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今年こそは！

新年というと、新しいことを始めたり、何かしら新しい習慣を築いたりし

ようと決意する人も多いことでしょう。真新しいカレンダーや、何も記され

ていない真っ白な日記帳や予定表に触発されてのことかもしれません。ある

いは、身近な人も含めて、世界中で大勢の人が、新年の誓いをし、より高い

目標を定めていることに刺激されて、「じゃあ、自分も」とか、「自分だって

やれるぞ」と思ってのことかもしれません。理由は何であれ、それは効果が

あります・・・少なくとも最初の数日は。その後がどうなるかは、皆さんも

経験があることでしょう。

　けれども、今年はそのパターンを打ち破ることができます。三日坊主に

なったりせず、「今年こそは」という思いを実現できるのです。しかし、どう

やって？　鍵は、新年の抱負に、神と共に取り組むことです。神はあなたを

愛していて、あなたの幸せを願っています。ですから、あなたの願いが、神

に喜ばれることならば、神はその願いをかなえて下さいます。神に求めるな

らば、決意をまっとうするために必要なあらゆる助けを与えて下さるのです。

さらには、あなたを幸せにするために、他の願いまでもかなえて下さること

でしょう。聖書にはこうあります。「主によって喜びをなせ。主はあなたの心

の願いをかなえられる。」(詩篇 37:4)

　今年はどんな年になるでしょうか？　私たちは、神があなたを祝福し、こ

の一年を、あなたにとって今までで最高に素晴らしく幸せな年として下さる

ようお祈りしています。

　アクティベート編集部

〒 262-0025 千葉県千葉市花見川区花園1-15-10-12

アクティベート　ジャパン

ホームページ  http://www.activate.jp
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　時間管理の専門家が、ビジネスマンにセミナーをしていた。この講師は、仕事熱心で
びん

意欲に燃えるビジネスマンを前にして、４リットルほど入る、大きな広口のガラス瓶を

テーブルに置いた。それから、こぶしほどの大きさの石を何個も出して、ていねいにそ

の瓶に入れていった。石が瓶いっぱいに詰め込まれ、もうこれ以上入らなくなった時に、

講師は皆にたずねた。「瓶はいっぱいですか？」

　全員が、「はい」と答えた。

　すると講師は、「それはどうかな？」と言って、テーブルの下から、小さめの石の入っ

たバケツを出した。その小石をいくつか瓶に入れると、瓶をゆすって、大きな石の間を

埋めるようにした。それから、講師は先ほどと同じ質問をした。

　その頃には、出席者も講師の意図がわかってきたようで、一人が、「まだでしょう」と

答えた。

　講師は、「正解です」と答え、今度は、砂の入ったバケツを出した。砂が、大きな石

と小さな石のすき間をくまなく埋め尽くしたところで、再び、瓶がいっぱいになったか

とたずねた。

　すると、「まだです」と全員が言った。

　再び、「正解」と答えた講師は、水差しを出して、瓶にたっ

ぷり水を注いだ。

　それから、全員の顔を見回して、「このポイントは何

かわかりますか？」とたずねた。

　いかにもやる気満々の男性が手を挙げて言った。

　「どんなに予定が詰まっていても、しっかり努力す

れば、必ずもっと詰め込めるということです。」

　「違いますね」講師が答えた。

　「ポイントは、大きな石は、最初に片づけてしまわ

ないなら、結局、入れられないままで終わってしまう

ということです。」

あなたの人生や仕事で「大きな石」、つまり最も重要

な事は何ですか？　それを優先させていますか？

 時間がなくて困っている人へのアドバイス

--作者不明

大きな石大きな石

Vol.1-1
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ビジョンとゴールの大切さ　

　ビジョンがなければ民は滅びる。(箴言29:18、新

欽定英訳聖書より)

　遠くの目標を目指す時には、ビジョンと信仰を

旅の友としなさい。道が険しくなり、疲れ切った

時、あなたを支え、力づけてくれるから。

　人は、どこから来たかよりも、どこに向かってい

るかが大切。

　あなたが何を発見するかは、何を探し求めてい

るかによる。

　人は、岸を見失っても進み続ける勇気がない限

り、新しい海を発見することはない。

大きな夢を！

　最も貧しい人とは、お金のない人ではなく、夢

のない人。

　会社は、年度末が近づくと、棚卸しや総決算をして一年を振り返り、新たな目標や方針を定めます。私たちも、

新年にあたって、個人的に「棚卸し」をしてはどうでしょう。一年を振り返り、過去の目標を見直して、新年の目

標を立て、より良い年になるよう準備するのです。

　自分にこう問いかけてみましょう。　「この一年で何を成し遂げただろうか？　目標を達成できただろうか？　

いろいろ間違いもあったが、とにかくベストを尽くした、と言えるだろうか？　どんな面でもっと努力が必要だろ

うか？　人は、自分のどんなところを覚えているだろうか？　何か他の人のためになることができただろうか？」

　そして、一年に起こった様々なことに感謝をして、新年のために祈ってはどうでしょうか。神が人生のすべての

面で導いて下さるように、また、自分のためにも、自分が出会う人のためにも、あなたを神の愛で満たして下さるよう

に祈るのです。そうすれば、信仰と希望、愛と勇気でいっぱいの心をもって、新年に乗り出すことができます。自分の

やることすべてに主にかかわってもらい、主の導くことに何でも従うなら、成功は確実です！

　「歳月人を待たず」と言う通り、忙しくしていると、あっという間に月日が流れます。

けれども、生活面でも仕事の面でも、しっかりとしたビジョンとゴールがあれば、着実

な進歩を遂げるのが可能になります。ですから、新しいことを始める時には、目を先に

向けて、ゴールを定めることを習慣にしてはどうでしょうか。

4

過去よ、さようなら！
　そして 新年よ、こんにちは！

あなたの人生にビジョンとゴールを！

Vol.1-1
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　夢を制限してしまうなら、自分にできることも

制限することになる。

　未来は、自分の夢の素晴らしさを信じる人のも

のです。(エリノア・ルーズベルト)

ゴールを達成するには･･･

　難題に直面したら、どうしてできないかよりも、

どうやったらそれをクリアできるか、という観点

から取り組みなさい。

　目標も、それを達成するための期限なしには、目

標にならない。

　目標に向かって努力するのは、車で長旅をする

時のよう。パンクやエンジンの不調、渋滞など、予

期せぬ出来事に見舞われることもある。しかし、そ

のせいで目的地を見失ってはいけない。何が起

こっても、また元気を出して、進み続けることだ。

　いっさいの重荷と、からみつく罪とをかなぐり

捨てて、わたしたちの参加すべき競走を、耐え忍ん

で走りぬこうではないか。信仰の導き手であり、ま

たその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、走ろう

ではないか。(使徒パウロ、ヘブル12:1-2)

神と共に進めば、うまくいく！

　神が示されることは、必ずうまくいく。そして、

神と共に歩めば、必ず目的地に到達する。

　神は、時に応じた力、状況に応じた恵み、そして

問題に応じた知恵を与えて下さる。

　あなたを支えてくれる力がある。それは、あなた

を押さえつけるもの全てにまさって強い。

　神は、ご自分の指さす方向に、道を開いて下さ

る。

5

　この一年、人生のあらゆる

面で私を導いて下さい。一日

一日を大切に生きていくのを

助けて下さい。目先の忙しさ

に振り回されて、家族やまわ

りの人への思いやりをおろそ

かにすることがありませんよ

うに。そして、あなたへの感

謝の心をいつも忘れませんよ

うに。

新年の祈り新年の祈り

Vol.1-1
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毎年、お正月には、「今のままじゃ

いけない」と思って、いろいろ抱負

を掲げるのですが、どんなに堅い

決意をしてもすぐに挫折してしまいます。

三日坊主にならず、新年の目標を達成する

にはどうしたらいいでしょうか？

　これは誰でも経験のあることで

すね。このままではいけない、変わらなけれ

ば、と思ってはいても、なかなか変われないの

です。いくら新年の誓いを立てて努力しても、

悪い習慣を断ったり、新しい習慣を築くのは

無理に思えてきます。そうなると、自分にいら

だったり、がっかりして、その内に、自分が変

われるという希望さえ失ってしまいます。何

度努力しても無駄に終わるだけだから、あき

らめるしかないと思うのです。

　けれども、変わることは可能です。あなたを

創られた神は、愛情あふれる父親として、あな

たの人生のすべての面に関心をもっています。

そして、あなたが成長し、自分の可能性をフル

に発揮するのを何としてでも助けたい、あな

たの幸せのためなら何でもしたいと思ってい

るのです。ですから、神に助けてもらうなら、

望み通りの結果が得られることでしょう。あ

なたに必要なのは、神に協力し、正しい方向に

向かって努力をすることだけです。あとは神

がしてくれます。神に不可能はないのです。

　以下に、着実な進歩を遂げるための秘訣を

いくつか紹介しましょう。

　１．変わる必要があるという確信をもつ。変

わらなくてはいけない理由を書き出してみる。

できれば、そのことについて神の言葉は何と

言っているかを調べる。聖書をよく知ってい

る人に聞いてみてもいいでしょう。神の言葉

の裏付けがあるならば、決意が揺らいだ時に

も踏みとどまるよりどころとなります。

　２．神に助けを求める。自分がこうしたい、

変わりたいと思っていることが、神の望まれ

ていることだという確信があれば、神は助け

てくれると信じることができます。そして神

の助けがあれば、変わることができます。神は

一日24時間、あなたのそばにいて助けの手を

差し伸べてくれています。また、それに関する

聖書の約束を覚えて、それを果たして下さる

よう神に祈るならば、「できっこない」という

古い思考パターンを捨てて、変わっていくた

めの力を得るでしょう。

　３．現実的な目標を立てる。非現実的な目標

は落胆につながり、かえって逆効果です。初ト

ライでいきなり、高跳びの世界記録更新に

チャレンジすることはしません。そんなこと

をしたら、記録更新どころか、がっかりして、

自分の能力をまるで発揮できないまま終わっ

てしまうだけでしょう。少しの努力でクリア

できる高さにバーをおいて始めましょう。そ

れから、一段階ずつ上げていくのです。

　４．一度にあまりにも多くの面を改善しよ

うとしないこと。自分が取り組むべきことの

優先順位を決め、それを守ることです。主要な

分野で着実に進歩してきたら、さらに一つか

二つずつ加えてみましょう。

三日坊主に

ならないために

三日坊主に

ならないために
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目標達成をめざすあなたに目標達成をめざすあなたに
      －聖書にある神の約束

❖ わたしを強くして下さるかた[イエス・キ

リスト]によって、何事でもすることができ

る。(ピリピ 4：13)

❖ あなたがたのうちに働きかけて、その願

いを起させ、かつ実現に至らせるのは神で

あって、それは神のよしとされるところだ

からである。（ピリピ 2:13）

❖ わたしたちが神に対していだいている確

信は、こうである。すなわち、わたしたちが

何事でも神の御旨に従って願い求めるなら、

神はそれを聞きいれて下さるということで

ある。(1 ヨハネ 5：14)

❖ 正しい者は七たび倒れても、また起きあ

がる。（箴言 24:16a）

❖ 善を行うことに、うみ疲れてはならない。

たゆまないでいると、時が来れば刈り取る

ようになる。(ガラテヤ 6：9)

❖ あなたがたは自分の持っている確信を放

棄してはいけない。その確信には大きな報

いが伴っているのである。（ヘブル10:35）

❖ 主は弱った者には力を与え、勢いのない者

には強さを増し加えられる。(イザヤ40:29)

❖ イエスは彼に言われた、 「もしできれば、

と言うのか。信ずる者にはどんな事でもで

きる。」(マルコ 9：23)

❖ 何事でもわたし[イエス]の名によって願

うならば、わたしはそれをかなえてあげよ

う。(ヨハネ14：14)

❖ 主によって喜びをなせ。主はあなたの心

の願いをかなえられる。あなたの道を主に

ゆだねよ。主に信頼せよ、主はそれをなしと

げ、(詩篇 37：4－ 5)

　５．毎日、または毎週の予定に、変わるために努力する

時間も入れる。たとえば、「もっと運動する」という目標を

決めたら、その面で行動に出る時間を確保しない限り、結

局、他の事で忙しくしている内に、運動のための時間はな

くなってしまうことでしょう。

　６．誰かに打ち明ける。自分を理解し、応援してくれる

誰かに、変わりたいという願いを話すことは、とても大き

な励みとなり、決意を堅くする助けになるでしょう。

　７．まわりの人からの助けを受け入れる。夫や妻、親友、

同僚などに、自分が目標に向かって前進していると思うか

どうか、正直な意見を求めるのは、謙虚さを要します。け

れども、そういった人たちは励ましと共に、自分で気づい

ていなかったことを指摘してくれたりします。歴史に残る

ようなことをした人には、その陰に、必ずと言っていいほ

ど、コーチやトレーナー、指導者、または支えてくれる伴

侶がいました。

　８．同じ目標を目指している人と助け合う。互いに叱咤

激励し、一方がくじけそうになったら、他方が助ける。一

緒にやれば、勝利の喜びも大きくなります。

　９．忍耐をもつ。進歩は一度に一歩ずつ訪れるもの。時

には、その一歩というのが、「二歩前進して、一歩後退」で

ある場合もあります。けれども少しでも進んでいる限り、

確実にゴールに近づいているのです。新しい習慣を築くに

は普通、６週間から２ヶ月かかると言います。そのあいだ、

コツコツとがんばるのが鍵です。

　１０．あきらめない。古い習慣に逆戻りすることがあって

も、自分を責めたり、あきらめてはいけません。変わりたい理

由のリストを読み返すこと。自分の努力を見直してみて、改

めなくてはいけないことは改めるようにしましょう。聖書に

ある神の約束を選んで、それを果たして下さるよう神に祈

り、またやってみることです。後退してもあきらめないでが

んばり続けるならば、そのたびに強められることでしょう。

　ハッピー・ニュー・イヤー！

　　　そして、ハッピー・ニュー・ユー(新しいあなた)！
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今日という日を忠実に！

デービッド・ブラント・バーグの著作に加筆
死
に
至
る
ま
で
忠
実
で
あ
る
に
は
･･
･

「死に至るまで忠実であれ。そうすれ

ば、いのちの冠を与えよう。」（黙

示録 2:10）　これは、新しい一年に向け

て、あるいはこれからの人生において、目

標とするのに良い言葉でしょう。

　これは救いについてだと言う人もいま

す。「いつも完璧で、正しい行いをし、強

い信仰を持ち続け

るなら、救われて

天国に行けるかも

しれない」という

意味に解釈するの

です。しかし、そう

ではありません。

主がここで語って

いるのは、救いで

はなく、私たちの

毎日の生活での忠

実さです。いつか

死ぬまで、神の言

葉に従って神に喜

ばれる生き方をし

ようとベストを尽

くすかどうかなの

です。

　「死に至るまで忠

実」である秘訣は、

一日一日を忠実に

生きていくことです。昨日忠実だったか

どうかや、明日忠実でいられるかどうか

は、心配いりません。ただ今日、忠実であ

るよう努めればいいのです。聖書は、過去

を忘れよ、と言っています。そして、明日

のことは明日にまかせよ、と。自分が生涯

を通して忠実であれるかどうかを心配す

るのはやめて、ただ、今日という日を忠実

に生きましょう。一日一日を忠実に生き

ようと努めれば、結果として死ぬまで忠

実であり続けることでしょう。

　一生忠実でいることを考えると、自信

がぐらつくかもしれません。しかし、これ

まで頑張って生きてきたのですから、少

し自信を持ちましょう。今まで、将来につ

いてあれこれ悩んだことでしょうが、そ

れはすべて過ぎ去りました。心配したけ

れども、結局はうまくいった、ということ

が沢山あるでしょう。そして、あなたは今

も頑張って生きています。

　だから、将来のことを気に病むのはや

めましょう。イエスはこう言っています。

「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) 　わざわざこれから

の一年のことや、さらにはその後のこと

まで心配するのはやめて、その日のこと
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で忙しくしましょう。今日すべきことを

し、今日忠実であろうとするのです。

　今まで自分が日々やってこられたこと

で、神に感謝しましょう。「死に至るまで
おおごと

忠実」と聞くと、ものすごい大事に考える

人もいるでしょうが、そういう考え方か

ら希望や信仰は生まれません。それは神

から受け取るものです。神こそ、「信仰の

導き手であり、その完成者」です。（ヘブ

ル12:2）　そしてその信仰は、私たちが神

の言葉を心にたくわえていくにつれ、成

長していくのです。

　あなたはこれからも、悩みや試練を味

わったり、疲れ切ったり、間違いをしたり

することでしょうが、それを気にする必

要はありません。ただ、神が助け、導いて

下さると信頼することです。そうすれば、

信仰が与えられ、神の助けによって、日々

忠実でいることができるでしょう。

　あなたが忠実であり続けるのを助けら

れるのは、神だけです。もちろん、あなた

も協力しなくてはなりませんが、あなた

の果たすべき分はただ、祈って神の助け

を求めること、そして、信仰が育つように

神の言葉を読むことだけです。そうすれ

ば神は、あなたが希望と信仰をもち、忠実

であり続けるのを助けて下さいます。も

しも信仰がないと感じるならば、神の言

葉を読み、神の言われることに耳を傾け

て下さい。神の言葉こそ、信仰の源ですか

ら。神の言葉を読み、神に信頼し、心配は

しないことです。

　今、明日のための信仰を持つ必要はあ

りません。来週や来月、さらには来年や何

年も先のための信仰などなおさらです。

それは、時が来れば受けるでしょう。今

は、今日のための信仰だけで十分です。将

来のこと、明日のことを心配するのはや

めましょう。一

時間後のことで

さえ、心配しな

いことです。神

は時に応じた恵

み、それも一瞬

一瞬に応じた恵

みを与えて下さ

るからです。

　「死に至るまで

忠実であれ。そ

うすれば、いの

ちの冠を与えよ

う」とイエスは

言われました。

あなたは立派な

輝く冠を授かる

のです。

　この一年、またその後もずっと、神があ

なたを祝福し、助け、忠実でいるのを助け

て下さいますように。天国であなたが直

接、主に会って、冠を受け取るその日まで。
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　ある日の午後、私は、二人の同僚と一緒

に出張を終えて、都内の本社に車で戻る途

中でした。仕事の機材などをいっぱい積ん

だ私たちのワゴンは、三車線ある高速道路

の一番右側の追い越し車線を走行していま

した。一人が運転し、もう一人は助手席に

座り、私は後部座席にいました。普段は、

移動中は疲れて眠っていることが多いので

すが、この日はなぜか目がさえていまし

た。

　すると、突然、後輪のタイヤが破裂した

のです。スピードが出ていたので、車はコ

ントロールを失い、猛烈な勢いで隣の車線

を横切りました。そして、目の前には左の

ガードレールがみるみる近づいてきまし

た。「もうダメだ！」誰もがそう思いまし

た。私は、とっさにイエスに祈りました。

何と祈ったかさえ覚えていませんが、必死

でした。そして、車はガードレールに激突

して横転したのです。正確に言えば、まず

スピンして、それから横転して、また元の

ように直立したのでした。つまり、左右と

上下に一回転したのです。車内にあったも

のは全部、投げ出され、路上に散乱してい

ました。窓ガラスは粉々に砕け散って一枚

も残っていませんでした。

　どれくらい時間がたったのか・・・ふと

我に返ると、私も、前の二人も無事でした。

私は、どこかに身体をぶつけたものの、意

識ははっきりしていました。もし眠ってい

たら、衝撃で放り出されたに違いありませ

ん。しばらくして救急車が到着し、担架で

運ばれながら車を見ると、目もあてられな

いような状態で、廃車するしかないのは一

目瞭然でした。現場に来た警察官は私に、

「あれだけの事故で放り出されなかったな

んて信じられない。奇跡だ」と言いました。

　それから、ふと思いました。「他の車は

どうしたのだろう？」　事故当時、他にも

沢山の車が通行していたのです。しかし、

不思議なことに大破した私たちの車の後ろ

に、どの車もきれいに並んで停車していま

した。誰も予測できたはずもない事故だっ

たのに、衝突も接触もなく、路上の散乱物

にぶつかった車さえありませんでした。す

べては奇跡でした。

私は軽傷ですみました。そして、ファミ

リーにいるクリスチャンの友人たちが、遠

くに出かけることの多い私を守ってくれる

よう、いつも神に祈ってくれていたことを

思い出しました。このような人たちの祈り

がなかったならば、今、生きてこの話をす

ることもなかったでしょう。

　この経験を通して、私は祈りの力と共

に、命の大切さと、イエスの愛と憐れみの

深さを痛感しました。私は、早朝から夜遅

くまで働くことも多く、長い出張もありま

す。そのために、祈ることや神の御言葉に

よって心を養うことを怠ることもありまし

た。そんな私でしたが、イエスは奇跡を起

こして命を救って下さったのです。この事

があってから、私は、御言葉を読み、イエ

スと過ごす時間を大切にするようになりま

した。イエスに心から感謝しています。

激突事故　からの奇跡的な救出！
東京在住の会社員

激
突

車は

ガードレールに

激突して横転･･･

10
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　バレンタインデーが近づくと、私の友人であるクリス

とエリカのラブストーリーが思い出されます。その始ま

りは５年前でした。

　「ちょっと変わった贈り物ね」と、エリカはひとり微笑み

ました。二人ともクリスチャンではなかったので、どうし

てこの贈り物を思いついたのか不思議でした。けれども、

買ったばかりのこの聖書が、心から愛する人に捧げる最良

の贈り物だとエリカは確信していたのです。表紙の裏に、

「ちょっと変わった贈り物だけれど、バレンタインデーに

愛をこめて贈ります」と添え書きをして贈りました。

　クリスは、エリカのプレゼントに驚きました。キリスト

教にはまるで縁がなく、とくに興味もなかったからです。

聖書が本棚でほこりをかぶるあいだに数年がたち、二人

の関係はぐらついて、別れは時間の問題となりました。

　そんなある日、聖書がクリスの目にとまりました。手

にとって、あちこち読む内に、自分たちの関係に何が欠

けていたかがわかってきたのです。「神は愛である」、そ

れは、とても単純明解ながら、深遠な言葉です。(１ヨハ

ネ4:8) クリスは、来る日も来る日も聖書の言葉を勉強

し、ついにイエス・キリストを自分の友、かつ救い主と

して受け入れたのでした。

　聖書に没頭するクリスを見てエリカは驚きました。そ

して、二人で一緒に、聖書の中に数々の宝を見つけたの

です。イエスの愛によって、二人は心のきずなを取り戻

し、過去のあやまちを乗り越えることができました。そ

して初めて、お互いに対して心にあることを正直に隠さ

ず告げられるようになりました。

　それ以来、聖書はずっと二人の心の支え、愛の源と

なっています。関係が少しでも冷めかかってくると、ク

リスは神が聖書という愛の贈り物を通して、二人の結び

つきを強めて下さったことを思い出すのでした。

　昨年のバレンタインデーに、二人はお互いに特別な贈

り物をしました。そう、彼らは結婚したのです。

バレンタインの贈り物 ニクス・マルティネスが語る実話

バレンタインデーの由来
　Ｑ:　バレンタインって、何のこと？

　Ａ:　イタリアに実在したキリスト教司祭バレンチノの英語

風の読み方です。

　西暦３世紀、若者たちが戦争に行きたがらないのは、愛する人

や家族のもとを離れたくないからだと考えたローマ皇帝クラウ

ディウス二世は、結婚を禁止してしまいました。

　しかし、バレンチノは、かわいそうな兵士たちをみかねて、内緒

で結婚をさせていました。まだ、キリスト教が迫害されている中

でのことです。それを知った皇帝は、バレンチノに罪を認めさせ

てローマの宗教に改宗させようとしましたが、バレンチノはそれ

を拒否して投獄されました。

　バレンチノは、獄中でも恐れずに看守たちに神の愛を語りまし

た。言い伝えによると、ある看守に目の不自由な娘がおり、バレン

チノが彼女のために祈ると、奇跡的に目が見えるようになったそ

うです。これがきっかけで、西暦270年頃の2月14日に処刑されま

した。

　Ｑ:　バレンタインデーはどのように始まったの？

　Ａ:　ローマではルペルカーリアという祭が何百年もの間行

われていました。毎年2月14日になると、若い未婚女性の名前が書

かれた紙が入れ物に入れられ、翌15日に男性たちがその紙を引い

て、あたった娘と祭の間、時には1年間も付き合いをするというも

のです。

　496年になって、若者の風紀の乱れを憂えた教皇ゲラシウス一

世は、ルペルカーリア祭を禁じました。その代わりに、女性ではな

く聖人の名前を引かせ、１年間その聖人の人生にならった生き方

をするように励ましたのです。そして、200年ほど前のちょうどこ

のお祭りの頃に殉教したバレンチノを、この新しい行事の守護聖

人としたのでした。

　次第に、この日に恋人たちが贈り物やカードを交換するように

なっていきました。

　Ｑ:　どうしてチョコレートをあげるの？

　Ａ:　実は、女性が男性にチョコレートを贈るのは、日本独自

の習慣です。欧米では、恋人や友達、家族などがお互いにカードや

花束、お菓子などを贈ります。

　では、チョコレートはどこから出てきたかというと、1958年に

東京都内のデパートで開かれたバレンタイン・セールで、チョコ

レート会社が行ったキャンペーンが始まりだそうです。今では

チョコレートがバレンタインデーの象徴のようになってしまい

ました。クリスマスもそうですが、キリスト教になじみの薄い日

本では本来の意味が忘れられて、セールスに利用されがちのよう

です。自分の命を犠牲にしてまで神の愛を伝え、実践したバレン

チノ・・・。今年のバレンタインデーは、そんな彼のことを思い出し

てください。

バレンタインの贈り物
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　「自分を本当に愛し、理解してく

れる人などいるのだろうか？」　そ

んなふうに感じたことはありませ

んか。誰もが、理解されたい、気に

かけてもらいたい、と思うもので

す。そして、世界中、人の心は同じ

です。住んでいる国や、宗教や、肌

の色にかかわらず、世界中の誰も

が、愛、平和、幸福を求めています。

神がすべての人の心にそういう願

いを置かれたからです。

　私たちのすべての問題に対する

答は、愛です。つまり、真の愛、神

の愛です。これは、昔から変わりま

せん。すべての人に必要なのは

愛！　これこそ、すべての問題に

対する神の答です。あまりに単純

で子供っぽく聞こえるので、すん

なり受け入れられない人もいます

が、複雑な現代社会においても、や

はりこれが神の答なのです。

　イエスは、一番大切なおきては愛

することだと言われました。まず第

一に神を愛し、それから自分を愛す

るように隣り人を愛することです。

この二つの単純なおきて、いましめ

に、神のすべてのおきてがかかって

いる、つまり、何ごとでも愛をもっ

て行動すれば、神のすべてのおきて

を守っていることになると、聖書の

中でイエスは言われたのです。（マ

タイ22:37-40）　神のただ一つのお

きては、愛だからです。

　今の世界が悪に満ちているのは、

とも言われました。（ヨハネ 4:24）

神は、あなたや私、それにこの美

しい世界と全宇宙とを創造され

た、大いなる愛の霊です。神は、と

ても大きく偉大で、私たち人間の

理解を越えた方です。私たちを深

く愛しておられる神は、私たちが

神を知り、神を愛することを望ま
み こ

れたので、ご自身の御子イエス・

キリストを人の姿にして地上に

送って下さいました。イエス・キ

リストを通して、私たちに愛を示

し、私たちが神を理解するのを助

けるためです。

　イエスは、神がどのような方であ

るかを目に見える形で表すために、

人間として地上にやって来られ、愛

について語り、愛を示し、愛に生き

られました。そして、愛の内に、その

命を私たちのために与えて下さい

ました。それによって私たちは、た

人間が神の愛のおきてを拒んだか

らです。神を愛し、神の愛が心の中

にあれば、私たちは互いに対して愛

や思いやりを持つようになります。

神の愛があれば、意地悪で利己的な

人間にはならないでしょう。病気や

過労で苦しんでいる人を放ってお

いたりすることもありません。それ

に、残酷な戦争をして町や村を破壊

し、殺し合ったり、傷つけ合ったり

することもありません。

　「いや、私は神なんか信じな

い！」と思う人も大勢いることで

しょう。では、愛はどうでしょ

う？愛は信じますか？　もし愛を

信じるなら、神を信じていること

になります。というのも、聖書に

は「神は愛」と書かれているから

です。（１ヨハネ 4:8）　ですから、

ただ真の愛、神の愛を信じればい

いのです。神は愛であり、愛は神

ですから。

　イエスはまた、「神は霊である」

12 Vol.1-1
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「ハンバーガー屋さんで、誰

かに自分のフライドポテト

をほとんどあげちゃって、

お返しに何もほしがらない

こと。」

「パパが汗びっしょりでくさ

い時でも、ママが、パパはロ

バート・レッドフォードより

ハンサムだと言うのは、愛。」

「誰かに傷つけられて腹が

立っても、その人をどなりつ

けたりしたら、傷つけること

になると知っているからど

ならないのは、愛。」

13

子供の目から見た子供の目から見た

　日本語で「愛」というと、まず男女

の愛を考えがちですが、英語では、友

情や他の人への思いやり、親子の愛

などを含めて、すべての人間関係に

使われます。さて、アメリカで社会学

者が、４才から８才までの子供に、

「愛ってどういうもの？」と質問しま

した。すると、なかなか意味深い答が

返ってきたのです。そのいくつかを

紹介しましょう。

「くたくたに疲れている時

に、思わず笑っちゃうよう

なことを誰かがしてくれる

こと。」

「おじいちゃんとおばあちゃ

んが、ずーっと何年もお互い

のことを知っていても、やっ

ぱりとっても仲がいいのは、

愛。」

「子犬が、一日中一人ぼっち

でお留守番させられていて

も、帰ってきた僕たちを見

て、しっぽを振って喜んでく

れるのが、愛。」

だイエスを心の中に受け入れ

るなら、神の愛とゆるしを受

け取り、永遠の命という贈り物を受

け取ることができるのです。

　自分には十分な愛がないと感じ

るなら、それは、まだ神の愛を見い

だしていないからかもしれません。

私たち一人一人の心には空っぽの

場所があります。その場所は、イエ

スにしか満たすことができません。

他のどんなものも満たすことはで

きないのです。イエスがあなたの

心に、そういう空っぽの場所を置

かれたのですから。そして、ただ心

を開き、求めるなら、イエスはその

場所を愛で満たして下さいます。

イエスの愛は、失うことのない愛、

決してあなたを捨て去ることのな

い愛です。どうぞ、今日､イエスの

愛を心に受け入れて下さい。きっ

と、今までになく満たされた思い

がすることでしょう！（どんなふ

うに祈るかについては、15ページ

の終わりにある祈りを参照して下

さい。）

Vol.1-1
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　監視カメラはいたるところに設置され、Ｇ

ＰＳによって衛星が地上の車両や人の位置を

知らせ、マイクロチップが人間の皮下に埋め

込まれるなど、ＳＦの世界はますます現実の

ものになってきています。

　2001年12月、米アプライド・デジタル・ソ

リューションズ(ＡＤＳ)社は、世界初の人体

埋め込み型チップである「ベリチップ」を発

表しました。米粒よりやや大きめのベリチッ

プは、注射器で体内に埋め込まれ、チップに

記録された個人識別用のＩＤやその他の情報

は、スキャナーで読み取ることができます。

　ベリチップはかっこいいと考え、体内埋め

込みを希望するティーンエージャーたちがい
き ぐ

る一方、その行く末を危惧して、反対する人

たちもいます。自分の意志に反してチップを

埋め込まれたり、政府が正式な身分証明とし

て埋め込みを義務づけたりする可能性を懸念

しているのです。

　ＡＤＳ社は、このチップによって、行方不

明になったアルツハイマー患者の発見や、意

識がない救急外来患者の医療データの入手な

どが容易にできると宣伝しています。

　緊急事態の際の安全策というのも、最大の

セールスポイントとなっています。例えば、

南米では、ベリチップは誘拐対策の切り札と

して宣伝され、「デジタル・エンジェル」とい

うＧＰＳデバイスとセットで販売されていま

す。また、ＡＤＳ社はこれを仮出所者の居所

確認に使用することも提案しています。

　ＡＤＳ社のリチャード・サリバン最高経営

責任者(ＣＥＯ)は、ベリチップを子供や高齢

者、受刑者、また空港や原子力発電所の職員の

ために使用することができるし、さらに、「社

会全体が、ＡＴＭやクレジットカードをやめ

てこれを使ったらいい」と言っています。

　こうして、ベリチップについて聞けば聞く

ほど、次の聖書の預言が思い出されます。「小

さき者にも、大いなる者にも、富める者にも、

貧しき者にも、自由人にも、奴隷にも、すべ

ての人々に、その右の手あるいは額に刻印を

そして、その数字は六百六十六である。」(黙

示録13:16-18)［*獣：聖書の他の箇所で反キ

リスト（アンチキリスト）と呼ばれ、終わり

のときに世界を支配する独裁者］

　ベリチップがこれほどマスコミの脚光を浴

びているのが、この新技術によって莫大な利益

を生み出そうとする資本家の努力の成果であ

ろうと、アンチキリストによる世界統治の準備

をしているサタンの仕業であろうと、いずれに

せよ、ねらいは同じです。人々の抵抗感を和ら

げ、気軽に購入させようというものです。

　頻繁な宣伝によって、その魅力を訴え、つ

いに、「自分にもそれが必要だ」と思わせるの

は、お決まりの宣伝手法です。そうなると、行

く末を案じる人々が反対しても、被害妄想の

強い人たちの理不尽な過剰反応と非難される

だけでしょう。

　ベリチップは、聖書の語る「獣の刻印」で

はないかもしれませんが、確かにその実現を

早めています。

　支持者は、人体埋め込みチップは確実な身

分証明となり、適切な医療処置や、犯罪の減

666

人体埋め込みチップ

「獣の刻印」の

先駆け？

666
666

666

　「すべての

人々に、その

右の手あるい

は額に刻印を

押させ、この

刻印のない者

はみな、物を

買うことも売

ることもでき

ないようにし

た。」（黙示録

13:16-17）

押させ、この刻印のない者は

みな、物を買うことも売るこ

ともできないようにした。こ

の刻印は、その獣*の名、また

は、その名の数字のことであ

る。ここに、知恵が必要であ

る。思慮のある者は、獣の数

字を解くがよい。その数字と

は、人間をさすものである。
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ただ次の簡単な祈りを祈って下さい。

「イエス様、どうか私の心の中に入って

愛で満たして下さい。これから先、どんな

ことが起こるかわかりませんが、何が

あっても、心に神の平安を持っているこ

とができますように。イエス様の名前で

祈ります。アーメン。」

　こう祈るならば、救い主であるイエス

は永遠にあなたの心の中に住まい、あな

たを助け、守り、導いて下さいます。

　あなたは、いずれ出現する獣の刻印を受けるのを

拒むでしょうか。そのような事に備える時は今で

す。そして、その備えとして最初にすべきことは、イ

エスを救い主として心に受け入れることです。

「アクティベート」を読んで、あなたの人生に輝きを！

6
6

6
少、迅速な取引に貢献し、生活が楽になると主張し

ます。それは真実かもしれません。

　しかし、いいことばかりではありません。来る

べき獣の刻印には、そういう実際的な利点だけで

なく、もっと深く恐ろしい意味があるのです。

「おおよそ、獣［アンチキリスト］とその像とを

拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯

に混ぜものなしに盛られた、神の激しい怒りのぶ

どう酒を飲み」とあります。(黙示録14:9-10) 獣

の刻印を受け入れることは、ただの経済的決断で

はなく、サタンにとりつかれたアンチキリストを

容認して崇拝し、神に背くその統一世界政権に忠

誠を誓うことになるのです。これがチップ埋め込

みの行き着く先です。しかし、大半の支持者は、

これに気づいていません。

〒 262-0025

千葉県千葉市花見川区花園1-15-10-12

アクティベート　ジャパン　購読係

TEL:(043)274-6683 FAX:(043)274-6682

ホームページ http://www.activate.jp
Ｅメール activate@activate.jp

ディストリビューター：

「アクティベート」は、英語の「Activated」誌をもとに製作されています。Activated

という言葉には、活性化されるという意味があります。私たちはこのアクティベート

誌を読む皆様の心が元気づけられ、人生に活気がもたらされることを願って、世界中

の長年のベストセラーである聖書の言葉をはじめ、心にふれる話や、日常生活に役立

つ秘訣などをまとめて出版しています。

現在「Activated」誌は、世界100ヶ国以上で読まれ、数々の言語で毎月発行され

ています。日本語版では、二種のアクティベート誌を用意させていただきました。

 バイマンスリー・アクティベート（隔月刊）購読料1年間 2,000円

　心を養い、日々の生活に役立つアドバイスなどを満載した「Activated」誌からの選

り抜きの記事を、日本の皆様にも分かりやすくまとめました。１年に６回、奇数月に

お届けします。

 バイブル・スタディ１年コース 購読料1年間 3,500円

　聖書の基礎や、クリスチャン・ライフについて知りたい方のためのコースです。毎

月一冊のアクティベート誌（１年コース用）が送られてきます。

　バイマンスリー・アクティベート誌（隔月刊）は、バイブル・スタディ1年コースと

は内容が異なりますので、同時に両方ご購読いただくこともできます。詳細は、申し込

み用紙をご覧下さい。もしくは、下記までお問い合わせ下さい。



　闇の中にいる時には、わたしがあな

たの光となろう。悲しみの時には、あなたの

よろこびとなり、苦しみもがいている時には、解放

となろう。弱い時には、わたしがあなたの強さとなり、疑問を

抱いている時には、答えとなろう。けれども、何よりも大切

なのは、わたしがあなたにとって愛であること。あなたは

決して、わたしの愛から引き離されることはない。

　だから、がっかりしたり、落ち込んだりしないで。

また、後ろを振り返って、過去の間違いを悔やむのも

やめなさい。もう過ぎ去ったことなのだから。わたし

にゆるしを求めたなら、その瞬間にあなたはゆるさ

れる。だから、心配したり、恐れたり、自分で重荷を

背負う必要はない。

　過去のことで心を悩ませないで。わたしの優しい

顔を見つめなさい。わたしのもとにくれば、今から、

わたしが再び地上に戻る日までずっと、完全なゆるし

と慰め、力と愛を見いだすことだろう。

　 イエスより愛をこめて

　 ほんの一瞬でも・・・

　     わたしがあなたのことを

　          気づかわない時はない


