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あなたにとって一番大切なものは？ 

　人生は、選択の連続です。今日は何を着るかや朝食は何にするかなど、ごく日常的

なものから、誰と結婚すべきかやどんな職業に就くべきかなど、とても重大なものも

あります。自分がどんな日を過ごすかは、大なり小なり、何を選択するかによって決まっ

てきます。自分がどんな人間であるかもそうですし、個人的な幸福度や充実度もかな

り選択に左右されます。

　皮肉なことに、どちらかと言えばささいな選択のほうに時間をさき、関心を注いで

おきながら、最も大切で、最も大きな違いをもたらすような根本的な選択は、しばし

ば見過ごすか、後回しにすることがよくあります。たとえば、人生で何を達成するかや、

どんな人間になりたいか、といった選択です。

　そういった事を考えることもしないで一生を過ごすのは可能であって、世界で何百、

何千万の人がそうしていることでしょう。けれども、結局、純粋な達成感や幸福感を

覚えるよりも、失望や後悔で終わってしまいがちです。こんな賢明な言葉があります。

「自分の目的地がわかっていないと、そこに行き着くこともない。自分にとって最も大

切なことを見いだして、それを目指しなさい。」

　イエス・キリストは言いました。「天の国は次のようにたとえられる。商人が良い真

珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売

り払い、それを買う。」 ( マタイ 13:45-46 新共同訳聖書 )　その前にこの真珠を見たけ

れど、その価値に気づかなかったか、気づいても、すでに別のものにお金を使ってしまっ

たので、それを買うことができなかった人も大勢いることでしょう。

　あなたにとって「高価な真珠」は何でしょうか。それを手に入れるためなら、他の

ことをなげうっても構わないものとは何でしょうか。それを決定できるのはあなただ

けですが、つかの間の喜びや楽しみを追い求めるのではなく、何があってもなくなら

ない真の幸せや満足感を与えるものを優先させるなら、人生はどれだけ素晴らしくな

ることでしょう。このアクティベート誌を読んで、皆さんが、本物の「高価な真珠」

を見つけることを願っています。

アクティベート編集部
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人生という家を築く

Vol.2-3

　ある所に、腕の良い初老の大工がいま

した。しかし彼は、もう年だから、仕事

はやめて、妻と一緒に余生を楽しみたい

という意向を雇い主に伝えました。給料

がもらえなくても、年金で何とかやって

いけるでしょう。

　雇い主は、こんなに優れた職人を失う

のを惜しく思い、「個人的なお願いだが、

どうかもう一件家を建ててくれないか」

と頼みました。

　大工は最後の仕事を引き受けましたが、

次第に、心そこにあらずという様子が見

てとれました。手抜き工事をし、材料も

安物を使いました。今まで打ち込んでき

た大工職の最後を飾るには、何とも残念

な仕事ぶりでした。

　大工が家を建て終わると、雇い主が家

を調べにやって来ました。そして大工に

鍵を渡すと、こう言ったのです。「この家

はおまえさんのだよ。私からの餞別さ。」

　大工はあっけに取られました。何とい

うことでしょう！　自分の家を建ててい

ると知っていたなら、こんな建て方はし

なかったでしょうに。

　人生も同じです。私たちは毎日こつこ

つと家を建てていますが、いつも誠心誠

意をこめてそれに取り組むわけではあり

ません。そして後になって、自分が建て

た家に住まなくてはならないとわかって、

ショックを受けるのです。

　やり直しがきくなら、もっと違うやり

方をすることでしょうが、戻ることはで

きません。

　あなたは人生の大工です。毎日、釘を

打ち、柱を立て、壁を作ります。人生に

対する態度や選択に応じて、明日あなた

が住む「家」が建っていくのです。です

から、賢明な大工となれますように。

－作者不詳

人は、 来る日も来る日も、 来る年も来る年も、 少しずつ人生という家を築いています。

時に、 一歩下がって、 その建築作業の進み具合を見てみるのは助けになることでしょう。

　　フランス生まれのクリスチャンで、1855 年にアメリカで亡くなったステファン・

グレレを知る人はほとんどいない。しかし、グレレが祈った短い祈りは今も語り継

がれている。その祈りは多くの人に親しまれ、励みとなってきた。

　　「この人生は一度しかない。だから、私にできる親切な行いや良い行いがある

のなら、後ではなく、今できますように。人生のこの道を通るのは、一度きりなの

だから。」
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　神様の存在や宗教を信じるこ

とに抵抗を感じている方、ある

いは拒否はしないまでも自分の

問題として捉えることができな

い方、そんな方がいらしたら、

ぜひ私の体験を読んでいただき

たいと思います。

　私は現在アメリカの栄養補助

食品を販売する会社に勤めてい

ます。多くの会社員の皆様と恐

らくは同じだと思いますが、満

員電車の通勤と長時間勤務に

四苦八苦の毎日を送っていま

す。ほんの５年前まで私は、神

様の存在すら否定していた人間

でした。

　15 才の時に、年子の兄を白

血病で失い、両親にとって一人

娘となった私は、両親を支えら

れるのは自分しかいないという

気負いがあったのかもしれませ

ん。あるいは生まれながらの負

けず嫌いの性格のなせる業なの

かもしれません。「自分の努力と

実力で、人生の勝組になってや

る。日本のような男性優位の社

会も自分の実力で打破してみせ

る」――そう思って学生時代か

ら世に言う優等生を貫き、社会

に出るときも、より実力が反映

される外資系企業へと就職しま

した。成績何番目。女性初の…。

そういったもの

に強い達成感を感

じ、キャリアウー

マンの道をまっし

ぐらに歩いていま

した。ちょうど女

性の社会進出が取

り沙汰されるよう

になった時代でもあり、自分の

人生の方向に疑問を感じること

もありませんでした。

　勝組を自認している私に

とって、宗教を信じる人は、た

だの弱い人に見えていました。

自分が頼りないから、自分以外

の何かに寄りかかって生きよ

うとしている他力本願な人。こ

れが信仰を持っている人への

私の概念でした。

　また、バブルがはじけて以来、

目に見えて増え始めたホームレ

スの人達を見る目も、冷ややか

なものでした。可哀想には思う

けれど、そうなってしまったの

は、それに見合う努力をしてこ

なかった自分達の責任じゃない

か。私は宗教なんかに頼らなく

ても生きていける強い人間にな

る。こう思っていました。

　社会的弱者と呼ばれる人達を

見る目はそんな状態だったにも

関わらず、どこかに良心の疼
うず

き

岩井 直子 （44 才）

真に価値あるものは、野心からも、ただの

義務感からも生まれてこない。人々への

愛や献身を通して生まれてくる。

 　-- アルバート・アインシュタイン

本当のサクセス・ストーリー
キャリアウーマンが見つけたもの
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どれだけ自分が幸福かは、どれだけ

人と幸福を分かち合っているかほど

重要ではない。

-- ノーマン・マキューエン

を感じていたのか、第三世界へ

の援助にはなぜか興味を示し、

ずい分色々な活動をしました。

アフリカの子供の学費を援助す

る活動や、南アフリカのアパル

トヘイト反対活動など。でも、

分かち合いの精神で活動されて

いた仲間の方々と違い、私の場

合は、自分の優越感を満足させ

るためだけの、心のこもらない

援助だったと、イエス様の愛を

知った今は感じています。

　そんな折、仕事で訪れたお客

様のお宅で、先方の都合で少々

待たされることになりました。

するとそこに、ファミリーの宣

教師ご夫妻が訪ねてこられたの

です。この偶然の出会いが私の

人生の方向を 180 度変えること

になりました。

　「カンボジアに学校を 200校も

建てた方なのよ」というのが、

その宣教師ご夫妻を紹介してく

れた方の言葉でした。私は愕
がくぜん

然

としました。そんなに苦労の多

い活動をしていながら、このお

二人の穏やかで、人を包み込む

ような自然な笑顔がどこから生

まれるんだろう？ 自分を省みれ

ば、人に弱みを見せてはならぬ

とばかり、裃
かみしも

を着ているように

いつも肩肘張って生きている。

　その後、その宣教師ご夫妻の

住むファミリーのホームに寄せ

て頂いたり、パーティーに参加

させて頂いているうちに、それ

までの私の宗教観

がガラリとかわっ

て行きました。強

いものに憧れると

いうのは、裏を返

せば自分が弱い存

在であることをど

こかで自覚していたのですね。

それを人に悟られたくないがゆ

えに、世に言う「実力」という

鎧で自分をガードしていること

に気が付き始めました。

　聖書を勉強するにつれ、イエ

ス様が心にいることによる本当

の強さが理解できるようになっ

たのと同時に、自分が戦力と思っ

て身に付けてきた「実力」とや

らのはかなさが見えてきました。

だったらそんなに力んでツッ

パって生きるのではなく、もっ

と自分をさらけ出して自然に生

きたいと思うようになりました。

どんなに頑張っても人間一人な

んてやっぱり弱い存在です。そ

れを認められるようになると、

イエス様を受け入れることに何

の抵抗もなくなりました。

　以来、以前は弱者と思ってい

たホームレスの方々への奉仕活

動を、仕事のスケジュールが許

す限りお手伝いさせて頂いてい

ます。厳しい境遇におかれなが

らも強く生きているホームレス

の方々に、今は逆に勇気を一杯

頂いています。以前はあんなに

冷たい人間だった私に、神さま

がこういう活動をする機会を与

えて下さっていることを感謝せ

ずにはいられません。

　どんなに頑張って社会的地

位を築いても、この不安定な世

の中のこと、明日は本当にどう

なるか知れたものではありませ

ん。移ろいやすいこの世の価値

観に左右されない真の幸せは、

神経すり減らしながら仕事で成

功して「勝組」になっても得ら

れないということが、聖書を学

ぶ中でわかってきました。その

メッセージを、私を通して一人

でも多くの人に伝えられたら本

当に幸せです。

　イエス様を心に受け入れて

から、以前のように強がって見

せる必要も感じなくなり、他の

人と比較して生きることの無意

味さを知り、それまで私を縛り

重荷となっていたものから解き

放たれて、ストレスがぐ～んと

減り、まったく違った人生が開

けたと実感しています。競争社

会の中で疲れを感じている方、

ちょっと歩みを止めて、イエス

様の腕の中で休んでみては如何

でしょう？

本当のサクセス・ストーリー
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価値観 

バージニア・ブラント・バーグ

　海辺のカフェテラスに座って、遠くに浮かぶヨット

や船を眺めていた私は、隣のテーブルに座っている男

性が、興味深いことを話しているのに気づきました。

その人は、店じゅうに聞こえるほどの声で話しており、

連れの男性がこうたずねていました。

　「どうしてヘンリーをやめさせたんだい？」

　「だって、あいつは、価値観ってものを知らないん

だよ。人生も健康も金も、どうだっていいんだ。それが、

会社の業績にまで影響してきてね。仕事で呼ぼうとす

ると、いつも席を外している。ちょっとコーヒーを飲

みに行ってるんだ。どうも、仕事よりコーヒーのほう

が大切のようだ。そのことで何度も注意したんだが。」

　風が吹いてきて、沖では、小さなヨットが波の上を

進んでいました。その様子を見て、そのヘンリーとい

う人のことを考えました。この世の中で一体どれだけ

の人が、しっかりした価値観を持たないまま、人生の

表面を風に吹かれるままに進んでいることでしょう。

どうでもいいようなことで頭がいっぱいで、人生で本

当に価値あるものを締め出してしまっているのです。

　たとえば、高価な手袋をはめたまま、汚い地面に落ち

た硬貨を拾って、手袋をだいなしにしたり、暗い溝に落

ちた硬貨を探すために、１ドル札を燃やして灯りにす

る人がいるでしょうか。けれども、ヘンリーのように、

価値観がしっかりしていないために、人生についてそ

れと同じことをしてしまう人が少なくありません。

　世界がおかしくなっているのも、物質的なことを重

んじるあまり、精神的なことがないがしろにされてい

るからではないでしょうか。

　イエス・キリストは常に精神的なことを強調しまし

た。人生の目的、生きる意味といったことです。神は

人に、神を愛し、他の人を愛するという立派な責任を

与えてくださいましたが、私たちはそれを優先させて

いるでしょうか。

　それとも神などそっちのけで、むなしいことや物質

的なことに没頭し、神の愛、神のことば、祈りなどにつ

いて知らないままで過ごしているでしょうか。そうな

ると、人生全体のバランスが崩れ、支離滅裂になってき

ます。解決策は一つ。それは、神を重んじることです。

　聖書には、神のことばが書かれており、そのことば

には命があります。それは魂の糧であって、精神的に

成長し、信仰を深めていくのに必要不可欠です。そん

な時間はないと言うなら、魂はやせ衰えてしまいます。

　神のことばは、しっかりした価値観を与えてくれま

す。神のことばを読まず、神とのコミュニケーション

である祈りをしないならば、自分の限られた能力や知

恵に頼るしかありません。人生で神を重んじることで、

豊かな人生を送ってはどうでしょう。神はあなたを永

遠に価値あるものへと導いてくださいます。

明日死ぬかのように生きなさい。

永遠に生きるかのように学びなさい。

-- マハトマ・ガンジー

人生の最もすばらしい過ごし方とは、

それよりも長く残るもののために費やすこと。

　-- ウイリアム・ジェームス

――人生で大切なものは・・・

v v vu u
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不幸せの極みにあるとき、

自分にはすべきことがあるのだと信じなさい。

誰かの苦悩を和らげてあげられる限り、

人生は無駄とはならないのです。　-- ヘレン･ケラー

よく聞きなさい。「きょうか、あす、これこれの町へ

行き、そこに一か年滞在し、商売をして一もうけしよ

う」と言う者たちよ。あなたがたは、あすのこともわ

からぬ身なのだ。あなたがたのいのちは、どんなもの

であるか。あなたがたは、しばしの間あらわれて、た

ちまち消え行く霧にすぎない。むしろ、あなたがたは

「主のみこころであれば、わたしは生きながらえもし、

あの事この事もしよう」と言うべきである。

(聖書　ヤコブ 4:13-15)

ああ、シンプル・ライフ！
　アメリカ人のビジネスマンが、メキシコの小さ

な漁村の桟
さん

橋に立っていると、漁師が一人乗った

小さな漁船が戻ってきました。その日の水揚げは、

２メートル近くもあるキハダマグロ数匹でした。

アメリカ人は、見事な魚だとほめてから、それを

釣るのに一体どれだけ時間がかかったのかたずね

ました。

　メキシコ人の漁師は答えました。「たいして時

間はかかりませんよ。」

　アメリカ人は、どうしてもっと長く沖にいて魚

をもっと捕らなかったのかとききました。

　漁師は、家族を養うにはそれで十分だから、と

答えました。

　アメリカ人は、たずねました。

　「じゃあ、漁をしていない時は、何をしている

のかね。」

　「朝はゆっくり起きて、ちょっとばかり魚を捕っ

て、子供たちと遊んでから、妻のマリアと昼寝を

するんですよ。それから、毎晩、村に遊びに行っ

て、ワインを飲みながら、アミーゴ ( 友人 ) たち

とギターをひくってとこかな。セニョール、忙し

くて充実した生活ですよ。」

　すると、アメリカ人が、あざ笑うように言いま

した。

　「私は、ハーバード大学で経営学修士号をもらっ

た。アドバイスをあげよう。君はもっと長く漁に

出るべきだ。その利益で大きな船を購入するんだ。

それで出た利益で、漁船を増やしなさい。ゆくゆ

くは、船団が組めるだろう。捕れた魚を仲買人に

売るのをやめて、直接、加工業者に売り、やがて

は、缶詰工場も所有するんだ。そうなったら、製

造から加工、流通まで、思うがままだ。そうした

ら、この小さな漁村を出て、メキシコシティーに

移り、それから、ロサンゼルスへ、そして、ニュー

ヨークに進出し、事業を拡張していける。」

　漁師はたずねました。

　「でも、セニョール、そうなるには、一体どれ

くらい時間がかかるんですか。」

　「15 年か 20 年ってとこかな。」

　「じゃあ、その後は何を・・・？」

　アメリカ人は笑って言いました。

　「一番良いのはそれからだ。タイミング良く上

場して、売った株の利益で大金持ちになれる。何

百万ドルが転がり込むんだよ。」

　「何百万ドルですって。じゃあ、それからは？」

　アメリカ人は言った。

　「引退して小さな漁村に引っ越し、そこで朝寝

を楽しみ、少しばかり魚を捕って孫と遊び、奥さ

んと昼寝をして、夜には、ぶらぶらと村に出て行っ

て、そこでワインを飲みながら、アミーゴたちと

ギターをひいたらいいさ。」

-- 作者不詳

人生は、競争ではなくて長旅。

途中の景色を楽しもう。
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　人はいつの時代にも、「人生とは何なのか？何

のために生きているのか？」と問い、その答え

を探してきました。「人類は偶然に発生したのだ

から、自分も偶然の産物で、この人生には特別

な意味もない」という考え方もありますが、心

からそう言い切れる人は何人いるでしょうか。

人間の起源や人生の本質についての答えを科学

に求めても、その理論は頻繁に変わり、互いに

矛盾さえしています。その一方で、目には見え

ない超自然的な存在がいることを、大勢の人が

遠い昔から認め、崇拝したり、敬意を表してき

ました。聖書には、神は霊であり、また愛であ

ると書かれています。神への信仰は、大勢の人

の生きる力、励まし、支えとなってきたのです。

それは現代でも変わりません。

　そのことについて、よくたずねられる質問や

コメントのいくつかをここで取り上げて説明し

ていきたいと思います。

　「神を信じろと言われても、いるかどう

かもわからないものを信じるのは難しいで

す。」

　もし神がいるかどうか確かでないなら、まわり

の自然を見てください。昔、ノーベル物理学賞受

賞者のロバート・Ａ・ミリカン博士は、博士のよ

うに偉大な物理学者が、創造主 (神 )の存在を信

じているのはなぜかと質問されました。

　すると博士は、ポケットから精巧な金時計を

取り出して言ったのです。 ｢ この時計にさえ、優

れた設計者、製造者が必要だった。ならば、こ

のように複雑かつ精密な大宇宙の背後にも、偉

大な創造者が存在したに違いない！ ｣

　自然も、夜空の星も、すべてが何かを語って

います。神のすべての創造物は、神の存在と力

だけでなく、神の愛をも示してきました。神は、

人が生きていく場所として、こんなにも美しい

世界を与えてくれたのです。

　「私は食べていくのに精一杯です。だか

ら、宗教のような時代遅れのものにかかわ

り合っているヒマなんてありません。」

　現代社会は、便利で快適になっている反面、

その弊害が社会問題となっています。過度のス
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トレスや自信喪失、不安などが絶えずつきまと

い、人生の意味、真の幸福や安らぎ、互いへの

愛など、ゆっくり考えるゆとりのない人が増え

ています。その一方で、お金や物質的な豊かさは、

「神」のごとくあがめられ、人々に崇拝と献身を

強いるのです。

　しかし、たとえばバブルがはじけて不況が訪

れると、人生設計が大いに狂った人もいます。

経済的豊かさこそ幸福への道と信じて、がむしゃ

らに努力してきたのに、幸福になれないことに

気づいたり、仕事のプレッシャーや社会的な重

圧によって心を病んでしまった人もいます。ま

た、家族と過ごす時間をおろそかにしていたた

めに、家族と溝ができてしまった人もいるでしょ

うし、実際に富や地位を手にしても、心は飢え

たままの人たちもいるのです。英国の詩人、バ

イロン卿も、 ｢ 私はすべての快楽の杯を飲み干

し、あらゆる名声の杯も飲み尽くした。しかし、

私は渇きのために死のうとしている！ ｣ と嘆き

悲しみました。

　なぜなら、イエスが言ったように、「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」からです。( ルカ 12:15) 　

物は一時的な満足を与えても、人の心を満足さ

せる事はできません。人の心が何よりも渇望し

ているのは、喜びや安らぎや満足感なのです。

　現代人の多くは、創造主、つまり真の神につ

いて深く考えることがあまりないかもしれませ

んが、突然自分に危機が訪れたり、悲劇が襲っ

た時、例えば、突然の事故や重い病気、家族の

死などに直面した時に、いったい誰に助けを求

めるのでしょうか。銀行の預金がどれだけあっ

ても、死んでしまった人を取り戻すことはでき

ません。立派な家も地位も、冷めた愛を再び燃

え立たせたり、悲嘆にくれる心をいやすこと

はできません。そのような危機が訪れた時に、

人々はよく、人生の真の価値がただの物質的な

富をはるかに越えたものであることに目覚める

のです。

　「自分にとって、神は遠い存在です。神に

とっては、私の存在などどうでもいいのでは

ないですか？　自分は善人でもないし、救い

ようのない人間じゃないかと思うのですが。」

　真の神は、いつくしみ深い神であり、すべて

の人を気づかっています！ 残念なことに、神

というのは人間が間違いをすると天罰を与えた

り、地獄に送る「裁きの神」だと思っている人

もいます。けれども聖書を読めば、神は憐れみ

深い方であることがわかります。そして、自分

の人生に何かが欠けていると思う人は少なくあ

りませんが、そのむなしい心を満たせるのは、

神だけなのです。

　神は人々を愛するがゆえに、ご自分の子イエ

スを地上に送りました。イエスは、ご自分は命

のパンであって、私たちの心の「飢えや渇き」

を完全に満たしてあげようと言われました。(ヨ

ハネ 6:35)  自分の人生に入って下さいとイエ

スにお願いするなら、あなたもこの言葉が真実

であるとわかるでしょう。イエスの愛は飢えた

心を満たしてくれます。今まで味わった寂しさ

や、空しさ、満たされない思いは、永遠に続く

幸せ、安らぎ、喜びにとってかわるでしょう。

　「わたしが与える水を飲む者は、いつまでも、

かわくことがないばかりか、わたしが与える水

は、その人のうちで泉となり、永遠の命に至る

水が、わきあがるであろう。」(ヨハネ 4:13,14)

 

　神は、愛の神で、すべての人を、ご自身の愛に

よって天国へ導こうとしておられます！ 　あな

たも、イエスを心に受け入れて、命の水を受け

取ってください。ただこの短い祈りを祈るだけ

です。そうすれば、イエスは永遠にあなたの心

の中にいて、あなたを愛し、助けてくれるのです。

　「イエス様、私の心に入って、永遠の愛と永遠

の命を与えて下さい。今までの罪や過ちをゆる

して下さい。むなしい人生ではなく、幸福と満

足にあふれる人生を送ることができますように。

イエス様のお名前で祈ります。アーメン。」
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v正直
　　良いコミュニケーションは互いへの尊敬の上に築

かれますが、正直でない人を尊敬するのは難しいこと

でしょう。誰かと良い関係を築きたいなら、最初から

正直で、率直であることが必要とされます。

v気くばり
　　正直であると同時に、思いやりや気配りを忘れて

はいけません。特に、デリケートな話題であったり、

相手が感情的になりやすい場合はそうです。

　

v知恵
　　気くばりを助けるのは知恵です。知恵は経験を通

しても身に付きます。また、「知恵が不足している者は、

惜しみなくすべての人に与える神に、願い求めるがよ

い」と聖書にある通り、神に求めることができます。

v愛
　　人は、自分が愛されている、気づかってもらってい

ると思うと、バランスのとれた見方ができるものです。

言葉や行動は決して完璧にはならないでしょうが、あ

なたが愛と思いやりからやっているとわかれば、相手に

とって、少々の問題や誤解も大
おおごと

事にはならないでしょう。

v肯定的になる
　　明るく前向きに接すれば、肯定的な反応が返ってき

ます。励ましや、誠実なほめ言葉は、喜ばれるものです。

vイニシアティブ
　　誤解や拒絶を恐れるあまり、双方ともしり込みす

ることがあります。あなたのほうから思い切って話し

かければ、相手の不安も解消されて、コミュニケーショ

ンの糸口が開けるでしょう。

vタイミング
　　実は、どんなタイミングで話すかは、何を話すか

と同じくらい大切です。「知者の心は時と方法をわきま

えている。」(伝道の書 8:5) 

v敏感に
　　自分のこととなると、敏感すぎて傷つきやすいの

はよくありませんが、他の人の好き嫌いや気分や願い

を敏感に察するのはよいことです。

v柔軟性
　　人の意見や問題への対応の仕方も十人十色です。

まず自分の意見を脇において、相手の気持ちをしっか

り聞くまで黙っていられるなら、相手の意見を尊重し

ていることが伝わり、前向きで有意義なコミュニケー

ションができるでしょう。あなたが柔軟なタイプで、

たとえ賛成しなくとも、快く耳を傾けるとわかれば、

人はあなたと話しやすく感じて、アドバイスを求めさ

えするでしょう。

より良い人間関係の扉を開くために

　相手が夫や妻、または同僚、子ども、親、友人など誰であっ

ても、良いコミュニケーションをとるには、以下に挙げた

ような人づきあいの基本原則が不可欠です。それを会得す

ると、楽しく実り豊かな人間関係が築けることでしょう。
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v相手の立場に立つ
　　自分が同じ立場にいたらどうするかを考え、相手

がどうしてそのようなことを話しているのかを理解す

るよう努めましょう。

v忍耐
　　相手の言っていることを聞いていると、つい話の

腰を折りたくなることがあります。せかしたり、自分

が代わりに話を続けたり…。でもそうしないで耳を傾

けるのは、愛と尊敬のしるしであって、功を奏します。

v ユーモアのセンス
　　会話が厳しい状況になってきた時も、幾らか笑い

が混じると、深刻にならずにすんだりします。肩の力

を抜きましょう。

v明確さ
　　やたらと遠回しに話したり、それとなくほのめか

すだけでは、誤解が生じてしまいます。要点をしっか

り述べましょう。わかってもらえたか定かでないなら、

たずねましょう。

v近寄りやすさ
　　あなたが話しやすい、自分のために時間をさいて

くれる、とわかると、人は親しみを感じることでしょう。

v努力
　　コミュニケーションをするのに一苦労する時もあ

りますが、それでも頑張るなら、素晴らしい成果があ

がります。

vねばり強さ
　　しょっちゅうコミュニケーションしている人たち

は、もっと互いを理解でき、問題が生じてもそれを解

決する可能性が大です。

v祈り
　　ビジネスでも実際に祈りの効果を証明した人は何

人もいます。誰かと会う前に、その会話がうまくいく

よう祈りましょう。また、誰かとのコミュニケーショ

ンが難しいなら、祈って神の助けを求めれば、神はそ

うしてくださるし、話している最中も、あせらずに、

祈りをこめて話すなら、神が導いてくださいます。

車じゃなくて･･･

　カールがある朝、通勤のために運転して

いると、衝突事故に見舞われ、相手の車と

フェンダーどうしがぶつかった

　両方の車が止まり、相手方の女性ドライ

バーがダメージを調べに車から降りてきた。

　女性は取り乱していた。過失は自分にあ

ると、彼女は認めた。おまけにそれはショー

ルームから出て２日も経っていない新車

だった。彼女は夫と顔を合わせるのを恐れ

ていた。

　カールは同情したが、免許証と登録書の

情報はきちんと交換し合わないといけない。

　彼女は、封筒に入った書類を取り出そう

と、車のグローブボックスに手を入れた。

　すると、初めに出てきた紙には、夫の筆

跡でこう書いてあったのだ。

　「事故にあったら思い出しておくれ。僕が

愛しているのは、車じゃなくて、君だって

ことを。」

－ポール・ハーベイの話より
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アフリカの太陽の下で
　伊藤 清美 （23 才）　ガーナ在住

教えている生徒といっしょに

私は、西アフリカのガーナで他

のファミリーのメンバーたちと共

に、恵まれない子供たちのための

学校の運営に参加しています。子

供たちの親にカウンセリングを

したり、聖書の勉強会をして、地

元の人たちと深くかかわっていま

す。また、健康や衛生、コミュニ

ケーション技術、環境などに関す

る指導をしたり、新しい先生を訓

練したりなど、忙しい毎日で

す。ガーナに来て３年になり

ますが、この独特の国で主に

仕えられる喜びを味わってい

ます。

私はよくきかれます。どう

して、そんな遠いアフリカの国で

働こうと決めたのかと。きっかけ

は、東京で宣教ボランティア活動

をしていた時に、ガーナから帰国

したばかりの宣教師に出会ったこ

とでした。その時は軽いおしゃべ

りで終わったのですが、後で突然、

「ガーナで働きたい」と思ったので

す。けれども、海外

に行ったこともない

私が、安定した生活

を捨てて見知らぬ国

に行って、どうする

んだろうと思いまし

た。その時は、それ

が自分の勝手な空想

なのか、神が本当に

私にそこへ行ってほしいのかがわ

からなかったのです。

けれども、ガーナに行くことを

考えるとなぜか心がわくわくしま

した。かねがね、冒険したい、新

しいことをしたい、何か人の役に

立つことがしたい、と思っていた

私には、これはまたとない機会だ

とわかりました。そして、思い切っ

てトライすることにしたのです。

親戚は、私が野生動物のドキュ

メンタリー番組に出るような所で

生活するのではないかと心配して

いたし、私も、マラリヤなどの熱

帯病や様々な危険について考える

と、内心穏やかではありませんで

した。けれども、今まで守り導い

てこられた神が、どんな環境であ

ろうとも守って下さるという安心

感はありました。

いざガーナに到着してみると、

厳しい状況もありますが、想像し

ていたほど悪くはありませんでし

た。徐々にそこの環境や人々に慣

れていきました。何かと不便なこ

とにイライラすることもありまし

たが、その一つ一つを、創意を働

かせて解決策を見出す機会として

受け止め始めると、どれも一種の

冒険に思えてきました。そして、

状況が難しくてもあきらめてはい

けないことを知りました。解決策

は常にあるのです。ただ、それを

見つけるのに、余分の努力と意志

力が必要なだけなのです。

ここでは、出会う人すべてから

学べることがあります。隣家の幼

い子どもは、会うたびに水く

みなどで忙しく働いて、家族

を助けていますが、とても明

るいのです。貧困や家族との

死別など苦労と悲惨な経験を

してきた家々の人たちも、い

つも笑みを絶やさず、思いやりを

忘れません。近所の人たちは、私

が大丈夫か気づかい、いつも喜ん

で助けようとしてくれます。そう

いったことの一つ一つが、ねばり

強く努力すること、毎日の生活の

中で喜びを見出すこと、日常の何

気ないことでも感謝することを教

他の人を助けるために生きるなら、

人生は大変になる。しかし、より豊か

で幸せな人生ともなる。

--アルベルト・シュバイツアー
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学校で生徒や教師たちと

えてくれました。病気やいろいろ

な困難にあって四苦八苦する時に

は、他の人たちがどんな事を経験

しているのかを身をもって知り、

人々にもっと理解や同情を覚える

助けになりました。

今は、小さな事にも、以前の何

倍も感謝しています。日本では当

然と思っていたこと、たとえば水

や電気など基本的な設備、快適さ

も、世界の大多数の人々にとって

は、必ずしも容易に手に入らない

ことを知りました。そんな厳しい

状況でも、人々は、自分の持って

いるものを他の人と分かち合うこ

とに喜びを見出し、家族や友人と

過ごす時間を大切にするのです。

そして、以前は、思いもかけな

いことが起こると嫌な気分になり

ましたが、それさえも、笑い飛ば

して、冷静に対応できるようにな

りました。苦労もありますが、毎

日は冒険であ

り、自分の働き

の成果を見るこ

とができるとい

う満足がありま

す。学校に通う

ことなど不可能

に思えた子ども

たちが優等生に

なったり、まる

で反応しなかっ

た子どもが、外

向的で思いやり

ある子どもに育ったり、何の生き

がいもなかった若者が、熱心で才

能豊かな教師になるといった目覚

ましい変化や進歩を見ると、すべ

ての苦労が報われる思いです。経

験から私は、最大の充実感は、自

分の才能であれ、時間であれ、ま

たは人の話に耳を傾け、友だちに

なることであれ、とにかく自分の

持っているものを他の人に分け与

えることから来ると知りました。

ただ一歩踏み出して、神にチャン

スを与えるなら、自分では想像も

できなかったようなことを成し遂

げるのを神は助けてくれるのです。

（伊藤清美は、ファミリーのフルタイム

のメンバーです。）

デ
ービッド・リビングストン (1813-73) は、英

国の貧しいクリスチャンの家庭に生まれ、10

才から紡績工場で働きながら苦学し、大学で医学を

学ぶと、医療宣教師としてアフリカに渡りました。

以後 24年間、宣教師としてまた探検家としてアフ

リカ各地におもむいて死ぬまで活動を続けました。

　リビングストンをそこまで駆り立てたものは何

だったのでしょうか。一時帰国した際に、ケンブ

リッジ大学の学生の集まりで、「英国で医師として

裕福な生活を送ることもできたのに、なぜアフリ

カの奥地での困難な生活を選んだのか」とたずね

られたリビングストンは、こう答えたのでした。

　「私は、神からこの任務を授かったことをいつも

感謝している。アフリカで暮らす私はたいへんな

犠牲を払っていると人々は言うが、神は私のため

に、一生かかってもお返しできないほどのことを

してくださっている。そのほんの一部をお返しし

ているにすぎないのに、それを犠牲と言えるだろ

うか。健康的な活動や、自分が役に立っていると

いう喜び、心の安らぎ、それに、この人生の後に

輝かしい世界に行けるという希望、などといった

形で、豊かに報われているのに、それが犠牲だろ

うか。それを犠牲だと考えるなど、とんでもない

ことだ。絶対に犠牲ではなく、むしろ特権である。

不安や病気、苦難、危険が伴い、便利なものがな

いことで、時に、ためらい、心が揺らぎ、意気消

沈することがあったとしても、それは一瞬のこと

だ。私たちの内に、また私たちのために明らかに

される栄光と比べれば、取るに足りない。私は犠

牲など払ったことはない。」
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近年、エイズやエボラ出血熱、

O-157、SARS、鳥インフルエンザ、

など、強力な感染症が、次々に出

現しています。しかも、その流行

は一国にとどまらず、しばしば広

い地域に及びます。実は、イエス・

キリストは、二千年前にこのこと

を弟子たちに予告していました。

ご自分の再臨の前に起こる様々な

終わりの時の出来事として、戦争

や地震や飢きんなどと共に、疫
えきびょう

病

（伝染病）もあげていたのです。「民

は民に、国は国に敵対して立ち上

がるであろう。また大地震があり、

あちこちに疫病やききんが起り、

いろいろ恐ろしいことや天から

の物すごい前兆があるであろう。」

(ルカ 21:10,11)

　細菌感染症に対する医学の勝利

が宣言されたのは 20 世紀のことで

す。しかし、感染症は逆に急増し

ています。たとえば、抗生物質に

対する抵抗力をつけた薬剤耐性菌

は、エイズ以上に致命的になりう

ると、医師たちは警告しています。

その増加は、皮肉にも、そうした

病原菌の根絶のために開発された

医薬品の乱用が原因であると言わ

れています。

　病気の原因が定かでないのに、

医師が一連の広域抗生物質を患者

に投与する、「じゅうたん爆撃」的

な治療法や、家畜に抗生物質入り

飼料を与えることも、耐性菌の出

現を助長しているのです。1

また、克服されると思われた結

核が、今も地球規模で広がり、年

間 800 万人が発病しています。

　深刻なウイルス性の病気も頻繁

に発生しています。かつて重症急

性呼吸器症候群（SARS）の流行は

世界で 8,000 人以上の感染者と 

700 人以上の死者を出しましたが、

今も再流行の可能性は否定できま

せん。また、各国で鶏などの大量

死や人の犠牲者も出している、専

門家の言う「史上最も好戦的な」

鳥インフルエンザの脅威は、人類

がそのような攻撃にいかに弱いか

を示しています。

　世界保健機関 (WHO) のグローバ

ル・インフルエンザ・プログラム

の責任者であるクラウス・ストー

ル博士は、1997 年に香港で鳥イン

フルエンザによる死者が出た際に、

それは人類が、世界中で５千万人

が死亡したともいわれる 1918 年規

模の大流行に備えねばならないと

いう「自然からの最終警告」であ

ると語っています。

　また、エイズは世界中に蔓延し

ており、その統計は驚異的です。

UNAIDS（国連合同エイズ計画）の

発表によれば、2003 年には、300

万人以上が命を落とし、500 万人

が新たに HIV に感染したと推計

され、その結果、エイズ患者及び

HIV 感染者は 4000 万人以上に上っ

ています。2

　さらに、感染症としては分類さ

れていないものの、ガンもありま

す。研究によれば、ガン発病の

80％は、喫煙（間接的に煙を吸う

場合も含めて）や、現代の食物や

水に含まれる有害な化学物質の摂

取など、環境的要因によると言わ

れています。現在、100 種類を超

えるガンが、毎年 600 万以上の人

命を奪っています。皮膚ガン（メ

ラノマ）の激増も、太陽の紫外線

の大部分をさえぎっていた地球の

オゾン層の喪失に起因すると言わ

れています。

　しかし、こうした病気がこれか

らの時代に大流行したとしても、

神は、神を信じる人々と共にいて

下さいます。聖書にはこうありま

す。「災いはあなたに臨まず、疫病

もあなたの住まいに近づくことは

ない・・・わが名を恐れるあなた

がたには、義の太陽がのぼり、そ

の翼には、いやす力を備えている。」

（詩篇 91:10［新欽定訳］、マラキ

4:2）神に信頼するならば、神はあ

なたのために最善をしてくださる

という平安を心にもつことができ

るのです。

聖書の預言の成就や未来についてさらに

知りたい方は、「未来の予告」をご注文く

ださい。

参考文献

1 AP 通信 , 1994/10/7

2 UNAIDS のウェブサイトからの統計 ,2003

年 12 月
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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。）

友情は、最も貴重な贈り物。

Friendship is the most 
priceless gift that can be 
given.

人生は学校。人を愛し、

助けることを学ぶ者は、

優等で卒業する。

Life is a school. Those who 
learn to love and help others 
graduate with honors.

プラス思考のメガネで見れば、

世界は可能性で

満ちあふれている。

Put on the glasses of optimism 
and you’ll see a world of 
potential.



 わたしは地上にいた時に、偉大なる真理や深遠な言葉を語った。それは、人々の人生を

変えた。これからも変えていくだろう。わたしは子どもたちにも語った。わかりやすく、

シンプルに。また、小さなことへの感謝の気持ちを忘れなかった。花を愛
め

でることもしたし、

弟子たちのために魚を料理することもした。

 しかし、知識を詰め込み、複雑な考え方をし、ヒューマンタッチを失ってしまうと、日

常のちょっとしたことに喜びを見つけられなくなる。人間的な深さや、感受性のある豊か

な心を失ってしまうのだ。

 シンプルであることは、神からの贈り物。生まれた時には誰もがその贈り物を授かって

いるが、大人になるにつれ、それに目をくれなくなる人もいる。シンプルであることは、

無知だとか、未熟だとか、洗練さの欠如だと思うからだ。それで、わざと物事を複雑にし

ようとする。しかし、わたしは言った。「子供のように、目に見えないものの存在が信じら

れるほどシンプルでないなら、天の国に入ることはできない」と。天国は、単純にわたし

のことを信じる人のためにある。そして、シンプルであるという贈り物は、それを大切に

する謙遜さと知恵をもった人のもとにとどまる。

　あなたは、深遠な真理や、最高の美しさ、最も際立った知恵はいつもシンプルだという

ことを知るであろう。

      イエスより、愛を込めて

シンプルであることシンプルであること


