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日本を愛する音楽宣教師

Heart to Heart
大切にしたいもの
-- 家族について
感動のストーリー

パールダイバー
神はなぜ
戦争や災害を
止めないのか？

夏・ふれあい・思い出 ･･･
梅雨が明けると、いよいよ夏！

あっという間に過ぎて行くこの時期を、

満喫したいものです。子供にとっても夏休みは特別なシーズン。家族や友
達との思い出がいっぱいの夏にしてあげたいですね。 「でも、この不況
じゃ、どこにも出かける余裕なんてない」という人もいるかもしれません
が、楽しい夏の思い出は、お金をかけなくてもできます。けれども、絶対
にかける必要のあるもの、そして、かける価値のあるものがあります。そ
れは、時間です！

振り返ってみて心に残っている思い出とは、「誰かと

過ごした楽しい時間」だからです。
たとえば、自然の中で家族や友人と楽しく過ごしたことは、良い思い出
として残ることでしょう。海や山に行けなくても、近くの公園や川に行っ
たり、お祭りや花火を見に行ったりするだけでも楽しいものです。また、
いつもは帰りの遅いお父さんと、勉強やクラブで忙しい子供たちが、一緒
に過ごす時間をとって、仲良くお菓子を食べたり、ゲームをしたり ･･･。
普段できないことにトライするのも、夏の楽しみの一つです。ちょっと普
段のスケジュールからはみ出したことや、時間のかかる趣味に没頭したり、
誰かに何か新しいことを教わったり。また、親にとっては、子供と一緒に何
かをして、自分も童心にかえって新鮮な感動や驚きを味わうチャンスです。
夏休みこそ、共に過ごす時間を大切にして、いろいろな事を共に経験し、
感動し、エンジョイしましょう。厳しい世の中だからこそ、家族や友人を
大切にして、共に励まし合って生きていきたいものです。
この夏、神の造られた自然や、愛する家族や友人とのふれあいを通して、
素敵な思い出が皆さんの心に刻まれますように。
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三人の旅人
三人の旅人
ある女の人が家の外を見ると、三人の旅
人がいました。そこで、食事をするように
と家に招きました。

いた幼い娘がこう言いました。
「『愛』を呼んだほうがいいんじゃない。
そうしたら、愛でいっぱいのおうちにな

「私たちは三人一緒では入れないのです」
と、旅人たちは言いました。
「どうしてですか。」
女の人が尋ねると、一人が皆の紹介をし
ました。

るから。」
結局、夫も妻も娘の願いを聞き入れて、
『愛』を招き入れました。
『富』と『成功』は、すぐに他の家庭に
呼ばれて行きました。もちろん、ほんの

「この人が『富』。この人が『成功』。そ
して私が『愛』です。」
それから、こう続けたのです。
「ですから、私たちの内、誰に入ってほ
しいかをご家族と相談して下さい。」
女の人は家に戻り、夫に相談しました。
夫は興奮した様子で言いました。

少し滞在しただけで、またよそに移って
なが い

行きましたが。どちらも長 居 は決してし
ないのです。
けれども、『愛』は違いました。『愛』は
永遠だからです。
そして、この家族はいつまでも幸せに暮
らしたのでした。

「じゃあ、『富』に入ってもらおう。この

そりゃあ、苦労もありましたが、それも

家が、あらゆる財産でいっぱいになる。最

気にならないくらいでした。乗り越える力

高じゃないか。」

を『愛』が与えてくれたからです。

妻は反対しました。

その家は町一番の大金持ちでも、成功し

「『成功』のほうがいいわよ。町じゅう

ている家でもありませんでしたが、一番幸

の人がうらやむほどの大成功なんてすてき

福な家でした。なんといっても、『愛』が

じゃない。」 すると、夫婦の議論を聞いて

支えてくれていたからです。
作者不詳の話に加筆

人のいのちは、持ち物にはよらないのである
－聖書－ルカ 12:15
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日本を愛する音楽宣教師
「ハート・トゥ・ハート」は、長年、日本で宣教活動をしているアメリカ人のフィリップとジェームズ
が中心となり、1986 年に東京で結成しました。二人は、福祉施設やフェスティバル、学校など、様々な場
所で演奏しながら、音楽を通して神の愛と真理を広めています。二人ともシンガー・ソングライターであり、
ファミリーのＣＤでも彼らの曲や演奏が使われています。今回は彼らのライフ・ストーリーと日本での活
動によせる熱い思いを語ってもらいました。

ジェームズより：
私はカリフォルニア州で育ちました。５歳
の時に、
音楽家だった母からウクレレを教わり、
12 歳でギターを弾き始めました。10 代の半ば
には、ヒッピー・ムーブメントに加わり、社会
への反抗に没頭しました。私が育った地域に
は、アメリカでも最も裕福な人々 ( 最上位３％
以内 ) の多くが住んでおり、巨大企業の経営者
たちが父の友人でしたので、私も父のように実
業界で一流になるべく育てられました。でも私
は、世の中の偽善に嫌気がさし、特に、ベトナ
ム戦争で多くの若者の命が失われるのを見て、
自分には他の生き方があるに違いないと感じ、
真理を探究する旅が始まったのです。

音楽、
それは、
言語や

そんな頃、兄がクリスチャンになり、私にも
イエスのことを教えてくれました。私の目は開
かれ、とうとう探していた生き方を見つけたの
でした。家族は激しく反対しましたが、イエス

国籍を超えた、 の愛と真理を伝えるために一生を捧げようと決
意しました。18 歳の時のことです。

りては無料のコンサートを開き、
これを通して、

心と心の

そして、ファミリーで宣教師となる訓練を受

真理を探し求める何千人もの若者に会うこと

コミュニ

け、20 歳の時日本に来ました。今から 28 年も

ができました。その後には、ラジオ番組の制作

前のことですが、日本に来たことを一度も後悔

や、有害で暴力的なテレビ番組から子供を守

したことはありません。それどころか、美しい

るための、健全で楽しい音楽やビデオの制作に

心をもった人々の住むこの素晴らしい国に導い

もかかわり、現在では、フィリップと私の娘と

て下さったことを神に感謝しています。

一緒に「ハート・トゥ・ハート」バンドを組ん

ケーション。

さて、神の愛を伝える上で、音楽こそ、多

で関東一沿で演奏活動を続けています。音楽

くの若者の心を開く鍵だと分かったので、音

は今でもこの世代の奇跡であり、何千もの人々

楽ができる宣教師数人が集まってバンドを結

の人生を変えるのを私は見てきました。

成したのが、私達の音楽伝道の始まりでした。
最初は、東京、大阪、仙台などの野外施設を借
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私もフィリップも、多くの子供に恵まれ、
今では子供達も、養護施設や高齢者ホーム、
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Heart to Heart
ハート・トゥ・ハート

フィリップより：
コンサートで歌うジェームズと娘のニッキー (21)、
そしてフィリップ

私は、アイオワ州で生まれ、十代でブルー
スギターを弾き初めました。その頃の私は
ベトナム戦争とその成り行きに失望し、その
気持ちを表現してくれたのがブルースロック
で、自室で何時間もギターを弾く毎日でした。
沢山のレコードを集め、有名バンドのライブ

傷ついた

コンサートに行ったりもしたのですが、心の

心をいやし、

中の空虚さや人生についての不満は消えませ

希望を与え、

んでした。私には、心をわきたたせるもの、
信じられるもの、人生の目標、人生の意味を
歌うような何かが必要だったのです。18 歳
の時に、西海岸を放浪し、探索の旅に出たの
ですが、見るもの、聞くものすべて表面的で

愛する心を
与えてくれる
ような音楽、

むなしく感じ、「答は何だろう」と、若かっ

それは、

た私は考えました。「平和な思いや、汚れの

神からの贈り物。

ない生き方なんてあるのだろうか・・・。」
そんなある日、カリフォルニア州サンディ
エゴの浜辺で、聖書を片手に真のクリスチャ
ンとはどういうものかを説いている若者に出
会ったのでした。遠くから見た時、その人は
どこかイエス ･ キリストのような雰囲気があ
り、きっと彼には
何かがあると直感
学校などで、ダンスや指人

しました。彼から、

形劇を通して愛と希望のメッ

クリスチャンに

セージを伝えています。子供

なるのに、必ずし

たちのスマイルや熱意は、見

も毎週教会に行く

る人たちの心を励まします。

必要はないと聞い

み

これからも、神の御 心で

たことは驚きでし

あれば、大好きな日本にずっ
と住み、音楽活動を通して日
本の方々に神の愛のメッセー

た。「 た だ 祈 っ て
( 左から ) マリ・ジェーン ( １1, フィリップの娘）
、
アマンダ ( １１) とメリンダ（９）
（ジェームスの娘）

心の扉を開き、イ
エスと神の愛の霊

ジを伝えていきたいと思っています。そして、

を受け入れるなら、人生は愛で満たされ、君

アクティベートの読者の皆さん一人一人にも、

は、救われて天国に行ける」と教えられ、私

いつかお会いできるよう願っています。

は目を閉じて、心からそう祈りました。
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その日から私の人生はがらっと変わ

がわかります。
「神は愛」であり、
「信じ

り、新しい人生を迎えたと言っても大げ

る者は救われる」と書いてあるからです。

さではありません。今までのすべてのあ

「ハート ･ トゥ ･ ハート」の演奏を通して、

やまちをイエスがゆるしてくれたので

また演奏の際に配布するアクティベート

すから、嬉しくて飛び上がりたい気持ち

誌を通して、一人でも多くの人が神の愛

でした。私はロックスターになる夢をす

を知るようになることを願っています。

音楽の翼に乗って、
愛は遠くまで
広がっていく。

ぐに捨てて、
「イエス・キリストの
弟子」となりました。
20 歳の時、ハワイ島で静かに一
人祈っていると、主が私の心に語

魂の渇きをいやす音楽

りかけたのです。「日本に行って、
神の愛を知らせなさい。」 そして、
「日本語でも歌う」ようにと。
そこで、25 年前にバックパック

音楽は、あなたの魂に注がれる水のよう。メロディー
や歌詞が鳴り響くと、魂はうるおい、それがあなたの「い
のち」となる。

と古いギターをもって来日したの

音楽はメッセージを伝える。わたしからのインスピ

です。私は、日本人の親切心、勤勉

レーションによってできた音楽は、わたしのメッセージ

さなどに感動しました。それ以来、

を伝え、いのちと希望を与える。心に語りかけ、幸せを

私の日本人への尊敬の念は変わり

もたらすので、あなたは、その幸せを人にも伝えたくなる。

ません。私は日本各地を伝道旅行で

新しい力とインスピレーションや勇気もわいてくる。ま

回りました。やがて、同じく宣教活

るで天の世界に引き上げられたかのように感じる。わた

動をしていたすてきな日本人女性

しの霊があなたの魂に注がれ、渇望するあなたの心を満

と結婚し、子供たちもできました。

たす。冷たく純粋で、清らかな水のように、飲むたびに

「ハート・トゥ・ハート」は小さな

新鮮な気持ちになる。

バンドですが、大きな「夢」を抱いて

だから、なぜ、からからでほこりっぽく、空しい音楽

います。愛による世界平和を目指し

の砂漠をさまようのか。さあ、来なさい、山の上に。そ

ているのです。神の愛ほど強力なも

こには、清らかで新鮮な水の流れがある。この世のこと

のはありません。昨今、世界情勢は厳

は後に残して、これまで経験したこともないような胸お

しさを増し、世の中は暗くなってい

どる感動を見いだしなさい。

ますが、聖書を開けば、神は、ご自分

イエス・キリストより

を信じ、心に神の愛をもつ人たちに
素晴らしい将来を与えてくれること

こころの相談室

運命だとあきらめる？
：もっと自分の能力を生かせる仕事につきたいと思って、再就職先を探していますが、なかな
か見つかりません。もっと有意義な人生を送るんだと決意し、燃えていたのですが、最近では、今の状
況に甘んじるべきなのでは、という気持ちになります。こうなるのも運命なのでしょうか。
6

Vol.1-4

：私たちは時に、「どうせ成るようにしかな

もちろん、その状況が、神のあなたのための計画の

らないんだ」とか「こうなるのも運命さ」と

一部である場合もあります。しかし、物事がうまくい

考えてしまうことがあります。

かないのは、多くの場合、それが「神のおぼしめし」

そういう態度でいると、何かがうまくいかなくなっ
た場合に、状況に甘んじてしまい、再挑戦する気力も
わいてきません。けれども、あきらめる代わりに、祈っ

だからではなく、私たちが祈らなかったか、祈っても、
すぐにあきらめてしまったからなのです。
祈りには効果があり、物事を変える力があるので、

て、あなたの願いを神にお話ししてはどうでしょうか。

困難な状況にあるなら、あきらめずに、祈り続けて下

祈ることは、単なる気休めではありません。神は、私

さい。きっと、神はあなたのためにすばらしいことを

たちの祈りを聞き届け、状況を変えて下さるのです。

して下さるでしょう。

あきらめないで
祈りは答えられる！
バージニア・ブラント・バーグ

を受け取るには、忍耐がいります。ここで、「確
信を放棄してはいけない」という言葉に注目し
て下さい。神は決して失敗したり忘れたりされ
ないので、確信を貫き、あきらめないなら、大
いなる報いを下さいます。だから、せっかく神
が祈りに答えようとしているのに、投げ出して
しまうなら、悲しいことです。

最近、こんな手紙を受け取りました。
「祈りは

神が木を生長させたり、花を咲かせるには、

何も変えてくれません。何回か祈ったけれど、何

時間がかかります。祈りも同様です。祈りが

も起こりませんでした。
」 後でわかったのです

すぐに答えられないのには多くの理由がありま

が、その人は神に十分な時間を与えず、祈りが答

す。その理由がわからなくても、とにかく、こ

えられないと、さっさとあきらめていました。

の人の妻がしたように、「確信を放棄」するこ

でも、何年も祈り続けて、ようやく祈りが答
えられたというケースは沢山あります。ある人

となく、祈り続けるなら、沢山の祈りが答えら
れることでしょう。

は、麻薬中毒で、17 年間服役し、その内３年半

信仰に堅く立って「待つ」という試練を乗り越

は独房に入れられていましたが、30 年に渡る麻

えた人は、ひたすら祈り、また、祈りが答えられ

薬中毒から完全に解放され、罪の生活から足を

るための神の条件を自分が満たしているかどう

洗い ､ 主のために素晴らしい働きをするように

か知ろうと、自らの心を探りました。そして、神

なりました。実は、その人の妻は、辛い思いを

の言葉をつぶさに調べて、信仰が強められたので

しながらも、神は祈りに答えてくれると信じて、

す。どんな障害もものともせず、落胆しても疲れ

夫のためにひたすら祈り続けていたのでした。

果てても、神は祈りに答えるという確信を貫きま

聖書にはこうあります。「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。神

した。状況がどうであれ、神を信じ続けるなら、
神はその確信に報いて下さるでしょう。
もう少し、もう少しだけ望みを捨てず、信じ

み むね

の御 旨 を行って約束のものを受けるため、あな

続け、祈り続けるなら、どんな素晴らしいこと

た が た に 必 要 な の は、 忍 耐 で あ る。」( ヘ ブ ル

でも起こりうるのです。

10:35-36)

これは私のお気に入りの言葉です。

神の望まれることを行って、約束されたもの
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「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。」
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「俺の家まで来て

「この古い箱には大切なものが

く れないか。あんた

入っている。じつは俺には息子が

に見せたいもんがあ

いたんだ ･･･。」

るんだ。」
「もちろん。」
小屋が近づいてくると、ラ
ムバウはこう切り出しました。

「息子？

そんなこと一度も言

わなかったじゃないか！」
「言えなかったんだ。」
ラムバウの目は涙であふれまし

昔、アメリカ人宣教師デイビッ

「あと１週間で、俺は天国に入る

ド・モースがインドで宣教活動を

ための修行を積むんだ。デリーま

「息子も潜水夫だった。それもイ

していた時、インド人の真珠採り、

で、膝まずいて、はって行くんだ。
」

ンドで一番のね。あいつの潜りは

「 そ ん な 無 茶 な！ デ リ ー ま で

とにかく速くて、真珠を見つける

ラムバウと親しくなりました。

た。

モースは、夜になると友であるラ

1500 キ ロ も あ る。 ひ ざ の 皮 が む

名人だった。腕っ節も強かったし、

ムバウのほったて小屋を訪ねては

けて、そこに着くまでに敗血症に

真珠採りの中で一番長く潜ってい

聖書を読み聞かせ、神の愛とイエス

なってしまう。それも、もし着け

られた。自慢の息子だったよ！」

による救いについて話しました。ラ

ば、の話だ！」

ムバウは喜んで耳を傾けましたが、
キリストを救い主として受け入れ
るという段になると、決まって首を

でも、ラムバウは断固として言
いました。

「あんたも知っての通り、真珠っ
てのは、たいがいどっかに、専門家
にしか見つけられないような傷や

「いや、どうしてもデリーまで

しみがあるもんだ。しかし息子はい

行って、
神々からの報酬を頂くんだ。

つか完璧な真珠を見つけることを

辛くとも、それで天国に入れる！」

夢見ていた。そしてある日、それが

チャン的な考え方は、俺には単純

「ラムバウ、そんなことはしな

見つかったんだ。しかし、それを採

すぎて納得できない。そんなに簡単

いでくれ。イエスは、君が天国に

るために長く潜りすぎて、その後す

なら、せっかく天国に行っても自

いけるように、わざわざ苦難を受

ぐに死んでしまった。その真珠のた

分のことを、お情けで入れてもらっ

けて死なれたって言うのに・・。」

めにあいつは命をかけたんだ。
」

た乞食みたいに感じるだろうよ。強

それでもラムバウの決意は変わ

横に振り、こう答えるのでした。
「あんたの天国についてのクリス

情かもしれんが、俺は天国にふさ
わしい人間になりたい。努力や修

りません。
「あんたは世界一大切な友人だ。

年取った潜水夫は、がっくり首
をたれると、体全体を震わせ、無
言で泣きました。

行を積んで、自力で天国へ入るに

病気の時も貧しい時もそばにいて

「何年もしまっていたが、俺はもう

ふさわしい者となりたいんだ。
」

くれた。他に友人がいなくなった

戻ってこないかもしれん。それで、こ

ラムバウの堅い決心をモース

時も、友人でいてくれた。しかし

の真珠を、あんたにあげたいんだ。
」

はどうすることもできませんでし

あんたでさえ、俺を止めることは

ラムバウはその箱の鍵を開け、

た。さて、数年たったある夜、ラ

できん。行かなきゃならんのだ。」

ムバウがモースを訪れました。

ラムバウは小屋の奥から、小さい

「やあ、よく来てくれたね。」

が頑丈そうな箱を持ってきました。

8

大切そうに包みを取り出しまし
た。ゆっくりと綿を取り除くと、
中にあった巨大な真珠をモースの
Vol.1-4

手に乗せたのです。
真珠は、偽物ではないかと思うほ

しるしとして受け取ってくれない

愛のしるしとして、ありがたく受

か。」

け取ることしかできないんだ。」

ど大きく、その輝きは、養殖真珠な

モースは胸が詰まって声になりま

「ラムバウ、もちろん、自分が

どまるで比べものになりません。ど

せんでしたが、その老いた友の手を

君からの友情に値する者であるよ

この市場に出しても、高額で売れる

握って、小さな声で語りかけました。

う神に祈って、この真珠をつつし

ことでしょう。
モースは目を見張り、
しばらく声も出ませんでした。
「 ラ ム バ ウ！ な ん と い う 真 珠
だ！」
「その真珠は、完璧だ」と、ラ
ムバウは静かに答えました。
その時、モースにある考えが浮
かんだのでした。
「ラムバウ、これはすばらしい。

「ラムバウ、わかるかい、さっき私

んで受け取るよ。しかし君もまた、

が言ったことが。君はずっと、神に

神からの贈り物として、天国での

対して同じことを言ってきたんだ。
」

永遠の命を受け取ってくれないだ

モースは最初から、この真珠を

ろうか。君に天国を与えるために

通して、イエスの払った犠牲のこ

神の一人息子の命がかかったこと

とを教えたかったのでした。

を知ったのだから。」

あっけにとられたラムバウは、
モースの顔をまじまじと見つめな

るで、目のうろこがはがれたかの

がら深く考え込みました。徐々に

ようでした。

見事な真珠だ。私に売ってくれな

その意味することがわかってきた

いか。１万ドル払おう。」

のです。モースは言いました。

「何だって？」
ラムバウは驚きました。

涙が老人の頬を伝いました。ま

「ああ、やっとわかった。救いが
タダなんて信じられなかった。でも

「神は救いを、君に贈り物とし

今は理解できる。この上なく貴いも

て あ げ た い ん だ。 そ れ は、 こ の

のだからこそ、買ったり、自分の力

「いや、１万５千ドルでどうか

上なく貴重なものだから、地上の

で手に入れることができないって

な。もっと値が張るなら、何とか

誰も買うことはできない。行いに

いうことが。私も、ありがたく神の

そのために金を貯めるとしよう。」

よって自分のものにすることもで

救いを受け取らなければ ･･･。
」

ラムバウの表情が険しくなりま

きない。誰かが一生かけてそのた

した。







めに働いたとしても、到底手が届

あなたがたの救われたのは、実

「この真珠には値段などつけら

かないんだ。それを受けるにふさ

に、恵みにより、信仰によるの

れない。この真珠に見合うだけの

わしい者もいない。君を天国に入

である。それは、あなたがた自

金を払える人間など、世界中探し

れるために、神の一人息子の命が

身から出たものではなく、神の

てもいない。1 億ドルの値がつい

かかったのだから。百万年かけて

賜物である。決して行いによる

ても、売るわけにはいかない。こ

も、何百回巡礼の旅をしても、そ

のではない。それは、だれも誇

れは売り物じゃない。ただ贈り物

れを手に入れることはできない。

ることがないためなのである。

として受け取ってほしいんだ。」

ただ、罪びとである自分への神の

( 聖書、エペソ 2:8,9)

「それは困る。のどから手が出
るほどほしくても、タダでもらう
わけにはいかないよ。私を強情と
思うかもしれないが、それでは簡
単すぎる。何かしなくては。」
ラムバウは唖然としました。
「分かっちゃいないな。いいか
い、俺の息子がこの真珠のために
命をかけた。これは、あいつの人
生そのものの価値があるんだ。売
るなんてできない。ただ、友情の
Vol.1-4

そうです！

救いは神からの恵みであって、信じるなら誰でも

受け取れるものなのです。もしもあなたがまだ、天国での永遠の
命という神からの贈り物を受け取っていないならば、どうか次の
祈りを心から祈って下さい。
「イエス様、私が救われるよう、命をささげて下さったことを感
謝します。今、あなたの愛とゆるしを受け入れます。どうぞ、永
遠の命という贈り物を与えて下さい。もっとあなたのことを知り、
あなたに人生を導いてもらう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。」
9

世界の至るところで戦争や貧困、恐ろし

悪い選択をする度に神が阻止するなら、選

い伝染病、自然災害などが起こっています。

択の自由そのものがなくなってしまいます。

「神は、どうして大勢の人が苦しむのを黙っ

では、人はどうして他を傷つけるような

て見ているのか。どうして止めてくれない

選択をするのでしょうか。それは、神から

のか」と疑問を抱く人も少なくないことで

与えられた「良心」に背いて、自分の利益

しょう。

ばかり考え、神のことや、「愛しなさい」と

聖書には、
「神は愛である」と書かれてあ
ります。( １ヨハネ 4:8)

愛である神は当

書には、人が自ら招いている苦難やその他

然ながら、人々が苦しむことなど望まれま

の害悪に対する単純な解決策が書かれてい

せん。では、なぜこの世界には多くの苦し

ます。その解決策とは、「愛」です。「愛は

みがあるのでしょう？

隣り人に害を加えることはない。」( ローマ

それは、神はご自分の力を制限し、多

13:10)

それで、神は人を、愛に基づいた

くを私たち人間の選択に委ねているから

行動をするよう導こうとしますが、無理矢

です。現代の世界にこれほども恐ろしい出

理にさせることはしません。

来事や病気、苦しみや戦争があるのも、根
本的には人間の間違った選択の積み重ねに
よるところが大きいと言えるでしょう。人

10

いう神の戒めを無視しているからです。聖

戦争について考えてみましょう。戦争は、
まさに人間の利己心やどん欲、高慢さ、競
争心の現れです。聖書にはこうあります。

間の幸せを願って作られた神のルールに背

「何が原因で、あなたがたの間に戦いや争い

き、物事を自分勝手なやり方で行うことを

が起こるのですか。あなたがた自身の内部

選んだために、その結果に苦しんでいるの

で争い合う欲望が、その原因ではありませ

です。あるいは、苦難を避けるか和らげる

んか。」( ヤコブ 4:1,2 －新共同訳 )

かできたのに、利己的さや無気力のゆえに

戦争を憎んでいますが、神自らが戦争にス

何もしないままでいた場合もあります。神

トップをかけるなら、人間の選択の自由そ

は、人が自分や他の人々に害を与えるよう

のものにもストップをかけなくてはいけな

な選択をするのを喜ばれませんが、人間が

くなってしまいます。

神は

Vol.1-4

飢餓や貧困はどうでしょうか。貧富の差

最後に、
「洪水や地震、暴風雨など、人間の

や、生活水準の極端な違いを生じさせたの

力ではどうしようもない自然災害によって、

は、神ではありません。誰も飢えたり、基

何の罪もない人たちが大勢死ぬのを、なぜ神

本的必要に欠けることのないよう、神は食

は黙って見ているのか？」という疑問につい

糧や天然資源を豊かに供給してきました。

て考えてみましょう。これを理解するには、

世界は、人口増加にも見合った食糧を生産

まず、
「神は愛」であり、私たちのことを愛し、

することが可能です。飢餓にしても、干ば

一人一人のために計画をもっているという

つなどの自然災害が原因の場合もあります

神への信頼が必要になるでしょう。また、私

が、現代の飢餓のほとんどは、人間がこれ

たちの人生は、
「死」によってすべて終わり

ほど利己的で冷淡にならず、愛と思いやり

になるわけではありません。災害が起こるの

を持つことによって防げたことでしょう。

を許されたとしても、神はそれにかかわる一

つまり、戦争や禁輸措置、政府の腐敗、経

人一人に目をとめておられ、たとえこの世界

済的抑圧、などが原因なのです。何の罪も

では「不幸な死」をとげたとしても、神はそ
の人を、すべての悪が正され、誰

ない子供たちが飢えているのに、

もが正当な報いを受ける幸

裕福な国々では、農作物

せな世界へと招き入れ

の価格が下がらないよ

て下さいます。時に

う、食料が何百トン
も廃棄されること
さえあります。
さらに病気
について考え

ほとんどの苦難は、
利己心と愛の欠如が
原因になっている。

は、そうすること
に よ っ て、こ の
世界での苦しみ
から永遠に解放
して下さること

て み ま し ょ う。

愛こそが、

神が正しい方な
ら、どうして人が

解決策！

病気になるのを許す

神は愛。
愛である神は、
人が苦しむのを
望まれない。

もあるのです。
ま た、今 の 世 界
がこのままずっと続

だが、
神は多くを

いていくわけではありま

のでしょうか。病によ

せん。いずれ、イエス ･ キリ

る苦しみも、人が自ら招い
た場合が多々あります。現代人は、

ストが、人間の引き起こしているあ

栄養のない加工食品や遺伝子操作された食

らゆる苦難に終止符を打たれる日が来ます。

品、防腐剤入り食品を多く食べています。

その時、
キリストと神の子たちが地上を治め、

また、喫煙や過度の飲酒をしたり、医薬品

万人に平和と豊かさの日々が訪れるのです。

に頼りすぎることで身体に害が及ぶ場合も

その時には、苦しみも病いも貧困も戦争も

あります。ストレスや、現代のあわただし

なくなります。この世界の状況がどれほど

私たちの選択に
委ねている。

かい よう

い不自然な生活も、頭痛や胃潰 瘍、心臓病

厳しくなっても、私たちは、その日を待ち望

などの心身症の原因となっています。

み、希望を抱いていることができるのです。
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まうこともあります。または、せっかく子供と時
間を過ごそうと思っても、子供のほうがクラブ活
動や塾通いで忙しかったりします。せっかく家で
話しかけても、ゲームに夢中で、うわの空だった
り ･ ･ ･。これでは、互いとのコミュニケーション
や家族のふれあいの時間はますます減ってしまい
ます。そして、コミュニケーションのない家庭は
徐々に崩れていってしまいがちです。

* 心のふれあい
最近、日産の経営責任者ゴーン氏へのインタ
ビュー記事に、興味深い回答がありました。経営建
て直しのため、山のような問題に取り組んで大改革

* 家族との時間

を成し遂げたゴーン氏は、
朝から晩まで働き続けで、

最近、
「以前よりも生活が大変になった」と言う
人が増えています。仕事を失って再就職先がなか

どうやって疲れをいやすのか、という質問に、一番
いいのは子供たちと過ごすことだと答えたのです。

なか見つからないとか、仕事があっ

週末は、子供が入れ替わり立ち替わり、
「算数がで

ても、少ない人数で多くの仕

きない」とか言ってやって来るけれど、子供は、会

事をこなさなくてはならな

社のトップであることなど気にもせず、父親とし

い、あるいは、家のロー

て見てくれるから気が抜けるのだそうです。家族

ン や 子 供 の 教 育 な ど、

で観光地や映画に出かけたりもし、自社の新車など

様々な出費のために、

に試乗する時には、家族と一緒にドライブして家族

夫婦とも働きに出て

との時間をとれるようにしているとのことでした。

いる時間が多い、
といった家庭が多
いのです。それで
な く と も、日 本 の
社会は昔から、時間
に追われたり、何らか
の形でプレッシャーやスト
レスに悩まされやすいようです。
そんな中で一番犠牲になるのは何でしょう
か？

そうです、それは家族との時間です。

親が長時間勤務であったり、残業が続いたり
すると、休日には疲れてごろ寝で終わってし
12
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ゴーン氏は、家庭こそ疲れをいやす場だと考え、
家族とふれあうことの重要性を認識していまし

そこで提案したいのが、
『家族のためだけの 10

た。多くの人は、結婚すると、それで自分の家庭

分 間 』 で す。 こ う

を築いたと思い込んでしまいます。でも、家庭と

自問してみて下さ

は、時間をかけて築き上げるもので、心と心のコ

い。「今日、自分

ミュニケーションや共に過ごす時間を通して、成

のためではなく

長させていかなければならないのです。

て家族のためだ

そして、家庭も含めて、豊かな人間関係を築く

け に、 ど う に

ために一番投資しなければならないのは、時間で

か 特 別 な 10 分

しょう。ハーバード医学校教授であるアーマンド・

間をとれないだ

ニコライ博士は、「働きすぎで子供との時間も取

ろうか？」と。

れないような生活をすることは、離婚と同じぐら

どんなに忙しく

い子供に害を及ぼす」と語っています。また、作

て も、 一 日 10 分 は、

家であり、事業家でもあるジグ・ジグラー氏は、

話を聞いてあげたり ( 逆

特に子供にとっては、「愛情」イコール「時間」

に自分の意見をまくしたてる

だと言っています。ここで言う時間とは、心ふれ

のではなく )、少しがっかりしているな、と思っ

あう有意義な時間のことです。

たら、良いところをほめたりすることもできます。

* 共に成長していく家族
ここまで読んで、
「で
も自分には時間がな
い・・・」と思う人もい

誰かがお皿を洗っているなら、手伝ってあげたり、
子供がゲームやスポーツが好きなら、ちょっと一
緒にやってみたり、宿題を助けて
あげたり、などなど。
たったの 10 分でも、自分のため

ることでしょう。日頃、

ではなく家族のために時間を使う

忙しくて時間を過ごせ

なら、そして、それをねばり強く

ないから、では、ディズ

続けるなら、必ず効果が現れます。

ニーランドなどで埋め

まとまった時間ができた時には、

合わせ・・・という場合

家族で一緒にできることを考えま

もあります。もちろん、

しょう。何をするか、子供と話し

家族で一緒に遊びに行

合うのも楽しいものです。
レジャー

くのはよいことですが、

や行楽のアイデアのほかにも、意

日常生活のささやかな

外なこと、身近にできることを提

事でも心ふれあう機会

案してくる場合もあるでしょう。

はあります。そんな機
会を重ねていれば、
「家族サービス」という言葉は
必要なくなるでしょう。
「サービス」ではなく、お
互いを尊重し、共に気づかう愛のこもった自然な
関係が生まれるからです。共に笑ったり泣いたり、

そうやって作った楽しい思い出は、
いつまでも子供の心に残ることでしょう。

* 共にいられる「今」を大切に

*

*

*
*

**

**

**
*
*

最近、交通事故で妻子を失った人がいました。

喜びや様々な感情を分け合い、共に感動を経験す

幸せな家庭に起こった突然の悲劇でした。どこの

ることは、家族の素晴らしさの一つです。そうやっ

家庭でもそうであるように、その人も、将来、楽し

て、家族が共に成長していくのです。

みにしていたことが沢山ありました。仕事やつき
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*
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子供にとっても同様です。自分の一生の中で、
親と暮らせる時間はとても貴重なひとときです。
そして、自分の人生を振り返ってみて、満足
のいく時間の使い方をしたと言える人は幸せな
人です。講演家のシーラ・マレー・ベセル氏は、
｢ 私は年輩の人が自分の人生を振り返って、『あ
あ、会社でもっと長時間働けばよかった！』な
どと言うのは一度も耳にしたことはない ｣ と言っ
ています。つまり、大概の人は家族とあまり時
間を過ごさなかったことを悔やむのです。
だから、「今」という時に、もっと家族との時
あいで、家族との時間が十分過ごせなかった時も、
「今度、
時間を取ろう」
と思っていました。ですから、









  

次に襲ったのは、後悔の念でした。
「ああ、もっと

ある成功している若い弁護士がこう言った。

一緒に時間を過ごしていたら・・・」 人生で何が大

スマスに父からもらった小さな箱です。中に小さ

その人は、クリスチャンで、天国での家族との再

な紙切れが入っていて、父からの約束が書いてあ

会という希望を抱いています。そして、
孤独な時も、

りました。

奥さんや子供さんの「パパ、がんばって」という
励ましの声が聞こえるそうです。

父はこの約束を守ってくれ、さらには、毎年そ
の約束を更新してくれました。それは、私が人生

この話からもわかるように、この地上での人生は

において受け取った最高の贈り物です。父がそう

限られています。思いがけなく終わることもありま

やって時間をとってくれたおかげで、今の私があ

す。忙しさや目先のことに気を取られると、すぐそ

るのです」

ばにいる人のための時間は、
「いつかその内に ･･･」
はありません。長生きした場合でも、子供はいずれ
ます。つまり、私たちの一生に比べると、子供の



「私が受け取った最高の贈り物とは、あるクリ

切かを、
つらい経験から悟ったのでした。さいわい、

巣立っていき、もう親の世話を必要としなくなり



ましょう。

今回の事故で、最愛の家族を失った深い悲しみの

と考えてしまいがちですが、それは賢明なことで



間を大切にし、お互いの人生を築くことに投資し

世話に携わるのはとても短い期間なのです。

65 時間
えに 3
ま
お
私は
夕食後
、今年
毎日、
よ
。
子
う
息
しよ
まえの
ゼント
間はお
時
をプレ
の
こと
そ
間だ。
したい
時
話
１
の
の
まえ
行き、
よ。お
い所に
だ
た
の
き
も
の行
う。そ
おまえ
、
をしよ
び
遊
を話し
い
ね！
のした
だから
え
ん
ま
な
お
時間
まえの
れはお


子供たちに、あなたの時間と
関心と愛を注ぎなさい。
子供たちは未来だから。
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子供に、愛、優しさ、柔和さ、
忍耐、尊敬をもって接するなら、
*
子供も人に同じように
することだろう。
  

** *
*

言葉によってであれ、
行動によってであれ、
子供に教えることはすべて
永遠にその心に刻まれる。

*

*

母親と子供がテレビ
を見ていた。その番組
の中で、「料理が上手な
母親」と「怒らない母親」
と「お父さんと仲良し
の母親」の中で、一番
好きな母親はどれかと
い う 質 問 が 出 て き た。
それを見ていた子供が、
ためらいもせずに、「お

  
自分には仕事があるから、やりたいこと

父さんと仲良しの母親」

があるから、と言うのはたやすい。けれど

と 答 え た 時、 母 親 は、

も子供を育てることは、神から授けられた

子供にとって最も大切

世界でも最も重要な任務ではないだろうか。

なものを知った。

「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「A c t i v a t e d」誌をもとに製作されています。
A c t i v a t e d 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.1-4

ディストリビューター：
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愛とは ･･･
愛 イコール 恋愛感情だろうか。それ
とも、愛はより深遠で、安定した、強い
もの、確かなものだろうか。愛は様々な形で表
され、様々な側面をもっている。愛は多種多様な感情
を伴う。そして、多くの責任も。愛を型にはめることは
できない。愛は、わたしが世界中だれの心にも与える贈
り物だが、それぞれの人生に違った形で現れる。
愛には感情的なものもあれば、安定したものもある。
感情的な愛は、海の波のようにはかなく、来てはま
たなくなるが、真の愛、わが愛は、山よりも不動で、
変わることなく、永遠に続く。
夫婦関係であれ、親子関係であれ、どんなたぐいの
親しい関係でも、うまくやっていくには、土台を、真の
愛の源であり、愛の現れであるわたしに置かなければな
らない。わたしが土台になっているなら、わたしがあな
たがたの関係を助けてあげよう。いつもわたしから離
れず、わたしに頼り、わたしを愛するなら、あな
たたちの間の愛や絆が強められ、うまくい
くと確信できる。わたしの愛は
決して失敗することがない
のだから。

-- イエスより

