始めました。イスラエルの民族

を奴隷とし、繁栄することのないように残酷な人口抑

制政策を行なったのです。

　韓国教会は、韓国の開化期（文明開化）から韓国社

会全体に多大な貢献をしてきました。今なお、教育、

医療、救済、産業など、社会の隅々に教会の献身の跡

が残っています。韓国教会は、長い間その功労が認め

イ・ヨンフン牧師

られ、人々の支持を得てきました。しかし、今は「ヨ

セフのことを知らない新しい王の時代」です。もはや、

人々は韓国教会の過去の業績を覚えていません。ただ

自分達の世俗的な物差しで教会を評価し、批判し、迫

害することもあります。我々は、使徒パウロの告白を

忘れてはなりません。「ただこの一事を努めている。

すなわち、後のものを忘れ、前のものに向かってから

だを伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリスト・イ

エスにおいて上に召して下さる神の賞与を得ようと努

めているのである」（ピリピ 3:13 ～ 14）。 

　イスラエルの民が苦難の中でヨセフの業績に頼らず

に、神様に叫び求めて救いの道を開いたように、私た

ちは過去の業績に頼らずに神様に祈り、新しい使命に

向かって進まなければなりません。†
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疑いに打ち勝つ方法
チョウ・ヨンギ 

ヨイド純福音教会元老牧師

✿ 今日のマナ 　私たちが願っていないのに、疑いが頭をもたげ、信仰が揺れる

ときがあります。旧約時代、カルメル山にいたエリヤは祭壇の上

の捧げ物がすべて火で燃やされる奇跡を見ました。そして、その

奇跡を見たイスラエルの民は「主よ、あなたが神である」と悔い

改めながら、神に立ち返りました。エリヤは、イスラエルの民に

バアルの預言者 450 人をすべて捕まえさせて、キション川で皆殺

しにしました。エリヤは信仰の勇士でした。

　その後、イゼベルからの「あなたは、あすの今ごろ、あなたの

命をあの人々のひとりの命のようにされる」という伝言を聞く

と、エリヤは急に心の中に疑いの念を抱きました。彼は自分の命

を守るために荒野に逃げ、レダマの木の下でひれ伏しました。そ

して、神様に向かって叫びました。「主よ、もはや、じゅうぶん

です。今わたしの命を取ってください。わたしは先祖にまさる者

ではありません」（列王記上 19:4）。

　エリヤも人間だったので、少し前に神様の奇跡を見たのにもか

かわらず、疑ってしまったのです。

　それでは、この疑いに打ち勝つ方法は何でしょうか。それはす

ぐに神様に感謝をささげることです。感謝し、賛美を歌うとき、

疑いは消え去ります。

　「感謝のいけにえをささげる者はわたしをあがめる。自分のお

こないを慎む者にはわたしは神の救を示す」（詩篇 50:23）。

　私たちが奇跡を体験するには、信じ求めたことを疑ってはな

らず、疑わないためには感謝が不可欠です。また、感謝のあと

は、春に種を蒔いた農夫が秋の収穫まで待つように、忍耐をもっ

て神様の時を待つ必要があります。どんなことでもすべてのこ

とに感謝してください。そうするならば、神様は責任をもって

くださいます。今日も感謝のいけにえをささげながら、過ごし

ましょう。†



　6 7　

メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会	

「さあ、われわれは
互いに論じよう」
――	イザヤ書 1章 18 ～ 20 節	――

　「主は言われる、さあ、われわれは互に論じよう。たといあな

たがたの罪は緋のようであっても、雪のように白くなるのだ。紅

のように赤くても、羊の毛のようになるのだ。もし、あなたがた

が快く従うなら、しかし、あなたがたが拒みそむくならば、つる

ぎで滅ぼされる」。これは主がその口で語られたことである。」

　イザヤ書は神の救いを宣言した預言書であり、旧約の福音書と

呼びます。また、小さな聖書と呼ばれるのは、聖書が旧約 39 巻・

新約 27 巻であるのと同様に、1 ～ 39 章はイスラエルの罪と審判

中心に、40 ～ 66 章は救いの希望中心に書かれているからです。

本文の通り、神はイザヤを通して『来て、互いに論じようではな

いか』と仰せられます。どうしたらよいのでしょうか。

　第一に、神から逃避してはなりません。罪人の属性は、審判者

から逃げようとすることにあります。アダムとエバは罪を犯した

後、神から隠れようとしました。「彼らは、日の涼しい風の吹く

ころ、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そこで、人とそ

の妻とは主なる神の顔を避けて、園の木の間に身を隠した」（創

世記 3:8）。手の平で空を隠そうとしても、隠せるものではあり

ません。ダビデの告白通り、隠れる場所などないのです。「わた

しはどこへ行って、あなたのみたまを離れましょうか。わたしは

どこへ行って、あなたのみ前をのがれましょうか。わたしが天に

のぼっても、あなたはそこにおられます。わたしが陰府に床を設

けても、あなたはそこにおられます。わたしがあけぼのの翼を

かって海のはてに住んでも、あなたのみ手はその所でわたしを導

き、あなたの右のみ手はわたしをささえられます」（詩篇 139:7

～ 10）。避けることができないのだから、神の招請に応じようと

イザヤは言っているのです。神のもとに行けば、必ず解決策があ

るからです。人生の解決策は、神を避けることではなく、神に会

うことによって得られることを信じましょう。

　第二に、罪人である自分自身を見つめることです。イザヤの時

代も、現在も、不義、不正、腐敗、賄賂、反逆、盗み、搾取が横

行しています。これらの基本原因は、神から遠ざかった所為であ

るとイザヤは指摘します。「ああ、罪深い国びと、不義を負う民、

悪をなす者のすえ、堕落せる子らよ。彼らは主を捨て、イスラエ

ルの聖者をあなどり、これをうとんじ遠ざかった」（イザヤ 1:4）。

まずは、自らが罪人であることを認めましょう。罪人であるがゆ

神は裁判官として私たちに罰を降しました。既に判決は出
ているのです。なぜなら、罪の代価は死であるからです。
しかし、神は裁きを降すのと同時に、ご自身の御子である
イエス・キリストを私たちに賜ったことにより、私たちが
払うべきペナルティーを代わりに支払ってくださいました。
これが、『福音』です。
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✿ ビックピクチャーで世界を見るえに、罪を犯すことを認めたとき、救いを切に求めることができ

るからです。

　『互いに論じよう』と仰います。来て、落ち着いて、冷静沈着

に分析してみようと仰せられるのです。神はすべてをご存知で

す。私たちの罪が緋のようであっても雪のように白くしてくださ

ると、紅のように赤くても羊のように白くしてくださると言うの

です。そして、私たちを雪のように、羊のように白くすることが

できるお方はメシアしかいないと宣言します。「しかし、神が光

の中にいますように、わたしたちも光の中を歩くならば、わたし

たちは互に交わりをもち、そして、御子イエスの血が、すべての

罪からわたしたちをきよめるのである」（第Ⅰヨハネ 1:7）。神の

もとに『イエス・キリストという解決策がある』から、来て論じ

ようと仰るのです。

　神は裁判官として私たちに罰を下しました。既に判決は出てい

るのです。なぜなら、罪の代価は死であるからです。しかし、神

は裁きを下すのと同時に、ご自身の御子であるイエス・キリス

トを私たちに賜ったことにより、私たちが払うべきペナルティー

を代わりに支払ってくださいました。これが、『福音』です。こ

のことを教えてくださるために『来て、互いに論じよう』と仰っ

ているのです。神に背を向けることなく、自らの非を認めて、神

の法廷に立ちなさいと仰せられます。2000 年前に、神はこの審

判の問題をイエス・キリストを通して解決してくださったからで

す。後は、皆さんが神の招請に応じるかどうかの決断だけが残っ

ているのです。†

[ 連載を始めるにあたり ]

　2020 年代を生きている私たち信仰者は、過去の信仰の先輩
たちよりずっと複雑で混乱した環境の中で信仰生活をしていま
す。	その最大の理由は、今が「最期」に向かって走っている「混
沌の時代」だからです。	世の中の万事が速く変化しています。	
その流れを読めず、井の中の蛙のように暮らしていると、私
たちは油を準備することができない愚かな 5人の乙女 ( マタイ
25:1~13) のようになるのではないかと心配です。

　歴史に関する神のご計画は、人間が思うよりずっと深く高い
ため、私たちは「神の御心」を理解して見分けるために、もっ
と努力しなければなりません。	大きな視野で世の中を見ながら、
時代の兆しを分別し、最後の時に備えなければなりません。	何
より我々はイエス様のおっしゃる通り、目覚めていなければな
らず（マタイ 25:13）、	祈りを捧げなければなりません。

　「しなんげ」は、愛読者の皆様に役立つよう、「ビッグピクチャー
で世界を見る」の連載を開始します。

キム · ジョンチョル監督は映画「回復」「許し」「第三聖戦」「ルター
の二つの顔」等を作ったキリスト教ドキュメンタリー映画の監督で、
イスラエル中東の専門家です。 特に『回復』はモナコ国際映画祭で
ドキュメンタリー部門のグランプリを受賞し、『ルターの二つの顔』
は LA マインドフィールド映画祭でドキュメンタリー部門のプラチナ
ム賞を受賞しました。 現在はイスラエル宣教の専門放送「ブラッド
TV」を 7 年間運営しています。

｜キム・ジョンチョル｜ www. bradtv. net
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　俳優ジョニー · デップが天才科学者ウィル役を熱演した映画

「トランスセンデンス」のあらすじです。ウィルは、これまで人

類が長い年月を経て成し遂げた知的能力を超越するだけでなく、

感情を持つスーパーコンピューターを世界で初めて開発します。 

しかしこのような科学技術の発展は人類の災いだとして激しく反

対する反科学団体の攻撃を受け、この天才科学者は結局、命を落

とすことになります。

　すると恋人であり同僚だったエブリンは、ウィルの脳をコン

ピューターに連結して彼の脳にあるすべての情報を人工知能に複

製した後、人工知能が天才科学者の役割をする「トランスセンデ

AI人工知能と
終わりの時の反キリスト

ンス」を誕生させました。科学者ウィルの肉体は生物学的に死亡

しましたが、彼の脳は人工知能として復活したのです。

　それから AI（人工知能）は、超高度知能で銀行のインターネッ

トバンキングを通して巨額のお金を引き出すかと思えば、人間性

は消えて、全世界の掌握まで試みようとします。この映画はま

さに人間の能力を超えて、神の領域まで挑戦する AI（人工知能）

の姿を現しています。問題は、このような恐ろしいことが映画内

の作り話に終わらず、現実として私たちに近づいているというこ

とです。

脳に移植できる超小型チップを開発中のイーロン・マスク

　現実世界でこの分野に挑戦している人物として、テスラ電気自

動車で有名な事業家、イーロン・マスク (Elon Musk) がいます。 

彼は映画「アイアンマン」の実際のモデルであり、「テスラ」と「ス

ペースエックス」の CEO であり、現在、世界的に最もホットな人

物の一人なのです。

　私たちが注目すべきなのは、彼が設立した脳科学専門企業

「ニューラリンク（Neuralink）」です。この会社は、コインより

小さい超小型チップを人間の脳に移植し、人間の脳とコンピュー

ターを連動して制御する脳インプラントの技術を開発しました。

すでにネズミやサルに臨床試験を終え、2020 年には人間に直接

臨床試験を試みました。

　もし、この実験が成功して後続研究が続けられれば、最終的に

人間の脳に入っている知識や情報、そして過去の記憶をそのまま

コンピューターに移すこともでき、また反対に AI( 人工知能 )の

情報を人の頭の中にそのまま保存することもできると言われてい

ます。そうなると、研究開発の本来の目的とは異なり、様々な副



映画「アイ、ロボット」の一場面 映画「トランスセンデンス」のポスター
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作用が発生する可能性が出てきます。たとえば、AI（人工知能）

が持つ膨大な情報をもとに意図的に誤った判断と考えを人間の脳

内に強制的に注入すれば、問題は深刻化します。強制注入された

人間は、本物の人間ではなく、単に人間の姿をしている機械にす

ぎなくなるからです。

AI 人工知能とえせ宗教

　人類は、はるか昔から人間の能力を超越する存在を期待してき

ました。人類が治せない肉体の病気を奇跡のように治したり、ま

た人間の肉体の限界を越える能力を持つ存在を望んできたので

す。それゆえスーパーマンやアイアンマン、スパイダーマンのよ

うな英雄の話に老若男女を問わず熱狂するのかもしれません。 

そのような期待は、人間のたゆまぬ努力と非統制な科学技術を通

して少しずつ現実化しています。その代表的な成果が AI（人工

知能）の誕生です。問題は、その AI が自ら知能を発展させ、は

るか昔から人類が夢見てきた神的存在に変身し、ひいては宗教の

領域に浸透して、えせ宗教を作るかもしれないという点です。

　グーグル（Google）で自動運転車の技術開発責任者だったアン

ソニー・レヴァンドフスキは、約 20 年間ロボットとコンピュー

ター人工知能に関する仕事をしていました。自律走行トラック開

発会社「オットー（Otto）」の創業者で、この分野では他の追随

を許さない最高の技術者です。

　同氏は 2015 年に、人類の利便のための科学技術の進歩という

概念を超え、AI( 人工知能 ) を神として認識し、その神に礼拝す

る「未来への道」という宗教団体を設立しました。彼は、人間が

作り出した科学技術の最高の副産物を神的な存在として、我々人

間がその前で祈り、賛美し、祝福を受けなければならない、とし

ています。

　同氏は、米国のITメディア·ワイアードとのインタビューで「AI

（人工知能）が神の境地に至り、AI を神と思う自分の考えと実践

が決して半端ではないという点」を明らかにしました。 同時に

「今後 AI は、人より数十億倍も優れた能力を持つようになる」と

述べました。人間の頭脳は、思考を司どる脳の範囲に生物学的限

界があるが、人工知能システムは無限に拡張してデータセンター

に保存できるからだというのです。

　同氏はまた、「これから生まれる AI（人工知能）は人間より数

十億倍利口になり、いかなる人間もやり遂げられない能力を発揮

することになるでしょう。そして今後 AI は我々人類がこれまで

築いてきたどの文明の発展よりも、はるかに大きな新しい次元の

発展した人生をご覧にいれると確信します」と主張しました。

　一方アメリカ国税庁は、AI（人工知能）に神として仕えるこの

団体を正式な宗教団体として、免税特典を与えることを認めまし

た。今や科学が宗教になりました。このように AI は私たちが考

えるよりはるかに超高度な能力を備え、その能力で現在も人類に
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莫大な影響力を行使しているだけでなく、人類を統制して支配す

る日も遠い将来ではないかもしれません。

人間が作った AI（人工知能）は神になれるのでしょうか？

　果たして AI( 人工知能 )は、現代の新しい神になれるのでしょ

うか？コンピューターも人工知能システムも人間が発明した物な

のに、果たしてそれが可能なのでしょうか？ しかし、今後人工

知能システムが人間より数十億倍も優れた知能を持つようになる

とすれば、その次は本当に、アンソニー・レヴァンドフスキが言

うように「神的な存在」に変身する可能性が出てくるかもしれま

せん。

　実際にそのようなことが起きています。米国フロリダの牧師ク

リストファー ·ベネックは、デイリーショーという番組に出演し

「人間が神に似た形に創造されたのなら、私たち人間も、自律性

を持った何かを創造できる」と主張しました。それだけでなく、「そ

の人間の創造物が地球のすべての情報を即時に処理できる能力が

あれば、ビリー ·グラハム牧師やマルティン・ルーサー、キング

牧師の説教を越える説教者、そしてマザー・テレサよりも偉大な

矜持を与えられる存在になるのではないか」と話し、「これから

は人間から説教と指導を受けるのではなく、超高度な能力を持つ

存在から説教を聞き、指導を受けることになるだろう」と主張し

ました。

　クリストファー ·ベネックはさらに一歩進んで「結局、私たち

人類は、私たちを新しい神聖な道に導いてくれる存在を願ってい

る」と述べました。また、「このように人類の科学技術が超高度

に発達しているなら、宗教指導者はこれを受け入れる準備をしな

ければならず、我々はそのような存在の登場を恐れてはならない」

と主張しました。

　世の中は、私たちが知らないうちに、このように急速に変化し

ています。ある日突然私たちは、人間には不可能な超高度の能力

で武装した存在の登場に直面することになるかもしれません。 

いや、このようなことが遠い未来の話ではなく、まさに数年後に

起こることかもしれないのです。

　スペインの IE 大学ガバナンス変化センターが、欧州 8 ヵ国の

人々を対象に実施した調査で、「欧州人の 4 分の 1 は、人ではな

く人工知能が自分たちの国を運営していくことを希望している」

という結果を発表しました。特にイギリスとドイツでその割合が

かなり高く、オランダでは国民の 43% が、AI が国家政策を決定

することを希望しています。果たして AI（人工知能）は、私た

ち人類を支配する存在として登場するのでしょうか？

終わりの時の反キリスト

　「彼は、すべて神と呼ばれたり拝まれたりするものに反抗して

立ち上がり、自ら神の宮に座して、自分は神だと宣言する」（テ

サロニケⅡ 2 章 4 節）。――すべて神と呼ばれるもの、また礼拝

されるものに反抗し、その上に自分を高く上げる――存在が反

キリストである理由は、彼が自分を指して神だと宣言するから

です。もちろん AI( 人工知能 ) が反キリストであると断定しよ

うという訳ではありません。神学者たちがこれまで、AI を神学

的にどのように受けとめるべきか、霊的にどのように受けとめ

るべきか、まだ十分に研究してこなかったため、簡単に結論は

出ないでしょう。しかし AI が、ほとんどの神学者が考えるより

も早くその能力を自ら進化させているとすれば、私たち聖徒は

この部分をどう受け入れるべきか、今は真剣に研究する必要が
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ある時ではないでしょうか？

　反キリストが人の姿で現れるか、それともこれまで私たちが想

像すらしなかった他の姿で現れるかは、よく分かりません。しか

し、アメリカのマーク ·ビルツ牧師は『反キリストと終わりの時

の理解』という本で、次のように書いています。

　「過去数世紀の間、多くの人々が、反キリストはイスラム教徒な

のか、ユダヤ教徒なのか、キリスト教徒なのかを推測してきまし

たが、反キリストが人間以外の何かだと思っていた人はほとんど

いませんでした。ところが、今や人工知能時代になり、反キリス

トは崇拝されたがる一種の超知能ハイブリッド人間サイボーグで

はないかという疑問も出てきました。専門家たちは私たちに、人

工知能すなわち AIの悪意的な使用について警告しているのです。

　聞きなれない話ですが、だからといって聞き流す訳にもいか

ない話なのです。10 年前までは、誰かがこの種の話をすれば「無

駄口を叩くな」と言われたけれど、今日私たちは今後 10 年以内

にどんな恐ろしいことが起きるかもしれない「大変革の時代」

あるいは「終わりの時」を生きている、という実感を否定でき

ません。†

　＜信仰界＞が半年ぶりに一気に届きました。コロナウイルスが

原因で、国際配送が止まっていましたが、嬉しい事に突然入って

来ました。史上初の感染症が原因で止まっていた＜信仰界＞は私

にとって韓国教会を眺める窓になっていたことを改めて実感し

ました。軍隊の宿舎でも読むことができたその＜信仰界＞を大学

入学式直後の図書館で初めて発見したときのことを忘れること

ができません。「山奥からの手紙」――当時連載されたデ・チョ

ンドク神父のコラム――を毎月コピーし、集め、あるものはすで

に 40 年が過ぎたにもかかわらずまだ保管しています。

　イスラエルの宣教師として召され、働いて、7 年でイスラエル

から離れるその月に偶然、イスラエルの韓国人学者の推薦を介し

て＜信仰界＞にコラムを書くことになりました。その時から 14

 ✿ 特集｜信
し な ん げ

仰界創刊 54 周年、共に働いた文書宣教師
ソン・ヒョンギョン	牧師 / アメリカゴスペルフェローシップ教会

韓国教会の窓であり、
　足になってくれた＜信

し な ん げ

仰界＞
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年以上＜信仰界＞のコラムを毎月書くことになるとは全く知る

よしもありませんでした。毎月「山奥からの手紙」を読みながら

劣等感と成功への不安に縛られていた青年は、イスラエルのユダ

ヤの荒野で伝道の書に記録された福音を悟るようになりました。

そして成功と失敗は十字架につけられたイエス様の感激の前で

はあまり差がなく、キリストにあって発見した自分を知ることに

なりました。

　その時＜信仰界＞を通して「荒野で叫ぶ声」というタイトルの

コラムを書くことになりましたが、これは感謝のお返しでした。

60 歳を超えた今年は、新型コロナウイルスによる礼拝の隔離の

中で＜信仰界＞はいまだ私にとって韓国教会の窓であり、足とな

りました。

　全世界に散らばって住んでいる韓国人ディアスポラの地で最

も多く広まっている信仰月刊誌＜信仰界＞は、国を守る軍隊と刑

務所でも読まれている希望の窓です。＜信仰界＞を通して入って

きた鮮やかな証は、韓国教会の歴史の記録であり、舵でした。船

を動かすアンカーのように＜信仰界＞で聞いて学んだ証とメッ

セージは、韓国教会を動かす神様の命の風を感じることができる

通路になってくださいました。イスラエルを離れ、アメリカ東部

に来て韓国人牧会に仕え始めて 18 年になりましたが、今は＜信

仰界＞を通して韓国教会に行われる主を見ることができます。

　新型コロナウイルスの直前に、私は脳出血で倒れ、脳から野球

ボールの重さほどの多くの血を流しました。医学的には生きてい

るのが奇跡なのですが、精神年齢は 8歳水準まで落ちました。ま

だ運転ができなくてキーボードの位置を最初に見たように見慣

れない感じです。脳出血の痛みの中に感謝を忘れるなという主の

声を聞きました。再び＜信仰界＞を通してその言葉に従う感謝の

機会を得ました。†

 ✿ 特集｜信
し な ん げ

仰界創刊 54 周年、共に働いた文書宣教師
ビョン・ソンホ	執事 / ヨイド純福音教会

　＜信仰界＞は、毎月神様へ

より深く黙想することだけで

なく、新たな挑戦を与えるも

のであり、恥ずかしい私の姿を発見するようになります。そして

様々な分野で、神の価値観で武装された方の分かち合いは、私が

世界を正しく見ることができるように勧めてくれました。

　これを分かち合う理由は＜信仰界＞を通して神様が与えてく

ださった恵みを、より多くの兄弟姉妹が共に享受できることを願

う心と、私と同じ理由で悩んでいる方がいるなら、それに対して

解決策を提示することができそうな気がしたからです。

　私は高校時代、主日礼拝をささげながら信仰生活を始め、青年

宣教会を経て、大きな恵みの中においてヨイド純福音教会で信仰

生活を送っています。ところが、常に悩んでいることがあり、そ

れはまさに「伝道」に対する難しさとプレッシャーでした。

　「伝道」をしようとするとまず至らない私の姿が見え、取り留

私が先に恵みを受けて
伝道に用いて分かち合う＜信

し な ん げ

仰界＞
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めもなく浮かぶ沢山の考えに、どんな言葉をどのように伝えるべ

きか分からず、難しかったのです。長く会話を交わそうとしたら、

時間が許されないのが常でした。だからどうすればより多くの内

容をより正確に、詳細に、そして興味のあるうちに適切に伝える

ことができるかと考える中、私は関連会社へ派遣に出て、既存の

会社の従業員に <しなんげ >の定期購読を通して後援をしようと

心に決め、それが今に至っています。

　多くの方々が私のような悩みを持ったことがあると思います。

私の信仰は神様からどうみられているのか？ 兄弟姉妹の信仰が

信仰のうちに堅く立っていて欲しいという願い、任された伝道と

宣教の使命を果たしていないのにどうしよう？ このような悩み

をしているすべての方に＜信仰界＞を通じた深い黙想と、伝導対

象者に効果的にイエス様を伝えるための定期購読の後援をお勧

めしたいです。

　満 6年になりましたが、いまだ微動だにしない友人が多いです。

しかし、実を結ぶことは神様がなさることで、私は継続して誰か

に福音の種をまくことを続けていくでしょう。

　新型コロナウイルスで多くの困難の中にいますが、もっと教会

を堅くし、神様が喜び受け取る礼拝者の姿に立てられることを望

み、＜信仰界＞を通してイエス・キリストの良い知らせが多く、

より広く伝播されること、そして私にもその働きがさらに許され

ることを願います。

　私のような心で＜信仰界＞の定期購読の後援をいつも支えて

くれる妻ユク・ミンギョン執事に感謝し、今年後援してくれて

いる知人が速やかにイエス様の招待に応じるようになることを

願って、信仰の回復と成長がありますように祈ります。

「すべて重荷を負うて苦労している者は、わたしのもとにきなさ

い。あなたがたを休ませてあげよう」（マタイ 11:28）。†

 ✿ 特集｜信
し な ん げ

仰界創刊 54 周年、共に働いた文書宣教師
武石哲夫 会長／純福音東京教会文書宣教会

　純福音東京教会の文書宣教会を紹介したいと思います。文書宣

教会は、＜しなんげ＞および純福音家族新聞を翻訳して普及し、

志垣重政担任牧師の説教などを文書として発行しており、記事の

執筆、翻訳、編集、印刷、インターネットと役割分担を行い、約

15 人が活動しています。日本の復興を願い、文書宣教に参加で

きたことを感謝し奉仕しています。

　汝
ヨ イ ド

矣島で発行されている国際的レベルのキリスト教発行物を

日本でも紹介できないかという当時の担任牧師先生の要望によ

り、2010 年 4 月に、＜信
し な ん げ

仰界＞の日本語版作成が始まりました。

当時は韓国語版から 2か月遅れで毎月発行していましたが、すべ

てを翻訳することは難しかったため、10 余りの記事を選択して

翻訳発行するようになりました。

＜信
し な ん げ

仰界＞日本語版、
日本のリバイバルの
礎石となるように
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 ✿ 私の人生、私の証　以来、日本語版は毎月発行されており、純福音東京教会とその

支聖殿、および純福音日本総会に所属する 70 余の教会に約 500

部が送付され、全国的な規模で共有されています。現在の志垣重

政担任牧師先生の着任以降は、紙媒体の発行に加えて、主力を

ホームページへの掲載へと移し、より広い層の読者を獲得してい

ます。

　日本語版の発刊当時は、韓国語版の＜信
し な ん げ

仰界＞月刊誌を海外輸

送で純福音東京教会に送ってもらって、翻訳者が 1 冊ずつ家に

持って行って＜信仰界＞を見ながら日本語に翻訳作業に入る形

をとっていたので、どうしても 2 か月の発行時差が生じたため、

内容の調整に手間と時間がかかりました。しかし現在では、韓国

語の原稿が直接当方にメールで送付され、より速くスムーズな翻

訳作業で 1か月遅れで発行できるようになりました。

　お忙しい中、忘れずに毎月送ることは事実上容易なことではな

いはずなのに、常に感謝の気持ちです。日本の聖徒たちが＜しな

んげ＞に掲載された神の言葉と証を通じて信仰が堅固になり教

会と一つになっていくように、＜しなんげ＞を必要とする世界各

地の原地人にも、迅速かつ円滑な翻訳作業が行われ、十分な供給

が行われたらと存じます

　＜しなんげ＞日本語版作成に向けて、韓国と日本の共同作業が

益々円滑となるように願います。また＜しなんげ＞日本語版が爆発

的に広まり、霊性の高い韓国の信仰姿勢を示す記事が日本人信者に

正確に伝わることにより、日本一千万救霊に向けてリバイバルに貢

献できますように、お祈りください。†

　私はクリスチャン家庭の 4代目として生まれました。高祖父で

ある伊持忠（ユン・ジチュン）は、従兄弟の丁若鏞（チョン・ヤ

ギョン）と丁若銓（チョン・ヤクジョン）――朝鮮後期の有名な

実学者――の伝道によりイエス様を受け入れました。信仰を守る

ために法事を行わなかった高祖父は儒教の秩序を乱したという

理由で韓国初めての殉教者となりました。子孫である私は、彼の

殉教的精神を継いで、信仰生活を送りたいと思ってます。

　また、母方は韓国の慶南（ギョンナム）地方に来たオーストラ

ユン・チヨン 牧師／シドニーアノインティング (anointing) 教会、キングダムアライアンス	
	 	 	 	 	 　　　　（Kingdom	Alliance）の働き

オーストラリアの
刑務所に臨んだ神の御国

愛する母方の祖父と祖母、そして母と共に
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リア人デイビス宣教師――デイビス：ジョセフ・ヘンリー・デイヴィ

ス。1856 〜 1890、韓国名は徳倍時（ドクベシ）、韓国に初めて派

遣された宣教師、オーストラリアのビクトリア長老教会所属――

から初めて福音が宣べ伝えられた家庭です。曾祖母は宣教師から

の福音で韓国初の女性伝道師となりました。私の両親は早くに離

婚したので、私は幼い頃から母方の祖父母のもとで育てられまし

た。壊れた家庭という痛みと自分の運命に対する反抗心を抱いた

まま、さまよう青少年期を送りました。幸いなことに、祖父母の

切なる祈りと教えのお陰で、非行や放蕩などの危険から守られ、

中学生の頃、イエス・キリストと人格的に出会いました。神様の

恵みに感激し、三ヶ月ほどは泣き続けました。高校生の時に見た

夢を通し、主の僕として召されたと確信し、釜山（プサン）のジャ

ンシン大学（長老会神学大学）に入学することになりました。

　私には未だに忘れない言葉があります。それは、神学の道に行

くと決心した私を止めながら、祖父が語った言葉です。

　「溝に米が落ちていたら、牧師はそれを取り出し、きれいな水

に丁寧に洗ってご飯を炊いてから、自分が食べるのではなく、教

会に捧げなければならない。また、溝に飴が落ちていたら、それ

を取り出しきれいに洗ってから、自分が食べるのではなく、聖

徒のために捧げなければならない。あなたにはそれができるの

か？」

　徹底した仕える心を持って、すべてのものを捧げることができ

るのか。その質問はいつも私の心の中にありました。自信がな

かった私は単純に「オーストラリアで勉強して博士になってから

牧師になると、自信がつくかもしれない」と思い、オーストラリ

ア留学を決めました。

　オーストラリアに着いてから一ヶ月、韓国が経済的に困窮し

IMF の管理下に置かれる事態に直面しました。為替レート急騰の

ため、留学生活は厳しくなり、私は一日の睡眠時間が 2時間程度

で仕事に明け暮れました。本当に熱心に生きていく日々が続きま

した。そして、いつの間にかオーストラリア移民社会関連の媒体

13 のうち 9 を引き受け発送する仕事ができるようになり、経済

的にも余裕のある生活ができるようになりました。何よりもその

当時、留学生の伝道師としては取得が難しい永住権を取得できま

した。しかし、この時から私の中で問題が起こり始めました。緊

張しながら熱心に生きていた私の人生が完全に崩れてしまいま

した。一瞬、気が抜けてしまったというか…このような深刻な状

態を神様に全て捧げるしかありませんでした。

　「主よ、私がしっかりできるように助けてください。」との祈り

を数多くしましたが、改善されることはありませんでした。あま

りの苦しさに「主よ、私を刑務所に入れてでも、目が覚めるよう

にしてください」という祈りまでしてしまいました。そして、こ

の祈りがたった三ヶ月で叶う奇跡を経験したのです。

生まれて初めて行った拘置所

　さまよう青少年期を送っていたからか、私は学生から人気のあ

る働き人でした。欠損家庭、アルコール、タバコ、ボンド、麻薬

まで手を出した子供たちが、私の前では心の扉を開いてくれまし

た。

　そして、さまよう子供を持つ留学生家庭の親と知り合うように

なりました。思春期で不安定な娘を信仰の道へ導いてほしいとの

切なる母親の願いを受けて、3 年間継続的にケアと支援をしまし

た。そんなある日、その親子の間で暴力事件がおき、親から娘を

引き留めてほしいとの連絡がきました。その親の切なる願いを聞

いて、私は子供を説得し始めました。説得する過程の中、その子
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供の激しい反抗にぶつかり、暴力事件が起きてしまいました。

　当時は、子供が納得して両親とハグをして和解、すべてが順調

に終わったと思いました。しかし、このことが後から問題となり、

私は拉致（弟子たちがその娘を説得し、私のところに連れてきた

こと）、集団暴行（肩つかんで訓戒したこと、我に返るよう弟子

たちが少し背中を叩いたこと）、強盗（頻繁に家出をしていたの

で、その娘の携帯電話、パスポートを親に預けていたこと）とい

う罪名が被せられました。オーストラリアは、個人のプライバ

シーを最も重要視する国、10 代の子供たちがいくら間違った道

に陥っても、親や他の大人の干渉が許可されない国です。そのた

め、このような問題が起こってしまいました。

　生まれて初めて拘置所に向かう道、地下 30 メートル程度を降

りていきますが、まるで地獄の門に入るような感じがしました。

そこで受けた侮蔑は言葉で表せない程で、犬が私の全身を嗅ぐ

ときは狂いそうでした。その時、「しかし、わたしは虫であって、

人ではない。人にそしられ、民に侮られる」との詩篇 22 篇 6 節

の御言葉が思い浮かび、イエスを黙想しながら、耐えました。

　拘置所での初日、2 段ベッド上であらゆる虫が体を這っている

状況の中、涙がしきりに流れ落ちました。到底、食事も喉を通り

ませんでした。もし、実刑 1年が宣告されたら、永住権の取り消

しはもちろん、国外追放されてしまう絶望感に襲われました。釈

放のために切に祈っても叶わず、挫折が続き、あまりにも失望し

て「これから私は神様を求めません。これからは、神様の「か」

の一文字も言うことはありません。もし言うなら、私はクソ野郎

です」と叫びました。

　その夜、私は宇宙の中で一人残されたようなすさまじい孤独と

寂しさを経験しました。孤独…まるで宇宙の中で孤児になったよ

うな震えと恐れから襲われました。今までの人生の中でこんなに

怖かったことはないほど、恐怖を覚えました。この経験の後、神

様からこのように言われました。

　「息子よ、もう少し待ちなさい。あなたにぜひ教えたいことが

ある」

　しかし、いくら待っても、その答えは与えられませんでした。

刑務所で様々な経験と色々な人と出会いました。初めてのルーム

メイトは不倫を犯した妻を腹が立ち殺害した男性で、全身は入れ

墨だらけでした。まったく食べ物を口にしない私に牛乳を差し出

してくれた彼と、お互いの話を交わすようになりました。彼は何

よりも私が伝道師であることに最も驚きました。会話の中で、聖

霊様が強く臨むのを感じた私は、彼を伝道し始めました。

　「私が思うには、神様があなたを本当に愛しておられるようだ。

ここに 6千人程度の受刑者がいるが、その中で伝道師は何人いる

だろうか。私しかいないよ。私があなたのところに送られた理由は、

神様が特別にあなたのことが気になって、愛しているからだよ。」

　彼は驚きながら私の話に耳を傾け始め、心の扉を開いてくれま

した。一晩中、神様が働いてくださり、ついに彼は主を受け入れ

ました。私は内心「ああ、私の収監生活が少しは楽になるだろう」

オーストラリア留学時代、子どもと妻、そして信仰の兄弟姉妹と共に
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と思いました。

　ところが、次の日、理由も分からずに他の部屋に移されました。

他の部屋に移されるのは一般的にありえないことですが、このよ

うなことが、なんと 7回も連続して起こりました。そのため、毎

回異なる伝導対象者と出会い、毎回彼らに福音を伝えながら主の

もとへ導きました。その中で働く神様の御業を見た私は、ある程

度自信がつき、「どこへ行っても伝道すればいいんだ！」と思い

ました。

「私は仏様だ」を叫んだギャング

　しかし、８回目の部屋に移された時、難関にぶつかりました。

4人の受刑者がいる部屋で、全員がベトナム人ギャングでしたが、

彼らはオーストラリアではかなり恐ろしい存在です。彼らのうち

一人は 8人を殺した者で、その他は暴力、麻薬などの犯罪を犯し

入ってきた者たちでした。何か沈黙する雰囲気を感じました。彼

らは毎日ご飯を作って食べていて、その雰囲気の中、私は黙って

いました。あるとき、彼らから食事を勧められたので、食事をい

ただくと、食後に問題が生じました。

　突然一人が近づいて来て、「薬を持ってこい」と言い出しまし

た。「お金がない」と答えると、「では、大麻を持ってこい」と言

われました。そこで、「私はクリスチャンだ」と言いながら、信

仰があるため良心に反することはできないと説明しました。そう

すると、彼は「私は仏教徒だ」と叫びました。彼の首には仏様を

象徴する大きな太いネックレスがかかっていました。その夜、「神

様、私を助けてください。どうか違う所へ移してください」と切

なる祈りが出てきました。なぜならば、そこにはいつでも凶器と

なる様々なものがあったからです。

　数日後、祈りの応答なのか、別の拘置所へ移動するよう命令が

下りました。しかし、ほっとしたのも束の間、最も避けたかった

「私は仏教徒だ」と叫んだ人と一緒に移送され、同じ部屋に収監

されました。ここでも彼は自分でご飯を作って食べました。

　私は彼の気分に合わせながら、彼が歌う時は拍手までしまし

た。彼から「歌を歌ってみろ」と言われたので、私は簡単な賛美

を歌いながら、「ハレルヤ」を思いっきり繰り返しました。彼も「ハ

レルヤ」を真似て歌いながら、楽しんでいました。聖霊様が臨み、

私たちは踊りながら、しばらく一緒に歌いました。

　突然、彼から「ところで、ハレルヤってどういう意味？」と聞

かれ、私は「神様を賛美せよ」という意味だと教えました。その

意味が分かった途端、彼の目つきが変わり、怒りを吐き出し始め

ました。自分は仏教徒だと怒りながら震える彼に向けて、私は屈

せずに大胆に福音を伝えました。実は刑務所にいる人たちは、自

分自身が 100％罪人であることを知っています。むしろ、世の中

の人々の方が、自分たちが罪人であることを知りません。私は彼

に、「私は死んだら、天国に行ける。あなたは行けるのか？今か

ら私が言うことを信じると、必ずあなたも天国へ行ける」と強く

神の国、十字架の道を伝えることに休みがあってはならないのです。
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福音を伝えました。

　ついに福音を受け入れた彼は、首にかかっているネックレスを

外そうと頑張りましたが、どんなに強いのか、チェーンが切れず

外せませんでした。私はちょうど横にあったライターをつけ、「こ

の火は聖なる火だ！」と叫びながら、そのネックレスを切りまし

た。

　その後、刑務所に常駐している牧師（同じ神学校出身の先輩）

から連絡がきました。「様々な言語の聖書を持っているが、こ

れまで唯一誰も持っていってない聖書はベトナム語の聖書だけ

だった。しかし、ベトナム人受刑者が来て、ベトナム語の聖書

50 巻を全部持って行かれた」との連絡でした。福音伝道者となっ

た彼が、刑務所の中のベトナム人をすべて伝道したのです。

拘置所の中で起きたリバイバルの働き

　ある日、ディーン・シャーマン著書の『霊的戦い』という本が

読み終わり、本を閉じたとき突然、頭の中に奇妙な何かが入って

きた感じがし、ある声が聞こえました。「君はもう終わりだ。あ

なたはこれから刑務所で 25 年も閉じ込められなければならない。

あなたの妻は再婚するだろうし、あなたは一生子供達と会うこと

はできない」

　その声が頭から離れずに、その考えが極度の不安感に変わり、

私を襲いました。どんなに苦しかったのか、その狭い刑務所の中

で壁に頭を打ちつけて死にたいという思いしかあしませんでし

た。そして、私が壁に向かって突き進もうとした瞬間、聖霊様が

私の手を挙げ、手の甲で止めてくださいました。そして私は終わ

りのない地獄を苦しみながら、狂ったように叫び始めました。「主

よ！助けてください！」

　一時間ぐらい、狂ったように刑務所のドアを叩きながら祈りま

した。その時、主が現われました。主の大きな手が私の頭に触れ

た瞬間、一瞬で痛みが消える経験をしました。「ユン、何があっ

た？どうした？」とあちこち周りの人たちから心配する声が聞こ

えきました。

　次の日、前日何が起こったのか知りたがる人達に、私が経験し

たことを語りました。その話を聞いた人達は、昨日自分も同じ経

験をしたと、ある人は気絶までしたと話し始めました。その中で、

私はチャンスを逃さずに言いました。

　「どうしても、ここには私たちを苦しめる悪霊がいるようだ。

それら全てを追い払うために、毎晩 11 時に祈りましょう。」

　その日から、祈りの時間を知らせる合図をして、皆で祈り始め

ました。毎晩 11 時、刑務所の内は祈りの響きが続きました。

　拘置所は、裁判を受ける前に待機する場所です。そのため、恐

怖に怯える人達から祈りのリクエストが殺到してきました。不思

議なことに、私から祈ってもらった人は良い判決が出ました。時

間が合わず、会えない人には祈りの言葉を書いた紙をドアの隙間

に入れて渡したりしました。私が書いた祈りの文を、他宗教の人

達も見回しながら祈ったという話も聞きました。

　執行猶予の判決を願いながら 10 週間、閉じ込められていた受

刑者達から「ユン、神様が私たちのためにあなたを送ってくだ

さった」と言われました。しかし、この時受けた感動とは別で、

私は執行猶予ではなく、1 年の実刑判決を受けました。どんなに

苦しく悔しかったことか…。

　「神様、ひどすぎます。拘置所で色々な素晴らしいことが起き

ていたのにも関わらず、私にはどうして…ひどいじゃないです

か？」悔しさが溜まっていく中で、更に大変な事が私を待ち受け

ていました。† < 次号に続く > （整理 / イ・ヨンヒ記者）
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　女子中学 2年生は、コロナで学校にも行けず、生活パターンの

変化や友人との交際が中断され、オンラインゲームにおぼれて学

習や生活への欲求が低下しています。24 歳の大学生は、オンラ

イン授業で家にばかりいるので、親に対しても無為に食費を費や

しているようで申し訳なく感じ、無気力や憂うつ感に陥っていま

す。30 代の若い夫婦は、辛うじて維持してきた小さな店がソー

シャルディスタンス実施で、店を完全に閉めることになり、失意

に打ちひしがれています。家賃を払わなければならないし、家に

 ✿ 企画｜コロナブルー（コロナうつ）、このように克服しよう
ファン・ウォンジュン 院長／シファン・ウォンジュン	メンタルヘルス医学科医院
	 	 	 　韓国メンタルヘルス研究所代表理事

「コロナブルー・ワクチン」は
心から始まる

ばかりいると、見えなかった家の事や、子どもたちの教育問題で

心理的ストレスが生じ、夫婦の間もぎくしゃくしてきます。

　40 ～ 50 代の主婦たちは、家にいる家族の世話やプライベート

時間が持てないことでストレスがたまり、外出して友人に会いに

も行けず、運動や旅行に出かけることもできずに、病院に来院し

ています。60代の事業家は、コロナ流行に伴う景気の悪化により、

事業継続のための数億フォンにものぼる固定費が払えず、廃業す

るか営業を継続するかの心的負担により診療所を訪ねています。

基礎疾患を持つ高齢者は、コロナ感染を心配して病院へ行けず、

持病が悪化する人もいます。

　このようにコロナウイルスが拡大し、その影響が長期化してい

ることから、平凡な日常の暮らしが大きく変化してしまいまし

た。

メンタルヘルスの赤信仰

　経済の低迷は家計にも影響を与え、社会全般にわたる個人の

活動も制限され、暗く憂鬱な心理状況、「コロナブルー (Corona 

Blue)」が広がっています。コロナブルーとは、「コロナウイルス」

と「憂鬱感 (Blue)」を合わせた新造語です。コロナウイルスに

より、新しい日常の変化によって生じた憂鬱感、無気力感、挫折

感、生活の活力が低下した心理的状態を指します。これが慢性化

するにつれ憂鬱感がさらに深刻になり、きわめてひどい憂鬱感お

よび極端な思考や行動までも持つようになる状態を「コロナブ

ラック (Black)」といいます。

　内側にたまった憤りや怒りが、内面に向けてコロナブルーやコ

ロナブラックとして現れたうつ病が、多様な情緒変化をもたらし

ます。抑圧された憤りや怒り、過度な不安感や懸念が外部に表出
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され、攻撃的、衝動的行動へとエスカレートし感情の起伏を抑制

できなくなる心理状況を「コロナレット (Red)」といいます。内

面化されようが外側に表れようが、その感情をうまく解決できな

ければ、日常生活と仕事に支障をきたし、メンタルヘルス維持の

観点からも赤信号が点きます。実際、このような現象で昨年、診

療費が最も大幅に増えた病院での科目は、精神科や心療内科であ

ることがわかりました。

　コロナによる心的外傷後のストレス障害、憂鬱障害、不安障害

が、数年、数十年後に現れることもあります。2005 年ハリケー

ン「カトリーナ」の暴風によって 45 万人が生活基盤を失い、5

年後にうつ病が現れるケースが見られました。1986 年ウクライ

ナ・チェルノブイリ原子力発電所の爆発事故は、数十年が経過し

た後、各種癌疾病だけでなく、外傷後ストレス障害やうつ症状が

現れたという報告もあります。それゆえ、コロナブルー、コロナ

ブラック、コロナレットの症状が現れたら、専門医の診断を受信

しましょう。

　「時間が経てばよくなるだろう」「コロナが終息すればよくなる

だろう」――決してそうではありません。後遺症による障害が残

らないよう、専門医の正確な診療とそれによる適切な予防と治療

が必ず必要です。

「心のワクチン」7つ

　ここでは予防的観点から、心理防疫のために「心のワクチン」

7つを紹介します。この内容は、SARS カナダ感染危機の際に、ト

ロント病院のロバート・マウンダー (Robert G Maunder) 博士の

感染大流行のストレスワクチンの一部を、ソウル市コロナウイル

ス心理支援団（団長ミョンジ病院精神健康医学科キム・ヒョンス）

が簡素化し作り直したものです。同時に、信仰者としてどのよう

に対処すべきかを付言しています。

　1. 励ましのワクチン――自分自身を励ます
　自分のうちに起きているストレス反応を認め受け入れます。そ

して、自分自身を励まします。私は、自分自身をうまくコントロー

ルしている、不安もうまくコントロールできている、注意は払う

が、そんなに心配はしていないなどと自分に言い聞かせます。

　聖書には「しかし、あなたがたは、選ばれた種族、祭司の国、

聖なる国民、神につける民である」（Ⅰペテロ 2:9 前半）とあり

ます。私たちは天地を創造された神の子どもです。存在感を持っ

て強く雄々しくあるべきです。闇の中から光へ導き出される神を

信じて自分自身を励し、存在感をもってコロナブルー・ブラック・

レットに打ち勝つように祈ります。

　2. 肯定のワクチン――善い行ないをする
　社会全体がストレスに打ち勝てるように、自分にできることを

見出し実践します。人に助けになるなら、小さなことでもしま

す。応援のメッセージを伝えるとか、一人暮らしの誰かに電話を

掛けることもできます。キリスト者として、コロナによって苦し

む隣人に、あるいは労苦する医療陣や防疫関係者たちに励ましの

言葉、感謝の言葉、祝福の言葉を送ることもできます。保健所の

職員たちは休日にもかかわらず、コロナ選別検査勤務をしていま

す。筆者も、医者として主日にオンライン礼拝をささげ、保健所

に支援の奉仕をし、励ましの後援もしています。励ましの言葉を

伝えることも重要ですが、できれば、「大韓民国疲労回復」など、

奉仕活動に積極的に参加してほしいです。
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　3. 実践のワクチン――規則順守を率先して実践する
　皆で決めた規則を誠実に守り、道徳的かつ倫理的な行動を実践

します。個人の規則順守を徹底し、マスクを付け、手を洗い、咳

のマナーを守ります。

「この言葉は確実である。わたしは、あなたがそれらのことを主

張するのを願っている。それは、神を信じている者たちが、努め

て良いわざを励むことを心がけるようになるためである。これは

良いことであって、人々の益となる」（テトス 3:8）。私たち自ら

が暮しの中でソーシャルディスタンス等の安全守則を遵守し、信

仰者として、コロナウイルスの社会的集団感染予防にも率先して

取り組まなければなりません。私たちの善行の実践こそ、神を信

じる者として社会的責任を自覚し、宣教者として生きるクリス

チャンであるといえます。

　4. 知識のワクチン――正しく知る
　信頼できる情報を聞き、正しく理解し、しっかり認識します。

フェイク・ニュースに騙されないようにします。正確に知ること

です。

　診療室を訪ねた多くの人は、不確実な未来に対する不安が大き

いです。客観的に根拠のある事実なのかを把握し、信頼できる機

関から発表された確かな情報なのかを把握します。その情報を

もって、自分が努力して変化可能な内部的要因は各自が努力しな

ければなりません。しかし、自分の努力で変えられない外部的か

つ環境的要因からくる不安はなるべく気に留めないことです。。

　5. 希望のワクチン――必ず終りは訪れることを知る
　多くの感染は周期があり、地域社会の感染段階を経て終息期が

訪れると、明確に認識します。もうすぐ終わります。少し長引い

てもすぐに終わります。すぐに薬が出ます。

　「だから、あすのことを思いわずらうな。あすのことは、あす

自身が思いわずらうであろう。一日の苦労は、その日一日だけで

十分である」（マタイ 6:34）。確かに神は、私たちが耐え難い試

練に遭わせるようなことはなさいません。私たち自らが諦めない

なら、暗闇のトンネルは過ぎ去り、明るい光が照らされる日が訪

れます。岩のような堅い信仰を持つことです。

　6. 情報のワクチン――助けてもらう方法を知っておく
　保健所、選別診療所、連絡先を具体的に調べておきます。必要

であれば、電話して確認しておきます。助けてくれる所は多いの

です。すぐに連絡すればいいのです。また、霊的な助けは主なる

神からきます（詩篇 121:2）。主なる神の助けを受けた私たちは、

周囲の困った人々の役に立つ人にならなければならないのです。

　7. バランスのワクチン――理性のバランスを保つ
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ベン・トレイ＿イエス院理事長・サンスリョンセンター本部長

　感情と思考のバランス、体と心のバランス、家庭と仕事のバラ

ンス、心配と安心のバランスを保つために努力します。体と心の

バランスを失うなら混乱に陥ります。適切なバランス感覚を保て

るように努力しましょう。自分の理性を信じましょう。賢明で知

恵のある対処をしましょう。過度な感情は禁物です。

　コロナブルー・ブラック・レッドはこうしたバランスが崩れ、

過度に感情的になり、極端に偏った否定的な思考をもち、心身の

バランスを失った結果の産物です。偏った感情を調節するために

は、「聞くに早く、語るにおそく、怒るにおそくあるべきである」

（ヤコブ 1:19 後半）ことです。

　結論として、メンタルヘルスへの医学的治療とともに、「霊・魂・

肉のバランス」のために霊的な治癒が必ず必要です。霊的な癒し

は、常に神を畏れおののくこと、すなわち、天の知恵を得、神の

御言葉に従順する生き方から得られるのです。神の御言葉に聞き

従って平安を得、災いに恐れることなく安全に（箴言 1:33）生

きることができるのです。人間の知識によってコロナを克服する

のは困難です。今はまだコロナに対する予防や治療に関する情報

は十分ではありません。治療薬とワクチンが出てもコロナの変異

種が現れ、人間の医学的知識が追い付かないこともあります。

　免疫力の増強のための努力は必要ですが、私たちクリスチャン

は霊的な免疫力をも増加させなければなりません。神に祈り、御

言葉を読み、黙想し、暗記し、聖書筆写もし、心に刻み込むことで、

コロナ時代に霊・肉の健康を保つことができると信じます。主

なる神を恐れおののくことで、霊的な免疫力を養っていきましょ

う。†

　2 月は一般的に冬の中でも静かな時間で、学校も冬休みに入り

ます。もちろん、旧暦の正月もあり家族が集まって祝う時間でも

あります。ただ、コロナによって邪魔されないことを切に祈って

います。しかし、この記事を書いている今は、まだコロナが深刻

な状況です。今月はすべての人々にとって、休息の時間となりま

すよう祈ります。

教会の祭り

　教会歴をみると、この時期に適した重要な祭が二つあります。

主なクリスマス周期は、ルカによる福音書 2章 22 ～ 28 節に記さ

れている通り、マリヤとヨセフが生後 40 日の赤子のイエス様を

デ・チョンドク神父の息子で、父親の後を継ぎイエス院で仕えています。第四の川の計画とサンスリョ
ンセンター推進本部長として、北朝鮮が解放されたときに聖書的土台の上に北朝鮮社会を新たに建て
上げるため、実際的な準備をしています。「第四の川（The Fourth River）プロジェクト」とは、北朝
鮮に福音伝播の門が開かれたときに備え、イエス・キリストの土台の上に、北朝鮮を再建するための
各界各層で働く担い手を準備させる使役です。

イエス院第四の川 (The Fourth River) プロジェクト

統一時代を開く

主と共に歩むこと
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神殿に連れて来たことを記念し、2 月 2 日に終わります。イエス

様の母マリヤにとって、この時間はトーラーに示したとおり、出

産後 40 日間の貞潔の時間でもありました。

　当時、彼らはレビ記 12 章 7 ～ 8 節の御言葉に従って、子ども

の誕生のために捧げ物をお捧げしました。ルカは出エジプト記

13 章に言及していますが、ここでエジプトのすべての長子を殺

めることで、パロからイスラエルを救い出された神を思い、すべ

ての長子は主に捧げなければならないとしました。実際には、子

どもを生贄として捧げるのではなく、子羊や山鳩を生贄として捧

げて贖いとしました。これは、幼いイエス様が永遠の死から私た

ちを救うために、どのようにして十字架で真の供え物となられた

のかを思い起こさせてくれます。

　このクリスマスの周期は実際 2020 年 11 月 29 日、降臨 ( こう

りん ) 節 ( せつ ) の第一主日に始まりました。クリスマス前の 4

回の主日は「待降 ( たいこう ) 節 ( せつ )」の週で、ベツレヘム

に幼い赤子として来られた主を祝うために、自分自身を省みる時

間、悔い改めと準備の時間です。

　また、王なるイエス様の再臨を待ち望む時間でもあります。イ

エス様が幼い赤子の謙遜さをもって私たち一人一人に来られた

ように、キリストを私たちの心の中に迎え入れる準備をしてほし

いです。さらに、栄光のうちに再び来られるイエス様を喜び迎え

る準備をしようと思います。こうして 4週の準備期間を過ごした

後、12 月 25 日のクリスマスに大いなる喜びと祭りをもってイエ

ス様の聖誕を祝います。

　クリスマスシーズンは実際に 12 日間続きます。その後、東方

の三博士が来てイエス様が初めてこの世に御姿を現し、バプテス

マを受けられたときに聖霊が注がれることによって本格的に公

生涯が始まったことを祝う、「主 ( けん ) 顕 ( げん ) 節 ( せつ )

＝公 ( こう ) 現祭 ( げんさい )」の祝祭が続きます。そして、事

実上のクリスマスシーズンであるクリスマス後の 8 日目に当た

る 1 月 1 日は、イエス様が割礼を受け、ヘブル語でイエシュア、

「主が救って下さる」という意味の驚くべき御名が授けられた日

です。以来、40 日間イエス様の家族が静かに休んだように、主

の救いを喜び、ただ主と共に歩む静かな時間が始まります。赤子

のイエス様が初めて神殿に来られたことと、シメオンの預言や女

預言者アンナの宣言を聞いたことを思い出し、私たちも本当に喜

んでいます。また、この地のすべての人々のための主の栄光と苦

痛、これが私たちにとってどのような意味を持つのか黙想するよ

うになります。

復活節と五旬節

　教会歴の次の大きな周期は今年 2 月 17 日、灰の水曜日ととも

に始まります。これは五旬節まで続く復活の周期です。灰の水曜

日は、「待降節」よりも厳粛に自分自身を省み悔い改めるもう一

つの期間の始まりです。そして、復活祭の１週間前、棕櫚 (しゅ

ろ )の主日とも呼ばれる「受難の主日」まで、40 日間続きます。
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　その後に続くのは、「聖週間＝受難週」です。イエス様がパン

とぶどう酒をもって、これがわたしの体と血であり、新しい契約

のしるしである、シナイ山の契約とトーラー、それ以上の契約で

あると宣言された最後の晩餐を記憶します。その後聖金曜日に、

イエス様の十字架での死と葬り、遂に迎えた栄光に満ちた復活を

深く黙想するようになります。復活のシーズンもやはり、復活の

イエス様が昇天されるまで弟子たちと共に過ごされた時間を記

念し、40 日間続きます。イエス様はオリーブ山で昇天し、天に

おられる御父の右に座し、エルサレムで聖霊が注がれるまで待ち

なさいと弟子たちにおっしゃいました。そして 10 日後、五旬節

に聖霊をおつかわしになりました（使徒 2:33 参照）。

　第一の大きな周期を終えた 2ヶ月間は、クリスチャンとして平

凡な生活を送り、次の周期を始めることが適切だと思われます。

毎日イエス様が下さる新しい生命を祝福し感謝するのは当然の

ことです。ですから、お祝いの日を過ごすことや、私たちの無価

値さを黙想し省みるのは良いことです。

　しかし、特別なお祝い、あるいは特別な断食や悔い改めなしに

人生を生きる、平凡な時間もあります。実はその時間が、私たち

の時間の大部分を過ごす場所なのです。この平凡な時間が――今

度の 2月、深い冬と早春の間、古いものは終わり、新しいものが

始まる間――毎日主と真実に共にする時間になっていますか？ 

毎日主の同伴者となっていますか？ クリスマスや復活祭のとき

だけ、イエス様を祝っているのではありませんか？

　パウロがテサロニケ教会に送った手紙には、このような平凡な

生活について示す箇所が 2つあります。それを見てみましょう。

　「兄弟愛については、今さら書きおくる必要はない。あなたが

たは、互に愛し合うように神に直接教えられており、また、事実

マケドニヤ全土にいるすべての兄弟に対して、それを実行してい

るのだから。しかし、兄弟たちよ。あなたがたに勧める。ますます、

そうしてほしい。そして、あなたがたに命じておいたように、つ

とめて落ち着いた生活をし、自分の仕事に身をいれ、手ずから働

きなさい。そうすれば、外部の人々に対して品位を保ち、まただ

れの世話にもならずに、生活できるであろう」（Ⅰテサロニケ 4:9

～ 12）。

　「ところが、聞くところによると、あなたがたのうちのある者

は怠惰な生活を送り、働かないで、ただいたずらに動きまわって

いるとのことである。こうした人々に対しては、静かに働いて自

分で得たパンを食べるように、主イエス・キリストによって命じ

また勧める。兄弟たちよ。あなたがたは、たゆまずに良い働きを

しなさい」（Ⅱテサロニケ 3:11 ～ 13）。

　使徒パウロは、信じる者は日々互いに愛し合い、良い働きをし

なさいと勧めています。また、すべての者が他の人の生活を妨げ

ず、自ら名を表に出そうとせず、静かな人生を送るように促して

います。私たちクリスチャンが生きるべき方法は、まさにこれな

のです。

　このことが私たちの日常生活に意味することは何ですか。私た

ちが何をしようが、人生の単純かつ平凡なことをするときにも、

使徒パウロがコリント人への第一の手紙 10 章 13 節に示したよう
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　「落ち葉にも気をつけろ」とよく言われる軍隊生活の晩年に、

落ち葉より数百倍も強力なものが私の上に落ちました。週末に

サッカーをしていると、ある兵士からタックルをされて倒れてし

まい、片足にひどい怪我を負ってしまったのです。同僚が倒れた

私を持ち上げて、軍の病院に搬送してくれました。タックルをし

た兵士が「申し訳ない」と何度も謝りました。 「大丈夫だ」と返

事をしましたが、実際は大丈夫ではありませんでした。私の事故

の知らせを聞いた同期も最初は慰めてくれましたが、最後は「除

隊間近の兵長が何というざまだ」と冗談だけを言って帰っていき

ました。

　問題は時間でした。体が動けなくなり、横になって過ごすしか

ないのに、真夏の暑さのせいで怪我の治りが遅く、何か急に生き

づらくなりました。怪我は片足だけなのに、体全体が動きづらく

✿ 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

神様が
時間をプレゼントされる時

に、神の栄光のためにすることを意味します。皆さんは何を食べ

ようが飲もうが、何をしようが、すべて神の栄光のためにしてく

ださい。パウロはコロサイ人への手紙 3章において、この主題を

若干拡張させて述べています。

　「しかし今は、これらいっさいのことを捨て、怒り、憤り、悪意、

そしり、口から出る恥ずべき言葉を、捨ててしまいなさい。互に

うそを言ってはならない。あなたがたは、古き人をその行いと一

緒に脱ぎ捨て、造り主のかたちに従って新しくされ、真の知識に

至る新しき人を着たのである。……キリストの言葉を、あなたが

たのうちに豊かに宿らせなさい。そして、知恵をつくして互に教

えまた訓戒し、詩とさんびと霊の歌とによって、感謝して心から

神をほめたたえなさい。そして、あなたのすることはすべて、言

葉によるとわざによるとを問わず、いっさい主イエスの名によっ

てなし、彼によって父なる神に感謝しなさい」（コロサイ書 3:8

～ 17）。

　これが平凡な生き方のかけらです。最も小さな赤ちゃんから最

も年老いた人に至るまで、教会の最も平凡な人から最も偉大な指

導者に至るまで、謙遜な働き人から活動的な宣教師に至るまで、

私たちみなが静かな人生を送ること、パウロがこの本文に示した

様に生きる、これを最も大きな目標にすることができればどれほ

どよいでしょうか。たびたび黙想するに値する御言葉です。

　キリストの平和が私たちの心を治め、神の御言葉が私たちの内

に豊かに宿るようにしましょう。連合の最も完璧な帯である『愛』

を身に着けましょう。最後に、私たちが何を語ろうとも、何を行

なおうとも、主イエス・キリストの御名によって、父なる神に感

謝してやりましょう。†
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なったのです。苦しみがたびたび押し寄せてきました。ベットの

上でずっと横になってるだけなので、退屈で日中は眠ってばかり

でした。そのため、夜になっても眠れず、一人眠れないまま朝を

迎えることが多くなり、そのような眠れない夜は本当に長く苦し

かったです。

神のか細い声

　その日も眠れず、横になった状態で神様に不平不満をつぶやい

ていると、窓の外から差し込む夜明けの光とともに、神様のか細

い声が聞こえてきました。恨みと不平ばかり口にしないで、今の

時間を賢く使うようにという神様からの忠告でした。

　その時から、私は将来のために今できることを考え始めました。

除隊できればいいという漠然とした期待から、除隊後に直面する

であろう現実に対処する具体的な計画を立て始めたのです。

　最初にしたことは、2 年 4 ヵ月の軍隊生活に感謝し、お世話に

なった人々に手紙を書きました。軍隊で使っていた書籍や持ち物

は仲間に分け与えました。そして、除隊後から復学前までに必要

な勉強内容とアルバイトを調べましたが、その間具体的に祈った

ため、神様は気づきと知恵をくださいました。その教えられた内

容を一冊のノートに日付とともに詳細に記録しました。

　除隊して家に戻ったあとは、私はやるべきことを着々と進めま

した。まるで刑務所の中で小説の構想を考えていた人が、出所後

に頭の中の文章を紙に書き出すように。数ヵ月後、一緒に除隊し

た同期との会食がありました。食事をしながら、私の何気ない日

常生活を分かち合ったところ、以前は「横になっているだけ」と

からかっていた同期が全員びっくりしたのです。

　ある友人は「どうしたらそんなに充実した時間を過ごせるのか」

と気になって尋ねてきました。私は「軍隊生活を終える間際に、

神様が次の準備をする大切な贈り物をくださったからだ」と答え

ました。過去を振り返り反省する時間、手を止めて祈りながら準

備する時間を大事にしてきたことを話しました。

時間の贈り物

　私だけではありません。神様は愛する人に立ち止まる時間を贈

り物として与えられます。聖書やキリスト教の歴史に登場する数

多くの人々を思い出してください。ある人は病気で、ある人は退

職で、ある人は失恋で、ある人は失敗で、ある人は死の淵まで経

験しました。

　しかし、それで終わったわけではありません。より輝かしい未

来のために、過去を振り返り、将来に向けて準備する大切な贈り

物でした。昨年から始まったコロナ騒動は、確かにとても苦しく、

痛みは今も続いていますが、まさにそうした贈り物です。

　信仰者は過去を恨む「過去志向」ではいけません。この時間を

用いて、神様がなさる「未来志向」に変わる必要があります。歴

史の主権者である神様は、どのような状況下でもミスをされない

完璧な方であるからです。
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　過去を振り返ってみましょう。実際のところ、忙しすぎて夢中

に生きてきたのではないでしょうか？　いつでも時間が足りない

と言い続けていなかったでしょうか？　聖書を読み、祈る時間が

もう少しほしいと言ってはいなかったでしょうか？

　そこで神様は、私たちが霊的に次の段階へと移るための準備期

間として、特別な時間を贈り物としてくださったのです。次の段

階が大きいものであればあるほど、止まる時間も長くなります。

ただ、問題はその大切な時間のほとんどを無計画に浪費してしま

うことです。このような貴重な時間を、動画やゲームなどの無駄

なことに費やしてしまうなら、実に残念なことです。

行動の時間

　この貴重な時間を使って、御言葉に触れ、祈りに専念しなけれ

ば、神様から与えられたせっかくの「止まる時間」もただ過ぎて

いくだけです。そして、何の準備もないまま、次の「行動の時間」

を迎え、代わり映えのない人生が繰り返されるという悲劇が襲う

ことでしょう。

　しばらく目を閉じて考えてみましょう。人生の終わりを迎え、

呼吸すらも難しくなる頃、未解決な問題と気がかりなことが思い

浮かぶとき、神様に何をしてもらいたいでしょうか？たくさんの

お金があったとしても、その時に何の役に立つでしょうか。

　「神様、私にもう少し時間をください」と思うのではないでしょ

うか？　まさに今がその時間だと思いましょう。そうすれば、止

まったように見える時間は、神様があなたにくださった貴重な贈

り物だということがわかるでしょう。

　今がまさにそうなのです。私の過去を神様の未来に転換させる

のにベストの時です。だから、神様が特別にプレゼントしてくだ

さったこの時間を大切に使いましょう。†




