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バイマンスリー・アクティベート

マイナス思考を
シャットアウト
生きていてよかった
うつ病から救い出される

誰もが経験する孤独
その心の飢えを満たすもの

小さなヒーロー
リトルサッカーから
学んだこと

心を軽くしてくれるもの
街角に木枯らしが吹いて、冬の訪れを告げる頃、何となく寂しい気持ちになったこ
とはありませんか？

寒い日には、街を行く人たちの表情も心なしか険しくて、みな

足早に歩いていきます。
昨今は、暗いニュースや恐ろしいニュースばかりで、心が重くなることも多いですね。
日本でもうつ病の人が増加していると伝えられています。誰もが何か心に重くのしか
かるものを抱えています。人生、必ずしも楽ではありません。でも、もし何の問題も
ない「完璧」な人生を送っていたなら、人の悩みは理解できないし、神や他の人の助
けを感謝することもないでしょう。人生の「冬」があるからこそ、人は助け合えるのです。
以前、阪神大震災の後で、家が全壊または半壊したり、家族を失ったりしながらも、
衣類を寄付したり、近所の一人暮らしのお年寄りの世話をするなど、人の助けになろ
うとする被災者の方たちの姿を見て、ボランティアをした人たちは多くを学びました。
そして、冬について確かなこと、それは、冬がどんなに厳しく長く続いても、必ず春
が訪れるということです。
そのことを信じ、心の悩みは神に任せることにするなら、たとえ困難な状況にあっ
ても、その重みにつぶされることなく、心は空を舞うことさえできます。困難がある
のに、心は空を舞うなんて、どういうことかと思われるかもしれませんね。
でも、雲の向こう側について考えてみて下さい。飛行機に乗って経験したことがあ
るかもしれませんが、地上は黒い雲におおわれ、雨がふり、風が吹きすさんでいても、
雲の上では太陽が明るく輝いています。信仰は、私たちの心を飛行機にのせて雲の上
に連れていってくれるのです。自分で飛ぼうとする必要はありません。ただ神に求め
るなら、神は私たちへの大きな愛ゆえに、信仰という飛行機を送り、私たちを問題の
中から、太陽の輝く場所へと引き上げてくれます。だから、状況に関係なく、心に希
望や安らぎが得られるのです。
このアクティベート誌には、マイナス思考をシャットアウトすることについての記
事や、うつ病から奇跡的に回復した人の話などが掲載されています。これらの記事を
読んで皆さんの心も軽くなりますように。
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神からの答
神は、私たちが弱気な言葉を口にしてしまう時、そのどれに対しても聖書の中で
前向きな答を与えて下さっています。
あなた：不可能だ。
神：わたしには何でもできる。( ルカ 18:27)
あなた：もう疲れた。
神：あなたを休ませてあげよう。( マタイ 11:28-30)
あなた：誰も自分のことを愛してくれない。
神：わたしが愛しているよ。( ヨハネ 3:16, ヨハネ 13:34)
あなた：もうだめだ。
神：わたしは十分な恵みを与え、いつもそばにいて助けてあげよう。(2 コリント 12:9、詩篇 91:15)
あなた：何が何だかわからない。
神：あなたを導いてあげよう。( 箴言 3:5,6)
あなた：自分にはできない。
神：わたしの力によって何でもすることができる。( ピリピ 4:13)
あなた：自分には能力がない。
神：わたしにはその力がある。(2 コリント 9:8)
あなた：何の得になるのか。
神：すべては益となる。( ローマ 8:28)
あなた：自分がゆるせない。
神：わたしはゆるしているよ。(1 ヨハネ 1:9、ローマ 8:1)
あなた：もうやっていけない。
神：必要なものはすべて与えよう。( ピリピ 4:19)
あなた：こわいんだ。
神：わたしはあなたに恐れではなく、力と愛と落ち着きを与える。
あなた：いつも心配していて、いらいらしている。
神：思いわずらいはわたしに任せなさい。(1 ペテロ 5:7)
あなた：十分、信仰がない。
神：一人一人に信仰を分け与えたよ。( ローマ 12:3)
あなた：自分は頭が悪い。
神：知恵をあげよう。( ヤコブ 1:5, 1 コリント 1:30)
あなた：孤独だ。
神：わたしは決してあなたを離れず、あなたを捨てない。( ヘブル 13:5)
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マイナス 思 考 を
シャットアウト！
私たちは頭の中でいろいろな
ことを次から次へと考えます。

なのか、どうやって見分けるの

し ょ う か。 あ な た が ど う 考 え

でしょうか。

ているかは、あなたの行動や人

過去のこと、現在のこと、将来

聖書には、
「その実によって見

生観、さらには周囲の人々にま

のこと、自分や家族・友人のこと、

分ける」という言葉があります。

で影響します。あなたが明るく

（マタイ 7:16） つまりその結果

前向きであれば、まわりの人も

によって、ものごとを判断する

明るい見方をする助けになるで

という言葉がよく使われます

ということです。何かをずっと

しょう。

が、プラスであれ、マイナスで

考えていて、それが問題解決に

神はもちろん、いつも私たち

あれ、思考は、私たちの行動や

役立ったでしょうか。人間関係

を励まし、その思考を明るくプ

性格にまで影響を与えます。同

が円滑になったでしょうか。こ

ラスに導くことを望んでいます。

じ出来事を目撃あるいは経験し

れからもがんばろうという気に

けれども神以外にも、その思考

ても、それに対する考え方は人

なったでしょうか。それとも、

の影響力に目をつけた存在がい

によって異なります。では、そ

落ち込んだり、人に対してさら

ます。それは悪魔 ( サタン ) で

の思考がプラスなのかマイナス

に冷たくあたる結果になったで

す。悪魔は存在します。そして

仕事や勉強のこと、などなど。
「プラス思考とマイナス思考」

またミスをやってしまった。
どうして自分は
こんななんだろう。

がっかりしないで。
神さまなら
助けられるわ。

そんなこと、
信じられない･･･
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また失敗したんだろう。
君にちゃんと
できるわけないよ。
おまけに、みんなから
嫌われてるって、
知ってたかい？

そうか･･･
そうだったんだ。
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ることです。

悪魔は常に、神と正反対の目的のた

い。誰々さんもそれで亡くなったば

めに働いているものの、しばしば神

かりだ。もう治らないんだ。
」 仕事

ですから悪魔のささやきに黙っ

のマネをして、人の心にささやきか

の悩みについては、
「やっぱりあな

て耳を傾けていてはいけません。自

け、色々な感情を投げかけたり、何

たの能力不足だろう。上司も冷たい

分の思考がマイナス方向に向かっ

かの行動に駆り立てたりします。イ

人だから、いずれクビだよ。
」
「再就

ていることに気づいたなら、すぐに

エス・キリストが私たちの最良の友

職は無理じゃないか。誰々さんも全

ストップをかけ、自分の思考に影響

であるのにならって、悪魔も人間に

然仕事が見つからなくて、すっかり

を与えている悪魔に対して反撃す

とって友のように見せかけ、語りか

落ち込んでいる。いつまでも見つか

るのです。

けるのですが、ただ、悪魔のささや

らない人が多いから・・・」といっ

きは、神のささやきとは全く逆の影

た具合です。

「悪魔に立ちむかいなさい。そう
すれば、彼はあなたがたから逃げ去

これらは、聖書に書かれている誘

るであろう。
」( ヤコブ 4:7) 「悪魔

たとえば、職場や何かの集まりで

惑の「火の矢」です。( エペソ 6:16)

に機会を与えてはいけない」
。( エ

あった嫌なことについて考えてい

その火の矢は思いもかけぬ時に、思

ペソ 4:27)

ると、悪魔は同調して、
「そうそう、

いもかけぬ方向から飛んできます。

あなたはみんなに嫌われているん

こうした悪魔の言葉に対して、
「あ

もうとせずに、受け入れてしまうな

だ」とか、
「あなたはそういう性格

あ、やっぱりそうか。自分の考えて

ら、知らず知らずの内に、どんどん

だから、もうどうしようもないさ」

いた通りだ」とさっさと同意しては

深みにはまり、後でそこから抜け出

と言ってあなたを落ち込ませたり、

いけません。

すのは大変になります。

響を与えるのです。

自分を憂うつにさせる思考を拒

悪魔のねらいは、あなたを絶望

悪魔は大抵まず、あなたの心の

とか、
「あの人がいる限り、あなた

のどん底に落とし、
「自分なんか生

内の一抹の不安や、少しの失望につ

は幸せになれないよ」といった、人

きていても仕方ない。どうせ、何の

けこみ、わずかな真実をうまく使っ

に対する批判的なことをささやき

役にも立たないし、これからも悪い

て、あなたを誤った結論や妄想へと

ます。

ことばかり起きるんだ」と思わせた

導きます。悪魔は、まるで友達であ

あなたが身体の不調に悩む時に

り、ほんのささいなことをきっかけ

るかのように話しかけてきて、自

は、
「ああ、何々の病気かもしれな

に、人への怒りや憎しみをかきたて

分によく耳を傾けてくれる人のと

逆に「みんな、
あいつのせいなんだ」

僕の気持ち、
よくわかって
いるんだね。

君についての
真実をもっと
教えてあげよう。
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やっぱり僕は
ダメな人間なんだ。

悪魔の言うこと
なんか、耳を傾けては
いけないわ！

まつ

あっ、新しいアクティベートだ。
『マイナス思考を
シャットアウト！』か。

まずいぞ！
何もかも暴露
されてしまう！
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「信仰は聞くことによるのであり、

ころには、しげしげと足を運ぶの

れるかどうかは、あなたにかかって

です。そのようにして悪魔のいいカ

います。あなたは、闇の中にとどま

聞くことはキリストの言葉から来

モになってしまうと、今度は何でも

るのではなく、光を取り入れるとい

る」( ローマ 10:17) 信仰を強める

悲観的、または否定的に考える思考

う決断をしなければ

パターンができあがってしまい、良

ならないのです。

いことも素直に楽しめなくなるで

ために、神の言葉を日々
読んで学ぶことは

確かに、あ

「あなたの荷を主にゆ

不可欠です。
「わ
たしはあなた
にむかって罪

しょう。ですから、そんなパターン

なたにも周

だ ね よ。 主 は あ な た を さ さ え

にはまる前に、直ちにストップする

りの人にも

られる。主は正しい人の動かされ
るのを決してゆるされない。」

ことが大切です。そして、あなたの

欠 点 が あ り、

思考に影響を与えようとしている

間違いもする

悪魔をシャットアウトしましょう。

ことでしょう。悪魔

悪魔の影響をシャットアウトす
る一番良い方法は、自分の頭や心の

を犯すことの
ないように、心
のうちにみ言葉を

は、それを指摘しますが、神

た く わ え ま し た。
」( 詩 篇

は、ありのままの私たちを愛してく

119:11) 悪魔のウソや心配、落胆に

れており、いつも助けて

負けて、主に向かって罪を犯すこと

くれます。

のないよう、心のうちにみ言葉、神

中からマイナスなものを
追放すると決意し
「何も思い煩わないで、

で す か ら、

の約束をたくわえましょう。
そして、

あらゆるばあいに、感謝をもって

がっかりし

その神の約束を、自分や、さらには
悪魔に対してさえも引用するのは

て、あなたの
心と思考を

( 詩篇 55:22)

光で満た

ささげる祈りと願いによって、あなたが

た り、 暗

すことで

たの願い事を神に知っていただきなさい。そ

い気分に

良いことです。
そうすれば、
暗くなっ

す！

うすれば、人のすべての考えにまさる神の平

なってき

ていた心ににぱっと光がさして、あ

安が、あなたがたの心と思いをキリスト・

たりした

なたを押さえつけようとしていた

イエスにあって守ってくれます。
」

ら、 イ エ

暗闇は一瞬にして消え去ることで

部

屋の中が
暗 い 場 合、
ただ、明かり

( ピリピ 4:6,7 新改訳 )

やっつけてもらいま

テンを開けるなら、闇
は一瞬に消え去りますね。同じよ

スに助けを
求めて、悪魔を

をつけるか、カー
しょう！

あなたは、悪魔の声をシャットア
ウトしていますか？

イエス

うに、心と思考の内にも光を入れれ

は、 あ な た の 心 に ま

ばいいのです。

ばゆい真理の光を送っ

悪魔は光が大嫌いです。どんな小

て く れ ま す。 悪 魔 が

さな光にも耐えられません。
そして、

何と言っても、神の言

光とは、神のみ言葉であり、神の愛

葉には太刀打ちできま

です。
闇は光には決して勝てません。

せん。イエスが、地上

この単純な真理を知っているなら

での宣教活動を始める

ば、悪魔や憂うつな気分を恐れる必

前に荒野で悪魔の誘惑

要はありません。ただ、あなたの心

にあった時にも、神の

や人生に光を取り入れて、闇（悪魔

言葉を引用することに

の影響）を追い出してしまえばいい

よって、悪魔を追い払

のです。ただし、光を自分の中に入

いました。

6

しょう。
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ジオバナ・ペリサロ

生きていてよかった
-- うつ病から救い出される
結婚して１年、かわいい男の子も生ま

統合失調症の症状が出てきたのです。不安

れたというのに、20 才の私は毎日、「こ

や閉所恐怖症、地獄の様々な幻覚を見る、

れで私の人生が終わりだったらいいのに」

頭の中で邪悪な声が聞こえるなどです。自

と思っていました。医師からは、ただ産

分がうつ病であることに罪悪感を覚えて

後抑うつ症だから、じきに良くなると言

いたので、深刻なマイナス思考に簡単には

われましたが、うつの症状はひどくなる

まってしまうのでした。その頃の見方から

一方でした。赤ん坊の世話もしたくなく

すれば、マイナスであればあるほど良い思

て、考えることと言ったら、死や血を流

考だと思っていました。まるでいつでも暗

すことや痛みのことばかり。日光や夜や

闇を吸収するスポンジ同然です。体重は激

雨にまでおびえていました。攻撃的で批

減し、危険な思考に悩まされていました。

判的で情緒不安定にもなりました。人と

もう隠すことはできず、何かしなくてはい

の関係もぴりぴりしていて、どんな愛に

けない事態でした。

も扉を閉ざしていました。

そこで、精神科に助けを求め、かなり強

実は、こういう状態はその時が初めてで

力な薬をもらいました。けれども治療に頼

はなく、子供の時からありました。私は、

れば頼るほど、さらに悪化しました。他に

人に嫌われているのではと心配している、

も、同じ病気を持つ人の集まりに出たり、

内気でおどおどしていた女の子だったので

催眠療法など、お金でできることは何でも

す。そして大人になり、優しい夫、かわい

試しましたが、心が安らぐことはありませ

頼るほど、

い赤ちゃん、家、車、快適な生活など、多

んでした。

私の状態はさらに

くの若い女性が望むものが揃っていたの

そんな中でも、私を見捨てることなく、

に、みじめな思いでした。幼い頃に形成さ

そばにいて愛し続けてくれた夫に、神の祝

れた癖や物の見方は、私たちをとても危険

福がありますように。親戚みんなから、私

な状態に追いやることがあるのです。

を精神病院に入れるようにと言われても、

けれども、表面的には、徐々に回復して

夫は絶対に同意しなかったのです。それど

いるようでした。３年くらいたって、次男

ころか、私が良くなるように毎日祈ってく

が生まれました。精神的にもっと楽でした。

れました。私がどこかに収容されたら、二

さらに５年がたち、その間、一つのことは

度と戻って来ないと知っていたのです。

常に明らかでした。それは、子どもたちこ

夫は、家計を支えるだけでなく、二人

そ、私の心の中を照らす光だったというこ

の子どもの世話をしながら、私が何とか

とです。

家をこぎれいにするよう助けなくてはい

それから、うつの症状が悪化しました。
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治療に頼れば

悪化しました。

けませんでした。あの精神的・感情的状
7

態では運転もできなかっ

けませんでした。そして受け入れたのです。

たので、買い物も夫の仕

神さま、感謝します。神がまず私を愛して

事でした。私が料理する

下さったから（１ヨハネ 4:19）、イエス様

と、何もかも焦がし、今

を受け入れられたのです。これは転機とな

思えば、家を火事にしな

りました。でも、すぐに問題を克服したわ

かったのが不思議なくら

けではありません。私は、死にそうな赤ん

いです。

坊のようで、元気になるまで少しずつミル

ま た、 あ り と あ ら ゆ

クを飲ませてもらわなくてはいけませんで

る薬からの副作用もあっ

した。ファミリーの新しい友人たちがそれ

て、 め ま い や 口 の 乾 き、

をしてくれたのです。

吐き気、偏頭痛、筋肉の

来る日も来る日も、聖書やその他の信仰

けいれんに悩まされてい

を深める出版物を読むように勧めてくれま

ました。そうこうしてい

した。今あなたが読んでいるアクティベー

る内に運動神経の能力も

トもそうです。最初は恥ずかしかったもの

失って、家の中も壁づた

の、悩み事がある時には、祈りを求めるよ

いに歩く有様で、何もできないまま、汚れ

うにもなりました。特にファミリーのある

た洗濯物の山や流しにたまった食器をじっ

女の人と良い友人となりました。彼女は忍

と眺めていました。

耐強く、愛をこめて接してくれましたが、

ジオバナ・ペリサロ

私を救えるのはイエス様だけでした。そ

単刀直入に言うこともありました。一緒に

して実際にそうして下さったのです。私は

御言葉を読んだり、毎日電話で話をしまし

ファミリーのメンバーの人たちと出会った

た。私は、長年に渡って自分を苦しめてき

のです。実は彼らは近所に住んでいたので

たことについて何でも話をしました。

すが、私はあまり関心がありませんでした。

私は長い間ずっと「何か」を探し求め

彼らの顔はまばゆく輝き、明るすぎて、私

ていました。それが何なのか自分でもわ

に耐えられる以上だったのです。わずらわ

かっていませんでしたが、ついに、その

しく思いながらも、同時に彼らを見ると何

何かを見つけたのでした。イエス様は、

かわくわくもしました。私がよそよそしく

私の心とくちびるに新しい歌を与えて下

入れるようにと

していたのは、自分の存在を気づかれるこ

さったのです。

言われても、

とや愛されることを恐れていたからだと今

親戚から、
私を精神病院に

夫は絶対に

はわかります。

もちろん、霊的な戦いは激しかったし、
今も時々あります。悪魔は私を失うのを

それから、夫のオフィスにファミリーの

恐れているからです。悪魔は悪夢や悪いイ

同意せず、

夫婦が訪問しました。「あなたたちは本当

メージや卑劣な考えなどで、私を苦しめ続

私が良くなるよう

に良いことを言っている。私の妻にぜひ聞

けました。ある夜、私はとても混乱してし

いてほしい」と夫は言い、彼らを家に連れ

まって、必死の思いで祈りました。「イエ

てきました。

ス様、私は真理を知る必要があります。こ

毎日
祈ってくれました。
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私は、彼らが本当に自分を助けるために

んな攻撃にはこれ以上耐えられません。あ

来たとも思えなかったし、私を助けられる

なたが私の問題に対する答ではなく、この

わけがないと思っていましたが、自分が

暗闇から私を救い出して下さらないなら、

とても悪い状態にあるのはわかっていまし

もう死んだほうがましです。私を変えるか、

た。だから、彼らと話し、助けを受け入れ

そうでなければ、この世から取り去って下

るか、断るか、どちらかを選ばなくてはい

さい。」
Vol.1-6

それから聖書を開くと、詩篇 116 篇が目に留まりました。
まるで私の心がその言葉を語っているかのようでした。その
瞬間から、私は、悪魔のウソを信じるのをやめました。それ
から、毎日ファミリーに電話しては、悪魔と戦うための聖書
の節の場所を尋ねました。そして、それらの聖句が力を発揮
したのです。長い年月、私は悪魔のウソにだまされてきまし
たが、聖書の言葉は悪魔を暴露し、打ちのめしました。
言うまでもなく、悪魔は私に何の答えも与えませんでした。
ただ私を責め立てて、うつの深い谷底に突き落としたのです。
けれども、毎日、自分がしなくてはいけないことについて、
聖書の様々な約束がかなえられるよう要求し、そのための恵

詩篇 116 篇１～９節
わたしは主を愛する。主はわが声と、わ
が願いとを聞かれたからである。
主はわたしに耳を傾けられたので、わた
しは生きるかぎり主を呼びまつるであろ
う。
よ み

死の綱がわたしを取り巻き、陰府［地獄］
の苦しみがわたしを捕えた。わたしは悩
みと悲しみにあった。

みや力を求めると、もっと楽になってきて、悪魔が私を責め
立てる回数は減っていきました。悪魔が私に憂うつな考えを
吹きこもうとする時にはいつも、悪魔がウソつきであること
を証明するような聖書の節を引用しました。ちょうどイエス
様が悪魔から様々なことで誘惑を受けた時にしたように。

その時わたしは主のみ名を呼んだ。
「主よ、
どうぞわたしをお救いください」と。
主は恵みふかく、正しくいらせられ、わ
れらの神はあわれみに富まれる。

「うつ」の暗い谷底からはい出るのに２年近くかかりました
が、イエス様の助けによって、私は別人のようになりました。
主の御言葉にある原則に、うまくいかないものはなく、主が
約束をして守らないことはありません。私がどれだけ主を愛
しているかは、言葉では言い表せません。私はただ主のこと
を思い、主がどれだけ素晴らしく強力な方かを思います。主

主は無学な者を守られる。わたしが低く
されたとき、主はわたしを救われた。
わが魂よ、おまえの平安に帰るがよい。
主は豊かにおまえをあしらわれたからで
ある。

は夫の必死の祈りに答えて下さいました。主は私たちの祈り
にすべて答えて下さるのです。
（ジオバナ・ペリサロは、現在、ブラジルのブルメナウでのファ
ミリーの活動で、大切な役割を果たしています。）

あなたはわたしの魂を死から、わたしの
目を涙から、わたしの足をつまずきから
助け出されました。
わたしは生ける者の地で、主のみ前に歩
みます。

今日の祈り
イエスさま、今の私は、あなたのおかげです。ありの
ままの私を受け入れてくれて感謝します。私があなたの
愛に信頼し、自分について時々抱く否定的な思いを追い
払うのを助けて下さい。あなたの愛にふさわしいかどう
かに関係なく、たくさんの愛を注いで下さってありがと
う。温かな陽光に向かって顔をあげる花のように、あな
たの愛に目をとめていることができますように。

Vol.1-6

9

監視社会
ジョセフ･キャンデル

ジョージ・オーウェルは、亡くなる前年

でしょう。彼がこれを書いた当時は、ＳＦ小

の 1949 年に、「1984 年」という名作を出

説にすぎませんでしたが、今では、それが動

版しました。その小説で描かれているのは、

かぬ事実となったのです。

背筋も凍るような未来の世界でした。全世

現代の人々が、その一挙一動を監視・記録

界は三大独裁主義政権によって支配されて

されうることに不安を抱いていない事も、最

おり、英国及び米国の統一国家は、オセア

も憂慮される時のしるしの一つです。暗号化

ニア国と呼ばれ、ビッグブラザー（偉大な

されていないＥメールは、第三者が読むこと

る兄弟）が統治していました。オセアニア

が可能です。監視機関は、静止衛星やその他

国では、国家は極めて重要で、国家に対す

の方法を用いて、すべての電話での会話を盗

る忠誠は絶対でした。そのために、国民は、

聴できます。クレジットカードまたはデビッ

プライバシーをことごとく奪われました。

トカードを使っての購買記録は、どこかに

はくだつ

プライバシーの剥奪は、自由の剥奪を意味

存在するデータベースに購入者の名前や住所

します。

と共に蓄積されています。このようなネット
けんえつ

書籍や劇、映画、何もかもが検閲の対象

ワーク型データベースは、私たちがどこにい

となり、歴史も、その時のプロパガンダに

るかを知っており、私たちが何をしているか

沿ったものに書き換えられました。「思想

も、ある程度は把握しているのです。消費パ

警察」が、国民の行動パターンを監視して、

ターンから、自分の好みや習慣を第三者が知

いつだつ

社会的に逸脱した態度がないか監視してお
り、個人的な会話さえも盗聴されていまし
た。
中でも最も効果的だった管理手段は、双

10

ることも可能です。
コンピューターチップの人体への埋め込み
は、すでに子供や受刑者、ペット、アルツハ
イマー患者などを監視するために実施されて

方向テレビでしょう。会社や工場や家庭な

います。街頭に多数設置された監視カメラは、

どのすべての部屋を監視するのです。誰も、

商店、駐車場、住宅までも監視していて、世

オセアニア国の治安当局による厳しい監視

界中でごく当たり前の風景になっています。

の目からは逃れられません。

インターネットの使用についても、マウスを

「1984 年」は、まさに予言的小説でした

クリックする動作でさえ、毎回記録すること

が、ジョージ・オーウェル自身でさえ、現

が可能です。まさに、ビッグブラザーの時代

代の監視テクノロジーの驚くべき進歩は想

となったのです。

像していなかったことでしょう。オーウェ

ビッグブラザーはすでに存在するだけでな

ルの小説はまさに現実となりました。彼が

く、世界に対する統制を厳しくしています。

現代社会に生き返ったら、怖しく思うこと

オーストラリアからインド、カナダ、南アメ
Vol.1-6

リカ、米国、さらにはアフガニスタンまで、

ができません。テクノロジーは、きたるべ

「国民の利益と社会の利益」のために人々

き獣の６６６電子クレジット制度が現行の

を監視する世界統一政府のためのインフラ

システムに取って代われる段階へと急速に

（基礎構造）が築かれています。現代の監
視機器は、従来の考えをはるかに超えた監
視社会作りに貢献しているのです。
すべては管理と統制のためです。聖書

近づいているのです。
世界では他にも、反キリストが台頭す
るのを促進するような変化が起こっていま
す。イエスは、反キリストが台頭し、７年

は、世界統一政府の到来を予告していま

間の支配を行う際、「不法がはびこるので、

す。その最高指導者は、悪魔に取り付か

多くの人の愛が冷える」( マタイ 24:12) と

れた独裁者で、聖書では、反キリスト ( ア

言われました。聖書には、その期間には、
「悪

ンチキリスト )、または獣と呼ばれていま

人と詐欺師とは・・・悪から悪へと落ちて

す。( ダ ニ エ ル 11:21, 23-24; 8:23-25;

いく」( ２テモテ 3:13) とも書いてありま

黙示録 13:7)

反キリストが世界を支配す

す。経済崩壊や怖しい戦争、テロリズムな

るためには、人々を管理することが必須

どから世界を救うのは誰でしょうか。反キ

であり、人々の行動を知らずして管理は

リストです。
そのようなテクノロジーが、ますます神

不可能です。

ぼうとく

現在のテクノロジーの進歩は目覚まし

を冒涜する人間たちの手に握られ、世界は

く、ビッグブラザーについてオーウェルの

反キリストとその独裁的な世界統一政府の

小説を読んだ人にとっては、いろいろ考え

手に落ちつつあります。その政府は、「万

させられるものです。しかし、聖書は、そ

人のためのテクノロジーと治安」を約束す

のようなシステムが出来上がることを２千

るものの、監視と管理も含めてであり、少

年以上も前から予告していたのです。

しでも従わない者には力による容赦ない弾

また、反キリストの側近であり、多く

圧が待っています。世界統一政府は、反キ

にせ

の人を惑わす偽預言者が、
「小さい者にも、

リストを神として崇拝することを拒む人々

大きい者にも、富んでいる者にも、貧し

には全面戦争を仕掛けるでしょう。( 黙示

い者にも、自由人にも、奴隷にも、すべ

録 13:5-7, 14-18, 2 テサロニケ 2:3-4)

ての人々にその右の手かその額かに、刻

まずはあまり明るくない将来があります

印を受けさせた。この刻印のない者はみ

が、
「備えあれば憂いなし」です。備えとは、

な、物を買うことも売ることもできない

反キリストとその刻印とに立ち向かう準備

よ う に し た。 こ の 刻 印 は、 そ の 獣 の 名、

ができているということです。それから間

または、その名の数字のことである。こ

もなくすれば、イエスがこの地上に帰って

こに、知恵が必要である。思慮のある者

来られて、この上もなく明るい将来が現実

は、獣の数字を解くがよい。その数字と

のものとなるのです。( マタイ 24:29-31)

は、人間をさすものである。そして、そ

その時、私たちは、新しく素晴らしい世

の 数 字 は 六 百 六 十 六 で あ る。」( 黙 示 録

界の夜明けを迎えます。ライオンは子羊と

13:16-18。16 節は新改訳 )

共に横たわり、水が海をおおっているよう

新世界秩序の
開始の準備は
着々と
かつ迅速に
進んでいる。

に、地上は、主を知る知識で満たされるこ
この６６６のシステムでは、地上の誰も、

とでしょう。( イザヤ 11:6-9)

額や右手に刻印を受けることなしには売買
Vol.1-6
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誰もが経験する孤独
―その心の飢えを満たすもの
バージニア・ブラント・バーグ

バ ー ジ ニ ア・ ブ ラ ン ト・ バ ー グ
（1886-1968）は、著名な福音伝道師、
かつ牧師で、アメリカの女性伝道師
の先駆けでした。当時はまだ珍しかっ
めいそう

た福音ラジオ番組「瞑想の時」を、15
年間に渡って担当しました。以下は、
放送された番組の原稿を編集したもの
です。

誰もが、孤独に感じることがあ

していても、彼らでさえ、自分の

です。自分がどこにいても何をし

ります。それは人の心の不思議な

ことを完全に知り、完全に理解し

ていても、孤独な道をさまようこ

性質の一つです。

てくれるわけではありません。成

とがあるからです。人の心は本人

世界一孤独な人というのは、絶

功や達成の山を登り、ついに目標

にとってさえも不可解で、その奥

えず他の人たちに囲まれていなが

に達したとしても、その達成感を

底にあるものを他の人に完全に理

ら、誰も自分のことを知らないと

１００％共に分かち合える人はい

解してもらうことはできません。

か、
「本当の自分」をわかってくれ

ません。一番の親友でも、私たち

それなのに、人はどうして誰かに

ないと思う人ではないでしょうか。

の最高の喜びを完全に知ることは

理解されたいと切望するのでしょ

そういう人は、何不自由ない生活

なく、心の痛みの深さがわからな

うか。どうして、自分の喜びや成

をし、物質的にたいそう恵まれて

いことがあります。誰でも、ひと

功や悲しみや敗北感を他と分かち

いたとしても、自分がいかに孤独

り涙することがあるものです。自

合うことを渇望するのでしょう。

かを切々と訴えるのです。自分に

分の頭の中や心の中、または魂の

人を生きた魂として創造した神

興味のあることを誰かと語り合い

奥深くにあるものにまで入り込め

が、その創造の過程で間違いをし

たい、自分の悩みを聞いて同情し

る人は、誰もいません。

たからでしょうか。神は、
人の内に、

てくれる誰かがほしい、と。
また、たとえ一生の伴侶や長年

「自分のことを本当にわかってく
れる人は誰もいない。自分の気持ち

の親友がいて、その人たちから愛

を分かち合える人は誰もいない。
」

され、また自分もその人たちを愛

それは、誰もが時に心に思うこと

12

わざとそのようなすき間を残され
たのでしょうか。
神は人が生きていく上で、あら
ゆる飢えを満たすものを与えまし
Vol.1-6

た。身体の飢えに対して食べ物を、 「この大祭司［イエス］は、わたし

たと共にいる」( ヘブル 13:5、マタ

頭脳の飢えに対して知識を、心の

たちの弱さを思いやることのでき

イ 28:20)

飢えに対して愛を、というように。

ないようなかたではない。罪は犯

ですから、孤独に感じる時、誰

それなのに、満たされない魂、深

されなかったが、すべてのことに

にも理解してもらえないと感じる

い理解や真の友に対する飢えはそ

ついて、わたしたちと同じように

時、イエスはあなたに、
「わたしの

のままにされたのでしょうか。神

試錬に会われたのである。
」( ヘブ

もとに来なさい」と呼びかけてい

は孤独感には答えておられないの

ル 4:15)

るのです。何かの重圧の下にいて

でしょうか。

らゆる思いや渇望を知っています。

気弱になり、
「もう耐えられません」

さてこれらの疑問には答があり

イエスが私たちの人生に入って来

と言う時、それは確かにあなたの

ます。心の飢え、完全には満たさ

る時、イエスが心を満足させてく

言う通りですが、あなたがそうな

れない思いは、人の魂が神を必要

れるのです。神の言葉にはこうあ

るのをイエスが許されたのは、目

としているという証しなのです。

ります。
「主はかわいた魂を満ち足

的あってのことです。自分には耐

神は、人が他からの同情を得られ

らせ、飢えた魂を良き物で満たさ

えられないと思うことで、あなた

ない時に、神を求めることを知っ

れる。
」( 詩篇 107:9)

がイエスのもとに行くようにです。

イ エ ス は、 私 た ち の あ

ていました。自分を理解してもら

神は、すべての魂を満たせるほ

誰にもわかってもらえない悲しみ

えないという孤独感によって、人

ど大きくて偉大です。最高のパー

は、
「自分のもとに来てほしい」と

は神に近づこうとするのを知って

トナーであり、理想的で完璧な友人

懇願する神からの秘密のメッセー

いたのです。

です。あなたを創られた神だけが、

ジです。そして、あなたは何度で

神はご自分のために人を創造さ

あなたの人生のあらゆる面を満た

も神のもとに行くことができます。

れました。神も私たちから愛され

せます。孤独に感じる必要はあり

神がいてくれることは孤独な魂

ることを求めています。神は人の心

ません。イエスは言われました。
「わ

を満たします。日々、神と共に歩

に、
「わたしのために予約済み」と

たしは決してあなたを離れず、あ

む人は、孤独な道を歩むことは決

いう札を貼られました。神は、誰の

なたを捨てない」
「いつもあなたが

してないでしょう。

心の中でも、ご自分が最も大切な存
在となることを望んでいます。そこ
で、人の心を開く秘密の鍵をご自分
だけが保管されたのです。その鍵に
よって、すべての人の心を開き、神
のもとにやって来るすべての孤独
な魂に、完全な同情や安らぎを与え
るためです。
神こそ答であり、すべてを満足さ
せる存在です。心の奥の渇望を神ご
自身によって満たしてもらわない
限り、１００％の満足は得られない
でしょう。人生を神によって満たし
てもらわない限り、孤独感から解放

心にイエスがいてくれるのは、とても素晴らしい。
いつもイエスが一緒なので、ひとりっきりになって
しまうことはない。すべてを失っても、イエスがい
てくれる。みなに見捨てられても、イエスがいてく
れる。家族や友人から見放されても、イエスがいて
くれる。イエスはこう約束されたから。
「わたしは
世の終りまで、いつもあなたがたと共にいる。
」( マ
タイ 28:20) この世にあるものをすべて失っても、
イエスがいてくれる。イエスこそ、あなたに必要な
すべてです。
デービッド・ブラント・バーグ

されることはないでしょう。
使徒パウロはこう書きました。
Vol.1-6

13

小さなヒーロー
リトルサッカーから
学んだこと
私は、子供たちのサッカーの試合

Ｂチームの選手たちは、次々に

を眺めていた。まだ５、６才だとい

シュートを放とうとする。ゴール

うのに、本格的な試合をしていた。

キーパーは５才にしてはずば抜けて

どちらのチームも、コーチがいて、

上手だったが、同じくらい上手な選

イスしたり励ましたりしていたが、

揃いのユニフォームを着ている。観

手が３人も４人も攻めて来るのだか

一転して心配した表情になった。
「大

客席では、親たちが応援していた。

ら、たまらない。Ｂチームが得点を

丈夫、それでいいんだ、あきらめる

私は、どちらのチームも知らないの

入れ始めた。

な」と言おうとしていた。息子の心

その表情には絶望感が見てとれた。
父親も変わった。それまでは、
「もっとがんばれ」と叫び、アドバ

で、勝ち負けを気にしないで試合を

小さなゴールキーパーは、全力を

楽しむことができた。両チームとも

尽くし、シュートを阻止せんとして、

同じくらいのレベルだった。ここで

果敢に全身を投げ出した。が、Ｂ

が起こった。前にも同じ光景を見た

は、仮にＡチームとＢチームとして

チームはあっと言う間に２点を奪っ

ことがあった。この幼い少年は助け

おこう。

た。ゴールキーパーは、大いに怒っ

が必要なのに、誰も助けられなかっ

て、無我夢中で叫んだり、走ったり、

たのだ。彼は、ネットからボールを

本気でやっているものの、子供らし

猛然とボールに向かってダイブした

取ってレフリーに渡すと、泣き始め

く、どこかぎこちない動作でプレー

りした。全力を振り絞って頑張った

た。じっと立ったままの幼い少年の

するのを見ているのは楽しかった。

おかげで、ゴールに近づいてきた相

顔には、大粒の涙がこぼれていた。

足がもつれて倒れたり、ボールにつ

手選手を阻止することができたが、

それから、地面にひざをついてし

まずいたり、ボールを蹴ったつもり

その少年がボールを５、６メートル

まった。

が空振りしたり・・・。でも子供た

離れた所にいる他の選手にパスした

父親が立ち上がった、母親が父親

ちにとってそんなことはどうでもよ

のだ。キーパーが元のポジションに

の手をつかんで、
「あなた、あの子

かった。とにかくゲームができるの

戻って来た時には手遅れだった。３

が恥ずかしい思いをするわ」と言っ

が嬉しいのだから。

点目を入れられてしまった。

た。

前半は、両者とも無得点だった。

の痛みを感じ取っていたのだ。
４点目が入ると、予想通りのこと

さて後半になると、Ａチームの

私はすぐに、そのキーパーの両

しかし、
父は、
妻の制止を振りきり、

コーチが、ゴールキーパーだった優

親がわかった。きちんとした身なり

階段を下りてフィールドに向かった。

秀な選手を除いて、メンバー全員を

の人たちで、スーツにネクタイ姿の

もちろん、試合中なのだから、それ

ベンチに戻し、二軍選手たちと交替

父親が職場から駆けつけたのは一目

は禁止されているが。スーツにネク

させた。試合の流れは劇的に変わっ

瞭然だった。両親は、息子を励まそ

タイ、ピカピカの靴という姿で、全

た。５才でも勝つことは重要なのだ

うと声をあげ、私の目はこの親子に

速力で息子のもとに走ると、これが

ろう。Ｂチームのコーチは、優秀な

すっかり釘付けになった。３点目を

自分の息子なのだとみんなに知らせ

選手たちをそのまま出場させていた

奪われて、息子の態度は変わった。

るかのように息子を抱き上げた。そ

ので、交替したばかりのＡチームの

もうお手上げだとわかったのだ。相

れから、息子を抱きしめて、息子と

二軍選手たちはとても太刀打ちでき

手チームを止めることはできないと。

一緒に泣いた。私は、あの時ほど誰

なかった。

そこで投げ出したりはしなかったが、

かを誇らしく思ったことはない。
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私は、
シュートされ続ける毎日だ。

父親は、息子を抱いて、フィール

やめたいのはわかるけど、それは

ドの外に向かい、サイドラインの近

できないんだ。また点を入れられ

それを阻止せんと、一生懸命、無我

くで息子にこう言うのを私は聞い

るだろうけど、構わないさ。さあ、

夢中であらゆる方向に身を投げ出

た。
「父さんはね、おまえは本当に

続けるんだ。
」

している。怒り、猛然と奮い立ち、

立派だと思っているよ。良くやった。

父親の言葉は、すべてを変えた。

全身の力を振り絞って戦った末に、

おまえが私の息子だってことをみん

人がひとりぼっちで、どんどん負け

涙して、がっくりとひざをつく。す

なに教えたいんだ。
」

ていくのに、やめることもできない

ると、
私の天の父である神は、
フィー

時、そんな時に、自分が負けていよ

ルドに駆けつけて、野次を飛ばした

うが何だろうが、自分を愛してくれ

り、笑ったりする群衆の前で私を

「でも、お父さん。
」
息子は泣きながら言った。

る人はこれっぽっちも気にしてい

抱え上げてくれる。そして、こう

一生懸命やったけど、点数を入れら

ないと知るのは、どれだけ心強い事

言ってくれる。
「あなたのことを誇

れちゃったんだ。
」

だろう。

りに思っているよ。みんなに知っ

「シュートを止められなかったの。

「何点入れられたって構うもの

幼い少年はフィールドに戻った。

てほしいんだ。あなたがわたしの

か。おまえが私の息子だっていう

また２点入れられたが、もう気にし

子供であることを。そして、あな

だけで、
誇りに思っているよ。さあ、

なかった。

たこそ勝者であることを、わたし

戻って最後まで試合をしてくれ。

は宣言しよう。
」

――作者不詳

「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.1-6

ディストリビューター：

15

イエスより愛をこめて

スズメのことを考えて・・・
わたしは、食べ物や寝場所を求めて飛び回
るスズメも見守っている。そしてスズメは、
導いてあげるわたしのことを信頼して
いる。自分の持っていないもののこと
で心配したりせず、毎日元気よく飛
び、わたしが必要なものを与えてく
れると信頼している。スズメは小さ
な生き物で沢山いるけれども、わた
しはどのスズメのことも知っていて、
気づかっている。
わたしの子どもであるあなたは、全
部のスズメを合わせたよりもはるかに大切
な存在だ。わたしが、この小さくて何でもな
いような鳥でさえ心から気づかっているとすれば、
あなたのことを気づかわないことがあるだろうか。
わたしは、あなたの悩みを知っているし、不安だってわかる。あなたに信仰を与えて、
祈りにこたえるためにわたしはいるのだから。けれども、まず小さなスズメのようにわ
たしに信頼してほしい。スズメは普通、心配のあまりパニックになったり、あせりまくっ
たりはしないね。わたしが見守り、気づかっていると知っているから、落ち着き、安心
している。
わたしの目はあなたに注がれているし、いつでも助けられるよ。だから、わたしに信
頼してくれるかな？ 心配事なら、わたしに任せなさい。

