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バイマンスリー・アクティベート

雨の日は･･･
前向きな話し方

ダウン症の天使
イースターって何？
僕のハートの
中には
中東の危機
エルサレムと世界の将来

憂うつな気分を吹き飛ばすには･･･
今日が月曜ではなく、いわゆる「月曜病」ではないはずなのに、気分はそ
んな感じ。家を出た途端、どしゃ降りになり、朝だというのにあたりは暗く、
電車は超満員。おまけに、信号の故障で停車したまま。一生懸命やっても、
何もうまくいかない・・・。人生は憂うつなことだらけ。大体、
「憂うつ」と
いう言葉自体、聞くだけで憂うつになってくる・・・。
そのような経験はありませんか？

誰だって、落ち込むことがあります。

時には、もう再起不能とさえ思えるほどに。けれども、憂うつさの沼にどれ
だけ深く沈み込んでいても、イエスは、いつでも私たちを助け上げてくれま
す。ただ、イエスが投げてくれる救命具につかまらなくてはいけません。そ
の救命具とは、賛美と感謝です。いったい何に感謝するのか、と思うかもし
れませんが、その沼から出たいならば、とにかく、救命具につかまってみて
はどうでしょうか。
聖書は、すべてのことについて、いつも感謝するようにと告げています。
(エペソ 5:20、１テサロニケ 5:18) 苦しい状況で、これを実行するのは簡
単ではありません。しかし、主を賛美し、自分にあるものを感謝すると、元
気が出てきます。さらには、常に前向きで感謝に満ちた心でいるなら、必ず
と言っていいほど、最初からあまり落ち込まないでいる助けとなります。
神の不変の愛と思いやりに信頼し、信仰のメガネをかけて世界を見れば、
人生はもっと明るくなってきます。そして、たとえ落ち込んだとしても、賛
美と感謝に威力を発揮してもらいましょう。そうすれば、憂うつさは吹っ飛
ぶことでしょう。
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ある病院の小児科病棟で、外科医が、男の子にこう切り出した。
「明日の朝、君の心臓（ハート）をのぞいてみようかな。」
するとすかさず、男の子は言った。
「僕のハートの中には、イエ
スさまがいるんだよ！」

僕の
僕の

外科医は戸惑った顔をした。
「手術をして、どこが悪いか調べる

ハートの
の

中 には
には

んだ。
」
「でも、先生、そこにはイエスさまがいるんだ。
」
外科医は、その子の両親をちらりと見て、こう続けた。
「手術が
終わったら、ちゃんと元通りに閉じるからね。それから、どうする
か考えることにしよう。
」
「ねぇ、本当にそこにはイエスさまがいるんだ。聖書に、イエス
さまはハートの中に住んでる、って書いてあるもの。」
外科医は、
もうたくさんだというそぶりで、
「いいかい、
君の心臓は
病気なんだ。
筋肉が弱まり、血液が十分流れてないんだよ。だから、治
せるかどうか見てみるんだ」
と言うと、
病室を出て行った。
翌日、手術が終わり、外科医は術後の記録をつけた。
「大動脈と
肺動脈の損傷、広範囲にわたる心筋の変質、移植不能、治癒不能。
痛み止めと静養。・・・長くて１年の命。」
医師の心の中には様々な思いが渦巻いていた。
「なぜです！？
神さま、なぜですか？

あなたはあの子を地上に送り、痛みを与え

た上に、その命をこんなに短く絶たれるとは･･･！」
主は答えて言われた。
「その子は、天国の群れの子羊であって、
地上の群れに長くいるようには計画されていなかった。天国では痛
みもなくなり、永遠にわたしと共にいるようになる。あの子の両親
もいずれ天国にくることだろう。そうやって、わたしの群れはどん
どん大きくなるのだ。
」
外科医のほおを熱い涙が伝った。それでも、さらに激しい怒りが
こみ上げてくるのだった。
「でも、あなたがあの子を造られました。なのに、あと１年足ら
ずで死ぬなんて。なぜそんなことをされるのですか？」
主は答えられた。
「その幼な子、わたしの子羊は、この世での任
務を終えて、わたしのもとに帰るのだ。わたしがその子を地上に送
り、幼くして天に召すのは、もう一匹の子羊、つまりあなたをも天
国に導くためだったのだよ。
」

誰でも、出会う人に、一生に渡る
影響を与える力を備えています。
たとえ幼い男の子でも・・・。

外科医は、すすり泣いた。
翌日、外科医は男の子のベッドの脇に座った。男の子は目を覚ま
し、ささやき声でこう聞いた。
「僕のハートの中、見た？」
「あぁ、見たよ。」
「何があった？」
外科医は答えた。
「そこにはね・・・イエスさまがいたよ。」

-- 著者不詳
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［注：英語のハートには、「こころ」と「心臓」の意味があります。
］
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マリア・デービッド

私の娘がまだ子供だった時のことで
す。ある日、神さまに、
「明日は、雨がや
んで、良い日になりますように」と祈っ
ているのを耳にしたので、娘に言いまし
た。
「祈って、神さまにお願い事をするの
は良いことね。神さまは、必要なものを
与えるって約束して下さっているし、私
たちがそうやって神さまに頼るのを喜ば
れるわ。でも、神さまは、何もかも私た
ちの願い通りにするわけにはいかない
の。雨も大切でしょう？

雨の日と晴れ

の日、両方が必要だから。晴れの日を良
い日と言うと、雨の日は『悪い日』って
いうことになるかしら？

でも、雨でも

晴れでも、神さまが下さった美しい日を
感謝しましょう。」
雨の日も晴れの日も感謝するというの
は、子供じみた教訓に聞こえるかもしれ
ませんが、人の話し方は、幸せや人生に対
する見方に影響します。悲しいことに、つ
い否定的な言い方をするのが癖になって
いる人もいますが、たとえば悲観的な言
い方、あきらめムードの言い方、冷たい言
い方をしていると、心もだんだんそのよ
うになってきます。前向きに生きたいな
ら、前向きな話し方をする努力が必要で
す。『さえない日』だと口で言いながら、
4

Vol.1-2

その日を前向きに生きるのは難しいから

さると心から信じているなら、主の答に

です。

満足することでしょう。たとえ望んだ通

話し方のほかに、レッテルを貼ること

りの変化が全く起こらなくとも、主に信

も、人に対する見方に大きく影響します。

頼する気持ちがあるならば、やはり主に

たとえば、誰かにいつも「あなたは鈍感

感謝することができます。

ね」と言っていると、その人が繊細な人で

「すべての事について、感謝しなさい。」

あると考えるのは難しくなります。前向

(１テサロニケ5:18) これは、どんな状況

きに考えたいなら、前向きに話さなくて

でも、ということです。
「神さま、嵐の一

はならないのです。

日を感謝します」と言うのは難しいかも

天気でも何でも、変わる必要があるか、

しれませんが、
「嵐のあいだ、守ってくれ

変わることをあなたが望んでいる場合、

て感謝します」と言うことはできます。

または、何かが妨げとなったり、害を与え

何か「悪い」ことによって、私たちが

ている場合、祈るなら、神は祈りに答え

もっと祈ったり、信仰や忍耐、辛抱強さ、

て、状況を変えることができます。けれど

愛について学ぶなど、プラス面がマイナ

も、状況が変わるまでは、また、たとえ状

ス面を上回る場合、それは良いことだと

況が変わらなくても、やはり明るい見方

言えるし、そう言うべきでしょう。たとえ

をし、明るい話し方をし、神が与えて下

ば、家族の誰かが病気になった場合でも、

さったものに感謝するのは大切です。

それを通して、お互いをもっと感謝した

何かが変わる必要があると思う時には、

り、家族のきずなが強まったり、健康を尊

まず、主に変えて下さるように祈りま

ぶようになったりします。そして、神を愛

しょう。また、それが変わるために主が自

し、信頼しているならば、すべてのことが

分にしてほしいと望んでいることがある

「良いこと」だと言えます。長い目でみる

か、主と自分の心に問うべきです。けれど

と、神は、
「神を愛する者には、万事が共

も、祈って、自分の分を果たしたなら、主

に働いて益となり」
（ローマ 8:28、新欽定

の答を待っている間にも、すべてのこと

英訳聖書より）、良いことが悪いことを上

について感謝を捧げましょう。主が最善

回るようにして下さるからです。

を知っていて、うまく取りはからって下
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ダウン症の天使
千葉県松戸市在住

桝本

小さな頃から私は、
神様がいていつも守って下

礼まで受けたのですが、その教会では、旧約聖書

さっていると信じていました。
それはどんな神様

の十戒を厳しく守ることを強調していて、
ありと

なのか、おぼろげだったけれど、
「正直でいなさ

あらゆる規則がありました。私も、一緒に通って

い。清い心でいなさい。悪いことをしてはいけな

いた友人たちも、結局、それが窮屈でたまらず、

い。悪いことをすれば罰が当たる。
」そんな事を

次第に教会から離れて行きました。

言われているような気がしていまし
た。神様って厳しくって怖

その後もいろいろな宗教巡りを経
てきた私が、本当の神様に会
うことができ、その愛を

い・・・そんなイメージが

実感できたのは、今か

あったのです。物心つ

ら数年前のことです。

いた頃から母に、そん
な風に教えられてい

１８の時、一人で

たからかもしれま

上京して来た私が、

せん。

無事に結婚するま
でに至ったのは、

困った時、助け
てほしい時はいつ

やはり神様が守り

も、心の中で神様

導いて下さったか

を呼んでいました。

らだと心から思い
ます。私には現在４

でも私が本当の神様

人の子供がいて、それ

を知ったのは、ずっ

ぞれが、とても愛らしい

とずっと先のことでし
た。人は誰でも、心から頼
れる、不動の存在を求めてい
るのではないでしょうか。目には見

宝物です。しかし今は、平
穏に見える日々ですが、７年
前、２番目に生まれた男の子、陸のこ

えないけれど、確かな神という存在・・・。自分

とで私は、人生最大の苦難（その時はそう思えた

が生まれて来た意味と、
人生の平安を得たいと願

のです）にぶつかってしまいました。

う心から、私もずっと、そんな確かなものを求め
て生きていました。
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千里

陸は生後６ヶ月の時、
ダウン症であることが分
かり、
普通の子供のようには成長できないという

実は高校生の頃、
友人の通っていた教会に誘わ

ことを知らされました。
そのことを医師から告げ

れ、その外国的な雰囲気と新しい世界に憧れ、洗

られた時、頭の中は真っ白になり、暗い世界に突

ダウン症： 染色体異常過剰によって起きる発達障害で、先天性心疾患を伴うことが多い。
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き落とされた思いがしました。隣でやはり同じよ

だけで、
私は新しい一歩を踏み出すことができま

うにショックを受けている主人を見て、
二人で落

した。

ち込んでいるわけにはいかないと思いつつ、
心の

本当の意味でイエス様と出会ってから数年が経

中で、
「どうして今まで真面目に悪いこともせず、

ちました。今私は心から信じることができます。

正直に生きて頑張ってきた私がこんな苦しみに会

あの時は、腕に陸を抱え、暗い気持ちを引きずっ

うの？ 何かの罰があたっ

ていた。でもその子は、実は

たの？

神様からの最高のプレゼント

神様･･･ 」と叫び

続けていました。ただ、こ

私は、自分の障害を神に感

だったのです･･･。日々の生

うなった理由を知りたいと

謝しています。それによっ

活の中で、子育ては考える以

ひたすら願う日々でした。

て、自分自身を、自分の仕事

上に大変で、毎日、悩んだり、

そんな時、同じようにダ

を、自分の神を見いだした

失敗したりの繰り返しです。

からです。

でも、その度に主に祈り求め

ウン症のお子さんを持つ人
たちと知り合い、共に参加

－－ヘレン・ケラー

ることで、主に近くいること

していた幼児サークルに、

ができる。陸の「自分を誇る

ファミリーから先生が来ら

ことなく、ただありのままの

れて指導していただくことになりました。その

姿でそこにいる」柔和で寛容な姿は、私に謙遜で

サークルで、私は聖書に基づいた育児を学ぶこと

いることを気づかせてくれるのです。
そして彼は

ができました。

本当に数々の幸せを運んでくれました。
たくさん

その後、
親のためのバイブルクラスにも参加す

の出会いがあって、
素敵な友達にも会うことがで

るようになりました。そのきっかけは、陸のこと

きた。心から話し合い、支えあう仲間にも会え

で疑問を抱えながら日々過ごしていた私を勇気づ

て･･･。絶望の淵から勝ち取った一番の祝福は、

けた１つの聖句でした。
「神はあなたがたを耐え

イエス様との出会いです。だから、どんな時でも

られないような試練に会わせることはないばかり

主と共に歩んでいきたい。
今そんな思いを共有す

か、
試練と同時にそれに耐えられるようにのがれ

る仲間と一緒に、
子供たちを神の愛によって育て

る道も備えて下さるのである。」（第一コリント

ていくために頑張っています。

10:13）
そして、
「万事が共に働いて益となる」
（ローマ8:
28、
新欽定英訳聖書より）
という聖句の通り、
すべ
ての事に意味がある。
そう、
どんなに困難と思える
ようなことにも・
・
・ということが分かってきたの

小さき花よ、雨が降っているのかい？

です。
「罰があたったんじゃなかったんだ･･･」
と気

それを喜びなさい

づき、
私の心はどれほど軽くなったことでしょう。

晴れた日ばかり続くなら、

その時、
私は本当に救われたのです。
今まで出会った宗教の中で、
「試練から生まれ

たちまち枯れてしまうから

る祝福」について、私にもわかるように教えてく

雨雲が重くたれ込めていても

れたものはありませんでした。そして、自分だけ

その上にはいつだって

で全てを抱え込まなくてもいいんだ、先のことを
思い煩うこともしなくていいんだ、
神様はいつも

輝く青空がある

そばで私のことを守って下さっている･･･。それ
Vol.1-2
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今食べているベーコンとコーヒーの朝食がその良
ある団体旅行のグループが山の頂上にあるリ
ゾートホテルに宿泊していた。
そして、
壮大な夕焼
けを見ようと、一行の大半がテラスに来た。
一人の
男の人は、
その美しさにたいそう感動したらしく、
最後の一筋の光が消えてしまうまで眺め続けた。
それに気づいた他の旅行者が、後でその人にこ
う言った。
「夕焼けを熱心に眺めていらっしゃいま
したね。失礼ですが、画家の方ですか。
」
すると男性は、しずかに微笑んで答えた。
「いえ、私は配管工です。しかし、５年間、目が
見えなかったのです。
」

い例だと。そして今度は、食事の調理の仕方がま
ずいと文句を言い始めた。
すると、幼い娘が口をはさんだ。
「お父さん、ちょっと前に、お父さんが食事のた
めに祈った時に言ったことを神さまは聞いてたよ
ね。
」
「もちろんだ。
」 父親は自信たっぷりに答えた。
「そして、神さまは、お父さんがベーコンとコー
ヒーについて言ったことも聞いてたでしょ。
」
「まあ、そうだな」と答えたものの、父親は幾ら
か自信がなかった。
「だったら、
神さまはお父さんのどっちの言葉を
信じたの？」
私たちも、神さまが送って下さるいろいろな祝

ある一家が朝食を食べようとしていた。いつも
ながら、父親は、お決まりの祈りを捧げ、神に感

つい不平をこぼしてしまうものだ。本心は違って

謝の言葉を言った。祈りが終わるやいなや、父親

いるなどと神に思われることのないように、誠実

は、新聞に目を通しながら、不景気で自分たちの

な感謝を捧げるほうが、神を喜ばせるのではない

ような者が真っ先に打撃を受けていることを嘆い

だろうか。

た。生計を立てていくのがどれだけ難しいかは、
8

福に感謝の言葉を言うものの、
この父親のように、

―作者不詳
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年配の婦人がこう言った。
「そうなんですよ、本
当に大変だわ。歯が上下一本ずつしか残っていな
いから。でもね、ありがたいことに、ちょうどそ
の二本がかみ合うんですよ。
」

❖ ❖ ❖
何事にも明るい面と暗い面があるとわかってい
るのだから、明るい面だけを見るようにしよう。
―マハトマ・ガンジー

❖ ❖ ❖
神は二つの場所に住んでおられる。一つは天
国、もう一つは感謝の気持ちに満ちた心の中。
―アイザック・ウォルトン

❖ ❖ ❖
楽観主義者は、最悪の事態にも、
希望の光を見いだし、
悲観主義者は、最良の事態にも、
子供の頃から目も見えず、耳も聞こえなかっ

不安の種を見いだす。

たヘレン・ケラー。以下の彼女の言葉は、彼女が

❖ ❖ ❖

いかに前向きな心の持ち主だったかを物語って

愛の目を通して見るなら、世界はとても美しい。

いる。
「あらゆる障害を抱えた私の人生でも、様々な
美しさを経験できるのではないだろうか。
すべて
が不思議に満ちている。暗闇や沈黙でさえも。そ
して私は、どんな境遇にあっても満足することを
学んでいる。確かに、一人座って、人生の閉ざさ

❖ ❖ ❖
美を求めて世界中を旅したとしても、まず心の
内に美を持っていなければならない。そうでない
なら、それを見つけることはできないから。
―ラルフ・ワルド・エマーソン

れた門で待っていると、孤独が冷たい霧のように
私を包むことがある。その門を越えれば、光と音
楽と親しい交わりがあるのに、越えることが出来

今日の祈り

ない…。沈黙が私の魂の上に、重くのしかかる。
すると、希望が微笑みながらやってきて、こう
ささやく。
『自分を忘れることで、喜びは訪れる』
と。だから私のモットーは、他の人の目にある光
を自分の太陽とし、他の人の耳に響く音楽を自分
の交響曲とし、他の人の口元にある微笑みを自分
の幸せとすること。」

下さいました。私には、水、空気、食べ物、着るもの
があり、美しい自然や音楽や会話などを楽しむこ
ともできます。どうか、いつも感謝の心を忘れるこ
とがないよう助けて下さい。
そうすることで、
人生
の美しさ、豊かさをフルに経験することができま

―ヘレン・ケラー
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イエス様、あなたは私に、この命、人生を与えて

すように。
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不運な人生･･･？
:

こころの相談室

私は、生まれたときに神様から「不運な人生」をあてがわれたように思えてしかた

ありません。外見もさえないし、とりたてて得意なこともありません。まわりの人と比べると、落
ち込んでしまいます。なぜ人生はこうも不公平なのでしょうか。

:

私たちの誰もが、
時

人しか存在しないかのように、あな

楽しむことができます。逆に、他の

に、
人と比べて自分のことを嘆いた

たのことを愛しています。本当で

人が自分とは違うように創られ、

りするものです。
外見や、才能、
生い

す。あなたが、他の誰かほど神から

違った機会を与えられていること

立ち、
どれほど恵まれているかなど、

愛されていない、ということは決し

で、あなたが恨みやねたみを抱くな

あらゆる面で、
あれこれ人と比べて

てありません。神は、誰のことをも

ら、それはあなたの友人を傷つけ、

しまうのです。しかし、それをする

同じように愛しているのです。そし

関係を悪くし、結局は、あなた自身

と、
必ずと言っていいほど、
不平不満

て神の目には、あるがままのあなた

が傷つくことになります。

やねたみを抱く結果になります。
何

が尊いのです。神は、あなたを他の

か自分の
「いやなところ」
が一つあっ

人と比べたりはしません。だから、

たにとって何が最善かを知っておら

て、
それが時々頭をもたげる人もい

あなたもそうしないで下さい。

れました。
あなたの置かれている状況

神は、
あなたを創られた時に、
あな

れば、
生まれつき劣等感が強く、
いつ

人と比べたり、他の人にはあっ

や環境でさえ、
神があなたに最善なよ

も人と比べては、
他の人のほうが自

て、自分には欠けているもののこと

うに計画したものです。
それを信じ

分よりも才能がある、
容姿がすぐれ

ばかり考えたりするのをやめ、神が

て、
神に信頼するなら、
もっと満ち足

ている、
チャンスに恵まれている、
な

創って下さったままの自分を感謝し

りた思いがすることでしょう。
あなた

どと考える人もいます。
どちらにし

ましょう。そもそも、あなたが「完

が比べ、
吟味してみるべきなのは、
自

ろ、
人と比べて自分の劣るところば

璧」な人間だったら、自分には神も

分の可能性を最大限に生かし、
神の望

かり考えているなら、
みじめになる

他の人も必要ないと感じるでしょう

む通りの人になるべくベストを尽く

だけです。
神は、
私たちがそうした否

し、人も、あなたのレベルにはつい

しているかどうか、
というポイントだ

定的思考を捨て去り、
人生を楽しむ

ていけないので、あなたと一緒にい

けです。
「大切なのは、
あなたが何を

のを助けたいと願っています。

るのは居心地が悪いと思うようにな

持っているかではなく、
自分の持てる

神は、私たちにバラエティーを与

ることでしょう。そうなると、今度

ものをどう生かしているかである」
と

えるのがお好きです。だからこそ、

は、逆に他の人があなたと自分を比

いう言葉がありますが、
なかなか意味

人を、十人十色に創られました。外

べて落ち込み、不幸せになってしま

深い言葉ですね。

見、才能、ものの感じ方など様々な

いかねません。

面で、すっかり同じという人は誰も

自分の持てるもので満足すると、

あなたが神の愛を信じて、神に信
頼し、そして他の人たちにも愛と親

いません。あなたは、世界でたった

心にも安らぎが得られます。感謝の

切を示そうとしているならば、あな

一人の特別な存在なのです。

気持ちに満ちて、幸せになり、他の

たは神の目から見て「最高」の人な

人たちも、あなたと一緒にいるのを

のです！

そして、神は、この世にあなた一
10
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イースターって何？
日本では、イースター（復活祭）と聞いてもあまり馴染みがなく、
「えっ、何のこと？」と言う人
の方が多いことでしょう。しかし、欧米では、クリスマスと同様に大切に扱われるときなのです。
それでは、イースターにはいったいどんな意味があるのでしょうか。

イースターの意味は？
イースターは復活祭とも言われます。十字架

たとえば、2003 年は 4 月 20 日、2004 年は 4 月
11 日、2005 年は 3 月 27 日となっています。

にかけられて死んだイエス・キリストの復活を
祝う日なのです。復活と言うと、クリスチャンで
ない方は「まさか！」と思うかもしれません。し
かし、記録によると少なくとも500人以上の人が
復活後のイエス・キリストに会っています。

イースター･エッグって、
どんな意味があるの？
一般に、イースターには、家族でご馳走を食べ
てお祝いする他、エッグハント（卵狩り）やエッ

また、新約聖書に収められている手紙の大部

グロール（卵転がし）という、子供の遊びもあり

分を書いた使徒パウロは、初めはクリスチャン

ます。イースターエッグと呼ばれる、カラフルに

を迫害していました。その彼が後に回心し、今度

染められたゆで卵を探すのがエッグハント、
また

は自分が迫害されることになるのを承知でクリ

その殻を割らないようにして転がすのがエッグ

スチャンになったのも、復活後のイエス・キリス

ロールです。

トが彼に現われたからであるという証言をして
います。

それでは、そのイースターの卵にはどんな意味
があるのでしょうか？

聖書には、イエス・キリ

欧米の映画の葬式シーンで、
「わたしはよみが

ストが十字架上で死んでから三日目に復活したこ

えりであり、命である。わたしを信じる者は、た

とが記されています。イースターエッグは、ちょ

とい死んでも生きる」という言葉を聞いたこと

うどひよこが卵の殻を破って出てくるように、
キ

のある方も多いでしょう。これは、ジョージ・ワ

リストも死という殻を破ってよみがえったことを

シントンなどの墓碑銘にもなっているイエス・

象徴しているのです。

キリストの言葉です。つまり、イエスがよみが
えったように、イエスを信じる者も永遠の命を
持つという約束です。

イースターって、何月何日？
実は、クリスマスと違って、イースターの日付
は毎年変わります。
「春分後の最初の満月から数
えて最初の日曜日」と定められているからです。
これは、紀元 325 年に定められました。
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今から約 2000 年前の、ある朝のことです。
エルサレムにある墓地を数人の女が歩いてい

に、地震とともに、天使が来て、その岩を転

ました。まだ、日が昇ったばかりで、あたり

がしたからです。中には、イエスの遺体を包

は静まりかえっています。彼女たちは､愛す

んでいた亜麻布が残っているだけです。そし

る友人であり、師として仰いでいた方の墓に

て、墓の中に真白な長い衣を着た二人の天使

行き、三日前に納められたばかりの遺体に香

がすわっていました。天使は言いました。
「驚

料を塗ろうとしていたのです。

くことはない。あなたがたは十字架につけら

墓に納められているのは、イエス･キリス

れたイエスを捜しているのであろうが、イエ

ト。彼は自ら手本となって、愛を説き、その

スはよみがえられて、ここにはおられない。

奇跡的な力により、行く先々で病人をいや

今から弟子たちの所へ行って、こう伝えなさ

し、多くの人々を助けました。民衆は、イエ

い。『イエスはあなたがたより先にガリラヤ

スの力強い教えに感銘を受け、多くの者がイ

へ行かれる。かねて、あなたがたに言われた

エスの教えを信じるようになりました。とこ

とおり、そこでお会いできるであろう』と」
。

ろが、それを見た当時の宗教指導者たちは、

12

開いているのを見ました。彼女たちが来る前

イエスの墓が空っぽになっていることを、

イエスの人気に嫉妬し、イエスを捕らえ十字

あわててペテロとヨハネに報告しに行き、こ

架刑にしてしまったのです。

の天使の言葉を聞くことがなかったマグダラ

しかし、
不思議なことに、
イエスは自分がそ

のマリヤは、後で空っぽの墓に戻って、誰か

のような死を遂げることを知っていました。

がイエスの身体を盗んでしまったのだと思

そして、
自分の死について予告したばかりか、

い、ひとり涙しました。すると、そこに一人

死んでから三日目によみがえると信者たちに

の人が現れ、「なぜ、泣いているのか？」と

語っていたのです。
そのうわさが広まってい

話しかけたのです。なんとそれは復活された

たため、
イエスを十字架にかけた宗教指導者

イエスご自身でした。イエスは、「わたしに

たちは、
信者たちがイエスの死体を盗み出し

さわってはいけない。わたしはまだ天の父

て復活の作り話をすることを恐れ、
墓の入り

（神）のみもとにのぼっていないのだから」と

口を非常に大きな岩でふさいで封印し、
墓の

言い、ご自分がよみがえり、もうすぐ天の神

まわりを兵士に見張らせたのでした。

のもとに行く予定であることを他の弟子たち

さて、三日目の朝、女たちが墓の前に来る

に伝えるようにと、マリヤに言いました。そ

と、入り口の大きな岩が転がしてあり、墓が

の後、イエスは 40 日間に渡って何度も人々
Vol.1-2

の前に現れ、ある時は 500 人以上の人々の前

からよみがえらせ、それにより、私たちを新

に現れ、姿を現しただけではなく、弟子たち

たに生まれさせて生ける望みをいだかせ」、

と共に食事をしたり、神の国について語った

「キリストは死を滅ぼし、福音によっていの

りしたのです。イエスはご自分の復活を信じ

ちと不死とを明らかに示された」のです。(１

るのに苦労していた弟子の一人に、自分の手

ペテロ 1:3、２テモテ 1:10)

にある十字架刑の時の釘穴に触ってみるよう

使徒パウロも、こう言いました。
「死よ、お

にとまで言って、その復活を証明しました。

まえの勝利は、どこにあるのか。死よ、おま

そして、復活して40日目、弟子たちに今後の

えのとげは、どこにあるのか。
」
（１コリント

指示を与えた後、みなの見ている前で、天に

15:55）
。パウロは、イエスが死の「とげ」を

引き上げられたのでした。
（マタイ 28 章、マ

取って下さったことを知っていたのです。

ルコ 16 章、ルカ 24 章、ヨハネ 20 章より）

イエスはこう語っています。「わたしはよ
みがえりであり、命である。わたしを信じる

以上が、
イエスの復活の物語です。
復活後の

者は、たとい死んでも生きる。また、わたし

イエスが持っていたのは、
不老不死の新しい

を信じる者は、いつまでも死なない。
」 イエ

霊の身体でした。
それは人々の目に見える身

スは、死ぬことなく永遠に生きる者のために

体で、
イエスは歩くことも話すこともできま

場所を用意しに天に行きました。ですから、

した。
さらには、
弟子たちのために海辺で魚を

イエスを信じる者は、よみがえって、愛と希

焼き、
共に飲んだり食べたりもしたのです。

望に満たされ、イエスとともに永遠に生きる

また、超自然的なこともしました。イエス

のです！（ヨハネ 11:25,26、14:1-4 参照）

は、弟子たちが迫害を恐れて鍵を閉めて家に

つまり、イエスが復活された日は、人類に

閉じこもっていると、壁を通り抜けてすっと

とって大いなる勝利の日だったのです。イエ

入って来たり(ヨハネ 20:26)、二人の信者と

スを信じているなら、死を経験しても、それ

話をした後で、さっといなくなったりしたの

は「とげ」のない死です。恐れや不安の代わ

です。(ルカ 24:31)

りに、この重たい肉の身体から解放されて、

私たちも、
イエスを信じその救いにあずか

新しい天の身体を受け取る喜びに満たされる

るならば、
同じような身体を受け取ることが

のです。そして、愛する人々と共に天国で永

できます。
それは、
まるで芋虫がさなぎになっ

遠に暮らすことができます。

て、
そこから出てくる時に、
新しい蝶になるよ

もしもまだイエスを心に受け入れていない

うなものです。
さなぎの時は、
まるで死んでし

なら、次の簡単な祈りをぜひ祈って下さい。

まったように見えます。
でも、
その中の魂は生

そうすれば、イエスの復活によって約束され

きていて、
新しい身体を受け取って次の人生

た永遠の命を、あなたも受けとることができ

を生きるのです。
死は、終わりではなく、
新し

ます。

い人生のはじまりなのです。

「イエス様、私は、あなたが私たちを救う

聖書には、「死の恐怖のために一生涯、奴

ためにこの地上に来られたことを信じます。

隷となっていた者たち」も、イエスを信じる

どうぞ、私のこれまでのあやまちをゆるし、

ことによって平安と喜びが得られるようにな

信じる心を与えて下さい。今、私の心の中に

ると書いてあります。「神は、その豊かなあ

入り、永遠の命を与えて下さい。イエス様の

われみにより、イエス・キリストを死人の中

名前で祈ります。アーメン。
」
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時のしるし
中東の危機

ジョセフ・キャンデル

イスラエル・パレスチナ紛争の大きな原因の一つが、イ

ダニエルの預言にある「彼」とは、間もなく現れる反

スラム教徒が「ハラム・アッシャリーフ」
（高貴な聖域）と

キリスト(アンチキリスト)のこと。
(黙示録では「獣」と

呼ぶ、エルサレムの丘です。その場所は、ユダヤ教徒から

も呼ばれる)
じょうく

も、
「聖地の丘」と呼ばれています。昔、ユダヤ教の神殿
があった場所なのです。しかし、西暦 70 年にローマ軍に
よって破壊されて以来、再建されていません。
現在、ハラム・アッシャリーフの広さは約14万平方メー

彼は独裁者となり、全世界を支配する。

はんさい

「常供の燔祭」とは、神殿で、罪の代償として動物の血
や肉を日ごとに神に捧げるユダヤ教の儀式をさす。
「荒らす憎むべき者」は、反キリストを象徴する大きな
像と思われる。

トルで、かつて城壁を巡らしていた古代都市エルサレム

イエスが言う「大きな患難」は、イエスが再臨する前

の６分の１を占めています。その南端にはアル・アクサ・

の３年半に起こる。その期間、反キリストはすべての宗

モスクが、中央には、黄金のドームが目立つ岩のドームと

教を正式に廃止し、自分だけを神として崇拝させ、あら

いう建物が建っており、イスラム教徒はこの土地を第三

ゆる宗教の信者を迫害する。そのため、反キリスト政権

の聖地としています。ここの統治権をめぐる争いが、この

に対する反乱が増加するが、彼は、冷酷にそれを抑圧し

地域の永久的平和への最大の妨げとなっているのです。

ようとする。

2000 年の９月に、のちにイスラエルの首相となるシャ
ロン氏が大勢の兵士や警備隊を伴ってこの岩のドームを
訪問したのが引き金となって両者の対立が激化し、ここ

しかし、幾つかのことが起こらない限り、これらの預言
は成就しません。
じょうく

10 年間でも最悪の状況になっています。

ユダヤ教徒は、西暦70年に神殿が破壊されて以来、常供
はんさい

エルサレムやその丘は、現代に関する、聖書の極めて重

の燔祭の儀式を行っていません。反キリストが将来、常供

要な預言のテーマともなっています。現在の情勢を理解

の燔祭を廃止するには、まずその儀式が再開されている

し、将来を知るには、その聖なる丘について書かれた預言

必要があります。ユダヤ教徒にとって、その儀式を再開で

を理解することが大切です。

きるのはエルサレムの神殿だけですが、そこには今、岩の
ドームが建っています。つまり、神殿の再建には、岩の

預言

ドームが撤去されるか、ユダヤ教徒が神殿を別の場所、た

イエスは弟子たちに、自分の再臨の前に起こるしるし

とえば神殿の丘の別の側に建設すると決めることが必要

を告げ、その際に、５百年以上前に書き記された旧約聖書

です。しかし、神殿の丘の支配権をめぐって両者が一歩も

のダニエル書の預言から引用されました。
「預言者ダニエ

譲らないならば、人間離れした外交手腕を持つ仲介者が

ルによって言われた荒らす憎むべき者が、聖なる場所に

必要になるでしょう。

立つのを見たならば・・・その時には、世の初めから現在
に至るまで、かつてなく今後もないような大きな患難が
もともとのダニエル書の預言はこうです。
「彼から軍勢
かく

反キリストの登場
「彼は一週(＝７年間)の間多くの者と、堅く契約を結ぶ

起る」
(マタイ 24:15,21)
じょうく

はんさい

が起って、神殿と城郭を汚し、常供の燔祭を取り除き[毎
日の供え物を廃止する、の意味]、荒す憎むべきものを立
てるでしょう。」(ダニエル 11:31)

でしょう。そして彼はその週の半ばに、犠牲と供え物とを
廃するでしょう。
」(ダニエル 9:27)
この７年契約は、イエスが引用したダニエル 11:28-31
にも出てきます。そこで「聖なる契約」とされているのは、
宗教が関係しているからです。契約はおそらく、反キリス

イエスが「聖なる場所」と呼び、ダニエルが「神殿」

トと、ユダヤ教徒、イスラム教徒、キリスト教徒との間で

( つまり聖所) と呼んだのは、ユダヤ教の神殿がある所

結ばれ、エルサレムは国際管理都市と宣言され、どの宗教

だった。

の信者でも平等に、エルサレムを自由に訪問できること
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が保証されるでしょう。

の者、すなわち、滅びの子［反キリスト］が現れるにちが

これで初めてユダヤ教徒は、神殿を再建し、犠牲を捧げ

いない。彼は、すべて神と呼ばれたり拝まれたりするもの

る礼拝ができるようになります。そして、最初の３年半

に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して、自分は神だ

は、世の中が良くなるように見え、反キリストは、そこを

と宣言する。」(２テサロニケ 2:3-4)

自分の世界統一政府の首都とするようです。聖書には、彼
がユダヤ教の神殿を本拠として支配すると書かれている

長期的な予想
世界情勢は、特に中東は、悪化の一途をたどるものの、

からです。
(２テサロニケ 2:4)
「彼はその週［７年］の半ばに、犠牲と供え物とを廃す
るでしょう。」(ダニエル 9:27)

世界政府は、その聖なる

反キリストの契約が結ばれると、ニセ救世主、反キリス
トのもとで、一時的に状況が好転したように見えます。

地、神殿の丘に、何らかの反キリストの「生きた」像(お

それから、大患難期に入ると、状況ははるかに悪化しま

そらく、コンピューターか何か)を建てるのです。それが、

す。けれども、大患難期の後で、イエスが地上に戻り、ご

「荒らす憎むべきもの」であり、反キリストは、全世界が

自分を信じる者たちを救出し、天に連れて行かれる時に

その像を拝むことを要求し、従わないと殺させるのです。

は、イエスを救い主として受け入れた人々にとって、歴

(黙示録 13:14-15)

史始まって以来、最良の世界となるのです。ハッピーエ

「だれがどんな事をしても、それにだまされてはならな
い。
［イエスの再臨の前に］まず背教のことが起り、不法

ンドが約束されているので、状況が悪くなる一方に思え
ても、希望と信仰を失わないでいましょう。

「アクティベート」を読んで、あなたの人生に輝きを！
「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。
〒 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
Vol.1-2

ディストリビューター：
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ささやかなことにも
感謝するなら･･･

わたしやわたしが送った天使たちが、ささやかなこ
とをしてあげた時に、人がそれに気づいてわたしに感
謝するなら、わたしはその人のためにもっと何かして
あげたくなる。だから、しっかり心の目を開いて、わ
たしのするささいなことにも気づいてほしい。それに
感謝して、わたしを賛美してほしい。そうするなら、
わたしはもっともっと与えて、さらに大きな方法で祝
福を注ごう。
小さなことに感謝する人は、大きなことにも感謝す
ることだろう。そういう人は、わたしがもっと大きな
ことをしてあげたら、大いに感謝し、わたしをほめた
たえるとわかっているので、わたしはさらに多くを与
える。だから、どんなに小さなことでも感謝を捧げて
ほしい。そうすれば、大きな祝福を注いであげよう。

イエスより愛を込めて

