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春の日差しの下で
愛をもって
互いに忍び合い

　『野生馬を手懐ける（キム・ジンナク著）』という本

に書かれていた話です。ある村に、真っ白なたてがみ

をなびかせる素敵な白馬がいました。多くの人がこの

馬に乗ろうとしましたが、馬が暴れるせいで誰も乗り

こなせませんでした。

　ある日、王子が村を通ると、馬の調教に挑戦するこ

とになりました。ところが、王子は他の人たちとは違

いました。馬をしばらく観察していた彼は、馬の背に

乗るのではなく、布で日光を遮りました。すると、馬

が落ち着くようになり、王子は見事に馬を乗りこなす

ことができたのです。

　馬は自分の影に怯えていただけなのに、誰もそのこ

とに気づかず、また知ろうともしなかったのです。自

分の立場ではなく、馬の立場で考えた王子だけが、本

イ・ヨンフン牧師

当の理由を知ることができました。

　インドの指導者マハトマ・ガンディーは、「世界の

不幸や誤解の四分の三は、敵の懐に入り、彼らの立場

を理解したら、消え去るであろう」と言いました。韓

国では 3月に大統領選挙が行われました。自分が支持

した候補者の当落にかかわらず、皆が一つになって未

来に向けて前進しなければなりません。

　季節が春を満喫しているのにもかかわらず、社会が

論争と対立を繰り返すのであれば、社会は冬の中にと

どまることになるでしょう。春の暖かな日差しの下で、

相手の立場で考える時間を持ちましょう。その時、私

たちの社会はより幸せになるはずです。「愛をもって

互いに忍び合い、平和のきずなで結ばれて御霊の一致

を熱心に保ちなさい」(エペソ 4:2 ～ 3)。†
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人生の
究極の目的

✿ 今日のマナ

チョー・ヨンギ 牧師
（1936 ～ 2021）

　幸福の基本要素は、人生の究極的な目的を持つことです。もし、

人生の目的がなく、風が吹くままに生きているのであれば、その

人は幸せな人ではありません。人に永遠の幸福をもたらす道は、

心の中に永遠の人生の目的を持つことです。このような目的を持

たなければ、世界的に成功したとしても、幸せになることはでき

ません。

　それでは、どうしたら、永遠の人生の目的を持つことができる

のでしょうか。その答えはイエス・キリストです。主は私たちに

真の人生の目的を啓示するために、この地に来られました。イエ

ス様は自分を攻撃するユダヤ人に向かって次のように言われま

した。

　イエスは彼らに答えて言われた、「たとい、わたしが自分のこ

とをあかししても、わたしのあかしは真実である。それは、わた

しがどこからきたのか、また、どこへ行くのかを知っているから

である。しかし、あなたがたは、わたしがどこからきて、どこへ

行くのかを知らない」。（ヨハネ 8:14）

　主は罪人を赦し、病人をいやし、悪霊を追い出し、死んだ者を

よみがえらせ、不安な者に平安を、絶望に陥っている者に希望を

与えられました。それだけでなく、イエス様は人類の罪を身代わ

りとなって背負われ、十字架上につけられました。そして、墓に

葬られてから三日目に生き返られて、神の御子であることを証さ

れました。そして、聖霊様が送られた私たちは、神様が用意され

た新しい天と新しい地、新しいエルサレムに入り、永遠の人生を

味わえるようになったのです。

　ですから、イエス・キリスト以外から人生の目的を得ることは

できません。皆さんの人生は、死んで復活されたイエス様を救い

主として迎え入れ、天と地を造られた永遠の父なる神様に仕える

とき、人生に明確な目的が見え、持っている財産や地位、名誉な

どが意味を持つようになります。それだけでなく、聖霊様がく

ださる驚くべき知恵が人生をより一層価値のあるものにするで

しょう。

　今日も、このような知恵と悟りをキリストの中から得るように

お祈りします。†
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メッセージ 志垣重政 牧師　純福音東京教会	

復活の主に会いなさい
――	マタイによる福音書 28 章 1～ 7節	――

　さて、安息日が終って、週の初めの日の明け方に、マグダラの

マリヤとほかのマリヤとが、墓を見にきた。すると、大きな地震

が起った。それは主の使が天から下って、そこにきて石をわきへ

ころがし、その上にすわったからである。その姿はいなずまのよ

うに輝き、その衣は雪のように真白であった。見張りをしていた

人たちは、恐ろしさの余り震えあがって、死人のようになった。

この御使は女たちにむかって言った、「恐れることはない。あな

たがたが十字架におかかりになったイエスを捜していることは、

わたしにわかっているが、もうここにはおられない。かねて言わ

れたとおりに、よみがえられたのである。さあ、イエスが納めら

れていた場所をごらんなさい。そして、急いで行って、弟子たち

にこう伝えなさい、『イエスは死人の中からよみがえられた。見

よ、あなたがたより先にガリラヤへ行かれる。そこでお会いでき

るであろう』。あなたがたに、これだけ言っておく」。

　イエス様の復活を恐れたパリサイ人たちは、墓を岩で塞ぎ、封

印しました。さらに、戒厳令を出し、衛兵を立てて厳重警戒に当

たらせました。一日目も二日目も変化はありませんでしたが、三

日目に大事件が起こりました。イエス・キリストが復活なさった

のです。

　「さて、安息日が終って、週の初めの日の明け方に、マグダラ

のマリヤとほかのマリヤとが、墓を見にきた」（28:1）。彼女たち

は復活を信じていたのではなく、ただ愛するがゆえに墓をおとず

れました。安息日（土）には活動ができないため、翌朝（主日）

遺体に香油を塗ってさしあげたくて来たのです。

　「すると、大きな地震が起った。それは主の使が天から下って、

そこにきて石をわきへころがし、その上にすわったからである。

その姿はいなずまのように輝き、その衣は雪のように真白であっ

た。見張りをしていた人たちは、恐ろしさの余り震えあがって、

死人のようになった」（28:2 ～ 4）。墓の衛兵は正気を失い、死人

のようになり、逃げ出しました。彼女たちは、遺体が盗まれたと

思い、諦めることができず、続けて遺体を探します。

　そして、もう一度墓を覗いてみると、「この御使は女たちにむ

かって言った、『恐れることはない。あなたがたが十字架におか

かりになったイエスを捜していることは、わたしにわかっている

が、もうここにはおられない。かねて言われたとおりに、よみが

えられたのである。さあ、イエスが納められていた場所をごらん
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なさい』」（28:5 ～ 6）。天使は四つのメッセージを彼女たちに残

しました。

　第一は、『恐れることはない』でした。彼女たちはイエス様を

愛していましたが、不安と恐れもありました。まだ復活信仰を

持っていなかったからです。遺体を盗まれたと思えば、当然不安

になります。しかし、復活されたと思えば喜びに変わります。こ

れが、復活信仰です。もはや、死は恐れの対象ではないことを信

じましょう。多少の問題や損害があっても、復活を思えば、何で

もないことを気づくはずです。すべては生きておられるイエス様

を通して見れば、暮し自体が平安に変わるのです。病にあっても、

復活することを信じることができれば、癒されます。どんな病や

問題でも復活の信仰を通して見れば、栄光に変わることを信じま

しょう。

　第二は、『よみがえられたのである』です。「女たちは驚き恐れ

て、顔を地に伏せていると、このふたりの者が言った、『あなた

がたは、なぜ生きた方を死人の中にたずねているのか。そのかた

は、ここにはおられない。よみがえられたのだ。まだガリラヤに

おられたとき、あなたがたにお話しになったことを思い出しなさ

い。すなわち、人の子は必ず罪人らの手に渡され、十字架につけ

られ、そして三日目によみがえる、と仰せられたではないか』」（ル

カ 24:5 ～ 7）。遺体がなくなったのではなく、よみがえられたの

です。預言通りに、金持ちであるアリマタヤのヨセフの墓に葬ら

れたイエス様は、やはり預言通りに、復活されました。つまり、

イエス・キリストは生きておられるということです。マリヤは自

分の目を疑い、自分の耳を疑いました。目撃しても信じられない

のが『復活』の出来事なのです。イエス様が水の上を歩いたこと

は信じられても、復活されたとなると、自信がなくなります。復

活の出来事は、聖霊様の助けなしに、信じることはできません。

復活こそ、信仰の核心なのです。

　第三は、『復活されたイエス様に会いなさい』でした。十字架

の前にひざまずくだけでは、真の信仰を得ることはできません。

復活された主に会わなければなりません。主の遺体中心の信仰で

は、奇跡を体験することはできません。復活の主を信じることは、

復活の主に会うことと同じです。イエス様に会えなければ、祈り

も賛美も礼拝も、そして奉仕も献身も虚しいものになってしまい

ます。十字架なしに復活はありえず、復活なしに十字架もありえ

ません。コインの裏表のようなものです。復活の主に会いましょ

う。

　第四は、「そして、急いで行って、弟子たちにこう伝えなさい、

『イエスは死人の中からよみがえられた。見よ、あなたがたより

先にガリラヤへ行かれる。そこでお会いできるであろう』。あな

たがたに、これだけ言っておく」（28:7）です。墓に留まってい

てはなりません。教会は墓ではありません。復活する場所であり、

復活を宣べ伝える使命をもった聖徒たちの共同体です。復活信仰

が、皆さんと共にありますように。行って、福音を宣べ伝える皆

さんになることができますように、主イエス・キリストの御名に

よってお祈りいたします。†
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　チェ・ボンヒ勧士の信仰の歩みは、その出発点から他の人とは

違いました。誰から誘われた訳でもないのに、自ら教会にやって

きたのです。だからと言って、好きで来た訳ではありません。息

子が通う教会にこっそり行って、様子をうかがうつもりでした。

　

　母親であるチェ勧士をいつも優しく気遣い、言いつけにも従っ

ていた息子が、軍隊から戻ったあとはすっかりと変わり、家の祭

事に参加しなくなりました。以前はチヂミを焼いたり、お使いも

したりしていた息子が、「祭壇にお酒を注ぎなさい」と言われても、

ただ座っているだけでした。

　前日は宿直だったことを家族が知っているのに、翌日の祖母の

祭事に参加できない理由として、また宿直だと言って家に帰って

来なかったことさえありました。実は軍隊でイエス様を信じ、除

隊後はヨイド純福音教会に通っていたのでした。

✿ 伝道は難しくない！

伝道できずに悩んでいた
チェ勧士が伝道賞に輝く

チェ・ボンヒ	勧士（ヨイド純福音教会ウンピョン大教区）

「ヨイド純福音教会はいったいどんな所なの？」

　「息子が祭事を拒むことが理解できず、怒っていたのです。息

子が通う教会が一体どんな所なのか、私の優しい息子を抱え込ん

で離さないつもりなのかと思い、後先考えずに教会に行きました。

もちろん、息子には内緒でした」

　チェ勧士は一人でヨイド純福音教会を訪ねました。教会の扉が

常に開放されていた頃だったので、遠慮なく扉を開けて大聖殿に

入りましたが、突然、不思議なことが起こりました。正面にある

大型の十字架がパッと目に入ってくると ､急に恐怖が押し寄せて

きて、十字架を見つめることさえできませんでした ｡

　チェ勧士は ｢私が仏を信じる者だからか？ ｣と思いました。当

時、チェ勧士は 30 年間お寺に通っていた仏教徒でした。急いで

大聖殿から抜け出しました。家に帰ろうとしたけれども、意地に

なって、どうせ来たのだからと、祈祷院にも行ってみることにし

たのです。

　オサンリチェ・ジャシル記念断食祈祷院の噂をたくさん聞いて

いたので、ちょっと気になっていました。近くに祈祷院行きのバ

スが止まっていました。

　「バス代はいくらですか？」

　「バス代は無料です。祈祷院までお送りし、またここにお送り

しますよ」

　親切な運転手の案内を受けて、チェ勧士は祈祷院行きのバスに

乗りました。
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　祈祷院に行くバスの中で、チェ勧士の心中は複雑でした。その

理由は「お寺に通いながら教会に通うと、家が滅びる！」という

昔に聞いたお年寄りの言葉を思い出したからです。バスの中では

緊張し始め、次のような祈りが出てきました。

　「教会がどんな所かと大聖殿に入ってみたら、怖くてちゃんと

見ることさえできませんでした。これから祈祷院に行きますが、

怖くないようにしてください ｡私の心が決まったら教会に通いま

すので、祈祷院では中に入ってきちんと見ることができるように

してください」

　「お願いが 1 つあります。私が持っているのは家１軒だけなの

で、教会に通って家を滅ぼしたくありません。私たちの家を必ず

守ってください」

息子のおかげでイエス様を受け入れる

　祈祷院に着いたチェ勧士は、バスから降りるとすぐに大聖殿に

入りました。そして、十字架を眺めていると、意外なことが起き

ました。「ボンヒ、いらっしゃい」と温かい声が耳元で聞こえま

した。いや、心の深い所から聞こえてきたようでした ｡不安と緊

張がすべて消え去り、心が楽になると、「私が教会に通っても、

家が滅ぼされることはなさそう ････」と思えるようになりまし

た。

　その日、決心しました。息子が教会に通うのに、母親の自分が

お寺に通っていたら、家の中はどうなるのだろうか？　息子のた

めにも、自分は教会に通わなければならないと思いました。そう

決心したら、心が平安になりました。

　翌週からヨイド純福音教会に通い始め、4 週間の新家族教育も

堅実に修了しました。そして、教会に行くと、祈祷院にも必ず立

ち寄りました ｡祈祷院に行くと、心がとても楽になったからです。

　教会に通い出してから 5回目の日、偶然にも息子に会いました。

天使のような微笑みで遠くから走り寄ってきた息子は、とても喜

んで言いました。

　「お母さん、ここで何してるの？」

　「あなたと一緒に教会に通うつもりなの」

　息子はパッと明るい顔になって、ニコニコしました。

　「お母さん、それなら新家族教育を受けなければならないから、

一緒に行こう」

　「新家族教育はもう全部受けたわよ」

　息子は驚いて笑いが止まらず、ランチまでおごってくれました。

チェ勧士はそうやって 57 歳でイエス様を受け入れました。

最初の伝道作戦、大成功

　教会で行われる聖書勉強プログラムに真面目に参加して信仰が

深まるほど、心の中では伝道のことが気がかりになりました。信

仰生活を始めてからの 10 年間、「イエス様を信じましょう」と未

信者に言葉をかけたことはありましたが、それほど積極的ではな

く、伝道の実はありませんでした。

　それで神様に切に祈りました。「私も伝道ができるようにして
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ください。天国に行ったとき、あなたは何をしてきたのかと尋ね

られたら、私には返す言葉がありません。三人だけでいいから伝

道させてください」

　2019 年 7 月、夏の暑い日でした。近所の親しい女性と話をし

ていたチェ勧士に、この方を伝道しなければならないという気持

ちが湧き上がりました。知り合いの女性に「私の願いを一度だけ

聞いてください、一緒に教会に行きましょう」と言いました。そ

の女性は「暑いのになんで教会？」と嫌がりましたが、その時、

神様から知恵が与えられました ｡「タクシーで行きましょう。絶

対暑くないようにするから、4 回だけ行ってみましょう」と言う

と ､「わかったわ」と素直に応じてくれました。

　気分よく帰宅したチェ勧士は、主日に教会に行くことを考えて

いると、二人しか乗らないのはタクシー代がもったいないと思い、

その女性に電話しました。

「夕ご飯は食べましたか？」

「教会に行くと返事したのに、なぜ電話してきたの？」

「私たち二人だけで乗るにはタクシー代がもったいないです。あ

なたは友達が多いので、もう二人誘ってくれませんか。そのほう

があなたも退屈しないでしょう？」

　そうして三人をタクシーに乗せて、教会に行くことになりまし

た。タクシーの送迎があるなら楽と思ったのか、この三人はチェ

勧士と一緒に教会に通うようになりました。最初の伝道作戦は大

成功でした。

　しばらくしてチェ勧士は、礼拝後の食事の席で言いました。「ど

うせ始めたことですし、タクシーをもう一台増やして、あと三人

連れて行きましょうよ」。容易ではありませんでしたが、友人た

ちを説得し、翌週からはタクシー二台で教会に行き始めました。

138 人を伝道して伝道賞をもらう

　最初の言葉がけは難しくても、いざ伝道が始まると、友人のつ

てを頼りに人々とつながるようになりました。初めて来た人が別

の人を連れてきて、その人がまた別の人を連れてきました。膝が

痛んで足を引きずるような状態でも、教籍登録のために教区事務

所を訪れるときは、とても嬉しくなりました。

　新家族教育を最後まで終えた人には、個人的に小さなプレゼン

トをあげました。新家族を見れば見るほど愛おしくて、お金は惜

しくなかったのです。チェ勧士は「伝道の喜びを知って、もっと

頑張れるようになった」と言います。

　その時から伝道が加速しました。そうして 2019 年 7 月からコ

ロナ直前の 2020 年 2 月までに伝道した人はなんと 138 人にもな

りました。チェ勧士は「神様がなさらなければ、自分の努力だけ

では達成できませんでした。すべては神様の恵みです」と言いま

した。

　これまでのチェ勧士は、教会に通い出してからの 10 年間、忙

しいという言い訳で、教会の集会には積極的に参加することはな

く、金曜徹夜礼拝にときどき参加するだけでした。ですので、最

初は「三人だけでいいから伝道させてください」と祈るレベルで

した。
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　そして、伝道する人数が少しずつ増えると、祈りが変わりまし

た。

「神様、私も講壇で伝道賞をもらえるようにしてください」

その祈りを神様が聞かれたのだと、チェ勧士は笑いました。つい

にチェ勧士も 2020 年 1 月、教会から伝道賞が贈られる喜びを体

験しました。

　これらすべてが 75 歳から伝道して得た成果であることを考え

ると、本当に驚くべきことです。チェ勧士は「振り返っても不思

議で、面白く、ただ感謝だけです」と話しました。最後に、チェ

勧士に「伝道とは何だと思いますか？」と尋ねると ､その答えは

単純明快でした。「この世より貴重な『一人の魂を救うこと』です」。

チェ勧士は「その高貴なる使命を最後までしっかりと全うしたい」

と抱負を語りました。† ( 文 / チェ・ソンミ記者 )

　伝道するときは、伝道者だけでなく、教会の役割も重要です。

新しい人を連れて来ればそれで済む話ではありません。新家族が

来たら、皆で喜び、美味しい昼食でもてなすなど、教会からの手

厚いサポートも必要です。私の場合、幸いにもほとんどの新家族

の満足度は高かったです。

1つめは「タクシー利用」

　主日の午前 9時に礼拝を捧げて、一緒に新家族教育を受けたあ

と、昼食まで済ませると、移動時間も含めて 4時間以上かかりま

した。ですので、タクシー利用がとても効果的でした。「私は金

持ちではありませんが、教会に来る方々を送迎するタクシー代に

ついては、もったいないとは思いませんでした。教区バスに乗る

より時間が節約でき、快適に送迎されれば、新しく来た方が次週

に欠席することはありません」。

2 つめは「飴、チョコレート」

　礼拝後、新しく来た人が新家族教育室で会うと、何がそんなに

楽しいのか話が弾みます。ただ、教育には興味がなく、雑談に夢

中になる人がときどきいました。そのような時、チェ勧士はバッ

グから飴とチョコレートを取り出すと、指を口に当てて「しっ！」

と静かにするように合図しながら、それらを手渡します。

　そうすると、新家族たちは飴とチョコレートを嬉しそうに食べ

2020 年 1 月、イ・ヨンフン牧師より伝道部門最優秀賞を受けるチェ・ボンヒ勧士

♥チェ勧士の３つの伝道ノウハウ
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企画｜知られざるチョー・ヨンギ牧師の話 (第四話）

文｜パク・ジョンヒ『	しなんげ』社長

父の夢は医者
チョー・ヨンギ中学生の夢は科学者

ながら、伝道師の話に集中します。

3 つめは「千ウォン入った献金袋」

　以前、チェ勧士が未信者だった頃、近所の教会のリバイバル聖

会に一度だけ行ったことがあったそうです。「その時はメッセー

ジが理解できないから、すごく眠たくて嫌でした。もっと嫌だっ

たのは虫取り網が回ってきたことです。献金袋のことですね。お

金もないのに献金袋が回ってくるのは、とってもストレスでし

た」。

　「その記憶があったので、伝道した方々には千ウォンを入れた

封筒を事前に渡していました。ですので、献金袋が来たら、すか

さずその封筒を入れていました ｡ 私に申し訳なさそうでしたが、

それが交流のきっかけになったので、効果がありました」†
　　　　　　　　　　　　　　　　　( 文 / チェ・ソンミ記者 )
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　第三に「妻の祝福」を受け、性格が良くて信仰も厚い妻キム・

ボクソン勧士と、一生仲良く幸せに暮らしました。朝鮮戦争直後

の経済的に苦しかった時期は、妻が勇敢にも商売を始めたので、

非常に助けられました。商売までした妻の支えがとても大きかっ

たのです。

　第四に「健康と長寿の祝福」を受け、大きな病気にかかること

なく、94 歳まで（1913 〜 2006）長生きしました。驚くべきことに、

妻であるキム・ボクソン勧士も「健康と長寿の祝福」を受け、同

じく 94 歳まで（1914 〜 2007）長生きしました

　第五に「物質の祝福」も受け、経済的に余裕のある人生でした。

亡くなるまで、両親から相続した家や果樹園の土地を売らず、そ

のまま保有していたことから、お金には困らなかったことがわか

ります。

　例外的に、朝鮮戦争直後に苦労した時期がありましたが、父

チョー・ドゥチョン長老は子どもたちに「その時の苦労は私の人

生において大きな教訓になったので、有益な苦難だった」と語っ

ています。

　チョー・ドゥチョン長老（以下、長老）にとって、何にも代え

がたい最も大きな祝福は「信仰の祝福」でした。2006 年、天に

召されるまでの約 50 年間、彼は誰にも負けず劣らず、熱心に伝

道し、神様に従順しました。教会の長老としての任務も忠実に全

　ご存知のように、老年期のチョー・ヨンギ牧師は息子の問題で

大きな苦しみを経験しました。息子のことで神様の御前で悔い改

めの祈りをささげても、解決できませんでした。そのため、涙で

夜を明かす日が続きました。本当に暗くて長いトンネルを通らな

ければなりませんでした。

　その頃、チョー牧師が弟たちに語った言葉です。 

　「父のように祝福された人はいないでしょう」

　「父を思うと、羨ましいところがいっぱいある。九人の子ども

が皆健康で、信仰もあり、親孝行で、これ以上望むことはないで

しょう」

　チョー牧師の父であるチョー・ドゥチョン長老は、神様からあ

ふれるくらいの祝福を受けた方です。

　第一に「信仰の祝福」を受け、1957 年、44 歳で聖霊に満たされ、

イエス様を受け入れました。年を取ってから信じたと思うかもし

れませんが、その当時の韓国はクリスチャンが少なかったため、

割と早くイエス様を信じたほうだといえます。 

　第二に「子どもの祝福」を受け、九人の子どもが牧師、長老、

勧士になりました。特に三人の息子は牧師になり、韓国のキリス

ト教界に大きな足跡を残しました。

チョー・ヨンギ牧師が羨ましがった「神様の祝福」

一番大きい祝福は「信仰の祝福」
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うしました。熱心に活動する様子はまるで牧師のようでした。

　長老の活躍ぶりは『ミミズの寝言』という信仰エッセイによく

まとめられています。一緒に活動していた方たちと、彼を覚えて

いる数多くの聖徒らがその証人でもあります。

　長老は老年期に書いた本の中でこのように告白しています。

　「神様からたくさんの恵みが与えられた。夢や幻や体験を通し

て、数えきれない愛と恵みを受け取った。今では、見ることも、

聞くことも、語ることも、考えることも、主から離れては何もで

きなくなった」 

　今月は、チョー・ドゥチョン長老についてのお話を用意しまし

た。

チョー・ヨンギ中学生の夢はノーベル賞を取る科学者

　チョー・ヨンギ牧師の人生に、父であるチョー・ドゥチョン長

老が与えた影響は、想像以上に大きいです。特に青少年期には絶

対的ともいえる影響力がありました。

　チョー牧師が 20 歳まで、つまりソウルに上京して神学校の寮

で生活し始めた 1956 年まで、彼のそばにはいつも父親がいまし

た。息子が寂しい時は友達になり、勉強する時は家庭教師になり、

大変な時は熱烈な後援者になってくれた父親でした。一言でいう

と、仲がすごく良い親子でした。 

　上下関係が厳しい儒教が発達した韓国社会では、ほとんどの父

親が厳しかったので、このように仲が良い親子はめったにいませ

んでした。二人の面白いエピソードはたくさんありますが、次回

で紹介したいと思います。息子チョー牧師は父親を尊敬し、よく

従いました。

　チョー牧師が小さい頃、父親の机の上には卓上時計がいつも置

いてありました。

　「それはあなたのお父さんが、ドンレ高等普通学校を首席で卒

業してもらったものだ」

　「息子のヨンギは、お父さんに似ているから、勉強ができる子

になるはず」

　このように母親から言われると、幼いチョー・ヨンギの目には、

その卓上時計が誇らしい勲章のように見えました。そして、お父

さんのように勉強が得意になりたいと思いました。

　中学生になった時、弟と妹たちには「私もお父さんのように一
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生懸命に勉強する。それでノーベル賞を取る科学者になる」と

言っていたそうです。

　実際、チョー・ヨンギ牧師は父親に似て、記憶力が非常に良かっ

たのですが、特に英語と科学の成績が優秀だったそうです。父親

のお陰で本を読むのが好きになり、早い時期から勉強に興味を持

つようになりました。

　父親は家庭的で、子どもの教育に熱心でした。特に長男チョー・

ヨンギの教育に熱心でした。その理由は、当時の韓国は儒教思想

が強くて、家の代表者となる長男は特別に優遇されていたためで

す。そして、もう一つの理由は、九人の子どもの中でも目立つ彼

の才能に気づき、大きな期待をかけていたためです。

　しかし、熱心に育てても、思う通りにいかないのが子どもの教

育です。三人の息子を立派な牧会者として育てたチョー牧師の父

親は、どのような方だったのでしょうか。もちろん、すべてが完

全に「神様の恵み」だと思いますが、チョー・ドゥチョン長老の

人生に隠されている「神様の導き」は何であったのか、詳しく知

りたいと思います。

父チョー・ドゥチョン長老は「裕福な家庭で育った人」

　父チョー・ドゥチョン長老は、ある意味では、幸運を持って生

まれた人です。彼は世の中の基準では裕福な家庭で生まれたのに

加えて、頭も良くエリートでした。そして、1913 年生まれの彼

は入学時期が三・一運動（1919 年 3 月 1 日に日本統治時代の朝

鮮で起きた独立運動）後であったのも幸運でした。独立運動が起

きたあと、脅威を感じた日本政府が統治戦略を変更したことで、

教育政策が変わり、学校の授業環境が良くなっていたからです。

チョー・ドゥチョン学生は『幸運児』

　入学した時は、抑圧されていた教育政策が改善されていたの

で、小学校では教わる科目が増え、授業時間も増えていました。

また、学校の雰囲気も一層良くなっていました。

　ここで注目したい点は、日本統治時代でこの政策が施行された

期間は、12 年間だけだったことです。こうした融和政策は 12 年

後には民族抹殺政策に戻り、酷い差別教育が再び始まりました。

　この 12 年の間に、学校を卒業した 1913 年生まれのチョー・ドゥ

チョン学生は「幸運児」だといえます。もし、1913 年より早く

生まれていたら、学校の授業ではなく、軍事訓練を受けなければ

ならなかったし、学兵にならないといけなかったのです。

入学と卒業

　父チョー・ドゥチョンは幼い頃、書堂という民間教育機関（日

本でいえば寺子屋のような所）に通いながら、漢学を勉強してい

ました。そして、9 歳になると、「普通学校」（現在の小学校）に

入学しました。

　当時は、日本の差別教育に抵抗を示して、子どもを学校に行か

せない親が多かったのですが、三・一運動後に教育政策が変わっ

てからは、子どもを学校に行かせようとする親が増えてきまし
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た。朝鮮人が通える学校は少ないのに入学希望者が増えたため、

入学試験の倍率は上がり続けました。入試のストレスを受ける子

どももいましたが、貧しくて学校に行けない子どもがたくさんい

る時代だったので、それは幸せな悩みでした。

　高い倍率にもかかわらず、賢かったチョー・ドゥチョンは問題

なく入学できました。入学後、初めて受けた試験の成績は思った

より良かったようです。そして、徐々に成績が伸び続け、一位の

成績を取るようになりました。

　普通学校を卒業してからは、釜山の名門校であるドンレ高等普

通学校に入学しました。浪人して入った人が多かったので、彼は

生徒の中では一番年下でした。倍率 10 倍の入試で合格した優れ

た生徒との競争は大変でしたが、結局、首席で卒業する喜びを味

わいました。

　卒業式について、一つの面白いエピソードがあります。卒業式

では、送辞は在校生の代表が、答辞は首席卒業生であるチョー・

ドゥチョンが読む予定でしたが、その送辞を読む在校生の代表が

チョー・ドゥチョンの弟だったのです。

　その話が広がって、チョー家族は卒業式に参加した人々の感嘆

と羨望の眼差しを受ける主人公となりました。新聞記事にも取り

上げられ、ドンレ地域では「天才兄弟」と呼ばれていました。

首席卒業した父の夢は医者

　チョー・ドゥチョンは、ドンレ高等普通学校の在学中、さまざ

まな分野の本を読みました。欲しい本が高価で希少なものだとし

ても、彼の父は必ず買ってくれました。そのため、彼は小説や歴

史、文学書籍、医学書籍などさまざまな本を持っていました。時

が経ち、チョー・ヨンギ牧師はその父の本に囲まれ、自然に本を

読むようになりました。

　彼は進路について悩んでいました。日本統治時代では、朝鮮人

である青年が夢と理想を実現できる職業はありませんでした。し

かし、医者の場合は命を救う職業として、病院で差別を受けるこ

とも少なかったので、彼は医者になりたいという夢を育てました。

　彼は時間があるごとに医学関連の本を読みました。日本に留学

して医者になった先輩の話を聞いて、日本留学も考えましたが、

結局、京城帝国大学の医学部を目指すことにしました。（京城帝

国大学―植民地時代の朝鮮に 1924 年に設置された帝国大学。日

本の敗戦後の 1946 年に廃止された）
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飢饉の中でのエリヤ

　卒業するまで一生懸命に勉強して、首席卒業が決まったときは

人生最高に嬉しかったそうです。首席卒業者には大学入学試験で

の特典があったため、首席卒業は大学合格と同じでした。

　これから間違いなく、うまくいくはずでした。しかし、進学を

間近に控えた頃、思わぬことが起きました。彼の父が京城帝国大

学への進学を強く反対し始めたのです。

　チョー牧師の祖父は、勉強ができる息子を見ながら喜んでいた

のに、なぜ、息子の京城帝国大学への進学を反対したのでしょう

か。息子チョー・ドゥチョンの将来がかかっている、人生が変わ

る重大な問題でした。そして、孫であるチョー・ヨンギの人生に

も関係してくる問題でした。†（次号に続く）

✿ ユ・ジョンオク牧師婦人の信仰物語

　2020年 1月 20日、韓国で初のコロナ患者が発生しました。今ま

で見たことも聞いたこともないウイルスのため、全世界で大騒ぎ

になりました。韓国政府は2月の春休みが過ぎれば、3月からの新

学期は問題ないと発表し、私たちもそう信じていました。しかし、

恐ろしく広がっていくコロナは簡単には終わりませんでした。

　私は、日常に起こる些細なことまで神様に祈る習慣があります。

それで、コロナについても神様に祈るようになりました。その時、

聖霊様が「人々は私を信じて仕えているのではない。物質が彼ら

の神になっている。コロナはエリヤの時の飢饉（3 年 6 カ月／ル

カ 4:25、ヤコブ 5：17）になるであろう」と示されました。この
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祈りを通して、コロナが短期間に終わらないことを知りました。

そして、この伝染病は全世界の国々を経済的飢饉に陥らせるはず

だと悟りました。

　私は、「憩いの場」と「チョンピョン癌患者ヒーリングセンター」

に入所している元ホームレスの方々に無料給食を継続して配給で

きるように、一日も欠かさず準備しました。長くて厳しい戦争に

臨む気持ちでした。奉仕者の中で、起業したいという方には「少

し待ちましょう」と助言し、廃業したいという方には廃業を勧め

ました。

　以来、日増しに恐ろしいスピードでコロナが広がり、多くの店

舗が廃業に追い込まれました。経営者や自営業者たちは耐え切れ

ず、極端な選択をするに至りました。今や韓国は 1 日 20 万人ち

かくのコロナ陽性者が発生する、陽性者世界一の暗い国となりま

した（3月 1日時点）。

　エリヤの時代、天の門が閉じられ、厳しい飢饉が起こりました。

神の預言者であったエリヤにはその飢饉が臨まなかったのでしょ

うか？　いいえ。エリヤも周りの人々と同じく飢饉の災難に遭い

ましたが、ただ神様の保護と恵みを信じ、飢えと渇きを耐えたの

です。

　1985 年、私は夫と事業を始めました。春と秋冬はスカーフを、

夏は水遊び用具を生産し、販売しました。水遊び用具では、韓国

で自他共に認める最高の販売額を誇っていたのです。6 月から 8

月までのたった 2ヶ月の売上のために、残りの 10 ヶ月を使って、

水遊び用具を大量生産し、保管していました。ビニールの生地は

韓国化学会社から供給されますが、代理店から巨額の契約金を受

け取り、そのお金を各工場に分配していました。

　ところが、代理店の社長が不渡りを出したのです。私たちは巨

額の契約金を失っただけでなく、彼の手形の保証人となっていた

ため、それも借金として引き受けることになりました。銀行から

の借金 3億ウォンにサラ金まで……。天文学的な借金を抱え、座

る場所がないほどモノでいっぱいだった店舗からは何もかもなく

なりました。工場が取引を中断したからです。

　私は何もなくなったがらんとした店舗に朝 4時に出かけて、夕

方 6時までその場所を守りました。なぜなら、販売するモノがな

いからといって店を閉めれば、私にお金を貸した債権者たちが不

安に思うからです。勤勉さと誠実さは、私たちが信じる父なる神

様の御姿だから……。

神様の一回目の介入

　とうてい抜け出せそうもないような借金地獄の生活が続いたあ

る日、債権者の一人が工場長を連れて店舗に来ました。すると、

ひどい悪口を言い始めました。借金の負い目がある私は何も言い

返すことができず、侮辱的な悪口をすべて受け止めていました。

2時間ほど経ったとき、彼女は「私はこの世で最も強い人に出会っ

たようだ。私に一言でも言い返していたなら、私はあなたの髪の

毛を掴んで鍾路（チョンロ）市内を一周しただろうに……」と言

い、去って行きました。

　当時、店舗には 50 人ぐらいの債権者が毎日来ていました。し

かし、その日以来、彼女は債権者たちを自分の工場に呼び寄せ、

債権者会議を開いていました。彼女は「私たちが毎日行って彼女

を責めても、彼女は借金を返せなくなるだけだ。今日、私が決心

して彼女に会ってきたが、私たちが力を貸せば、彼女は再び立ち
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直り、借金を返してくれると思う。生活に余裕のある人は譲って

できるだけ後の番号を取り、生活の厳しい零細業者が早い番号を

取るようにしよう。1 番が債務金を全額受け取るまで、2 番はそ

の店に行かないようにしよう」という話をしていました。彼女の

提案により、私は一日に一人の債権者とだけ会えばいいようにな

りました。

神様の二回目の介入

　神様は私の経済的苦痛を解決されたあと、その次も準備してお

られました。何もなくなった店をきれいに掃除して座っていると、

ある人が「良い店舗だ。モノが何もないからより目立ちそうだ」

と言い、女性用のニット 1着を持って入って来ました。そのニッ

トが何万着もあるので、ここで売ってほしいというのです。

　私はそのニットをきれいに展示しました。ところが、何分も経

たないうちに、ある人がそのニットを気に入り、引っ張られるよ

うにして店に入ってきました。その人はニットの色別やサイズ別

に一万着を購入していきました。

　その間、私は電話をしただけなのに、三千万ウォンの利益を手

にしました。私は一千万ウォンを使って、債権者 1、2、3番の借

金を返し、残りの 2 千万ウォンは再起のための資金にしました。

その後、店に再びモノが入ってきて商売ができるようになり、私

は借金地獄から抜け出すことができました。

神様の三回目の介入

　5 月に近づいていましたが、前払いしたお金が不渡りになり、

この夏は物を売ることができない状況でした。ある日、明細書を

持って訪れた人が「昨年、私どもの工場から納品された商品の価

格を品目別に書いてみてください」と言いました。その明細書に

は、私たちが扱っていた商品の品目がぎっしりと書かれていまし

た。3 日ほどして、韓国化学会社から電話がかかってきました。

ソウル中区にある極東ビルに来るようにとのことでした。

　極東ビルの地下に行くと、私たちが昨年生産できなかった品物

がすでに完成品として山積みとなっていました。国内の工場で冬

の間に生産された品物を、韓国化学会社がすべて差し押さえてい

たのです。代理店の社長が不渡りを出したので、品物をすべて差

し押さえたものの、会社としては販売できずに困っていたのです。

　それで全国 10 か所の販売店をまずは選定し、その販売店が扱っ

た昨年度の品物の値段を調べたところ、私の販売店が最も正直に

記載していたのです。「この人なら信頼できる」と認められ、私

がその品物をすべて引き受けて販売し、支払いは後からすればよ
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いことになりました。

　韓国の市場は大きくないため、買い占めや売り惜しみが起こる

と、大変なことになります。私たちの店舗で購入明細書を発行し、

商品を購入した人たちがその購入明細書を持って極東ビルに行く

と、品物を直接受け取ることができました。これらの商品をすべ

て店舗で販売しようとすると、非常に大きな倉庫が必要になりま

す。また、商品を仕分け、購入者に販売する従業員も雇わなけれ

ばならず、配送車も全国に手配しなければなりません。

　神様の恵みで女性一人でもできるように、神様は天使を送って

助けてくださいました。最近、多くの経営者や自営業者たちが苦

痛を訴えながら涙を流しているのを見ると、私はかつて夫と一緒

にいた店舗で『エリヤの飢饉』を経験したことが生々しく思い出

されます。

　当時、このような神様の介入がなかったならば、今の私はどう

なっていたでしょうか。些細なことまでもすべて神様に告白する

ことだけが生きる道であると知っています。コロナで依然として

エリヤの飢饉

を経験してい

ますが、彼ら

の涙、苦痛を

見、彼らと共

に泣く私たち

となるように

祈ります。†

✿ 霊的リーダーシップ

人生の優先順位を
明確にせよ

イ・ヨンフン 牧師 / ヨイド純福音教会
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　自分自身を振り返りながら、最善を尽くす指導者になるには、

人生の優先順位が明確でなければなりません。この世のすべてに

優先順位があるように、信仰生活にも優先順位があります。クリ

スチャンが最優先にすべきことは、神の国と神の義を求めること

です。

 

　「まず神の国と神の義とを求めなさい。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）

　人生のすべてにおいて、神の国、すなわち、神様が統治される

ことを祈らなければなりません。家庭でも、学校でも、職場でも、

神の国がこの地に実現するように常に努力しなければなりませ

ん。

ジョン・ワーナーメーカーの信仰

　ジョン・ワーナーメーカーはマーケティングの先駆者として認

められている事業家で、敬虔なクリスチャンです。1889 年、彼

はベンジャミン・ハリソン大統領からアメリカの郵政長官に指名

されたとき、大統領に一つの条件を提示しました。

　「週末にはフィラデルフィアの実家に戻り、教会学校の教師を

続けられるようにしていただければ、長官をお受けします」

 

　大統領はこれを許可しました。彼は長官として勤めている間、

平日はワシントンで働き、主日にはフィラデルフィアの教会に

行って教会学校の教師として奉仕しました。

　私たちは神様が喜ばれることをためらってはいけません。私た

ちが御国の拡張のために最善を尽くせば、神様は私たちの願いを

聞かれ、すべての必要を満たしてくださいます。

　「だから、何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着よ

うかと言って思いわずらうな。これらのものはみな、異邦人が切

に求めているものである。あなたがたの天の父は、これらのもの

が、ことごとくあなたがたに必要であることをご存じである。」

（マタイ 6:31 ～ 32）

　ところが、今日の問題は、多くのクリスチャンが優先順位を神

様中心ではなく、自分中心に変えて生きていることです。彼らは

主の御心を求め、神の義を成すこと、主の福音を伝えることより

も、自分の安全に関心を持っており、お金、物質、名誉、プライ

ドなどを常に優先しています。しかし、クリスチャン、すなわち、

イエス様に従う弟子たちは、正しい優先順位を持ってイエス様に

仕えなければなりません。

神様第一主義の信仰

　「それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、彼らに言われ

た、『だれでもわたしについてきたいと思うなら、自分を捨て、

自分の十字架を負うて、わたしに従ってきなさい。自分の命を救

おうと思う者はそれを失い、わたしのため、また福音のために、

自分の命を失う者は、それを救うであろう。』」（マルコ 8:34 ～

35）

　自分を捨て、自分の十字架を負って主に従わない者は、イエス
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様の真の弟子とは言えません。イエス様は弟子たちに「自分に従

う道とこの世に従う道は決して相容れない」と言れました。

　「だれも、ふたりの主人に兼ね仕えることはできない。一方を

憎んで他方を愛し、あるいは、一方に親しんで他方をうとんじる

からである。あなたがたは、神と富とに兼ね仕えることはできな

い。」（マタイ６:24）

　もし、神様より愛するものがあれば、思い切って捨てなければ

なりません。何をしても、神様第一主義にならなければなりませ

ん。神様が喜ばれることを最優先にしなければなりません。人生

の優先順位をはっきりと決め、この世のどんなものとも絶対に妥

協しない神様第一主義の信仰で生きていかなければなりません。

神の国のために自分がすべき使命を悟って、神の義のために力強

く走っていく指導者にならなければなりません。

　任されたことに祈りと御言葉でもって最善を尽くし、たゆまず

努力するとき、神様が私たちを霊的指導者として固く立ててくだ

さるでしょう。神様の御心にかなう霊的指導者がたくさん立てら

れ、教会が日々リバイバルして、この地に神の国と神の義が臨む

ことを切に願います。†

 ✿ 読み直す山里からの手紙

デ・チョンドク神父（R. A. Torrey 三世 )

918 年､ 中国山東省で長老教会のアメリカ人宣教師の息子として
生まれ､ 中国と平壌で幼年時代を過ごしました。アメリカのプリ
ンストン神学校で学び、聖公会に席を移したあとは、1949 年に聖
公会の司祭となりました。1957 年に韓国に来て、2002 年に召天
するまでの 45 年間、韓国で主の働きをしました。1965 年、江原
道太白市にイエス院を設立して活動しているうちに有名になり、
聖霊論と共同体に関する教えを通して、韓国の教会とクリスチャ
ンに大きな影響を与えました。

大天徳神父を慕う読者の要望に応え、

「読み直す手紙」を再掲します。純粋

な信仰と澄んだ魂の持ち主である大

天徳神父の文章を、もう一度読める

ことは誠に幸いです｡ 大天徳神父の

文章の中には、聖書の深い知識、模

範となる行動の実践、そして、霊的

世界に対する深い洞察力が生きてい

るからです。大天徳神父を覚えてい

る方には懐かしい思い出の時となり、

初めての方には聖書的な観点で世の

中を見る目が開かれる時となります

ように祈ります。
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主の御名で愛する姉妹へ 

　送ってくださった手紙とともにイエス院に対する好意に感謝

します。イエス院までの道が舗装されるという願いについては必

要ないかと思います。私たちは訪問客の対応にとても疲れてお

り、これ以上受け入れる余裕がありません。イエス院の出版事業

もその仕事のために止めなければなりませんでした。 

 

どのように患難の日に
備えたらよいでしょうか

　私たちがするべきこととそのタイミングは、神様がお決めにな

ります。サタンが私たちに多くの仕事を与えて、忙しくさせない

ように祈ってください。これは今日の教会が直面している大きな

問題の一つだと思います。良いことでもそれをするために忙しく

なりすぎると、最善を尽くせなくなるのです。

重要なことは「患難の時」を知ることができないという事実です 

 

　では、これから携挙について話をしましょう。私は患難前の携

挙を信じながら育ちました。私の祖父がそれを信じていたかどう

かは知りません。ただ、祖父がその話題には明確に意見しなかっ

たことを数年前に知っただけです。

 

　ギリシャ語の学者であり、大学で聖書を教えていた私の叔母エ

ディット・トレーは、患難前の携挙を信じていませんでした。コ

リテンブーム氏も、世界中の数多くのキリスト教徒が現在深刻な

事態に見舞われていると指摘しています。そうであれば、私たち

が患難を免れるという考えは間違いなのでしょうか。

 

　2 年前、私は尊敬する方が書いたヨハネの黙示録に関する書籍

を読んだことがあります。彼は自分の本で患難前の携挙を主張し

ていましたが、それを裏付ける聖書の箇所は見つかりませんでし

た。

 

　そこで私は著者に手紙を書きました。その方は私にていねいな

返事を送ってくださいました。「私はそのことについては、書籍

ですでに明らかにしていると思います」という言葉で締めくくら

れていました。しかし、それ以上の説明はありませんでした。

尊敬するあなたに質問します。私はイエス院から遠くないと

ころに住みたいと思っています。そして、イエス院までの道

路が舗装されてほしいと主に祈っています。しかし、間もな

く携挙されるのであれば、工事の必要はなくなるのでしょう。

「患難と携挙」についてお伺いします。ある牧師は患難後に

携挙があると言っていますが、ある教会では患難前に携挙さ

れるので、患難への準備は必要ないと教えています。この問

題をどのように理解しておられますか。

　　　　　　　　　　　　―― 神様の愛にあってホより
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　私はその方が間違っていると主張したいわけではありません。

私はこの点についてずっと葛藤していましたが、患難を乗り越え

る必要がないことを示唆する聖書箇所を探し出せなかったので

す。ヨハネの黙示録には、七つの教会の中でただ一つの教会だけ

が、全世界に臨もうとしている試練の時に守られると書かれてい

ます。

 

　現在、全世界の教会が激しい試練に見舞われているのを踏まえ

ると、患難が我々に押し寄せてこないという保障はないと述べた

コリテンブーム氏の見解が、聖書に最も近いと思います。

 

　それが「最後の患難」なのかどうかは重要ではありません。大

切なのは、患難の時はわからないことと、それに備えなければな

らないことの 2つです。 

 

患難に備えられているか 

 

　新約聖書と旧約聖書ともに、苦難と迫害に備えなさいという教

えが大半を占めています。迫害を受けたあとで腐敗して滅ぼされ

た教会は一つもありません。迫害は教会の堕落を防ぐ唯一の手段

だからです。迫害のない期間が長いほど、教会は熱くも冷たくも

なく、イエス様が口から吐き出されるラオデキアの教会のように

なります。 

 

　姉妹はどのように患難に備えていますか？ 　霊的な準備とし

て、クリスチャンは、聖書が焼かれてしまっても、強く大胆にい

られるように聖書の御言葉をよく知っていなければなりません。

御言葉を正確に覚えて、他の人とも御言葉を分かち合えるように

ならなければなりません。

 

　また、聖書研究では字義通りに解釈しなければなりません。聖

書の比喩的な意味を探すことに熱心な人もいますが、このような

人は聖書が教えている教訓を理解することができません。 聖書

は倫理と正義を明確に教えていますが、多くの人々は御言葉を

「霊的なものであって、実践的なものではない」と解釈するため、

聖書から外れた人生を送り続けています。

　もちろん、聖霊様が彼らの誠実さに触れようとはしますが、彼

らが聖書の教えを理解できないのであれば、聖霊様の導きに従う

ことはできないでしょう。クリスチャンは常に聖霊様の導きを受

けなければなりません。私や他の人々の経験を踏まえると、毎朝

の黙想を通して、神様がその日私に何を示してくださるかを聞く

ことが最善の方法です。

 

　毎朝、神様の導きを求めることを最優先にする人は、予期せぬ

ことが生じても動じることはめったにありません。傾聴と従順の

習慣を毎日続けていれば、思いもよらなかった迫害が生じても恐

れることはありません。何をすべきかあらかじめわかっているた

め、油断はしないでしょう。

 

　しかし、あまりにも長い間、物事を自分の思い通りに進めてき

たのであれば、いざ神様の導きを受ける必要がある場合、日頃か

ら訓練されていないため、神様の声と光の天使に見せかけたサタ

ンの声を見分けることはできないでしょう。
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問題の答えは主に求めなければならない 

 

　患難に備えるもう一つの方法は、できるだけ都会から遠く離れ

た土地を買って、食料を自給自足する準備をすることです。簡単

なことではありません。しかし、ヨハネの黙示録には、食料を買

うには手と額にある反キリストのしるしが必要になる時が来る

と警告されています。

 

　アメリカでは、ノンクリスチャンが土地を買うと、周辺を鉄条

網で囲み、銃と弾薬を用意するそうです。自分の所有物だから他

人とは共有できないという意味です。クリスチャンだけが将来訪

れる危機に備えているわけではありません。ドイツにナチス政権

が発足したとき、キリスト教徒だけでなく、ユダヤ人をはじめナ

チスの嫌悪対象だった人の全員が困難に見舞われました。

 

　私たちはできる限りの可能性を考えたうえで、問題の解決につ

いては主に答えを求めなければなりません。神様はそのような問

題の解決策をたくさんご存知です。毎日その方の導きに慣れてき

たら、私たちは神様が適切な時に詳細まで知らせてくださると信

じることができます。

 

　私たちは神様の御声に耳をいつも傾けなければなりません。そ

して、その方を追い越そうとしたり、遅れたりすることのないよ

うに祈らなければなりません。私たちは皆、漠然とした運命に任

せるのではなく、携挙や患難に備えながら、私の仕事ではなく、

主の仕事のために走り続けましょう。† 
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