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最も大切なもの ―― それは、愛！

　流行はめまぐるしく変わります。大勢の人は流行に遅れまいと、最新の

服やアクセサリーなどを買い求めますが、それも、次のものが出てくるま

でです。さらに、食べ物の流行もあれば、ペットの流行、車の流行なども

あります。

　流行を追うのはささやかな楽しみ、と言う人もいるでしょう。けれども、

かえってむなしい思いを増す人たちもいます。とても大切に思えたものが、

それを手にした途端、すっかり輝きを失ってしまうこともあります。イエ

ス・キリストは、「たといたくさんの物を持っていても、人のいのちは、

持ち物にはよらないのである」と言いました。( ルカ 12:15)　まさにその

通りです。たくさんの物を手に入れたからと言って、必ずしも長生きする

わけではなく、また幸せな人生の保証を受け取るわけでもありません。故

マザー・テレサが、日本人は物質的に豊かでも、精神的には貧しいと語っ

たとおりです。

　さて、神は、流行に全く左右されない、最も価値のあるものを人に与え

てくれました。誰でも手に入れることができるけれども、その輝きはどん

なに歳月がたっても変わることがなく、それを持っていると幸せで、心が

温かくなるもの -- それは、神の愛です。人間の愛はうすらいでしまうこ

とがありますが、神の愛は決してすたれることがなく、変わることもあり

ません。

　この号では、神の愛という「幸せの鍵」を使って、親しい人たちへの愛

がさらに深まり、より豊かで、共に喜びを分かち合える人間関係を築くた

めの秘訣を紹介しています。皆さんの日々の生活に、どうぞ役立ててくだ

さい。神の愛が、皆さんの心に豊かにやどりますように。

アクティベート編集部
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それでもほしい人は？

あなたは、わたしにとってかけがえのない存在

　「どなたかお一人に、この 20 ドル札を

あげましょう。」

　この言葉を耳にして、皆の視線が一斉

にその人に集まった。

　すると、その人は札をくしゃくしゃに

丸めてしまった。それからこう言った。

　「まだ、これをほしい人はいますか。」

　皆の手が上がった。

　「そうですか、ではこうしたらどうで

しょう。」

　その人は、20 ドル札を床に落として、

靴で踏みつけた。それから札を拾い上げ

て言った。

　「これでもほしい人は？」

　すると、また一斉に手が上がった。

　「皆さんは、たいへん貴重な教訓を学び

ました。私がこのお金に何をしても、ほ

しいという気持ちは変わりませんでした。

20ドル札は 20ドル札であって、その価値

は変わらないからです。」

　「この人生を生きていく内に、私たち

は、自分の選択やその時の状況によって、

何度もくしゃくしゃにされたり、踏みに

じられたりしますね。自分は何てつまら

ない人間なのかという気持ちにもなりま

す。しかし、これまで何が起こったかや、

これから何が起こるかに関係なく、神か

ら見たあなたの価値は変わりません。汚

れていようが、きれいであろうが、しわ

くちゃであろうが、あなたは神にとって、

かけがえのない存在なのです。」

－－作者不詳

イエスからのメッセージ
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どんな犠牲も払う。

　もちろん、あなたには弱いところや欠

点もある。だが、わたしの愛がそのせい

で弱まることはない。わたしの愛は無条

件だから。あなたがどんな状態であって

も、わたしの愛は変わらない。何か輝か

しいことをしているかどうかなど、関係

ないんだ。自分は、なりたいような人間

やなるべき人間になっていないから、わ

たしから愛されないなどと考えないでほ

しい。わたしがあなたを見る時、あなた

の「欠けたところ」など何も見えない。

見えるのは、ただ、わたしによって創ら

れた、わたしの愛するあなただけ。そして、

創られたままのあなたを愛している。

　わたしの愛は無条件で、えこひいきは

しない。『みにくいあひるの子』や、愛

しにくいタイプの人も愛する。悲しい人、

孤独な人、もがいている人、途方にくれ

て、どうしていいかわからない人も愛す

る。わたしの愛は無条件だから、何の見

返りも求めない。「せっかく愛しても何

も返ってこないから、愛するのをやめよ

う」とも言わない。わたしの愛は、絶対

に希望を捨てない。忍耐づよく、変わる

ことがない。ひたすら与え続ける。わた

しの愛は無限で、「これでおしまい」と

いうこともない。わたしの愛は、孤独に

さまよう、打ちのめされた人を愛し、そ

の人が幸せになるのを助けるためなら、



4 Vol.2-1Vol.2-14

　夫婦であれ、恋人であれ、友人

であれ、愛が純粋でいつまでも続

くには、ただ外見にひかれたとか、

自己満足のためでは十分ではあり

ません。その条件として、相手の

人を守ってあげたい、助けたい、

幸せにしてあげたい、という思い

がなくてはなりません。また、相

手の良いところを素直に認めるこ

とも大切です。男性でも女性でも、

外見に関係なく、相手の考え方や

感情、反応などにひかれて恋をす

ることがよくあります。本当の愛

は、目に見えない、心と心のふれ

あいであって、心おきなく話せた

り、一緒にいて安心できるとか、

好みや性格が似ているなどといっ

た現れ方をします。

　けれども、好みや性格が全く違っ

ていても、それが楽しいこともあ

ります。私の妻の服の好みを例に

あげてみましょう。私は、妻があ

れこれ服を試してみるのをながめ

るのが好きです。妻が楽しんでい

るのがわかるし、私も見ていて楽

それを見つけるには

与えるには

長続きさせるには

本当の愛

デービッド・ブラント・バーグ

しいのです。自分はと言うと、服

装は清潔できちんとしていればそ

れでいいタイプで、特に何を着る

かにはさして関心がありません。

私はもっと人のほうに興味があり

ます。５分前に会った人が何を着

ていたかなど、さっぱり覚えてい

なくとも、その人の考えているこ

とや性格などは覚えています。相

手を深く観察し、その心の中を知

ろうとするからです。

　私が若く独身だった頃、母にこ

う言われました。

　「結婚相手を探すなら、外見にと

らわれないで、それ以上のものを

見るようにしなさい」と。

　結婚相手を探している人に言い

ますが、まず相手の人柄を知り、

内面を見て判断しましょう。この

世界のものは、身体を満足させる

ことはできても、心を満たすこと

はできません。神は人の心を、目

に見えないものによってしか満た

されないように造られたのです。

　聖書にはこうあります。「世と世

愛と幸福は

香水のよう・・・

他の人にふりかけると

自分にも

数滴かかるもの。



5Vol.2-1 5Vol.2-1

にあるものとを、愛してはいけな

い。すべて世にあるもの、すなわち、

肉の欲、目の欲、持ち物の誇
ほこり

・・・・。 

世と世の欲とは過ぎ去る。しかし、

神の御
み

旨
むね

を行う者は、永遠になが

らえる。」(１ヨハネ 2:15-17)、「あ

なたがたは上にあるものを思うべ

きであって、地上のものに心を引

かれてはならない。」( コロサイ

3:2)、「見えるものは一時的であり、

見えないものは永遠につづくので

ある。」(２コリント 4:18)

　神は、「この世のもの」を必要と

したり、ほしがったり、楽しんだ

りしてはいけない、とは言ってい

ません。ただ、そういったものば

かり求めるあまりに、心の必要を

満たすことをおろそかにしてはい

けないということです。

　精神的なものよりも物質的な

ものを愛するのは、創造主である

神を無視して、神の創られた物だ

けを溺
でき

愛するのと同じです。イエ

スはこう言いました。「『心をつく

し、精神をつくし、思いをつくし

て、主なるあなたの神を愛せよ』。

これがいちばん大切な、第一のい

ましめである。第二もこれと同様

である、『自分を愛するようにあな

たの隣り人を愛せよ』。」( マタイ

22:37-39)　「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)　心の願

いは、まず、神と他の人を愛する

ことによってかならえられるので

す。

　神は、必要なものは何でも、ご

自身の栄光の富の中から与えて下

さいます。(ピリピ 4:19)　さらに

は、私にとって良いものであれば、

ほしいものも与えて下さいます。

健康や、住み心地の良い家、十分

な休息、楽しいスポーツ、美しい

景色、すてきな音楽など。神に喜

ばれたい、他の人が幸せになるの

を助けたい、ということをまず願

うならば、神は、この上もなく祝

福を注いで下さるのです。私は、

自分を思ってくれる家族や良い友

人に恵まれ、充実した人生を送っ

ていることを神に感謝しています。

　けれども、神や他の人よりも、

また自分の精神的な必要よりも、

ただの表面的な満足や欲望ばかり

追求するなら、結局、飽き足らな

いことでしょう。自分にも人にも、

物質的な満足や身体的な満足ばか

り求めるなら、完全な幸福と満足

は遠のくだけです。この世のもの

は、身体は満足させられても、心

の中の孤独なうずきを満たすこと

ができるのは、神と、神の真の愛

だけだからです。

　神の存在を知って、神の愛と命

を他の人と分かち合い、彼らが幸

せになるのを助けようとするなら、

幸せのほうがあなたを追いかけて

くるでしょう。

　私が知っているある女性は、次

から次に恋人を変えていました。愛

されたい、いつもただそれを願って

いましたが、誰も満足させてくれる

人はおらず、長続きしなかったので

す。私はその人にこうアドバイスし

ました。「自分を愛してくれる人を

何年も探してきたのですね。だった

ら今度は、見返りを求めず、自分が

相手を愛するように努めてはどう

でしょう」と提案しました。それは、

その人にとって思ってもみなかっ

たことでしたが、そのアドバイスに

従うことにしました。

　そして、素晴らしい男性に出会っ

たのです。どうやって？　彼女が、

自分を愛してくれる人ではなく、

自分から愛を与えることで幸せに

してあげられる誰かを探していた

からです。

　それが秘訣です。誰かが幸せに

なるよう助ければ、あなたにも幸

せがやって来ます。「与えよ。そ

うすれば、自分にも与えられるで

あろう。」( ルカ 6:38) 「人は自分

のまいたものを、刈り取ることに

なる。」(ガラテヤ 6:7) それらは、

神の法則であって、引力の法則の

ように確実です。神の霊的な法則

に決して間違いはありません。そ

れに従うかどうかに応じて、プラ

スまたはマイナスに作用するので

す。そして、第一のおきては、神

と他の人たちに対して利己的でな

い愛をもつことです。それに従い、

神と他の人に愛を与えるなら、愛

を受け取るでしょう。「与えよ。そ

うすれば、自分にも与えられるで

あろう。あなたがたの量るその量

りで、自分にも量りかえされるで

あろうから。」(ルカ 6:38)

　生きる力、自由、他の人と幸せ

を分かち合うこと、それらは、神

から来るものであって、あなたの

魂を満足させるのはそれだけです。

ですから、自分や他の人の幸せを

願うなら、心を満足させるものを

まず求めましょう。神と神の愛が

その答えです。

　他の人が幸せになるよう助ける

ことが、あなたにとって幸せの源

となるでしょう。
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男と女 違いを知るなら、

ベストパートナーになれる！

　神はどういうわけか、人間の半分を男性

に、半分を女性に造られました。ですから、

人間関係について話す時、男女の違いをわ

きまえていないなら、色々な問題に遭遇す

ることでしょう。

　夫婦や恋人同士の関係、または友達や仕

事仲間としての関係においても、異性の相

手が自分の期待していたような反応をしな

くて、がっかりしたりイライラしてしまっ

たという経験はありませんか？　そういう

ことが重なると、だんだんそれが大
おお

事
ごと

にな

り、相手に何か大きな問題があるように感

じてしまいます。ところが、別の夫婦や異

性の友達同士の話を聞くと、同じような経

験をしていることがわかって、びっくりす

るのです。

　そんなふうに感じるのは、あなただけ

ではありません。オードリー・ヘップバー

ン主演の映画「マイ・フェア・レディ」で

は、ヘンリー・ヒギンス教授がこう言って

います。「どうして女は男のようになれん

のだ？」　また、米国のジョン・グレイ心

理学博士は、男女の違いについて書いた著

書に、「男は火星から、女は金星から」と

いうタイトルをつけています。(邦題は「ベ

スト・パートナーになるために」)　ほと

んど異星人ということですね！？

　さて、男性は、女性が物事に対してもっ

と男性のように反応してくれればいいのに

と思い、女性は、男性が女性のように反応

してくれればいいのにと思うことがありま

す。当然ながら、そんなことにはなりませ

ん。けれども、いつもながら、神には解決

策があるのです。

　まずは、神は男性と女性を、良き理由が

あってそのように創られたということを理

解しましょう。たとえば世界に男性だけ、

あるいは女性だけだったら、退屈で、バラ

ンスが取れなくなってしまいます。男女の

違いがあることで、人はもっと広いものの

見方ができるようになるのです。同性につ

いて理解するのはより簡単ですが、異性を

理解しようとすると、謙遜や愛、忍耐など、

あらゆる面において、いろいろ学ばされま

す。というわけで、男性も女性も、それぞ

れの自然な反応の仕方をすることで何か間

違っているわけではないのです。

　次のキーポイントは、男女差によって関

係にひびが入るままにするのではなく、そ

こに橋をかけようと願うことです。たとえ

ば、新婚ほやほやなのに、夫または妻が、

自分との時間だけでなく、友人との時間

も必要としていることを知ってがっかりす

る場合もあれば、自分と正反対で感情の起

伏が激しいのでいらいらする場合もありま

す。けれども、そういった違いを理解して

いれば、夫または妻に対してもっと余裕を

もった対応ができ、いきどおったりするこ

ともないでしょう。

　ここで、よくある男女の違いについてい

くつかあげてみました。大まかなもので、

もちろん、すべての人にあてはまるわけで

はありませんが、参考になることでしょう。
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v一般に、男性はより現実的で、女性はより感情的である。

v男性は、信頼、尊敬、受け入れられることを望み、女性は、愛

の言葉や愛情表示を望む。

v男性は、さっさと結論に行こうとするが、女性はあらゆる角度

から話し合うのを好む。

v男性は女性よりも自分だけの時間を必要とし、女性は、自分の

気持ちを人に話すことを必要とする。

v男性は、実用的なプレゼントを好むが、女性は、ロマンチック

で感情に訴え、自分は特別と思わせてくれるプレゼントを好む。

v男性は、状況や実際的な要因にもとづいて結論を下すことが多

いが、女性は感情的な影響を考慮する。

v夫婦間の問題については、男性はしばしば、より客観的に話し

合えるまで時間をおこうとするが、女性はたいてい、すぐに話

し合って、安心を得ようとしたがる。

　男性あるいは女性の誰もが、ここにあげた特徴のすべてを有し

ているわけではありません。神は、一人一人に個性を与えられた

からです。多くの男性または女性が同じような特徴をもっている

としても、やはり人は一人一人異なるのです。上に男女の特徴を

いくつか挙げましたが、それは、人を型にはめ込んだり、先入観

を抱かせるためではありません。あくまでも、相手にあるかもし

れない傾向について知っておくことで、男女の差が問題になって

も、寛容に理解をもって対応することができるようにです。そし

て覚えておいて下さい。愛と謙遜と祈りが、すべての問題を解決

することを。

　十分な愛に克服できない困難はなく、十分な愛に

いやせない病
やまい

もない。十分な愛に開けない扉はなく、

十分な愛によって橋がかけられない隔たりもない。

十分な愛によって打ち壊せない壁はなく、十分な愛

によって償
つぐな

えない罪もない。問題がどんなに根深く

とも、どんなに見込みなしに見えても、どんなに間

違いが大きくとも、関係ない。十分な愛は、すべて

を解決する。

-- エメット・フォックス

あー、やっとの

休みだ。

今日はのんびり

しよう。

本当に今週は、

 いろいろ

  あったわ・・

今、新聞読んで

 いるんだから、

 後にしてくれよ。

ねえ、あなた。この間、

 お隣さんがね･･･

休みの日ぐらい、

話を聞いて

くれたって

いいのに！

休みの日ぐらい、

 静かにさせて

  ほしいのに･･･。
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　現代でも、バラの香りをかぐだ

けで、心が休まり、気分が良くな

ると言われています。上の物語で

は、何の変てつもない粘土が、バ

ラのそばにあったおかげで、香り

をたっぷり吸収し、その甘い香り

で旅人を驚かせるほどになりまし

た。さて、人もいろいろな「香り」

を放っています。内面からあふれ

る香りです。たとえば、「あの人と

いると、それだけで心がやすらぐ」

とか、「あの人と話していると元気

が出てくる」といった経験はない

でしょうか。反対に、「あの人とい

ると、いつも愚痴ばっかり聞かさ

れる」とか「一緒にいるだけで憂

うつになってくる」というケース

もあるかもしれません。

　つまり、人は自分では気づいて

いなくても、まわりに何らかの「香

り」を発しているのです。それを

自分で改善するのは容易なことで

はありません。香水を一振りして

変えられるわけではないからです。

しかも、たいていは、自分がどん

な「香り」を漂わせているかをあ

まり意識していません。ですから、

仕事や人づきあい、家族の世話な

ど、毎日の忙しさのせいで、また

は悩みや心配や不安のせいで、い

つの間にか、ピリピリとして怒りっ

ぽくなったり、他の人までせき立

てたりして、後で、「あんなにき

* サマルカンド：昔のシルクロードの中心都市。

―― 香りあふれる人生を送るために

ペルシャに伝わる話です。

ある日、旅人が一握りの粘土を見つけました。

どういうわけか、甘い香水のようなにおいがして

その芳香は部屋中にただよいました。

旅人は驚いて粘土にたずねました。

「おまえは一体何者か？

サマルカンド *の宝石か？

それとも見慣れぬ形をした香油か？

あるいは、異国の高貴なる品なのか？」

「違います。私はただの土くれにすぎません。」

「では、ぜひとも教えてくれ。

この驚くべき甘美な香りはどこからくるのか？」

「友よ、秘密を明かしましょう。

私はバラと共に暮らしておりました。」

バラと共に

 生きるなら
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つく言わなければよかった」、「あ

んなに急がせる必要はなかったの

に」、「どうしてほめてあげなかっ

たのだろう」などなど、様々な後

悔の念がわいてくることになった

りもします。

　この粘土に起こったように、私

たちの人生が良い香りを放つには

どうしたらいいのでしょうか。「バ

ラ」と共に生きるとはどういうこ

とでしょうか。「休みを取って出

かけたり、趣味の時間をとったり

してリラックスしたら助けになる」

と言う人もいるかもしれません。

確かにそれも助けになりますが、

忙しい毎日に戻ると、元の木
もく

阿
あ

弥
み

になることが往々にしてあります。

　さて、バラと生きて、その良い香

りを持続させる方法があります。そ

れは、「神の愛」を心にもつことで

す。ここでたじろぐ人もいるかもし

れませんが、実は、神の愛をもつの

は難しいことではありません。「神」

と聞くと、想像の域を超えていると

感じる人もいることでしょう。です

から神はご自分の息子イエス・キリ

ストを地上に送って、人が、神と神

の愛を知り、それにあずかれるよう

にしてくれました。

　イエスは、すべての人を愛して

いたから、人がその罪のゆえに受

けるべき罰を受けずにすむよう、

十字架刑でその命を捧げられまし

た。その究極の愛の捧げものに

よって、人は罪のゆるしを受け取

り、本当の愛を知ったのです。イ

エスは、その苦難の時が訪れる前

に、弟子たちにこう教えました。「人

がその友のために命を捨てること、

これよりも大きな愛はない。」( ヨ

ハネ 15:13)　それこそ、神が私た

ちに教えたかった犠牲的な愛、真

の愛でした。

　人間である私たちが家族や友人

などと、愛や思いやりで結ばれた

関係を築こうとする時、様々な障

害に遭遇します。利己心や嫉妬、

誤解、または病気やケガ、経済的

ひっ迫など・・・。それらの嵐を

乗り越えて、いつまでも新鮮な愛

を持ち続けるには、自己努力だけ

では十分ではありません。愛に生

き、愛のために死ぬ手本となった

イエス・キリストの愛が必要です。

　人は、イエス・キリストを救い

主として心に受け入れるなら、神

の愛を心に受け入れることになり

ます。たとえ、それまでの自分が

ただの土くれのように思えたとし

ても、渇ききった心はうるおされ、

甘い香りを放つことでしょう。そ

の時、人に対する愛があふれ出る

のです。

　あなたは、イエス・キリストを

心に受け入れていますか。もしま

だなら、イエスはあなたの心の扉

の外に立って、あなたが扉を開け

てくれるのを待っています。( 黙

示録 3:20)　この短い祈りを祈っ

て下さい。

　「イエスさま、わたしの罪やあや

まちをゆるして下さい。今、心の

扉を開きます。私の人生に入って

来て下さい。私の心があなたの愛

でいっぱいになりますように。そ

して、他の人に対して愛や思いや

りをもてるよう助けて下さい。アー

メン。」

　この祈りをしたなら、あなたの

人生は変わるでしょう。あなたも、

神に対して、他の人たちに対して

キリストの香りを放つようになり

ます。神の愛の香りです。「わた

したちは・・・神に対するキリス

トのかおりである。」( ２コリント

2:15)　 

　そして、イエスから愛すること

について学び、人生をさらに豊か

にしていくことができます。聖書

は、神から人へのラブレターであ

り、愛について学びたいなら、聖

書にまさる本はありません。イエ

スの言葉は、遠い昔から大勢の人

に愛と勇気を与えてきました。だ

から、祈りを通して、必要な愛を

与えて下さいとイエスにお願いし

たり、いろいろな悩みを打ち明け

て、慰めや励まし、導きを受け取

ることもできます。それらが、「バ

ラ」( キリスト ) と共に時間を過

ごすことです。そうすれば、あな

たがどこにいっても、キリストの

香りがただよい、まわりの人もそ

の甘い香りによって心があたたま

ることでしょう。

　「神は感謝すべきかな。神は・・・

わたしたちをとおしてキリストを

知る知識のかおりを、至る所に放っ

て下さる。」(２コリント 2:14)

　私たちの行く先々でイエス・キ

リストの甘い香りがただよい、人々

が、私たちがイエスと共にいたこ

とを知りますように。
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　神戸の昼下がりのこと

です。青年実業家だった

26才の成田柾太郎さんは、

会社の人たちと一緒に

喫茶店に寄りました。普

段は、喫茶店がある側の

歩道を歩いて会社に帰る

のですが、どういうわけ

か、その日は大きな通り

を横切って、向かい側の

歩道を歩くことにしまし

た。途中に写真館があり、

ショーウィンドウに飾っ

てある写真を見た柾太郎

さんは、思わず立ち止まりました。若く美しい女性

が微笑んでいたのです。「可愛い娘
こ

だなあ」とつぶ

やくと、それを聞いた会社の人が、柾太郎さんのお

姉さんに、好みの人が見つかったようですよ、と伝

えたそうです。すると、日頃から、どこかに柾太郎

さんの結婚相手はいないものかと気をもんでいたお

姉さんは写真の女性の名前と住所を調べて、トント

ン拍子にお見合となったのです。

　その女性、蔦
つた

子
こ

さんはうら若き短大生で、門限５

時という厳しい家庭で育ちました。最初は気が進ま

なかったけれど、自分とは全く違う世界にいる実業

家の柾太郎さんに会ってみたいという好奇心がわい

てきました。そして、初めて顔を合わせた時には、

ほとんど話をする機会すらなかったのに、柾太郎さ

んに一目惚れしたのです。

　二人は５ヶ月後にめでたくゴールインしました。

1950 年 (昭和 25年 )のことです。それは、二人の

長い旅の始まりでした。

　さて、その後、成田夫妻は子供も生まれ、神戸か

ら東京へと事業の拠点を移し、当初はお米を買うお

金もないほどの貧しさも経験しましたが、やがて事

業も軌道に乗り、はた目から見れば裕福で何不自由

ない生活をするようになりました。長い歳月が過ぎ、

柾太郎さんと共に経営者となっていた蔦子さんは無

神論者でした。息子から聖書をプレゼントされても、

枕元の飾りにしかなりませんでした。柾太郎さんは、

霊など目に見えないものが存在することは信じてい

ましたが、クリスチャンではありませんでした。

　けれども、ある夜、問題を起こした社員の処遇に

ついて蔦子さんが悩み、一睡もできなかった時に、

その聖書が目にとまりました。何気なしに開いてみ

ると、そこは、「何度まで人をゆするべきか」とい

う問いに対して、「七たびを七十倍するまでゆるし

なさい」とイエスが答えている箇所でした。(マタ

イ 7:21)　思いがけない答えに驚きました。その人

は繰り返し問題を起こしてはいたものの、当然、７

の 70倍までにはなっていませんでした。蔦子さん

はイエスの言葉を実行しました。それ以来、どんな

に疲れていても開いた箇所を二ページ読むのが毎晩

の習慣になりました。蔦子さんが 48才の時です。

　そして、柾太郎さんにも聖書から読んで聞かせ

るようになりました。若い頃からビジネスの世界に

どっぷり浸かっていた柾太郎さんは、関心は薄かっ

たのですが、幾つか心を動かす言葉を見つけました。

その一つがこれです。「空の鳥を見るがよい。まく

ことも、刈ることもせず、倉に取りいれることもし

ない。それだのに、あなたがたの天の父は彼らを養っ

ていて下さる。あな

たがたは彼らより

も、はるかにすぐれ

た者ではないか。」

(マタイ 6:26)　そん

な考え方があるの

だと感銘しました。

柾太郎さんは 53 才

でした。

　そんな時にファ

ミリー・メンバーた

運命の出会いとなった一枚の写真

     そして、人生を変えた一冊の書

写真館に飾ってあった蔦子さんの写真

独身時代の柾太郎さん
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ちとの出会いがあり、1978 年に、最初に蔦子さんが、

続いて翌年の初めに柾太郎さんが、祈ってイエス・

キリストを心に受け入れたのでした。そうして紆
う

余
よ

曲
きょく

折
せつ

を経ながらも、クリスチャンとしての信仰を

深めていきました。夫婦間で問題がなかったわけで

はありません。蔦子さんはこう語っています。

　「最初の 40年は、お互いに欠点だらけな上に、考

え方の違いがあって、決して楽ではなかったと思い

ます。いろいろな事が起こって、夫への不満もつの

りました。もう離婚しようと思い詰めた時もありま

した。」

　その言葉通り、夫婦の危機は幾度も訪れたのです

が、それをいつも乗り越えさせたものがありました。

それは、信仰でした。蔦子さんはこう言います。

　「神を信じていることが鍵です。相手がどんなに

素晴らしい人でも、誰でも間違いはするし、完璧な

人はいません。けれども祈るたびに、神さまは私を

優しくさとし、夫を愛するための愛を与えて下さい

ました。結婚生活が長くなると、結婚前や新婚の時

に気づかなかった相手の欠点を見て落ち込むことも

ありますが、神は、今まで気づかなかった相手の良

いところを見させてくださいます。そして、必要で

あれば、相手の心にも働きかけてくれました。です

から、幸せな結婚生活の秘訣は、ゆるしと忍耐、そ

して神に祈ることだと思います。そしてもちろん、

愛が一番大切ですけどね。」

　ビジネスの世界から離れてから、千葉県の館山市

に住む成田夫妻は、ファミリーのメンバーとして、

地元で、また日本各地に出かけて行っては、さらに

はロシアやタイに旅してまでも、イエス・キリスト

のことや自分たちの人生に起こったことを証
あか

しして

きました。そして、蔦子さんは何冊もの本の編集や

執筆をしています。

　ここで大きな奇跡があります。結婚した当時の若

い二人が想像もしなかった神の特別な計画は続いて

いたのです。実は蔦子さんは、金婚式を迎える１年

半前に、かなり進行したガンが発見され、ただちに

ガンセンターに手術のために入院したのですが、検

査の結果、手術も抗ガン剤投与も無理だと告げられ

たのです。その夜、蔦子さんは必死にイエスに祈り、

イエスから励ましの言葉を受け取りました。そして、

輝かしく新しい人生がスタートしたことを知ったの

でした。蔦子さんはこう決意しました。

　「私は今、イエスからの使命を果たすためにこの

世に生かせていただいているが、あとどのくらい続

くのか誰にもわからない。ただその日が来るまで精

一杯生きたい。誰かの心に喜びを伝える道具となる

ために。」

　それからもイエスについて証しし続ける蔦子さん

や柾太郎さんの祈りはかなえられ、蔦子さんは生き

て、西暦 2000 年に金婚式を迎えることができまし

た。(写真参照 )　その席で、柾太郎さんは、スピー

チの中でこう語ったのでした。

　「私たちがこの先どれくらい一緒にいられるか、

私にはわかりません。妻はガンにかかっています。

私は妻と共に、残された時間を特別なものとするた

め、日々最善を尽くしたいと思います。」

　今も蔦子さんは柾太郎さんと共に、イエス・キリ

ストからの使命を果たしています。時には、日本各

地への伝道旅行もしながら。手遅れと思われたガン

患者がここまでできるのはまさに奇跡としか言いよ

うがありません。

　これが一枚の写真から始まった二人の長い旅の手

短な「途中経過」です。イエスさまを信じ、受け入

れている二人には、天国での永遠の人生が待ってい

ます。これは永遠の愛の物語であり、また二人への

神の愛の物語でもあるのです。

　柾太郎さんと蔦子さんを助けた神の愛は、夫婦間

だけでなく、どんな人間関係も助けることができま

す。たとえそれが壊れた関係でも、また、どんなに

冷え切った関係でも。成田夫妻のように、あなたも

神の愛の素晴らしさを知ってください。

後注：成田さん夫

婦のライフストー

リーについてさら

に詳しいことは、

蔦子さんの著書

「奇跡に導かれて」

でお読み下さい。

ご希望の方は、ア

クティベート ジャ

パンまでご連絡下

さい。

金婚式を迎えた二人 (2000 年 )
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愛することは
そんなに大切？

「すべて愛する者は、神から生れた

者であって、神を知っている。愛

さない者は、神を知らない。神は

愛である。」-- １ヨハネ 4:8

「何よりもまず、互の愛を熱く保ち

なさい。愛は多くの罪をおおうも

のである。」－－ 1ペテロ 4:8

「神がこのようにわたしたちを愛し

て下さったのであるから、わたし

たちも互に愛し合うべきである。」

－－ 1ヨハネ 4:11

「『心をつくし、精神をつくし、思

いをつくして、主なるあなたの神

を愛せよ』。これがいちばん大切な、

第一のいましめである。第二もこ

れと同様である、『自分を愛するよ

うにあなたの隣り人を愛せよ』。こ

れらの二つのいましめに、律法全

体と預言者とが、かかっている」。

－－マタイ 22:37-40

相手の欠点ばかり
目につく

「何よりもまず、互の愛を熱く保ち

なさい。愛は多くの罪をおおうも

のである。」－－ 1ペテロ 4:8

相手に腹が立った。
なかなかゆるせない。

「互に忍びあい、もし互に責むべき

ことがあれば、ゆるし合いなさい。

主があなたがたをゆるして下さっ

たように、あなたがたもゆるし合

いなさい。」－－コロサイ 3:13

「互に情深く、あわれみ深い者とな

り」－－エペソ 4:32

「あなたがたが、人々のあやまちを

ゆるすならば、あなたがたの天の

父も、あなたがたをゆるして下さ

るであろう。」－－マタイ 6:14

12

聖書こそ、愛を教えてくれる本
――こんな時に役立つ聖書の言葉

　裁判では、証言台に立った人が真実を語ると誓う時に聖書に手をおき、結婚式では聖書が読まれ

るのを、皆さんも映画などで見た経験があることでしょう。そういう時に聖書が使われるのはどう

してでしょうか。それは、聖書が愛と真実を教える本だからです。聖書には、愛がどんなに大切か

だけではなく、人をどのように愛したらいいのか、どのように毎日の生活で愛を行動に移したらい

いのかについて、具体的に書いてあります。夫婦関係や親子関係、あるいは職場での対人関係で悩

みがあるなら、また、友情とは何かを知りたいなら、聖書を読んでみて下さい。

　神は愛であり、聖書は神から私たちへの愛のハンドブックです。私たち人間が愛することにおい

て成長するのを願って書かれています。ですから、聖書を読むならば、神の愛を知り、神の愛の原

則を学ぶことによって、心が豊かになり、お互い同士もっと愛と思いやりをもてるようになるのです。

ぜひ聖書を読んで、あなたの心にある愛を成長させてください。

u
u

u
u

u
u

u
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u
u

u
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u
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たといわたしが、人々の言葉や

御使(天使)たちの言葉を語っても、

もし愛がなければ、

わたしは、やかましい鐘や

騒がしい鐃
にょう

鉢
はち

* と同じである。

たといまた、わたしに預言をする

力があり、あらゆる奥義と

あらゆる知識とに通じていても、

また、山を移すほどの

強い信仰があっても、

もし愛がなければ、

わたしは無に等しい。

たといまた、わたしが

自分の全財産を人に施しても、

また、自分のからだを

焼かれるために渡しても、

もし愛がなければ、

いっさいは無益である。

愛は寛容であり、愛は情深い。

また、ねたむことをしない。

愛は高ぶらない、誇らない。

不作法をしない、自分の利益を

求めない、いらだたない、

恨みをいだかない。

不義を喜ばないで真理を喜ぶ。

そして、すべてを忍び、

すべてを信じ、すべてを望み、

すべてを耐える。

愛はいつまでも絶えることがない。

このように、いつまでも

存続するものは、信仰と希望と愛と、

この三つである。このうちで

最も大いなるものは、愛である。

* 祭礼などの時に使うシンバル

あなたは、兄弟の目にあるお

が屑
くず

は見えるのに、なぜ自分

の目の中の丸太に気づかない

のか。兄弟に向かって、『あな

たの目からおが屑を取らせて

ください』と、どうして言え

ようか。自分の目に丸太があ

るではないか。

－－マタイ7:3,4、(新共同訳)

「あなたがたの父なる神が慈悲

深いように、あなたがたも慈

悲深い者となれ。人をさばく

な。そうすれば、自分もさば

かれることがないであろう。」

－－ルカ 6:36,37 

人間関係を改善したい

喜ぶ者と共に喜び、泣く者と

共に泣きなさい。だれに対し

ても悪をもって悪に報いず、

すべての人に対して善を図り

なさい。あなたがたは、でき

る限りすべての人と平和に過

ごしなさい。

－－ローマ 12:15,17.18

できる限り謙虚で、かつ柔和

であり、寛容を示し、愛をもっ

て互に忍びあい、平和のきず

なで結ばれて、聖霊による一

致を守り続けるように努めな

さい。－－エペソ 4:2-3

兄弟の愛をもって互にいつく

しみ、進んで互に尊敬し合い

なさい。－－ローマ 12:10

どうか同じ思いとなり、同じ

愛の心を持ち、心を合わせ、

一つ思いになって、わたしの

喜びを満たしてほしい。何事

も党派心や虚栄からするので

なく、へりくだった心をもっ

て互に人を自分よりすぐれた

者としなさい。おのおの、自

分のことばかりでなく、他人

のことも考えなさい。

－－ピリピ 2:1-4

( １コリント 13:1-8a、13:13) 

コリント人への手紙13章
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　世界には、キリスト教やイエス・キリストのことを知らない人が大勢います。何

億人もの人が違う文化や宗教の中で生まれ育っているし、キリスト教人口の多い国

でも、神の救いのメッセージを一度も聞いたことのない人は大勢います。「イエスを

受け入れないなら地獄に行く」ということを耳にしたことがあるのですが、それは

本当ですか？ まだイエスや救いについて知らない人たちが地獄に送られてしまう

のは、不公平ではないでしょうか？

　「イエス・キリストを信じて心に受け入れないなら、地獄に送られる」と言う人が大勢

いるようですが、聖書の多くの箇所で、神は愛の神であることがはっきり語られていま

す。神は、人間の創造主として一人一人を知り、理解し、深く気づかってくれています。

イエス・キリストを地上に送って、私たちのために命を捧げるようにしてくれたばかりか、

毎日、人の心に働きかけて、神により近づくように助けようとしてくれているのです。人々

を愛していて、人々が天国に行けるようにするためならどんな代価も惜しまないほどの

神が、さっさと人を地獄に送るようなことをするでしょうか。

　聖書には、「主のいつくしみは、とこしえからとこしえまで」とあります。( 詩篇

103:17)　「ひとりも滅びることがなく、すべての者が悔改めに至ることを望み」ともあ

ります。( ２ペテロ 3:9)　神がその子イエスをこの世界に送ったのは、「彼［イエス］に

よってすべての人が信じるため」です。( ヨハネ 1:7) 「わたしたちの主の寛容は救のた

めである」( ２ペテロ 3:15)

　神は、救いに関して、えこひいきはされません。救いを受け入れる機会のある特定の

文化や宗教の中で育った人だけが救われて、他の人は地獄行き、などといったことはさ

れないのです。神の計画は、すべての人が生きている間に救いのメッセージを聞いて、

イエスを心に受け入れる機会にあずかることですが、その環境のゆえに、またはクリス

チャンが救いについて積極的に伝えることをしなかったために、その機会がなかった場

合は、死んだ後でその機会にあずかることでしょう。

　死後の救いの例として、聖書には、イエスが十字架で死なれた後で、三日間、地の底

に下り、牢獄に入れられている、死んだ人たちの霊に福音を宣べ伝えたとあります。( マ

タイ 12:40、１ペテロ 4:6)　死んだ人にはイエスを信じて救われる機会がないのなら、

イエスはどうして彼らに福音を宣べ伝えたのでしょうか？

　神は公平な方です。すべての人に公平に、十分な機会を愛を込めて与えてくれます。

生きている間でも死んでからでも、この人生でも次の人生でも、誰に対しても必ず、イ

エスについての福音を聞き、信じ、イエス・キリストを救い主として受け入れるチャン

スを十分に与えられるのです。

神の愛は違いを越えて！

Q

A
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「アクティベート」を読んで、あなたの人生に輝きを！

〒 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。
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★ 英語でも覚えてみよう！

 今月のバイリンガル・モットー
　一日一句の美しい画像入りの名言集。世界各国で愛用されている日めく

りカレンダー Mottos for Success が、バイリンガルで登場。ご注文は、ア

クティベート・ジャパンまで。（曜日なしの３６５日分ですので、毎年ご利

用いただけます。）

心が愛であふれているなら、

まわりの世界も

美しさであふれる。

The world is full of beauty, 
when your heart is full of love.

人生はつかのま。

しかし、愛ゆえにしたことは

永遠に残る。

The life you live 
      will soon be past, 
but the things you do 
      for love will last. 

愛とは、相手の欠点を見過ごし、

心の美しさを発見する能力。

Love is the ability to see beyond the 
faults of another and to discover 
the beauties of his or her heart. 



イエスより、

     愛を込めて

イエスより、

     愛を込めて

　わたしの愛は決してあなたを失望させない。これ

までずっとあなたを助けてきたし、これからも見捨

てたりはしない。何ものも、わたしのあなたへの愛

を消してしまうことはなく、この愛は日々強まるば

かりだ。

　わたしは、時の初めからあなたを愛してきた。今

も、またこれからも愛する。わたしの愛は決して絶

えることはなく、いつまでも生き続ける。わたしの

あなたへの愛は、古びたりせず、いつも新鮮で新し

い。色あせることなく、生き生きとしていて力にあ

ふれ、情熱的だ。決して眠ることがなく、あなたの

心を目覚めさせ続ける。永遠の愛だ。あなたはいつ

だって、わたしの愛に寄りかかることができる。こ

の愛は、あなたにがんばり続ける力を与え、疲れ切っ

ている時に支え、もうダメだと思う時に元気づける。

　わたしはあなたのことを切に思い、あなたのため

に涙する。わたしはあなたを助けたい。慰めたい。

わたしはあなたのことを信じているし、信頼してい

る。わたしから愛されていることを疑わないで。今

も、これからも、永遠にあなたを愛するから。


