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嵐の中でも希望の光が･･･

　昔から大勢の人に読みつがれて、テレビドラマにもなった「大草原の小

さな家」のシリーズをご存じでしょうか。原作には、こんな場面があります。

長く厳しい冬が終わって、ローラ一家の住む大草原にやっと春が訪れまし

た。14 才のローラは姉のメアリーを散歩に連れて行きました。数年前に病

気にかかって目が見えなくなったメアリーに、ローラは目の前に広がる美

しい春の光景を描写してあげたり、一緒にスミレの花を摘んだりしました。

そして、二人の会話が神の慈
いつく

しみのことになると、メアリーは、心をこめ

て聖書の詩篇23篇の節を暗唱したのでした。「主はわたしの牧者であって、

わたしには乏しいことがない。主はわたしを緑の牧場に伏させ、いこいの

みぎわ (水際 )に伴われる。」　(詩篇 23 篇 1-2 節 )

　私たちの多くは、目が見えていても、「乏しい」ことだらけだと考えたり、

ささいなことで愚痴をこぼしたりしてしまうものですが、目が見えなく

なったメアリーは、自分の身に起こった不幸を悔やんで神を恨むのではな

く、その心には、神の慈しみへの純粋な感謝があふれていました。

　このアクティベートには、生まれつきの障害がある人、幼い子供たちを

抱えながら夫に先立たれた人、自分の会社が倒産してしまった人など、「不

幸」としか思われないようなことを経験しながら、それを乗り越えた人た

ちの話や、失敗や敗北と思われることをバネとして生きていく秘訣などが

掲載されています。読者の皆さんも、これを読んで力づけられ、希望を新

たにすることができるようお祈りします。

　人生の試練や悩みのまっただ中でも、嵐の中に安らぎを、闇の中に光を

見いだすことができます。ちょうどメアリーや大勢の人たちがしたように。

アクティベート編集部
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　母が泡立て器を使う音が聞こえてきたので、キッチンに行ってみた。母

の作るチョコレート・ケーキはとってもおいしいから、作り方を見ること

にした。材料に何を入れるのかも知りたかったからだ。もちろん、製菓用

チョコレートを使っていた。けれども、テーブルに落ちていた小さなかけ

らをつまんで口に入れたら、苦くてたまらなかった。

　他の材料を見ると、カップ１杯のサワーミルク ( 牛乳に酢かレモン汁を

入れたもの)もある。「ええっ、まさか、こんなの使わないでしょう？」と思っ

たが、母はさっさとボールに入れた。おまけに、腹痛の時に飲まされた嫌

な味のベーキングソーダ ( 重曹 ) まで。「そんなものを使って、一体どん

なケーキができるのだろう」とけげんな顔をしている私に、母はにっこり

笑って、「まあ、見ててごらん」と言った。

　夕食の後で、母はデザートにあのケーキを出した。外見はいつものお

いしいケーキと変わらないが、私は慎重だった。フォークの先にケーキを

ちょっと乗せて味見してみた。「あれっ、おいしい。」それから、もう少し

大きめに切って食べてみたら、すぐに一切れペロッと食べてしまった。サ

ワーミルクや苦い製菓用チョコレートやベーキングソーダのことなどすっ

かり忘れて、もう一切れ食べたいと母に言ったほどだった。

　人生は甘いことばかりじゃない。「苦い」経験もいっぱいあるし、それ

がプラスになるなんて、とても信じられないこともある。確かに、万事が

良いことばかりじゃない。でも、「万事は共に働いて益となる」(ローマ8:28)

　これは神さまを信じる人たちへの約束。神さまは、何かが間違って私た

ちの人生に起こるようには決してされない。どんなことが起こっても、そ

の経験を通して、私たちが神さまに望まれるような人になるのを助けてく

ださる。

-- 作者不詳

チョコレート・ケーキの中には・・・

　　　　　　　　　　　　　

　―― 甘い人生？ 苦い経験？
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ハンディーに負けずに生きる！

　デービッグ・リングは、生まれ

つき脳性小児麻痺にかかっていま

した。14才で両親を亡くし、それ

からは親戚の家などを転々とし、

我が家と呼べるものはありません

でした。重度の障害により、痛み

に耐えながら、心ない人々によっ

て、からかわれたり、いじめられ

たり、辛い経験をしました。しか

し、失意のどん底にあった彼が、

イエス・キリストに出会って人生

が変わったのです。自分が価値の

ある人間であることを知り、身体

が不自由なことで恨みを抱いたり

せず、むしろそれを自分の可能性

を試すものとして受け入れたので

した。

　現在40才になるデービッドは、

年に 200 回以上の講演をこなし、

その感動のライフストーリーと励

ましの言葉を耳にした人は１年で

10万人以上にものぼります。障害

ゆえに、言葉を話すのも、歩くのも、

食べるのも、たいへんな苦労がい

りますが、彼は明るくユーモアたっ

ぷりに語り、その話を聞いた大勢

の人の人生が変わったのです。

　最近、友人から、デービッド・

リングの講演を録音したものをプ

レゼントされました。「私は脳性

麻痺にかかっている。じゃあ、あ

なたの問題は何なのか」という彼

の挑戦に、自分が恥ずかしくなり

ました。おそらく私のほかにも何

千、何万もの人が同じ思いだった

と思います。彼の説くメッセージ

は単純明快です。「落ち込んだり、

自己憐びんに陥ったりするな。」

「悪い事が起こっても、不平を言っ

たり、恨みがましくなるのではな

く、それを受け入れ、神はご自分

のしていることをよくご存じだか

ら、神にそれを解決してもらいな

さい」など。

　リングは、聴衆に向かってこん

な面白いことも言います。「今の私

のことがきらいなら、まあ、待っ

てみてほしい。私はまだオーブン

の中だ。神が調理を終えたら、私

をオーブンから出してこう言うだ

　人はつらい経験を通して、より

良くなるか、あるいは苦々しくな

るかのどちらかだと言われていま

す。失ったものにばかり目をやっ

ていると、恨みつらみがつのり、

結局は、より多くのものを失うこ

とになりかねません。恨みつらみ

は、魂を食い尽くすガンです。

　しかし、デービッド･リングの

ように、悲劇や障害に勇敢に立ち

向かう人もいます。そのような人

は断固としてあきらめず、むしろ、

ますます懸命に努力し、神に助け

を求めて、信仰や強さ、勇気を得

ろう。『忠実なしもべよ、ウェル・

ダン！』」――【訳注：英語では「よ

く焼けている」と、「良くやった」の、

両方の意味がある】　つまり彼は、

聖書のマタイ 25章 21節を引用し

ながら、神が彼の人生に働きかけ

て色々学ばせてくれていることを、

自分を「美味しい料理」に調理し

てくれていることにたとえ、うま

くシャレにしているのです。

　リングの人生から、もう一つの

教訓が学べます。それは、悪く見

えることでも、心から感謝するな

ら、神は良い事がもっと起こるよ

うにしてくださるということで

す。リングは、人々の意欲をかき

たてる話し手であるばかりか、幸

せな結婚生活を送っていて、健康

な素晴らしい子供４人の父親でも

あります。

　確かにデービッド・リングは輝

かしい人生を送っています。でも

あなたにもできます。彼は言いま

す。「ぶつぶつ言わず、きらきら

輝こう！」

　　――キース・フィリップ

ます。一見何の不自由もない人

だったら考えもしないような信仰

や強さや勇気を得るのです。　イ

ギリス文学の最高傑作とも言われ

る叙情詩「失楽園」を書いたジョ

ン・ミルトンは、目が見えません

でした。どの時代にもこよなく愛

ぶつぶつ言わず、きらきら輝こう！

ハンディを活かす

4 Vol.2-2
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された有名な曲も含め、6000 曲も

の賛美歌を書いたファニー・クロ

スビーも目が見えませんでした。

ベートーベンは、そのすばらしい

交響曲を何曲も作曲した時、耳が

聞こえませんでした。

　ヘレン・ケラーは、耳が聞こえ

ず、目も見えませんでしたが、そ

れでも字を書き、さらには話すこ

とすら覚えて、「障害者」と「健

常者」の両方の、何億という人々

にとって励ましとなり、勇気を与

えました。彼女はこう言いました。

「私は障害を神に感謝します。障

害を通して、私は自分というもの、

自分の仕事、そして神を見つけた

のですから。」

　現代にも同じような人は数多く

います。

　ある 18 才のスペイン人は、交

通事故にあい、プロのサッカー

チーム「リアル・マドリッド」の

ゴールキーパーという将来有望

な経歴を捨てることを余儀なくさ

れ、２年近くを車椅子で過ごしま

した。入院中、医者の助手からギ

ターをもらった彼は、音楽に興味

を抱くようになり、数年後、自作

の歌「La Vida Sigue Igual（人

生は続く）」で、全国コンテスト

で優勝し、この成功により、初め

てのレコード制作の契約を取りま

した。こうして、フリオ・イグレ

シアスの歌手としての新しい人生

が始まったのです。

　ある人はこう言いました。「神

は、扉を閉じる時、普通、どこか

に窓を開けたままにしておかれ

る。」　障害は、もしかしたらそん

な窓の一つなのかもしれません。

それはあなたにとって最大の資

質となり、人格を深め、より大き

な心を与えてくれるのかもしれ

ません。そしてあなたを刺激し、

新たなる創造性をかきたて、周り

の人ともより深く幸せな関係を

築くよう導くのかもしれません。

そうなるかどうかは、あなたに

かかっています。自分の障害を災

難と見るか、または、姿を変えた

チャンスと見るかにかかってい

るのです。

　どうかあきらめないで下さい。

悲しみを脇において、障害を活か

す道を探すならば、必ず見つかる

はずです。何をしても無駄だと感

じるかもしれませんが、それでも、

思い切って一歩踏み出してみて下

さい。

物事がうまく行かない時はある。

自分の歩む道が上り坂続きで、

手持ちの金は減り、借金がかさみ、

ほほえみたくても、ため息しか出てこない時、

心配事が心に重くのしかかっている時、

そんな時は、休みなさい。

だが、あきらめてはいけない。

誰もが時に学ぶことだが、

人生は曲がり角だらけ。

失敗も、

もしも最後まで粘り抜いていたならば

勝利に終わっていたかもしれない。

あきらめてはいけない。

スローペースのようでも、

あと一撃すれば、

勝利するかもしれないのだから。

力失せ、足もともおぼつかない人には

ゴールがはるか彼方に思えるが

実際にはもっと近いもの。

多くの人は

あともう少しで勝利の杯を獲得というところで

あきらめてしまう。

夜が訪れて、

あと少しで黄金の冠を受けられたと気づいても

それはもう後の祭り。

成功は、失敗を裏返しにしたもの。

疑いの雲の合間からも銀色の光が差し込む。

自分がどれほど勝利に近いかはわからないもの。

遠くに思えても、すぐ近くなのかもしれない。

だから、一撃を食らって、もうダメだと思っても、

がんばり抜きなさい。

事態が最悪に見える時こそ、

あきらめてはいけない。

――フランク・スタントン

5Vol.2-2
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倒産倒産倒産
倒
産

6 Vol.2-2

　今の私の年齢は 38 才、昨年の

春まである会社の役員をしていま

した。

　さて、話は小学校の時にさか

のぼります。４年生のころ、ある

女の子を好きになりました。そ

の子はなにやら、「日曜学校」と

いう名の学校に通っているとい

う情報を得た私は、自分もそこ

に行って友達になろうと決心し

たのでした。

　もちろん、日曜学校はキリスト

教の教会が開いていたので、それ

が、イエス・キリストとの出会い

になりました。毎週日曜日がとて

も楽しみになり、キリストさんっ

て人はなにやらすごい人で、そこ

で勉強するのは新しいことばかり

でとても楽しかったのです。クリ

スマスで、キリストの誕生の劇を

やったことも覚えています。なぜ

やめたかは忘れましたが、２年く

らい続いたと思います。

　時は流れて 30年近くがたちま

した。キリストのことを特に意識

することもなく、時々、「昔私も

宗教に手を染めたものだ」などと、

恥ずかしい話として友人や取引先

との会話で話題にのぼることはあ

りました。ところが、そんな私に

倒産－－人生の危機で私を支えてくれたのは・・・

大転機が襲ったのです。

　それは、会社の倒産でした。中

学、高校、大学、入社と無難に過

ごして来た私にとって、これほ

ど世の中の厳しい現実をまざまざ

と見せつけられたことはありませ

ん。倒産直後に経験したことは、

まさに「手の裏を返したような」

人々の反応でした。

　長く信頼し合っていた仕事仲間

や関連業者などから、倒産の翌日

から脅しめいた電話がひっきりな

しにかかり、それが一ヶ月以上も

続いたのです。心の底から「がん

ばって」と言ってくれる人も中

にはいましたが、耳を疑うような

激しい言葉を浴びせる人もいまし

た。一番ひどかったのは、信頼し

ていた社員からの攻撃で、運命共

同体のようだった人が、最も辛ら

つな攻撃者に豹
ひょうへん

変したのです。倒

産で自殺した人を私は知っていま

すが、その精神状態がどんなもの

かも経験しました。

　さて倒産前に、ファミリーの人

と知り合い、頻繁ではありません

でしたが、会うとイエス・キリス

トについて話したり、信仰の手引

きとなるような読み物をいただい

たりしていました。神は、将来起

ころうとしていた私の苦難を知っ

ていて、準備しておられたので

しょうか。倒産によって、それま

で宗教を否定していた私の頭の中

に何度もイエス・キリストが現れ

ました。日曜学校のときの絵（毎

回カードをくれました）やそこで

教えられた聖書の言葉を不思議と

思い出すのです。その度に、倒産

によって生じた地獄のような精神

状態はしだいに消えていくのでし

た。不思議なことに、ひどい仕打

ちをされていたという感覚もあま

りありません。

　これは、小さい頃、日曜学校で

教えてもらった御言葉が心の中に

あって、支えてくれていたからだ

と思います。そこでもらったカー

ドの内、十字架にかかったキリス

トのカードは、子供心に一番大切

にしていたカードでした。それを

見ながら、「なんで、この人（イ

エス）は、自分を傷つける人を、

ゆるしてくれるように祈ったんだ

ろう」と、考えたのを覚えていま

す。キリストは、あざけられ、暴

力をふるわれ、十字架で処刑さ

れようとする時にも、「父よ、彼

らをおゆるしください。自分が何

をしているのか、知らないからで

堀口　昌孝 ( 仮名）
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す」と祈りました。また別の時に

は、「七回を七十倍するまでゆる

しなさい」と言われました。それ

らの御言葉が、意識的ではなくて

も、心の深いところにあって、「ど

んなにひどいことを言われても、

ゆるす」恵みを与えてくれたので

しょう。ですから、理不尽に攻撃

してくる人にも、「この人をゆる

して下さい」という気持ちがあっ

たのだと思います。

　子供の時に、このように御言葉

に触れる経験をしたことは、本当

に大切だったと、倒産してつくづ

く思いました。もしかしたら、当

時教えてもらったことを私が実際

に学ぶために、この倒産に行きつ

いたのかもしれない、とまで思う

ことがあります。「ほらあの時の

話は、こういうことだったんだよ」

と教えられたような気がします。

生活の不安や社会に脅される状況

を通って来ましたが、「どんなこ

とがあっても大丈夫」と示された

ような感じです。

　もちろん、人間ですから、万事、

完璧に誠実に対応できたわけで

はありません。人に怒ってしまっ

たこともありますが、そのせい

で状況が悪化したりはしません

でした。守られてきたのだと思

います。

　とにかく、人生で最大最悪の

危機が訪れても、それを受難と

も挫折とも思っていない自分が

そこにいました。精神的には大

変でしたが、奇跡的とも言える平

安が心の底にありました。「信仰

があったから」という表現が適

切かどうかよく分かりませんが、

神が私と共にいるのを感じたの

です。そう感じることができる

人とそうでない人とは、特にこ

のような厳しい逆境の時に大き

な違いが出ると思います。私は、

これを自分ひとりの力で切り抜

けたとは思っていません。支え

られて来たとしか思えません。事

実、誰かに支えられているとい

う気持ちがなかったら、絶対つ

ぶれていたと思います。

　「大きな存在が私をバリヤで包

んでくれていて、何が起こっても

守ってくれている」、そう思うと、

これらの災難は大した問題ではな

いと思えたのです。「大いなる意

思」が世の中を上手にコントロー

ルしてくれていると感じました。

特にその苦難の中で、その保護を

とても強く感じました。

　しばらくして落ち着いてくる

と、ただただ感謝しました。こん

な私を助け、「がんばろうよ」と

言ってくれる人達がいました。こ

れは「愛」だと思います。普段、

気にも留めていなかったような

人、つきあいにくいと思ってい

た人、「こんな人が」と思う人が、

一番苦しい時に助けてくれたので

す。ちょうど、「手の裏を返した」

の逆です。頼りにしていた人には

裏切られ、思いもよらない人に助

けられました。

　そして、「大きな存在」という

ものなしには説明のつかないこ

とが、他にも沢山起こりました。

家や車、全財産を失いましたが、

親戚が助けてくれたり、妻が気

丈だったり、子供達もカゼ一つ

ひかず健康だったり・・・。今も

億単位の借金を抱え込んでいま

すが、家族みんなが精神的に守

られており、生活は一応できて

います。前より明るくなり、もっ

と良い家庭になっているのです。

まさに奇跡です。　

　とにかく、誰かが導いていると

しか思えないほど、不思議な「偶

然」が重なりました。倒産から

半年たった頃、私は、それからの

人生をどう歩むべきか、主に何月

何日までに示して下さいと真剣に

祈っていました。すると、まさに

その日に、ファミリーの宣教師か

ら電話がかかって会うことにな

り、再び、聖書をもっと深く学ぶ

ようになったのです。

　新しい仕事へのチャンスも、い

ろいろと提供されています。今で

は、この時の体験を振り返って仕

事ができるようになりました。　

だから、受難の時というのは必要

なことだったと思います。

　もちろん、祈りました。私に

とって、祈りとは、次の三つの原

則を与えてくれるものと考えてい

ます。まず、祈ることで問題を明

確にできます。次に、自分一人で

重荷を負っているのではない、と

いうことを思い起こさせてくれま

す。最後に、祈りは問題解決の第

一歩です。そして、祈りは、誰か

に思いを伝えることでもある、と

思います。ということは、その「思

い」は、その誰か、つまり神に伝

わっているのです。

　私が思ったことはすべてかな

えられているというと、おめでた

いヤツだと思われるかもしれない

が、ほぼ全部の祈りがかなえられ

て来ました。

　だから、祈ってください。祈り

は、必ず聞かれます。
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　失敗したことで心配しているのですか。誰でも

皆、失敗しますね。人生に失敗はつきものですから。

そして失敗すると、頭も混乱してしまいがちです

が、そのことで自分を責めてはいけません。むしろ、

ある意味では失敗したことを喜ぶべきです。「えっ、

失敗を喜ぶなんて」と思われるかもしれませんが、

時には、神があなたに失敗するよう望んでいる時

もあるのです。どうしてでしょうか。

　「失敗したのは、少なくとも何かをやろうとした

証拠である。何もしない人は失敗もしない」とい

う言葉があります。そして、「失敗は成功の母」。

これは古今東西において証明されてきました。数

限りない失敗の末に生まれた大発明は多々ありま

す。たとえばエジソンは、電球の制作において「失

敗」を繰り返しましたが、そのたびに、「また一つ、

何がうまく行かないかがわかった」という見方を

し、ついに、白熱電球の開発に成功しました。日

本でも、最近、ノーベル化学賞を受賞した田中耕

一さんが、「本来混ぜるべきではない薬品を誤って

混ぜてしまう」という失敗をしながら、「もったい

ない」からと測定を続けて大発見をした、という

話は有名です。実は、偉業を成し遂げた人たちの

多くは、失敗を繰り返しながらも、あきらめなかっ

た人たちなのです。ですから、あきらめないで。

失敗は成功のもと！

がっかりしているのですか・・・？
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あなたのピンチは、神のチャンス！
　神は、敗北と思われるところから、最大の勝利をもたらしてくれます。どん底と思われ

るような状況を通して、神の望まれる勝利がもたらされるのです。　

　失敗し、もうおしまいだと感じていますか。神のもとに行きなさい。もう限界でしょうか。

ただ神に委ねなさい。これ以上やっていけないと感じていますか。神にやってもらいなさい。

あなたのピンチは、神が働かれるチャンスですから。あらゆることを試して何もうまくい

かなかったのでしょうか？　では、神を試してみてください。神はあなたを愛しています。

（デービッド・ブラント・バーグ）　

　もしかしたら、あなたの失敗は、大成功には

つながらないかもしれません。悪い結果を生んで

しまったかもしれません。けれども、もっと深刻

な失敗をしなかったことを感謝することもできま

す。今は、明るい面を見るのは難しいかもしれま

せん。でも、必ずプラス面があるものです。失敗

を通して学んだ教訓は、貴重です。もしかしたら、

成功を通してよりも、失敗を通して学べることの

ほうが多いかもしれません。間違った方向に進ん

でいたけれども、失敗を通して正しい道に戻るこ

ともあります。今まで考えてもいなかったことが

明らかになったりもします。

　そして、精神的な面でも、失敗はしばしば、人

間的な成長に貢献します。失敗するとプライドは

傷つきますが、謙遜という大切な人格の一つを身

につけることができます。それによって、まわり

の人にとって、かえって親しみやすい存在となる

かもしれません。自分の能力の限界を知って、ま

わりの人の助けをもっと感謝するようになり、共

に働くことの大切さを学ぶ場合もあります。

　よちよち歩きの子供について考えてみましょ

う。やっと歩けるようになった頃は、幾度も転

ぶでしょうが、親は、もちろん叱ったりせず、暖

かく見守ります。それも成長の過程であることを

知っているからです。子供が親の言うことを聞か

ないで、熱いものにさわったりなど、痛い経験を

する時でも、それが子供にとって重要な教訓を学

ぶ機会であることを親は知っています。そして、

子供がついに自分から進んで正しい決断を下す

ようになったり、正しいことをしようと努力する

ようになると、親の喜びはひとしおです。過去の

小さな失敗の数々など忘れていることでしょう。

神と人との関係も同じようなものです。

　神は、人が間違いをするのを知っています。間

違った決断を下したり、思慮深くなかったり、

様々な理由から間違いをしますが、それだから愛

さないということはありません。人が間違いから

学んでいくことを望みながら、暖かく見守ってく

れるのです。

　深刻な犯罪や、憎悪からなされた行為は、また

別の話ですが、一般的な失敗は、成長に必要不可

欠です。それを通して、自分には神の助けが必要

なことを認めることができるなら、なおさらで

す。それなら、神はもっと助けてくれるでしょう。

　ですから、失敗をしたなら、喜びましょう。失

敗のことで自分を責めたり、心配しなくてもいい

のです。結局は、良い結果につながるのですから。

だから、がっかりしないで下さい。微笑んで、物

事の明るい面に目をやり、進みつづけましょう。
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　あなたは自分の人生について、がっかり

してしまったことはありますか。何も華々

しいことをしていないばかりか、失敗の

連続だったとか、自分が夢見た人生にはほ

ど遠く、実際に乗り出したことも挫折ばか

り・・・。または、自分は何てつまらない

人生を送ってきたのだろう、そのように思っ

てしまったことはありますか。

　もしそうなら、陶器を手にとってみて下

さい。できれば、手作りの焼き物がいいです。

「え、どうして？　どんな関係があるの？」

と思うかもしれませんが、実は、失望のど

ん底にいた人が、焼き物の窯
かまもと

元に行った時

に、焼き物を見て励まされたのです。その

人は、そこで焼き物ができる過程を見るこ

とができました。何の変哲もない粘土が、

陶芸家の手によって、見事な形の器に変わっ

ていきます。しかも、陶芸家が一個一個、

丹念に作る器は、一つとして同じものはあ

りません。たとえば同じコーヒーカップで

も色や形が微妙に違っていて、独特のあじ

わいを持っているのです。もちろん、コー

ヒーカップ以外にも、花瓶や皿、湯飲みな

ど様々な種類の陶器があります。

　それらの器にただ一つ共通していること

がありました。それは、どの陶器も、それ

を作った陶芸家の手のぬくもりを持ってい

るということです。すぐれた陶芸家は、土

の良いところをうまく使いながら、それを

人に役立つ器に作り上げていきます。

　さて、その人は、それが、人間と神の関

係のようだと気が付きました。神は人間を

一人一人、個性や長所などを備えて創られ

ます。また、果たす役割も異なっています。

ですから、どれが一番偉いとか、一番美し

いと言うことはできません。一人一人がか

けがえのない器なのです。形が少しくずれ

ているとか、取っ手が少しずれているとか、

ざらざらした肌触りだとか、形がユニーク

だとか、そんな理由で好まれ、愛用される

場合もあります。また、当然ですが、どん

なに立派な平
ひらざら

皿も、コーヒーを味わうには、

ふさわしくありません。それぞれの陶器に

は、違った目的があるのです。

　そして、粘土が美しい器に仕上がってい

く過程は、決して平坦ではありません。強

Vol.2-2

粘土から

美しい陶器に
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く押されたり、つぶされたり、延ばされたり、

引っ張られたり、ろくろでぐるぐるまわされ

たり、削られたり・・・。時には、完全につ

ぶされて、また最初から造り直しになること

さえあります。さらに器の形になると、二度

焼かれます。最後はものすごい高温で長時間

に渡って炎に包まれます。しかし、その一つ

一つの作業が、見事な出来へとつながってい

きます。空気が入らないよう、力をこめて丹

念にねられた粘土は、焼いた時に割れにくく

なります。また、高温で焼かれることで「う

わぐすり＊」が発色し、異なった化学反応によっ

て、その独特の色合いを出していきます。

　どの過程においても、陶芸家は、ただの土

くれを扱っているのではありません。見事な

陶器になるのを楽しみにして、あれこれ手を

加えながら、陶器に難しい過程を乗り越えさ

せていくのです。

　神は私たちをそのように見ています。神の

目には、あなたはすでに美しい陶器です。そ

れぞれの過程を見ると、ただの茶色い粘土で

あったり、炎に包まれていたり、決して美し

いながめではありませんが、どの過程にも目

的があります。

　試練を乗り越えてきた人たちは、小さな苦

労であきらめることはないでしょう。また、

試練を経験することで、自分の弱さを知る

ことにもなります。その時に、神の力に頼る

ことを知り、神を信じる信仰は増していくで

しょう。また同じような試練を味わっている

人たちを励まし、力づけることができます。

「神は、いかなる患難の中にいる時でもわた

したちを慰めて下さり、また、わたしたち自

身も、神に慰めていただくその慰めをもって、

あらゆる患難の中にある人々を慰めることが

できるようにして下さるのである。」( ２コリ

ント 1:4)

　さて、聖書でも２千何百年以上も前に、陶

器と陶器師について語った人がいました。そ

れは、預言者イザヤです。「されど主よ、あな

たはわれわれの父です。われわれは粘土であっ

て、あなたは陶器師です。われわれはみな、

み手のわざです。」(イザヤ 64:8)　

　ですから、私たちは、神の愛の手の内にあ

ります。人生の試練や葛藤、苦労も、すべて

は目的あってのことであるのを覚えていて下

さい。神は、あなたを美しい器に造り上げよ

うとしているのです。

　

　「そんなふうに神に信頼するのは難しい。神

についてほとんど何も知らないのに」と感じ

る人もいるかもしれません。確かに、神とい

う大きな存在について理解するのは難しいも

のです。でも神は、ご自分の愛を具体的な形

であらわすために、およそ 2000 年前に、息子

であるイエス･キリストをこの地上に人間の形

で送られました。イエスは、自らの手本によっ

て神の愛を表し、愛のために十字架で死に、

そして三日後によみがえりました。

　ですから、祈ってイエスを心の中に招き入

れるならば、あなたの心に神の愛が宿り、イ

エスは愛をもってあなたの人生を導いてくれ

ます。成功や失敗、様々な勝利や試練を経な

がら、あなたを美しい器に作り上げてくれる

のです。まだイエスを心に受け入れていない

なら、次の短い祈りを祈ってください。イエ

スは、誰よりもあなたに近い存在となって、

永遠に向けて、この人生の旅路を精一杯生き

抜くのを助けてくれることでしょう。

　「イエスさま、どうか心の中に入り、私の

人生を導いてください。どんなに辛いことや

悲しいことがあっても乗り越えていく力を与

え、自分の人生があなたの手の内にあると信

頼できるよう助けてください。アーメン。」

＊うわぐすり　素焼きの陶磁器の表面にかけるもの。

焼成するとガラス質になり空気や水を通すのを防ぎ、

耐食性や強度が増すとともに器に美しい光沢を与える。
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　2001 年春、私と主人は１才か

ら 11 才までの６人の子供とと

もに海外のある国へ宣教師とし

て渡りました。その国では、お

おっぴらにキリスト教を宣べ伝

えるのは危険なことでしたが、

主人は結婚して以来、その国に

行くことを神からの使命のよう

に感じ、そこの人々に神の愛を

伝えたいという強い願望を持っ

ていました。そこで、次から次

へと生まれる子どもを育てなが

天国の夫に見守られて

戸田　千香

ら、主がその国へと導

かれる機会を待ってい

たわけです。そして、

様々な困難にもかかわ

らず、ついに、神の奇

跡の数々によって、主

人の夢が実現したので

した。

　その国で、私たち

は多くの友人に神の愛

を分け合い、悩みに耳

を傾け、励まし、聖書

を教えていました。と

ても充実した期間でし

た。その上、主は７番

目の子供をも授けてく

ださいました。私たち

は休日には家族で公園

などに出かけ、遊んだり、祈っ

たり、また将来について語り

合ったりしたものです。

　その頃、知り合いで奥さんを

なくされた方の話を耳にし、こ

の家族のために必死に祈ったの

を覚えています。そして、神は

私たちの弱さをご存じなので、

同じような試練に遭
あ

わせられる

ことはないだろうと主人と話し

たものです。

　しかし、それから二ヶ月後

の 2002 年 5 月、37 才 の と き

に、主人は天の国へと旅立ち

ました。突然のことでした。イ

ンフルエンザによる発熱で病

院へ行きましたが、到着して

たったの５時間で主のみもと

に行ってしまったのです。様々

な検査が施されている間に、最

初に呼吸停止、そして心臓停

止、あっという間の出来事でし

た。蘇生しようとしている医師

を見守っていた時に、神さまが

私に、主人はもうそこにはおら

ず、天国に召され、天での報酬

を受け取っているのだ、ご自分

と一緒にいるのだと心に語っ

てくださいました。

　深夜、異国の病院で立ちつく

す私を、深い悲しみ、将来への

不安、今まで味わったこともな

いような孤独感、混乱が襲いま

した。とにかく病院での色々な

手続きを済ませ ( 親族は私だけ

でしたので )、一番下の５ヶ月

の赤ちゃんを、預かってくれて

いた友人の家から引き取り、６

人の子供の待つアパートへ戻っ

たのは朝の５時でした。

　子供たちが起きてくると、

口々に、「パパはどう？」と聞

７人の子供と明るく生きる

優輝（2）、愛花（4）、賢（7）、枝美（9）、直徒（11）、

信治（12）、翔（14）
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いてきました。私は、パパは前

のようには私たちといることは

できないけれど、今天国にいて

見守ってくれるのだと話し、そ

の後、長い間、子供たちの肩を

抱いて共に泣いたのを覚えてい

ます。

　悲しむ子供たちを見るのは、

胸が張り裂けそうな思いでし

た。私は、子供たちを助け慰め

てくださいと、神さまに祈るこ

としかできませんでした。その

期間、世界中にいるクリスチャ

ンの友人たちが、私たちのため

に熱心に祈りを捧げてくれてい

ました。彼らの祈りやなぐさめ

の言葉、祈りを通して神さまが

語られる励ましの言葉が、私の

支えでした。それがなかったら、

ただ深い絶望のどん底に沈み、

何一つできなかったことでしょ

う。言葉では言いがたいような

力、慰めが、私と子供たち一人

一人を包み、抱きかかえてくれ

たように感じます。

　それから、主人が人生をかけ

て愛したその国の友人たちも出

席して、心のこもったお葬式が

執り行われました。そして、し

ばらくして、私たちは帰国した

のでした。いつも一家の先頭に

立って導いてくれていた夫がい

ないことを私たちは身にしみて

感じました。まさか自分たちだ

けで帰国することになろうとは

夢にも思っていませんでした。

　子供たちは、幼い頃から聖書

に親しみ、イエス・キリストや

天国について学んできました。

また愛する父親がどれほど熱心

にイエスを愛し、聖書を信じ、

他の人にも教えていたかを知っ

ていました。ですから彼らの父

親が、どこか知らない所に行っ

たのではなく、天国のイエスの

もとへと召され、今は健康で幸

せで永遠の命を与えられたこと、

また、再び一緒にいられる時が

来るという真理を知っているこ

とは、大きな助けとなりました。

　 け れ ど も 父 親 を

失ったという悲しみ

や寂しさがなくなっ

たわけではありませ

ん。一人一人が幼い

なりに、悲しみに沈

むのではなく、試練

を乗り越えようと決

意することが必要で

した。私は、時間を

かけて話を聞いてあげたり、心

にある疑問を引き出し答えてあ

げたり、共に祈ったりしました

が、イエスは、まるで子供たち

の手を取って導くかのように、

彼らを成長させてくださいまし

た。それは本当に超自然的なも

のであり奇跡と言えるでしょう。

　主人の死の直後は、父親を奪

いとった神をどのように信頼す

ればいいのだと言っていた長男

（当時 13 才）でしたが、１年数ヶ

月後の昨年夏にインドへの１ヶ

月間の宣教旅行に参加して、イ

ンドの人たちに神の愛を宣べ伝

える訓練を受けてきました。宣

教師だった父親の遺志を継ぐ

ことを何よりも願っているか

らです。

　確かに夫の死はあまりに突然

愛する人は永遠に失われたのではない

次の世界に旅立っただけ

しばしの別れはつらいけれど

あなたを見守ってくれている

夫と（1991 年 9 月）
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でしたが、振り返ってみると、

近年、健康の思わしくなかった

主人は、「自分が天国に行った

ら自分の家族を霊の世界から助

ける」とか、「どこにいてもイ

エスを愛し宣教師となってほし

い」と子供たちによく言ってい

ました。私たちは気づきもしな

かったのですが、神は何らかの

知らせのようなものを送ってく

ださっていた気がします。

　つらいとき、子どもたちもそ

ういった言葉を思い出したり、

父親の存在を身近に感じたりす

るそうです。時と共に心の傷が

いやされ、強くたくましく、し

かも思いやりと憐
あわ

れみを持って

成長していく子供たちを見るの

は、今の私にとってなんと大き

な慰めであることか。

　神は、将来、何が起こり、い

つ人生が終わるか知らせてはく

れませんが、主にはご計画があ

られ、すべてを私たちの益とし

てくださり、いつか、不可解な

こと、神秘に満ちたことを知る

ことができる時がくるというの

は大きな慰めです。

　また、死は終わりではなく始

まりであり、永遠に共に天の国

砂浜の足あと

ある夜、わたしは夢を見た。

わたしは主と砂浜を歩いていた。

空には、わたしの人生の様々な場面が映し出された。

どの場面にも、砂浜に足あとがついていた。

足あとが二組の時もあれば、一組の時もあった。

わたしは悩んだ。

自分が苦しみ、悲しみ、挫折感を味わっている人生の最も辛い時期に、

足あとは一組しかなかったからだ。

わたしは主にたずねた。

「主よ、わたしがあなたに従うなら、

あなたはずっとわたしと歩いてくださると約束されましたね。

それなのに、最も辛い時期には、一組の足あとしかありません。

あなたを一番必要としていた時に、

なぜ一緒にいて下さらなかったのですか？」

主は答えた。

「わが子よ、足あとが一組しかなかったのは、

わたしがあなたを背負って歩いた時なのだよ。」

で暮らす時が来るという約束

は、いつも私たちの心の支えで

あり、しがみつくことのできる

確かなものです。

　私と同じように、愛する人を

失って悲しむ人がいるなら、ど

うかイエス・キリストの愛と

救いを受け入れてください。イ

エスの深い愛と憐れみは、辛い

試練を経験しているあなたを包

み、「人知をはるかに超えた平

安」と希望とを与えてくれます。

その時、あなたは自分も、自分

の愛する人も、神の御手の内に

あることを知るでしょう。

© 1984 Mary Stevenson
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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。

Ac ti vat ed 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。）

すべてのトンネルの終わりには

光がさし、すべての嵐の後には

陽光が輝く。

There’s a light at the end of 
every tunnel; the sun returns 
after every storm. 

天にいやせない悲しみはない。

(トマス・ムーア )

Eeath has no sorrow that 
Heaven cannot heal!  

(Thomas Moore)

昨日の大失敗から学んだなら、

あなたは今日の賢人である。

You are  a  wise  man (or  
woman) today if you have 
learned from yesterday’s 
blunders.



イエスより、イエスより、愛愛を込めてを込めてを込めてイエスより、愛を込めて

　わたしはあなたの心を知っている。あなたの試練も知っている。何もかも

行き詰まったように感じて、辛い思いをしているね。この難局は、とても乗

り越えられないと感じている。けれども、弱気になってしまった自分を恥じ

なくてもいい。わたしにはあなたの心がわかっているから。わたしを信じな

さい。必ず乗り越えさせてあげよう。

　わたしはあなたと試練を共にするので、あなたの心が痛む時には、わたし

の心も痛む。そんな時こそ、わたしはあなたをこの腕に抱いて、運んであげ

よう。あなた一人ではとても耐え切れないからね。そして、その涙をぬぐい、

傷ついた心をいやしてあげよう。

　信じてほしい。あなたの心の傷は消え、それは輝かしいめぐみに変わるだろう。

そして、傷心と敗北の灰の中から、美しいゆりの花が咲く。それは、わたしの

愛のしるしだ。あなたの人生にお

いてだけでなく、それを見

て心動かされる大勢の人

たちの人生に、わたしの

愛がふれ、美しいゆりの

花が咲くのだ。ただ信じ

なさい。


