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こころも身体もいやされるために

　病気やケガとは無縁の人生を送ってきた、という人は、あまりいないことでしょう。

大病でなくとも、頭痛やインフルエンザなどは殆どの人が経験します。または、ここ

ろを病んだり、過去に受けたこころの傷からいやされないという人もいるでしょう。

　イエス・キリストが地上にいた時に、大勢の人がイエスによっていやされました。イ

エスは、あらゆる所に出かけて行っては、その愛と真実の教えを説くとともに、すべ

ての病気をいやされたのです。

　その当時、イエスによっていやされた人たちは、どんな人たちだったのでしょう。ほ

とんどの人は、お金持ちでも、宗教指導者でも、町の有力者でもありませんでした。む

しろ、名もなき人たち、社会でも忘れられた存在とも言えるような人たちだったのです。

ただ、共通点は、イエスがいやしてくれると信じていたことです。

　だったら、イエスが今もこの地上にいて、こころも身体もいやしてもらえたらどん

なに良いことだろう、と考える人もいることでしょう。イエスの住所または滞在先が

わかったら、すぐにそこに行っていやしてもらうのに・・・

　さて、あなたもイエスのいやしを受けることができます。なぜなら、イエスが十字

架の上で死なれたのは、魂の救いのためだけではなく、身体のいやしのためでもあっ

たからです。イエスは、地上にいた時には、人間として暮らしていたので、病に苦し

むというのがどんなことかを知っています。イエスは、「群衆が飼う者のない羊のよう

に弱り果てて、倒れているのをごらんになって、彼らを深くあわれまれ」ました。( マ

タイ 9:36)　病気などによって、不安と恐れの毎日を送るのはつらいことです。まさに

「飼い主のいない弱り果てた羊」のような思いです。

　ですから、良い羊飼いであるイエスは、現代の人々にも、そのいやしの手を差し伸

べています。そのいやしを受けた人たちは、どの時代にも世界中に大勢います。今でも、

イエスは人々をいやしているのです。

　では、そのいやしの力にあずかるには、どうしたらいいのでしょう。また、いくら

いやしを求めてもいやされないように見える時はどうしたらいいのでしょう。このア

クティベート誌でその答を探っていきます。皆さんが、いやしという、天からの素晴

らしい贈り物を受け取ることができますように。

アクティベート編集部
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月曜の朝

月曜の朝の病院の待合室は、

診察を待つ人で混み合っていた。

おばあさんは、痛そうに身体をさすっていた。

中学生らしい少女は、うつむいていた。

「今日も学校を休んだから、勉強が遅れちゃう。」

中年の男性は、

隣の知り合いらしい人に大声で話していた。

「また、具合が悪くなっちまったよ。

せっかく仕事が見つかったのになあ。

家族には、迷惑のかけ通しだよ。」

母親に抱かれた幼い子供は、疲れて眠っていた。

若い夫婦は、ひそひそ話していた。

「これで入院ってことになったら、どうなるの。」

落ち着かない様子で、

雑誌のページをめくっている人もいた。

黙って目をつぶったままの人もいた。

　　　

その時、若い母親の押すベビーカーに乗って、

かわいい赤ちゃんがやってきた。

赤ちゃんは、まわりを見て笑っている。

そこにいる人たちの顔を

のぞき込むかのようなしぐさをしながら。

その時、待合室の雰囲気は明るくなった。

ほっとした表情の人、思わず一緒に微笑んだ人

赤ちゃんはその小さな手を伸ばして、

そばにいる人に触れようとする。

誰かがその愛らしい手を握りしめると、

赤ちゃんは、無邪気にきゃっきゃっと笑ったので、

微笑みはもっと広がった。

この赤ん坊の微笑みは神の愛と救いのよう。

あなたがどんな病気にかかっていても

どんな問題を抱えていても

神はあなたのことを深く愛し

優しく微笑みかける。

神はあなたに手をのばしている。

あなたも、その手を握り返しましょう。

その時、あなたに救いのよろこびが訪れるから。

（まつもとあきこ）  
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　２００４年３月３日のことです。

７才になる長男のブレーデンが緊

急入院しました。それまで、ぜん

そくの発作や耳の痛みで治療を受

けていたのですが、さらに足など

の痛みや吐き気も訴えたので検査

を受けた結果、細菌性髄膜炎と診

断されました。医師からは、細菌

性髄膜炎にかかった子供は、死亡

する確率が３分の１、失明、難聴、

知的障害などの長期の後遺症が残

る確率も３分の１であると告げら

れました。

　私たちは、一瞬、目の前が真っ

暗になりました。あんなに元気だっ

た息子が、死んだり、重い障害を

抱える可能性があるなんて・・・。

当初、痛みは激しくなるばかりで、

治療も効果なしに見えました。そ

のような息子の姿を見るのは、本

当に辛く、私たちは、深い落胆と

自責の念に襲われました。自分た

ちの世話が足りなかったのだろう

か、一体何をしていれば、息子は

病気にならなかったのだろうか、

などと。

　しかしその時に、私たちは、不

安でおののくままではなく、

行動に出ようと決意しまし

た。さっそく、自分たちから、

祈りの輪を広げていきまし

た。５才と３才の弟たちも、

ブレーデンのために一生懸

命祈りました。また、この地域の

ファミリーのメンバーたちが、交

代で１時間ずつ熱心に祈って、祈

りの輪をつないでくれました。そ

の時は、新潟にいましたから、新

潟の親しい友人の方たちも祈りに

参加してくれました。また、日本

や世界中の大勢の宣教師仲間に連

絡して、祈りを求めました。その

ようにして、祈りの輪が大きく広

がった時に、私と夫は、息子の容

態に大きな変化が出ているのを感

じました。

　それまでは、息子は痛みでうめ

きながら、「ぼく死んじゃう、ぼく

死んじゃう」とさえ言っていまし

た。眠ろうとしても、１０分もす

ると、痛みで目が覚めてしまうの

です。

　けれども、祈りの輪が始まって、

一度にもっと長い時間、眠れるよ

うになりました。そして、入院し

て６日目に、私たちが祈っている

と、主は、息子をいやして、髄膜

炎の菌を取り去ると言われました。

しかし、息子の病状は予断を許さ

ないと判断した医師の提案により、

息子に起こった奇跡
細菌性髄膜炎からのいやし

クリスタル・ベグリー (26 才 ) 東京

大学病院へ転院し、そこで、二度

目の髄液検査を受けました。

　すると、白血球の数は大いに減っ

ており、菌は発見されませんでし

た。ではウイルス性だったのかも

しれないとウイルスも検査しまし

たが、発見されませんでした。医

師は、素早い治
ち ゆ

癒に驚きました。

何百人もの人が祈ってくれていた

ことを伝えると、医師は、「その

祈りが伝わったのですね」と言い、

看護婦さんたちも、祈りが一番効

いたのだと言ってくれました。

　やがて息子は痛みも和らいで、

痛みなしに足や頭を動かせるよう

になりました。食べられるように

なり、回復が早かったため、１ヶ

月かかると言われていた入院が、

２週間ですみました。今、息子は

元気にしています。

　私たちは、こんな素晴らしい奇

跡をいただくに値する者でもない

のに、息子を助けて下さった神の

憐れみにただただ感謝し、その御
み

前
まえ

にへりくだるのみです。また息

子の入院中、私は下の子供たちと

赤ん坊の世話があったので、夫が

幾日も続けて付き添っていたので

すが、皆さんの祈りによって、そ

のための特別な力が与えられるの

を感じたと言っていました。息子

のため、私たちのために祈ってく

れた人全員に感謝しています。
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　私は、診察室の椅

子に座って、医師が

検査結果を告げるの

を待っていました。

結果に見入る医師の

険しい表情を見ると、

「もしかしたら、最悪

の事態を覚悟したほ

うがいいかもしれな

い」という気がして

きました。胸のしこりは、もしかしたら・・・

　医師はやっと口を開きました。「組織検査に

よれば、腫瘍は乳ガンでした。」　医師の声は、

気づかいに満ちていました。その可能性を少し

も考えていなかったわけではありませんが、こ

の人が語っている相手は本当に自分なのだろう

か、とも思っていました。まるで映画の一場面

を見ているようでした。

　あれから、７年がたちました。まだガンから

いやされてはいませんが、ガンによって、私の

人生の新しい章が始まったと、確信をもって言

うことができます。

　７年前の私は、いやされること、治ることが

最大の目標で、そのための努力を惜しみません

でした。それで、自分がなかなかいやされない

ことで落胆したものです。でも、今の私にとっ

ては、いやされることは、期待に胸をふくらま

せて待つものであって、他の人たちと共に、今

日という日を大切に生きていくことこそ、最も

大切なことです。つまり、日々、有意義に過ご

ガンの宣告

-- イエスがくれた心の安らぎ

マリーナ・グルーンハグ (52 才 )  東京

し、生きることを楽しみ、他の人々にやさしく

あることです

　もちろん病気のゆえに、様々な試練や不安も

ありました。そのような不安を自力で振り払う

ことはできませんでした。ただすべてをイエス

にお任せすることで、心の安らぎを見出したの

です。

　そして、失意や悲しみの中で、イエスは一瞬

でさえ、私を見捨てたりしないということ確信

したのです。イエスに助けを求めると、いつで

も、イエスとその天使たちはわたしのそばにい

て、慰め、痛みを和らげ、安心をくれました。

一日が、または夜が永遠に終わらないように思

えて辛い時も、イエスはそれを耐えるのを助け

てくれました。そして、この闘病生活からいた

だいている沢山の恵みに目を向けるよう助けて

くれました。

　主は、私の祈りに答えて、素晴らしい家族や

友人たちを下さっています。多くの人たちから

受け取っている特別な愛と支えや祈りを、忘れ

るなんてできるでしょうか。また、病気で苦し

む人たちにも、同じ立場で励ますことができる

ようになりました。今、普通に生活しながら、

自分にできる形で、国内だけでなく、カンボジ

アなど外国の恵まれない人たちを支援する奉仕

活動にも携わっていますが、これも奇跡であり、

喜びや苦しみを分かち合いながら、決してなく

ならないイエスの愛を伝えられることを感謝し

ています。私がガンになったことに、神の特別

な目的と計画を感じずにはいられません。

5Vol.2-4

・・・そして７年がたって
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新しい希望
酒乱の夫に耐えるだけだった私が見つけたもの

井上 春代 (仮名 )

　私は、生まれも育ちも、九州

の海と山の見える田舎です。家

族が助け合う、暖かい家庭で育

ちました。現在は、結婚して 33

年になる夫と二人暮らしで、三

人の子供は自立しています。

　さて、夫は、普段は真面目

で正義感が強く、出世も早くて

世間的には申し分のない人です

が、一旦アルコールが入ると

豹
ひょうへん

変してしまいます。

　恐ろしい形相と言葉で、すべ

て悪い出来事は人のせいにし、

責め立て、威圧し、挙句の果て

には親類に電話をかけ、明け方

までわめきちらすのです。私と

子供たちはただ恐ろしさに震え、

その状態が治まるまで、顔色を

うかがいながら待つのみでした。

　長女は３才の頃、主人のこと

を、「夜になると怖いお父さん。

朝になると優しいお父さん」と

言っていました。また、神社や

お地蔵さんを見ると、娘たちが

小さな手を合わせ、「お父さん

がお酒を飲まなくなりますよう

に」と真剣にお願いしていた様

子を思い出します。

　私は、表面的には幸福な妻を

装いながら、心の中は苦しみと

悲しみでいっぱいでした。ただ

子供が私の命であり、生き甲斐

でした。とにかく、何があって

も前向きに、子供の為にと必死

でした。

　年月が過ぎ、子供たちは成長

していきましたが、主人は相変

わらずの日々。子供たちは「お

母さん、離婚してもいいよ」と

まで言う状態でした。

　そんな時、福岡で一人暮らし

をしていた次女が、会社の上司

から、ある日突然、「君、明日か

ら来なくていいよ」と言われ、娘

はわけも分からず、机を整理し

ました。会社から一歩外に出た

瞬間、人目も気にせず声を上げ

て泣いたそうです。そしてその

日から高熱が 20 日間つづき、そ

の後、声が出なくなりました。医

師の診断では、何らかの原因で

声帯が機能しなくなったのです。

　でも娘は、私やみんなに心配

をかけまいと、必死に笑顔を作

りながら、「私、障害者になる

ん？」と、聞き取るのも困難な

かすれ声で言いました。私は、「そ

んな事ないよ！　絶対治るよ！」

と言いながらも、いつも明るく

一生懸命頑張ってきたこの子が、

なんでこんな目に合わなければ

ならないのかと、絶望感に打ち

のめされてしまいました。

　夫は傷ついて帰ってきた娘を

いたわるどころか、お酒を飲む

度に、「お前が弱いからこんな

目に合うんだ！　だからお前は

クビなんだ！」と責め、娘の心

をずたずたにするのです。する

と、いつもはおとなしい息子も

たまりかねて、「お姉ちゃんに

謝れ！」と主人につかみかかっ

ていきました。それまでは、主

人に何を言われてもじっと我

慢してきた子供たちのその様子

に、私はおろおろする一方で、

無気力と脱力感に襲われてしま

うあり様。

　「もうできない、変わりたく

ても変われない、私には限界だ」

と思い、「神様お願いです。助
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けてください。」　そう心の中で

叫びました。

　ちょうどその頃、クリスチャ

ンの姉から電話でイエス様の話

を聞いていました。また、姉が

聖書を学んでいるファミリーの

宣教師さんが、私たちのことを

聞いて、祈ってくれ、その時に

イエス様がその宣教師さんに語

られた私たちへのメッセージを

送ってくれていました。その慰

めと励ましのメッセージは、確

かに私たちの状況だけでなく、

私たちの心の中までも知ってい

る方、つまりイエス様からだと

わかりました。

　そして、その宣教師さんが福

岡に用事があり、私たちに会っ

てくれると、姉が電話してきた

のです。私は、喜んで飛び上が

りたい衝動を抑えながら、「とて

も行けない。予定が入っている

し、何より主人に内緒では無理」

と思いました。どんな事も夫の

顔色次第だったからです。しか

し、「こんなチャンスはもうない

かもしれない。よし、行こう！」

と決心すると、何かに導かれる

かのように、全てスムーズに運

びました。まさに奇跡でした。

　そして次女と二人で、宣教師

さんとその友人の方たちと会う

ことができました。限られた時

間の中で、聖書から、イエス様

のこと、祈りのことなどをいろ

いろ教えてもらい、話してくだ

さることを一言も忘れまいと、

真剣に胸に刻み込みました。一

言一言が心に染み渡りました。

そして、祈ってイエス様を心に

受け入れることができました。

　最後にみなさんで一緒にお祈

りをしてくれましたが、私たち

家族のために、初めてお会いし

た人たちがあんなに真剣に祈っ

て下さるなんて、感激しました。

やっと出会うことのできた嬉し

さで胸がいっぱいで、自然と涙

があふれました。心の底から感

謝、そして希望がわいてきまし

た。もう私は一人じゃない！

　それから私たちは、とても不

思議な事がおきてます。あの出

会いの日から、毎日、祈りをし

ていますが、私が一年半ほど悩

まされていた座骨神経痛の左足

が良くなってるのです。そして

夫のアルコール依存も、今では

幾らか変化を見せています。私

も、神は、遠い存在ではなく、

そばにいて手を握り、一緒に歩

いてくださるんだということを

知りました。同じような境遇に

ある人たちにも、知ってほしい

です。決してあきらめないで。

　以下は、娘さん (次女、22 才 )

の言葉です。

　私は会社を辞めた時、父に責

められている時、この世界で自

分は一人ぼっちだという孤独感

に侵されていました。孤独は本

当に怖く、一瞬で人の心を真っ

黒にしてしまいます。

　『どんな罪もイエス様はおゆる

しになり、私たちを愛して下さ

る。』　このお言葉を私は今、日

に日に強く深く感じています。

　今まで神様という存在は信じ

ていたのですが、自分たちには

遠い存在だと思っていました。

それが、今はイエス様がそばに

居てくださるという事に気が付

いたことで、孤独という恐怖は

消え去りました。見るもの聞く

もの全てが違って見えます。こ

の暖かい気持ち、どう表現した

らよいのか分かりませんが、た

だただ、この素晴らしい出会い

と導き、そして、大いなる愛に

感謝するばかりです。

　特に母はこの出会いまで長い

長い道のりだったと思います。

母の辛さは、私には計り知れな

いもので、それでも母は信じ続

け、祈り続けてきました。それ

が最近は、いろんな事が起こり、

母の「火」も消えかけていたけ

れど、今、母の「火」は、前よ

りも更に輝いているように思え

ます！

　今までの私と同じように孤独

に病んでる人は沢山いると思い

ます。父もその一人なのかもし

れません。親が子供を思う気持

ちと同じか分かりませんが、ど

んな父でも、私は父を愛してま

す。私が一人ではないと気がつ

いたように、父も私たちの愛、

イエス様の愛に気がつき、父の

内にある孤独という恐怖を取り

去ってほしいです。だから私、

毎日祈ります。
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　あなたは奇跡を信じますか？　この世界に

は、どれだけ科学的に説明しようとしても説明

できないことが沢山あります。そして、不可能

な状況で、目に見えない力が働くのを目の当た

りにした人は、世界中に大勢います。そういう

人たちの多くが、奇跡を経験したことで、人生

で遭遇する様々な出来事に前向きに立ち向かっ

ていく力を受けています。昔から、奇跡は人々

のこころに勇気や希望を与えてきました。

　聖書は、奇跡の記述が数え切れないほどあり、

まさに「奇跡」の本です。たとえば、「十戒」

という映画にも出てきますが、モーセが神に祈

ると、紅海の水がみごとに二つに分かれて、人々

が海の底を渡って敵から逃げることができた話

は有名です。イエス・キリストも、大勢の人を

いやしたり、嵐を静めたり、パン５つと魚２匹

しかなかったのに、何千もの人々が食べられる

ほどに増やすなど、数々のすばらしい奇跡を行

いました。

　こうした奇跡は、ただの昔ばなしではありま

せん。奇跡は現代でも起こります。イエス・キ

リストの奇跡の力は、今も私たちのためにある

のです。「イエス・キリストは昨日も今日もい

つまでも変わることがない」と書かれているよ

うに。(ヘブル 13:8)　

　イエス・キリストが十字架で処刑されるまで

の苦難の 12 時間を描いた、メル・ギブソン製

作の「パッション」という映画があります。そ

の映画は、罪のゆえに神から遠く離れてしまっ

た人間が神の救いを受けられるよう、自分の命

を犠牲にした、イエスの偉大な愛を表していま

す。でも、イエスの犠牲の目的はそれだけでは

ありませんでした。

　イエスの地上での誕生の何百年も前に、イザ

ヤという有名な預言者は、イエスの受難につい

てこう予告しました。「彼が刺し貫かれたのは

わたしたちの背きのためであり、彼が打ち砕か

れたのは、わたしたちの咎
とが

のためであった。彼

の受けた懲らしめによって、わたしたちに平和

が与えられ、彼の受けた傷によって、わたした

ちはいやされた。」　( 新共同訳 イザヤ 53:5)　

そうです、イエスの受難は、私たちが罪からゆ

るされて救われ、魂がいやされるためだけでな

く、身体がいやされるためでもあったのです。

　ですから、奇跡の一つである神からのいやし

も、あなたやあなたのまわりにいる人のために

用意されています。聖書の言葉には、病んでい

る人々へのイエスの深い愛と憐れみが現れてい

ます。そしてイエスは、あなたにも同じ深い愛

と憐れみをもっておられるのです。

　何年も長血（長期にわたる出血を伴う婦人病）

をわずらい、多くの医者にかかって全財産を費

やしてしまった女の人は、わらにもすがる思い

で、通りを歩くイエスの衣のすそにさわり、い

やされました。その時イエスはその人に、「あな

たの信仰があなたを救った」と言われました。(マ

タイ 9:22)　また、ローマ軍の百卒長 ( 百人の

兵士の指揮官 )がわざわざイエスのもとに来て、
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病気のしもべをいやしてくれるよう頼んだ時に

は、その人のひたむきな信仰を人々の前でたた

え、「あなたの信じたとおりになるように」と言っ

た途端に、その人のしもべはいやされたのでし

た。(マタイ 8:5-13)

　「でも、自分には信仰がない」と思うかもし

れませんね。けれども、信仰は、自分の力で蓄

えられる、というものではありません。それは、

神からの貴い贈り物の一つであって、神の言葉

を読み、学ぶことで育
はぐく

まれます。「実に、信仰

は聞くことにより、しかも、キリストの言葉を

聞くことによって始まる」のです。（新共同訳 

ローマ 10:17）　

　ある人は、病気で気落ちしていた時に、何気

なしに開いた聖書で、イエスが人をいやした箇

所を探して読みました。そして、いやしについ

ての記述をいくつか読んだ時、もしかしたら、

自分もいやしを受けられるかもしれない、とい

う希望の光がさしこみ、そして、しばらくして

いやされたのでした。

　また、神の言葉を読むことのほかに、祈りの

力を忘れてはいけません。祈りはただの気休め

ではありません。私たちの祈りは神の手を動か

すと言われ、奇跡の原動力となってきました。

「信仰による祈りは病んでいる人を救い、そして、

主はその人を立ち上がらせて下さる！」（ヤコブ

5:15）　また祈りは、神がいやしてくれると信じ

る信仰の表明でもあり、神は、それを喜ばれます。

　もしかしたら、祈りに対する神の答は、私た

ちが考えていた方法とは違っていることもある

かもしれません。けれども、神はちゃんと聞き、

答えて下さるのです。「わたしはあなたがたの

祈りを聞く。あなたがたはわたしを尋ね求めて、

わたしに会う・・・あなたがたが一心にわたし

を尋ね求めるならば。」(エレミヤ 29:13)

　人間にとっての限界が訪れ、何の手だても残

されていないと思われる時、そんな時でも、ま

だ祈ることはできます。貴い神の約束を読んで、

それを実行して下さるよう神に求めましょう。

神は、昔も今も、そしてこれからも奇跡の神で

すから。

　あなたは、自分の人生で、また、親しい人の

人生で、奇跡を必要としていますか？　イエス

は、私たちがこころも身体もいやしを受けられ

るよう、十字架で自分の命を捧げて下さいまし

た。次の祈りを祈るならば、イエスはあなたの

こころの中に入って、永遠の命を与え、イエス

ご自身が、あなたの信仰の導き手となって下さ

います。あなたも、人生で数々の「愛の奇跡」

を経験することでしょう。

　「イエス様、私のために命を捧げてくれて感

謝します。今、私の心に入って下さい。私のこ

ころと身体をいやして下さい。私の人生に、あ

なたからの奇跡を起こして下さい。あなたの愛

によって、他の人も愛することができますよう

に。この人生が終わっても、天国で永遠に生き

られますように。イエス様のお名前で祈ります。

アーメン。」
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　私は長いこと、神さまにいや

してもらうための、わかりやす

い方法を探っていました。いや

されるためにすべきことをス

テップ毎に整理して、「いやされ

たいなら、ただこのステップを

一つ一つこなしていけばいいの

ですよ」と言えるものがあった

らいいと思ったのです。けれど

も、結局はそうはいかないこと

を知りました。

　二人の人が同じステップを踏

んでも、一人はいやされて、も

う一人はいやされないこともあ

ります。様々なケースを調べれ

ば調べるほど、ケースバイケー

スであることを知ったのです。

主は、各自の人生に違った形で

働かれます。その人の必要や、

状況や、その人に主が願ってい

ることや教えたいことに応じ

て、いやしも違ってくるし、そ

の人に与えられる試練や祝福も

違ってくるのです。

　ですから、どうやったらいや

されるか、すべての人に共通し

たアドバイスを与えることはで

きません。主は決まったパター

ンでは動かれないからです。「い

やされた」という体験談をいろ

いろ読むと、矛盾していたり、

マリア・フォンテーン

正反対とも思えるケースもあり

ます。主は誰の助けも何の助け

もなしにいやすこともあれば、

自然療法を使うこともありま

す。また、医療措置を使うこと

もあります。

　主はその人の人生にとって最

善となることを行ってくださる

と信頼すれば、いやされるケー

スと、少なくともすぐにはいや

されないケースがある理由も、

もっとよくわかってきます。こ

の点を理解できたら、何かの病

からいやされるように祈ったの

に、すぐにいやされないように

思える時も、「やっぱり自分はだ

めなんだ」と思ってがっかりす

るのではなく、主の愛に信頼し

続ける助けになるでしょう。

神の知恵が働いている

　主は各自に、肉体面でも精神

面でも、それぞれ異なる特徴や

強みや弱点を与えられました。

他に一人として同じ人はいませ

ん。私たちの創造主である主は、

私たちが自分について知ってい

る以上に、私たちのことをご存

じです。考えていることでも、

弱点でも、喜びでも、必要でも。

そして、私たちが主の望まれ

るような人間に成長していくた

めに、どんな経験をし、どんな

試練を乗り越え、どんなことを

学んでいく必要があるかも正確

にご存知で、すべてを考慮した

上で、私たちにちょうど必要な

だけの試練を与えて下さるので

す。決して多すぎもせず、少な

すぎもせず。私たちの病やいや

しについても同様です。

　二人の全く同じ病気をもっ

た人が、全く同じように、いや

されるよう祈っても、一人はす

ぐにいやされ、もう一人は、何

年もいやされない場合もあるで

しょう。それは、すぐにいやさ

れた人のほうが信仰があったか

らでしょうか。そうとは限りま

せん。もともと主が、何かの病

にかかるのを許された理由が完

全に違っているからかもしれま

せん。

　例えば、一人の人は、もっと謙

虚になる必要があったので、主

はその人が病にかかるのを許さ

れ、その人が謙虚になることを

学んだ時にいやされます。しか

し、もう一人の人がなかなかい

やされないのは、主がその人に

耐え忍ぶことを学んでほしいか

らなのかもしれません。何にせ
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れは、いやされるという信仰で

はなく、耐え忍ぶ信仰、そして、

主は自分を気づかい乗り越えさ

せて下さると信じる信仰です。

そういう信仰があれば、「神を愛

する人に、万事は共に働いて益

となる」という聖書の言葉の通

り、主は、苦しみを通してさえ、

あなたの人生に良いもの、尊い

ものをもたらして下さいます。

神の時に

　私たちは、何か病があるほう

が、より人の助けになれたり、

主に信頼したり、主の望まれる

ことを学ぶ態度をもつことがで

きる場合もあります。そうした

理由のために、主があなたに病

を与えておられるならば、祈っ

てもすぐに自分がいやされない

ことで自分を責めるべきではあ

りませんね。

　信仰は神からの贈り物です。

ですから神は、いやす時が来る

までは、いやしのための信仰は

与えられないでしょう。そんな

時、主は、あなたが耐え忍び、

頑張り続けるよう望んでおられ

るのかもしれません。それは、

病の時にも主を賛美し、むしろ

病を主に感謝する信仰、病気で

も主に信頼することの手本とな

るような信仰です。そして、神

がいやす時が来れば、その時に、

いやしのための信仰も与えられ

ることでしょう。

　信仰を与える神の言葉を読

み、神にその約束を果たして下

さるよう求めるなど、主の望ま

れる条件を満たしていないため

に、いやされない場合もありま

す。神の言うことに従っていな

いなら、いやしであれ、何につ

いてであれ、信仰を持つことは

できません。また、いやしにつ

いての信仰が弱い場合もありま

す。それなら、御言葉を読むこ

とで、神に信仰を強めてもらい

ましょう。

　けれども、自分の分を果たし

ていても、主がいやさないでお

くことを選択される場合は、そ

のことで自分を責めてはいけま

せん。主が何か教えたいことが

あって、まだ、いやす時ではな

いのかもしれません。または、

主はあなたに、辛い時期も主が

乗り越えさせてくれるという信

仰を持ってほしいのかもしれま

せん。主の愛に信頼して、何が

あろうと明るく受け止める手本

になってほしいのです。いずれ

にせよ、主の望まれることをし、

いやされようといやされまいと、

主は自分の人生で最善を行って

下さると信頼しましょう。

v    v    v

神の御旨を行って約束のものを

受けるため、あなたがたに必要

なのは、忍耐である。（聖書　

ヘブル10:36）

こうして、あなたがたの信仰は

ためされて、火で精錬されても

朽ちる外はない金よりもはるか

に尊いことが明らかにされ、イ

エス・キリストの現れるとき、

さんびと栄光とほまれとに変る

であろう。（聖書　ペテロ1:7）

よ、主は病を通して、私たちに

色々なことを教え、人間的に成

長するよう助けて下さるのです。

いやしのための信仰

　私は、かなり深刻で、治療

不可能と言われる目の病気にか

かっています。そして、主は

私に語り、いやすと約束して下

さったので、いやされるという

信仰をもっています。主は、い

ついやすかは語っていないの

で、すぐにいやされるという信

仰はありませんが、遅かれ早か

れ、いやして下さるでしょう。

　でも、自分の人生や、自分の

健康や目について、私は主にお

任せすることにしています。主

の方法や考えは、私のやり方や

考えよりはるかにまさっていま

すから。主は、私にとって何が

最善か知っているので、その計

画に応じていやして下さること

でしょう。最善の信仰とは、主

がその愛の内にすべてを取りは

からって下さり、いやされるま

での間も自分を支えて下さると

信頼し、自分の人生に対する主

の計画が何であっても、それを

受け入れることではないでしょ

うか。

　あきらめず、ただ主に信頼す

るならば、主は、その病やケガ

を堪え忍ぶだけの恵みを与えて

下さいます。そして、そうした

経験をしないなら学べないよう

なことを教えて下さるのです。

　病に苦しみ、どうしていやさ

れないのかわからなくても、主

を愛し、主に信頼すること、そ
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　米国で開かれた、ある展示会で

のことです。のどが渇いた見学者

が、入り口にある、カウンターの

バーで飲み物を注文すると、免許

証の提示を求められました。未成

年でないことを確認するためだと

思い、免許証を渡すと、バーテン

ダーはさっと読み取り機に通しま

した。客は少したってから飲み物

とレシートを受け取りましたが、

そのレシートを見てショックを受

けました。そこには、自分の電話

番号や年収レベル、配偶者の有無、

家の資産価値などが印字されてい

ました。驚いて顔をあげると、目

の前のスクリーンには、自宅周辺

の地図まで・・・。

　これは、誰かの夢でも作り話でも

ありません。免許証などの情報が時

には所有者の同意もなしに読み取

られ、収集されていることを示すた

めの、ある展示会のデモンストレー

ションだったのです。客の免許証の

ほかに、民間データ企業の所有する

情報も表示できました。

　最近、個人情報の流出または

漏
ろうえい

洩が問題になっています。自分

の個人情報が知らない内に商品と

して売買されていて、マーケティ

ングから詐欺や脅迫など、あらゆ

る目的に使われる可能性があるの

です。

　街角や店内、公共の場所、高速

道路など様々な場所で、監視カメ

ラを見かけるようになりました。

ふと後ろを振り返ると、カメラが

自分の動きをじっと追っていたと

いう経験をした人もいるでしょう。

監視カメラは、犯罪防止や、犯罪

者の特定や逮捕に役立つというこ

とで、私たちは、日常生活へのカ

メラの侵入を許してきました。

　バイオメトリクス(生体認証)も

めざましく発達しています。それ

は、指紋、虹彩、掌紋、静脈、顔面、

声紋、デジタル超接写写真などの

認証を通して、個人の詳しい身体

的特徴を取得、処理し、保存する

テクノロジーで、多くの政府や民

間企業が関心を抱いており、すで

に様々な分野で活用されています。

米国では、テロ対策として、入国

する外国人に指紋押捺と顔写真撮

影を義務づけて、手配写真などと

照合するプログラムを開始してお

り、今後、このプログラムの対象

となる国を増やしていく予定です。

　他にも、自動車の走行状態など

を正確に記録する、いわゆるブラッ

クボックスが車に搭載され始め、

携帯電話その他の電子機器には位

置追跡チップが内蔵されています。

また、ペットへのチップ埋め込

みも増えており、日本では、猫を

飼う人の入居条件として、猫の身

体に身元証明となるマイクロチッ

プを埋め込むことを義務づけてい

る公団住宅もあります。また、ア

ルツハイマー患者や子供に対する

Vol.2-412
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チップ埋め込み実験を実施中の国

もあります。

　昨今は、「キャッシュレス社会」

という言葉もよく聞かれるように

なりました。現金を使わない電子

商取引への移行は、利便性や安全

の面ですぐれているほかに、麻薬

売買や紙幣の偽造、盗難を抑制す

ると言われています。当然ながら、

売買の記録はすべて記録管理され

ています。現在、人の行動のほと

んどすべてが「データの足跡」を

残しているので、様々な情報源か

らの情報を集めれば、その人の住

所や電話番号だけでなく、年収や、

何月何日にどこへ行き、どこを通っ

たか、何を買ったか、趣味は何か、

どんな車を持っているか等、詳細

に至るまで明らかにされるのです。

　今、その動きは世界中に広がり、

グローバル・ネットワーキングへ

と向かっています。諸政府や民間

産業は、国際基準を定めて、情報

やサービス、テクノロジーを共有

することで、電子ネットワークを

広げつつあります。「テロ対策」と

して、また、自国の社会的かつ経

済的な問題を解決する助けになる

からと、ますます多くの国が最新

のテクノロジーに依存し、ネット

ワーク化するようになりました。

つまり、あなたの個人情報は、将来、

国内だけでなく、国際データベー

スで一元管理される可能性もある

ということです。

　このすべては、偶然に発したこ

とではありません。このような社

会の変化は、２千年近く前に、使

が訪れることも、単なる空想では

なくなりました。

　IC カードには、所有者の経済状

況や医療記録なども記録したマイ

クロチップを埋め込むことが可能

ですが、カードは紛失したり、偽

造されやすいという理由で、カー

ドの代わりに、聖書で予告されて

いるように、ペットだけでなく人

間の身体へのチップ埋め込みの開

発が進んでいます。「右の手または

額」に埋め込まれる可能性は十分

にあります。

　過去のほとんどの帝国の支配者

たちは武力に頼っていましたが、反

キリストは、巧言、つまり巧妙な

売り込みによって新世界秩序をも

たらすことで権力を握るようです。

そして、様々な形態のマスコミを

利用して、世界に対して、一連の新

しいテクノロジーは皆の益となり、

必要不可欠だと説得します。しか

し、反キリストはその裏で、自分の

悪しき計画のためにテクノロジー

を利用しようとしているのです。

　反キリストは、この世界を様々

な問題から救い出す「救世主」を

装いますが、彼にだまされて、そ

の言いなりになってはいけません。

便利さやいわゆる ｢ 安全 ｣ のため

に、その｢刻印｣を受け入れるなら、

反キリストの思うつぼになってし

まいます。イエス･キリストこそが、

真の救い主です。そして、地上に

戻って来られ、反キリストの邪悪

な行いにストップをかけ、すべて

を正して下さるのです。( 黙示録

14:9-11,19:11-21)
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徒ヨハネが記した「黙示録」に見

出すことができます。

　

　また、小さき者にも、大いな

る者にも、富める者にも、貧し

き者にも、自由人にも、奴隷に

も、すべての人々に、その右の

手あるいは額に刻印を押させ、

この刻印のない者はみな、物を

買うことも売ることもできない

ようにした。(黙示録13:16,17)

　聖書の様々な書に、｢ 終わりの

時 ｣ についての予告や記述があり

ますが、それを合わせると、終わ

りの時には、サタンに取り付かれ

た人物 ｢ 反キリスト ｣ が現れ、新

しい経済秩序を打ち立て、全世界

を支配するようになることが明ら

かです。上の聖書の箇所は、その

「反キリスト」が世界を統治するよ

うになる時の様子について語って

います。

　それが記されてからおよそ２千

年の間、どうやって、この預
よ

言
げん

に

あるように、全世界で全体主義的

な共通の経済制度が設立され、維

持され得るのか、謎に包まれてい

ました。しかし、テクノロジー時

代が到来し、電子商取引が盛んに

行われ、直接であれ、ネット上で

あれ、売買のほとんどが、バーコー

ドやその他の方法で記録されてい

る今、それが可能になったのです。

世界中のすべての人の巨大データ

ベースが作成され、あらゆる売買

が中央機関によって監視される日
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　多くの人が、ほめられることや誠実な感謝の

言葉に飢えています。それは、ある意味で、心

や身体のいやしを必要としているからなのかも

しれません。思いがけなくほめられたり、感謝

されると、憂うつな気分や頭痛さえ吹き飛んで

しまうこともあります。

　「ほめること」について特集したテレビ番組

がありました。その番組では、ほめることには、

脳を活性化させたり、運動能力を高めたり、肌

を美しくするなどの効用があることを取り上げ

ていました。確かに、シドニー五輪のマラソン

優勝者、高橋尚子選手を支えていた小出監督は、

選手の良いところを見つけては「ほめて育てる」

ことに徹していました。

　「何事でも人々からしてほしいと望むことは、

人々にもそのとおりにせよ。」( マタイ 7:12)　

というイエス・キリストの言葉通り、自分から

そんな言葉を語れたらどんなに良いことでしょ

う。けれども、忙しい、恥ずかしい、誤解されたり、

笑われるのではないか、などという不安から、

なかなかできない場合もあるでしょう。特に、

家族や長年一緒に働いてきた仲間など、なれ合

いがあると、素直にほめ言葉や感謝の言葉をか

けるのをついためらってしまいます。

　しかし、私たちが家庭や職場、学校などで、

気兼ねなく、ほめたり、感謝したり、ねぎらい

の言葉を口にできたら、コミュニケーションは

円滑になり、皆がやる気や満足感を覚えること

でしょう。また、自分自身も、人への愛や思い

やりの面で成長する助けになります。美辞麗句

を並べる必要はありません。大切なのはとにか

く気持ちを伝えることです。感謝したり、ほめ

る機会を探しているなら、必ず訪れます。実際、

まだ落ちていない 小さな雨のしずく

そのしずくは こう思うかもしれない

「自分は小さすぎて 何の役にも立たない」

でも どこかで 渇いた一本の花が

そのしずくを待っている

まだ語られていない ちょっとした一言

口に出すほどに思えないかもしれない

でも どこかで一つの心が

その一言を聞きたくて

祈っているかもしれない

　-- ヘレン・Ｔ・アリソン　

ほめるって、素敵なこと !
相手の良いところについて考え、神にそれを示

してくれるよう求めれば、必ず何か浮かんでく

るでしょう。それは、ささやかな形でも、ぎこ

ちなさや気恥ずかしい思いを克服して相手に伝

えるだけの価値があります。

　感謝の言葉を口にするのがどうしても難しい、

という場合は、とにかくその人と接する時に、

相手の言うことに親身になって耳を傾けてはど

うでしょう。相手の意見や気持ちを尊重してい

ると示すことも、その人を大切な存在と思って

いることの表れとなります。

　そして、人をほめたり、感謝する習慣を身に

つけられるよう神に助けを求めましょう。あな

たが感謝されることを求めているのと同じくら

い、他の人もそれを求めています。もしかしたら、

あなたの一言が、失意のどん底にある人の心に

さす光となるかもしれません。
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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。）

健康の秘訣は、バランス良い

食事や、十分な睡眠、運動、

それに人への思いやり。

The key to good health is to eat
right, sleep right, exercise right,
and treat others right.

苦難は洗濯機のようなもの。

私たちは、ねじられ、もまれるが、

前より輝きを増して出てくる。

Troubles, like a washing machine, twist us 
and knock us around, but in the end we 
come out brighter and better than before.

闇を経験した人ほど、

光をより感謝できる。

If you’ve experienced 
the dark, you can 
better appreciate the 
light.



わたしは良い羊飼い。途方に暮れている人、悲しみに沈む人、絶望のどん

底にいる人、むなしい心でさまよう人のために、この命を十字架の上で捧げた。

砕かれた心や身体をいやすために、自分の命を投げ出した。しかし、その苦

難は無駄ではなかった。そうしたからこそ、今、わたしは、自分の子供であ

るあなたを慰め、愛し、ゆるしや救いやいやしを与えられるのだから。

 つらい思いをしている人、泣いている人、痛みや苦しみにあえぐ人。わた

しの子供であるあなたに向かって、わたしは手を伸ばしている。わたしが差

し出しているのは、あなたへの貴い贈り物。それは、愛とゆるしと憐
あわ

れみ、

いやしの贈り物。そのすべてがわたしの手の中にある。あなたが手を伸ばし、

信じて受け取りさえするなら、すべてが惜しみなく与えられる。

 どの贈り物も、善行をした報酬として与えられるのではない。誰もわたし

の手にある贈り物を受けて当然なほど完ぺきになることはできないから。た

だ信じて受け取ってほしい。それが、これらの贈り物を受け取るためのたっ

た一つの条件。

愛を込めて、イエスより

良い羊飼い良い羊飼い


