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2 Vol.2-5

誰も人と比べない国があったら・・・

　誰も自分を人と比べない国があったらどうでしょう。皆がありのままの自分を

受け入れ、自分の持っているものに満足し、お互いの良いところを尊重し合って

いる国があったとしたら・・・。そんな国にいたら、多くの悩みは解消するかも

しれません。人のことをねたむこともなく、自分または自分の家族などが人より

劣っていると考えて、落胆したり、いらいらしたりすることもありません。大人は、

もっと子供たち一人一人の長所や得意分野に目を向け、それを伸ばしてあげよう

と努めることでしょう。そして、誰もが自分が大切な存在であることを知ってい

るのです。

　世の中には、気をつけていないなら、比べてしまう材料が数々あります。容姿

や着ている服、収入、仕事の業績、学校の成績からマイカーの車種や携帯電話の

機種に至るまで！　でも、そんなことを考えないで、自分らしくのびのびと暮ら

せたら、どんなに良いことでしょう。

　このアクティベートでは、人と自分を比べることについて、取り上げています。

神は、私たち一人一人をどう見ているのでしょうか。自分よりもずっと恵まれて

いるように見える人たちがいるのはなぜでしょう。神は、「えこひいき」すること

があるのでしょうか。聖書には、「あなたはわたしの目には高価で尊い」( イザヤ

43:4) とありますが、これは、間違いも犯さず、ひたすら清く正しく信心深い生活

を送る人にだけ言ったのでしょうか。そういった問いに対する答が、このアクティ

ベートには書かれています。

　私たちが、この地上での人生を、明るく幸せに生きていくこと、それが神の願

いです。何と言っても、神は愛の神ですから！ (１ヨハネ 4:8) このアクティベー

トを読むことで、皆さんが、人と比べてがっかりすることなく、神があなたのた

めに特別にデザインされた人生を楽しむことができるよう祈っています。

アクティベート編集部
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灯台とランプ

3

松岡昭雄 東京

　むかし、ある岬に堂々とし

た灯台がありました。日中は、

その白壁が陽光できらきら輝

き、夜になると、航行中の船

のためにまばゆい光を放ちま

した。多くの人が灯台守を訪

ねてきては、嵐のさなかに灯

台の灯りが救いとなったこと

を感謝したり、灯台の美しい

外観をほめたりしました。

　誰もがその灯台を愛してい

ました。が、小さな石油ラン

プだけは違いました。暗くなっ

てから、灯台守が階段を登る

時に足下を照らすのがランプ

の仕事でした。自分の役目を

軽蔑こそしないものの、強力

な光で大勢の人を助ける灯台

のことを考えると、自分が日

陰者に思えたのです。

　ランプがホウキか何かだっ

たら、別に比べもしなかった

でしょうが、人々の道を照ら

すという同じ目的を持ってい

るために、灯台と比べては、

重い心で務めを果たしていま

した。

　ある晴れた日の午後、浜辺

に遊びに来た人たちがいまし

た。その夕方、誰かが灯台の

下の戸をたたきました。灯台

守が戸を開けると、少年が立っ

ていました。遊んでいる内に

友だちがいなくなったと言う

のです。あたりは暗く、数時

間前には優しく思えた海辺も、

今は、あちこちに不気味な岩

の影が黒く浮かびあがってい

ました。

　灯台守は、急いで少年を中

に招き、冷たい身体に毛布を

かけてあげました。それから、

すっかり寒くなった野外に出

るためにコートを手に取りま

した。そして、戸口の棚から

ランプを下ろし、石油がたっ

ぷり入っているのを確かめて、

こうささやきました。

「今晩は、しっかり燃えてて

おくれよ。たった一つの命も、

灯台が助けている大勢の人と

同じくらい大切だ。灯台ごと

持っていくわけにはいかない

からね。灯台には灯台の役目

がある。だがおまえは、この

ような時のために造られた。

今、おまえが必要なんだよ。」

　その瞬間、ランプは自分に

しかできないことを見いだし、

憂うつな思いは吹き飛びまし

た。その夜、灯台守はランプ

を片手に、いばらの茂みをか

きわけながら、少年の友人を

捜しました。ランプは、明る

く燃え続けることが自分の使

命と知っていたので、精一杯、

光を放ちました。ついに灯台

守は少年を見つけ、待ちわび

る友人のもとに連れ帰ったの

でした。それからは、ランプ

は自分の役割に疑問を抱くこ

とはありませんでした。その

夜、大切なことを学んだから

です。

　人と比べてはいけません。

たとえ他の人のほうが才能が

あって、もっと輝いているよ

うに見えても、あなたには他

の誰にも果たせない役割があ

るのですから。

この物語の灯台守は、イエ

ス・キリストです。迷い出た

少年を捜すために、暗い中、灯

台守は出て行きました。でも、

そのためには、ランプの助け

が必要でした。イエスはあな

たの助けを必要としています。

この世界には、暗闇の中、孤独

にさまよう人が大勢います。あ

なたも小さなランプとなって、

そういう人を見つけ、暖かい

神の愛へと導くことができる

のです。その時、あなたはまば

ゆく輝くことでしょう。
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人と自分を比べることは、何らかの形

で、誰もがやっているのではないでしょ

うか。人と比べたり、競争意識を持つのは、

人間の性質かもしれませんが、比べるのが

すべて悪いわけではありません。人と比べ

たり、他の状況と比べて、自分の至らない

所に気づいて変わろうと努力したり、自分

がいかに恵まれているかに気づいて、感謝し

たりするのは良いことです。

けれども、人と自分を比べてがっかりした

り、批判的になったり、不満足になったり、ね

たんだりするなら、それは良くありません。（編

集者：たとえば、「誰々さんは自分よりも頭が

切れるから、ずっと得をしている」とか、「どう

してもっと裕福な家庭に生まれなかったのだろ

う」、「誰々さんの子供は、成績も良い上にお手伝

いもきちんとするのに、うちの子ときたら・・・」

などと、しょっちゅう比べていると、よろこびや

幸せは遠ざかるばかりです。何と言っても、「隣の

芝生は青く見える」のですから。）

自分が人より劣っていると思う特定の事があっ

て、それが悩みの種となる人もいれば、あらゆるこ

とについて、しょっちゅう人と比べて、自分の能力の

なさや、外見が劣ることや、人の持っているものを自

分が持っていないことなどをなげく人もいます。いず

自分を人と

 比べますか？

マリア・フォンテーン
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れにせよ、神には、そのような否定的な考

え方を克服するのを助けることができます。

神は、公平で正しく、何よりも愛にあふ

れています。そして、人にとって何が最善

かをご存じで、何がその人のためになるかを

考えてくれています。ですから、人によって、

神が扱われる方法は違います。「甲の薬は乙の

毒」ということわざ通り、何かがある人にとっ

てプラスになっても、別の人にはマイナスにな

るかもしれません。ですから、楽をしているよう

に見える人がいても、自分と比べて、どうしてあ

の人は楽をしているのかと考えることはできない

のです。

 神はすべての人を異なって創られました。こんな

に広い世界でも、あなたと同じ人も、私と同じ人も、

存在しません。一人一人が、世界でたった一人の存

在で、神はそれぞれに特別な目的をもって創られまし

た。神は私たちの出来ばえに満足しているのだから、

私たちも満足し、感謝しているべきですね。

私たち一人一人が、神の計り知れないほど大きな全

体計画を形成するのに必要不可欠です。私もあなたも、

この宇宙の大切な一部なのです。今はその全体像は見え

ませんが、いつの日か、神の持っておられた完璧な計画

について理解し、神がして下さったことを感謝するように

なる時が来ることでしょう。

見方によって、変わってくる
さて、比べることについてですが、あなた

の物の見方や何を見ようとしているかが、解決

の鍵です。オグデン・ナッシュ (1902-1971) は

こんな詩を書きました。

 この人生を生きていくには

 ゴールが何であろうとも

 ドーナツを見よう。

 ドーナツの穴ではなく。

自分の人生で、ドーナツの「穴」ばかり見

ていて、他の人たちの人生を見る時には、その

「ドーナツ」だけを見て「穴」を見ないなら、当然、

満足は得られません。一見してわからなくとも、

誰もが、何らかの問題や悲しみを抱えています。

パーフェクトな人生を送っている人などいない

のです。自分のほしいものを他の人が持ってい

るとしても、自分も、その人たちがほしがって

いるものを持っているかもしれません。あるい

は、誰かが何か特別なものを持っているとして

も、それを手に入れるのに大変な苦労があった

かのもしれません。でも、そのことは見えない

のです。

また、本当に必要なものなら、主は必ず与

えて下さると信頼しなくてはなりません。もし

かしたら、必ずしも自分がほしかった通りに与

えられなかったり、望んでいた方法では来ない

かもしれませんが、神とその愛を心から信じて

いるなら、何でも与えられたものを受け入れる

ことでしょう。その時には、祝福と見えようと、

重荷と見えようと、状況や経験はどれも神から

の贈り物であって、最後には、すべてがうまく

いくのです。

 ありのままの自分を受け入れ、自分の持って

いるもので満足するようになった人は、自分の

ための神の計画を受け入れていない人ほど内面

の葛藤はありません。ことあるごとに人と比べ、

分析し、あれこれ考える人は、自分や自分のい

る状況のことを悪く考えるので、たいてい、不

幸せな（そしてしばしば間違った）結論に達し、
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人生は暗くなっていきます。おまけに、

そういう人には他の人もあまり近寄り

たがらなくなるので、そうなると、「やっ

ぱり自分はダメで、人にも嫌われてい

る」と考えてしまい、悪循環になりが

ちです。

人と比べることで、せっかくの人生

をだいなしにすることはできません。

神は自分を誰とも比べたりせず、何が

あろうとも愛してくれていると確信す

ることは、ねたんだり、比べたりしな

いための大きなステップとなります。

主が自分を愛してくれていると信

じ、主が創られた自分をそのまま受け

入れて、主や主の愛のことを学ぶなら、

比べる理由もなくなってきます。本当

に大切な事がもっと大きな意味を持つ

ようになるので、外見やスタイル、技

能や能力といった比較的ささいなこと

は、影が薄くなってくるのです。

「しあわせゲーム」
　というわけで、答えはシンプルです

が、やはり「言うは易し、行うは難し」

です。特に、人と比べて自分や自分の

状況について否定的に考えるのが癖に

なっている場合は。新しいものの見方

を習慣にするには、祈りと意識的な努

力を要しますが、がんばろうとすれば、

主は助けて下さいます

一番効き目があるのは、自分よりも

厳しい境遇にいる人たちのことを考え

てみることです。自分がいかに恵まれ

ているかに気づく助けになります。自

分の状況がどんなに大変に感じられて

も、必ず、それよりも大変な問題を抱

えた人のことを思いつくことができる

でしょう。

　「しあわせゲーム」をして、そういう

比べ方をするなら、ほぼ例外なく、自

分の状況に感謝しようという気持ちに

なることでしょう。それによって、神

が自分を造られた様が変わるわけでは

ないし、直面している問題が解決され

るわけでもないですが、気持ちの上で

大きな変化がもたらされ、元気が出て

くるのです。

　先日、自分の病のことで、この「し

あわせゲーム」をしました。するとや

はり、自分がとても恵まれており、多

くの人がわずらっている病気に比べた

ら、自分の問題など何でもないことに

気づいたのです。主は、多くの病から

いやしてくださったし、また、多くの

病気について、それらにかからないよ

う守ってくださっていることで、主の

愛や気づかいを感じました。

　何についてであれ、不平不満がこみ

あげてきたら、この「しあわせゲーム」

をしてみてください。自分より恵まれ

ているように思える人と比べたり、「あ

の頃は良かった･･･」という具合に、今

より良かった時のことを思って落ち込

むのではなく、自分よりも厳しい境遇

にいる人のことを考えるなら、自分の

問題について愚痴を言ってなどいられ

なくなることでしょう。世の中には、

より深刻な問題を抱えた人たちがいっ

ぱいいるのですから。

　主を知っており、主が愛してくださっ

ていると知っている人は、地上で一番

恵まれているといえるでしょう。悩み

や問題も、主が良い目的があって許さ

れていることであって、いずれ私たち

の人生で良い実を結ぶようにしてくだ

さると信頼できるからです。「神を愛す

る人々･･･のためには、神がすべてのこ

とを働かせて益としてくださる」（新改

訳、ローマ8:28）と聖書にある通りです。

　というわけで、プラス思考で、自分

の恵まれている点について考えるよう

にしましょう。
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問
：ある人たちは、何もかも揃っているように見えます。ルックスも抜

群で、きわめて健康、おまけに、多才で、友人も大勢いて、すべて

において恵まれているのです。けれども、色々な面で欠けており、問題だ

らけに見える人もいます。どうしてですか？

答
：一見、不公平に思えたり、平等ではないと感じられることはたくさ

んあります。けれども、誰でも、その人生の、人からは見えない部

分で多くが起こっています。古代イスラエルのソロモン王の名言には、こ

うあります。「何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた

時がある。」(伝道の書３章１節—新共同訳 )　誰もが同時に苦しい状況や

時期を経験するわけではありませんが、いつかはそれを経験するのです。

　苦しみや悲しみ、困難を味わうことなしに、人生は完全なものとはなり

ません。各自が何らかの辛い時期を経験するのを神が許されるのは、人が

自分の力に頼るのをやめて、神に助けを求め、神の力を見いだすことで、

困難を克服していくようになってほしいからです。人はたいてい自分の力

に頼るもので、よほど厳しい状況に置かれないと、神に助けを求めるほど

必死にはならないのです。だから、他の人を見て、何もかも思い通りにいっ

ているように思えても、その人にも悩みがあるか、または将来、問題を抱

えるようになることでしょう。

　また、しばしば神の見方は人の見方とはかなり違っていることを覚えて

おくのは、大切です。人というのは、誰かが明らかに成功し、何不自由な

い生活をし、さして問題や病気もないなどと聞くと、その人は恵まれてい

ると考えます。けれども、神の恵みは、問題という姿をして与えられるこ

とがよくあります。神は私たちに、楽な人生を送るよりも、むしろ人生を

最大限に生きてほしいのです。そして、私たちが、信仰、理解と自己犠牲

的な愛、内面の強さ、優しい心という面で強められることを願っています。

こういった賜物はすべて、主との親しい関係があって初めて受け取ります。

そして、主との親しい関係も、試練や苦境または、大きな苦労をするといっ

たことを通して築かれるのです。

　そういった神からのより大きな祝福を受け取り損なうことになるなら、

あなたはそれでも「何不自由ない」人生を望むでしょうか？

本
当
に
�
何
不
自
由
な
い
�
人
た
ち
は
い
る
の
？ 

本当の美しさとは・・・

人は外の顔かたちを見、主は心を見る(サムエル記上 16:7b)

あなたがたは、髪を編み、金の飾りをつけ、服装をととのえるよ

うな外面の飾りではなく、かくれた内なる人、柔和で、しとやか

な霊という朽ちることのない飾りを、身につけるべきである。こ

れこそ、神のみまえに、きわめて尊いものである。(１ペテロ 3:3-4)



8 Vol.2-58 Vol.2-5

沖縄に住んでいた時のことで

す。沖縄では、冬によく、電灯の

ついている畑を見かけます。ある

花屋さんの友人に理由をきくと、

ちょうど需要がある時期に花を咲

かせるために、日照時間を調整し

ているのだと、教えてくれました。

　興味深いとは思ったものの、そ

れ以上考えることもありませんで

した。しかし、この会話が、後で、

大きな励ましとなったのです。

　それから、1 年ほど経って、関

東で自分の仕事に深く関係した研

修会が開かれることになりました。

私は、それに出たくてたまりませ

んでした。しかし、沖縄から出席

できる人数は限られていたので、

あまり気落ちしないための「予防

策」として、同僚たちのほうがずっ

と有能で、自分は無理と、自分に

言い聞かせていました。案の定、

私は参加できず、他の人が参加し

ました。

　私は子供の頃から、自分の能力

に自信がなく、周りを見ると、ど

んなことでも、常に自分より優れ

た人がいました。それで、気落ち

しない予防策として、自分の可能

性にあまり期待をかけないように

する習慣がついていたのです。

　しかし、この時はなぜかとても

井上治夫  長野県

落胆しました。「やっぱり、俺は二

流なんだ」ということが、もはや「予

防策」ではなく、「事実」として目

の前に突きつけられたように感じ

たからです。

　しかし、クリスチャンであった

私に、主は祈るという恵みを与え

てくださいました。この深い「落

胆」と「二流人間」という「事実」

を、祈りにあって主のもとに持っ

て行くと、主は即座に、あの畑の

花の話を思い出させてくれたので

す。主が、私の心にこう語られて

いるかのようでした。

　「農夫が、花の日照時間を調整し

て、その花が最も必要とされる時

期に咲かせるように、わたしもあ

なたの人生を見守っている。たと

え周りの人たちが、満開の花を咲

かせ、重要なことを任されている

ように見えても、それがあなたと

何のかかわりがあるだろうか？　

わたしはあなたの農夫であり、あ

なたが最も必要とされる時と方法

を知っている。だから、今、あな

たの花が咲いていないと思っても、

心配しないで、わたしに信頼しな

さい。あなたが花を咲かせるべき

時は、わたしが知っているから。

　また、花にこだわる必要もない。

花は、実を結び、種を作るための

過程に過ぎないから。やがて花は

散り、その後に実を成らせて種を

残す。その実、その種が大切なん

だ。だから、周りがみんな、大き

く綺麗な花を咲かせているように

見えても、それは散らなければな

らない。その後に実がならないな

ら、鮮やかな花はただの見せかけ

にすぎない。

　この世には、イチジクのように、

花らしい花はつけないが、実をた

くさんならせる植物もある。だか

ら自分の人生で、いつまでも花ら

しい花を咲かせていないように見

えても、農夫であるわたしに信頼

しなさい。根をしっかり伸ばし、

わたしから養われなさい。そうす

れば、あなたの人生で豊かに実を

ならせてあげよう。」

　主が、花屋さんとの会話から、

このような励ましを与えてくれた

ことに、私はただただ感謝しまし

た。それからは、もう、「自分はど

んな花を咲かせているのか」とか、

「周りの人たちは、どんな花を咲か

せているのか」を気にすることは

なくなりました。私の人生は、主

の御手の中にあります。その主の

あたたかい愛の陽光を浴びて、信

頼することで、大いなる平安が与

えれられたのです。　

　

自分は「二流人間」？
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デービッド・ブラント・バーグ

　最も幸せな人とはどんな人でしょう。それは、

神が創られた、あるがままの自分を受け入れて、

自分が持っているものをよろこび、人がどう思う

かを気にしすぎない人です。人の期待に合わせよ

うと苦労していると、それがプレッシャーになり

ますが、ありのままの自分を謙虚に受け止めるな

ら解放感があります。

　人に合わせようとしたり、良い印象を与えよう

とするあまり、自分以外の何かになろうと無理に

努力するよりは、むしろ、ありのままの自分でい

るだけの勇気を持っている人のことを、多くの人

は、立派だと考えるのではないでしょうか。もち

ろん、そのような決断をする人は、孤独感や疎外

感を味わうことがよくあります。これは悲しいこ

とです。

　若い頃、私は、自分の外見がイヤでした。鼻が

大きすぎて、やせっぽちで醜いと思っていたので、

劣等感のかたまりで、それを克服するのにかなり

の年月を要しました。プライドが高かったし、人

と自分を比べていたからです。しかし、大人にな

るにつれ、外見などそれほど大切でないことを悟

りました。自分は神の望まれる通りに創られたの

だとわかったのです。神は自分を愛しているから、

このように創ってくださったのだと。

　神は、神によって創られたままのあなたを愛し

ていて、神の目にはあなたは美しいのです。誰も

が、世界でたった一人の存在であって、特別です。

神から見れば、外見がどんなであろうと、醜いも

のなどありません。

　神とどのようなつながりを持っているかが、自

信に関係してきます。神に近くなり、神と良い関

係にあるなら、もっと自分に満足し、心安らぎ、

幸せで、リラックスできることでしょう。神に近

く生きようとしているなら、あなたはハンサム、

または美人です。神の愛や光が自分を通して輝く

からです。

祈って、自分について神がどう思っておられる

かたずねてみてはどうでしょう。または、誰かに、

神にたずねてもらうようお願いするのです。神の

目に自分がどう映っているかや、自分の内なる美

しさや強さは何なのか、また神はあなたの内でど

んな才能や能力を伸ばしたいのかを。神から励ま

しの言葉をもらうならば、自分が世界にたった一

人しかいない神の創造物であることを幸せに思う

ことでしょう。

(デービッド・ブラント・バーグ［1919-1994］は、ファ

ミリーの創立者です。)

v     v     v

　聖書には、「あなたはわが目に尊い」とあります。

神は、弱さや欠点もふくめて、ありのままのあな

たを尊く思い、愛して下さっています。だからこ

そ、そのひとり子であるイエス・キリストを救い

主としてあなたのために地上に送られました。イ

エスは、神からあなたへのプレゼントです。ただ

イエスを心に受け入れるならば、あなたは救われ、

天国に行くことが約束されます。そして、イエス

は永遠の友となって、あなたの人生を導いて下さ

るのです。次の祈りを祈って、あなたもイエスを

心の中に受け入れて下さい。

　「イエスさま、ありのままの私を受け入れて下

さるあなたの愛を感謝します。あなたを心の中に

受け入れます。どうぞ、あなたの愛で私の心を満

たし、私の人生を導いて下さい。そして、私が他

の人にもあなたの愛を分かち合うことができます

ように。アーメン。」

世界に一人しかいないあなた!
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　若者の、また子供たちの暴力

犯罪のニュースに心を痛めてい

る人も多いことでしょう。米国

では、コロラド州のコロンバイ

ン高校で男子生徒二人が銃を乱

射して 13人を殺害するなど、凶

悪な事件が次々に発生していま

す。近年、日本の各地でも、小

中学生がクラスメートや年下の

子供を残忍な方法で殺害する事

件が何件も発生して、親や教育

関係者だけでなく、社会全体に

動揺を引き起こしています。

　子供や若者によるそんな凶悪

な殺人が増加しているのは、な

ぜでしょう。行動科学の研究者

たちは、その原因の主犯格は、

いわゆるエンターテイメントで

あって、テレビや映画、インター

ネット、コンピューター・ゲー

ム産業によって、すべての家

庭でそのまま映し出される画像

であるという結論を下していま

　イエス・キリストは、自分が再臨する前にどんな前兆がある

のかと、弟子たちに聞かれた時に、「ちょうどノアの時のよう

であろう。」「不法がはびこるので、多くの人の愛が冷えるであ

ろう。」と答えました。(マタイ 24:37,12)　ノアの時代は、「暴

虐が地に満ちた」(創世記 6:11) とあります。まさに、現代は、

戦争だけでなく、その他もろもろの暴力が私たちの日常生活を

おびやかしています。今回は、テレビや映画、インターネット

やコンピューター・ゲームでの暴力（メディア・バイオレンス）

と子供たちの犯罪について取り上げました。

す。昔は、現場に居合わせない

限り、暴力を目撃することはあ

りませんでしたが、今は違いま

す。平均的なアメリカ人の子供

は、15 才になるまでに、テレビ

で３万５千回以上も殺人のシー

ンを、また 20万回も残虐なシー

ンを見ています。日本でも、内

閣府が 1998 年に実施した調査で

は、対象となった青少年が暴力

シーンを見た、一ヶ月あたりの

平均回数は 113.5 回にのぼって

います。また、暴力シーンを見

る回数が多いほど、友人や他人

相手への暴力経験が増えること

もわかりました。

　日本で、同級生を小学校で刺

殺した 11才の少女は、中学生が

殺し合いをする映画のファンで、

テレビや映画から殺害方法につ

いてヒントを得ていたことや、

インターネットを通していわゆ

るホラー・サイトなどに頻繁に

アクセスしていたことが報じら

れています。コロンバイン高校

事件の犯人二人も、ドイツのエ

ルフルト高校で銃を乱射して 16

人を殺害した犯人も、暴力的な

コンピューター・ゲームの熱烈

な愛好家でした。ドイツの新聞

フランクフルター・アルゲマイ

ネ・ツァイトゥンク紙は、「虐殺

のためのソフトウエア」という

見出しつきで、「殺人者は、コン

ピューター・ゲームで訓練され

ていた」と報じました。メディア・

バイオレンスが、そのような無

差別殺人の唯一または第一の原

因とは言えないかもしれません

が、子供が常に暴力シーンを見

ていると、暴力行為を悪いと思

わず、むしろゲーム感覚で考え

るようになります。

　映像での暴力は、路上や家庭

での暴力と強いつながりがあり

ます。UPIは、英国教員組合(PAT)

メディア・バイオレンスと

 
 

    
犯罪の低年齢化

ただのエンターテイメント？
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がその４万人の会員に行ったア

ンケート結果を報じています。

　「メディア・バイオレンスの

影響は、思ったよりもはるか

に広がっていた」と、同組合

のジャッキー・ミラー事務局

次長は述べた。その調査によれ

ば、生徒たちは、「暴力に無感

覚」となり、校内でも暴力行為

を礼讃し、マネするほうを選ん

でいると考える中等学校の教員

は77％に及んだ。１

　シカゴのイリノイ州立大学の

心理学教授、レオナルド・Ｄ・

エフロン博士は、400人のテレビ

視聴者を 22年間に渡って調査し

てきました。その報告はこうで

す。「バイオレンス・シーンが、

社会での攻撃的な行動や犯罪や

暴力の原因の一つとなっている

ことに、疑いの余地はない。」　

米国心理学会 (APA) のアーノル

ド・カーン氏は、さらにこう言っ

ています。「テレビの暴力の影響

について議論するのは、タバコ

の煙とガンの関係について議論

するのと同様である。」２

　ゲイル・ハンソンは、「ビデオ

ゲームの暴力世界」という記事

で、以下のように書いています。

　傍
ぼう

若
じゃく

無
ぶ

人
じん

なコンピューター・

ゲーム業界を批判する一人に、

元・米国陸軍士官学校・心理学

教授のデイブ・グロスマン中佐

がいる。中佐は、同校で殺しの

心理を教えていた。中佐は、「殺

人シュミレーターであって、結

局、それで遊ぶ人に、誰かを一

目見ただけで、さっと殺す方法

を教えている」コンピューター・

ゲームもあると言う。

　グロスマン中佐は、暴力とい

うウイルスが大勢の人に広がっ

ていることを示す証拠として、

多数の国で他人への攻撃が増加

している統計を指摘している。

ICPO(国際刑事警察機構)の統

計によれば、1977年から1993年

には、オーストラリアとニュー

ジーランドでは、暴行件数がほ

ぼ４倍に跳ね上がり、スウェー

デンでは３倍、ベルギーやデン

マーク、イギリス、フランス、

ハンガリー、オランダスコット

ランドでは２倍だった。

　米国では、加重暴行(女性と

子供に対する暴行など、刑を加

重される重い暴行)を働いた者

が、1957年には、１万人につき

６人だったのに対し、［1990年代］

の半ばには、１万人につき44人

になっている。

　「児童虐待や貧困、人種差別な

ども絶対に軽視すべきではない

が、これらのどの国においても、

全く同じ結果を生んでいる変化

が一つだけある。それは、メディ

ア・バイオレンスが、子供向けの

エンターテイメントとして提供

されるようになったことだ」と

グロスマン中佐は語っている。３

　全世界で 800 万部を販売した

ベストセラー「メガトレンド」

の著者であり、著名な社会予測

学者であるジョン・ネスビッツ

博士は、その著書「High Tech 

High Touch」でこう書いてい

ます。

　コンピューター・ゲーム産業

は、米国内だけでも年間、160

億ドルの収入がある。ハリウッ

ドの興行総収益は70億ドルだ

から、倍以上である。最も人気

のあるゲームの多くは、暴力の

連続で、子供が楽しんでいるの

と同じゲームが、軍隊での訓練

にも使用されている。

　テクノロジー中毒社会に生

きる私たちは、テレビや映画、

インターネット、コンピュー

ター・ゲームによってまき散ら

される暴力文化が、現実のもの

であることを否定しておきな

がら、たとえば米国のコロンバ

イン高校の銃乱射事件のよう

に、子どもたちが実際に暴力を

行使するとあわてふためく。ス

クリーンに映し出されるもの

が現実的な影響力をもつこと

を理解し始めるなら、メディ

ア･バイオレンスへの寛容性な

ど永久に変わるだろう。そして、

毎日、子どもを電子ゾーンに送

り込んでおきながら、何の影響

も害もないなどと決め込むこ

ともなくなるだろう。４

1  Gould, Paul. "UK Teachers Say Videos and 
Violence Linked," UPI, 18 Apr 1994.
2  Feder, Don. A Jewish Conservative Looks 
at Pagan America. Lafayette, LA.: Huntington 
House Publishers, 1993.
3  Hanson, Gayle M.B. "The Violent World of 
Video Games." "Insight on the News," 28 Jun 
1999.
4  Naisbitt, John. High Tech/High Touch: 
Technology and Our Search for Meaning, 
1999.
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　「ああ、またあの穴だ。」　私

は帰宅途中でした。もう何ヶ

月も毎日毎日、そこを通る度

に徐行しなくてはいけません。

道路に穴というか「くぼみ」

があって、気をつけないと、

腰が上にはね上がった瞬間、

まるで車の床に直接ドスンと

骨をぶつけるような衝撃が来

るからです。

　さて定期点検の時期が来て、

いつもの整備工場に車を持っ

て行きました。整備士が車を

動かすために私の愛車のエン

ジンをかけるのを見ながら、

定期点検のことをちゃんと覚

えていた自分を、内心、得意

に思っていました。けれども、

整備士はほんの少し車を動か

しただけで、車を停め、私の

ほうを見て驚いた様子で言い

ました。「よくこんな状態で運

転してましたね。ショック・

アブゾーバーがなくなってま

すよ！」

　私は最初、何でそんなこと

を言うのか、何が言いたいん

だ、と思いました。車をほん

の数センチ動かしただけでど

うしてわかるのか、と思った

のです。けれども、この車は

もう 10 年たっているし、整備

 ショック
アブゾーバー *

* 自動車などで、衝撃をやわらげる装置。

士のこれまでの仕事ぶりから

も、信じないわけにはいきま

せんでした。ショック・アブ

ゾーバーを調べて、必要なら

交換するよう頼みました。

　「ああ、またあの穴だ。」　点

検が終わったばかりの車を運

転しながら、私は他のことに

気を取られ、例の場所で徐行

するのをすっかり忘れていま

した。そこで、お尻の骨が床

にあたり、車体が車輪にぶつ

かるような、あのお決まりの

衝撃が来るのを覚悟しました。

けれども、くぼみを通ったこ

とさえ、あまり感じませんで

した。整備士の言ったことは

本当でした。ずっとショック・

アブゾーバーなしで運転して

きたので、それがあるとどん

なものか、すっかり忘れてい

たのです。

　いつも条件の良い道路を運

転しているなら、ショック・

アブゾーバーもほとんど必要

ないでしょうが、悪条件の道

路、かなりのでこぼこ道では、

あるとないとで大違いです。

　人生もそれに似ているので

はないでしょうか。神に感謝

することに、たいていはスムー

ズに走れても、親しい人の死

や事業の失敗やケガなどが人

生を揺るがす時はどうしたら

いいでしょう。停電でエレベー

ターに何時間も閉じこめられ

たり、地震などの災害にあっ

た時は？　そのような出来事

をうまく乗り切るには、どん

な「ショック・アブゾーバー」

が助けになるのでしょうか。

　昔、険しい人生の道を歩み、

ついには、受難の末に十字架

にかかって殺されることで、

あなたや私のためにその命を

捨てた方なら、その答えがわ

かるはずです。その方、イエス・

キリストは、聖書の中でこう

言っています。

　「すべて重荷を負うて苦労

している者は、わたしのもと

にきなさい。あなたがたを休

ませてあげよう。」( マタイ

11:28)　「これらのことをあな

たがたに話したのは、わたし

にあって平安を得るためであ

る。あなたがたは、この世で

はなやみがある。しかし、勇

気を出しなさい。わたしはす

でに世に勝っている」( ヨハ

ネ 16:33)

　世の中には、ショック・ア

ブゾーバーなしで、ただ苦痛

を与えそうな穴やくぼみを避



13Vol.2-5 13Vol.2-5

マシュー・マンテス

けて通ろうとしながら、人生

の道をドライブしていく人が

少なくありません。突然、穴

に遭遇した時の備えはないと

わかっているので、できるだ

け平
へいたん

坦な道を走ろうとします。

この地上での自分の乗り物の

ためのショック・アブゾーバー

がないのです。イエス・キリ

ストが与えてくれる心の平安

こそ、そのショック・アブゾー

バーです。多くの人はもしか

したら、自分の車にショック・

アブゾーバーが必要なことに

さえ気づいていないのかもし

れません。それがあれば、数々

の苦労や苦痛から守られると

いうことに気づいていないの

です。

　人生の道には必ず大小の穴

があるでしょう。それは避け

ようがありません。けれども、

愛にあふれるイエスの手があ

なたを支えているなら、そう

した穴にも気づかないほどで

す。ただ安らいで行程を楽し

み、ついには最終目的地に無

事に到着することでしょう。

　自分をイエス・キリストの

手にあずけてみませんか。そ

うすれば、きっと違いを感じ

ることでしょう。

　（マシュー・マンテスは、

ギリシャ在住のファミリー

の宣教師です。）

わたし（イエス・キリスト）は平安をあなたがたに残して

行く。わたしの平安をあなたがたに与える。わたしが与

えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなたが

たは心を騒がせるな。またおじけるな。（ヨハネ14:27）

思い煩いを抱えたままベッドに入ることは、自分の背に荷物を

背負って寝ることに等しい。

         G   G   G   G   G

信仰は不思議な方法で私たちの人生を明るく照らし、

悩みの日に、静けさと平安をもたらしてくれる。

信仰は、雨のあとにおおらかな鳥がさえずり、

陽光が再び輝くことを信じる。

信仰は、夜の最も暗い時間の後には、

夜明けの光が明るく輝くことを

私たちに教えてくれる。

最悪の悲劇や、とうて

い耐えられない出来事

と思えることも、神の

手に委ねてみると、そこから良い

ものが生まれることがよくありま

す。と言っても、それを実行する

となると簡単ではないのはわかり

ます。しかし、自分で「解決」し

ようとしても、かえって状況を悪

化させるだけの時もあります。リ

ラックスして神に頼り、祈りを通

して神にお任せするなら、神は奇

跡を行うことができます。何でも

良い方向に変えられるのです。

だから試してみませんか。自

分の問題を神に任せてはどうで

しょう。祈って神に説明したら、

あとは横になって寝るのです。

神は一晩中起きていて、問題を

解決することができます。そし

てあなたの心は、「人知ではとう

てい測り知ることのできない神

の平安」で満たされることでしょ

う。(ピリピ 4:7)

--デービッド・Ｂ・バーグ
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　姿を変えた二人の天使が、旅の途中でお金持ちの家に泊めてもらうことにしました。その

一家は横柄で、天使たちを客用の寝室に泊めることはせず、冷たい地下室の床で寝るように

と言いました。二人が寝床を用意している時に、年長の天使が壁に穴を見つけたので、それ

を修理してふさぎました。若いほうの天使が理由をたずねると、年長の天使は、「一見、こ

うなんだと思えることも、必ずしもそうではないんだよ」と答えました。

　翌日、天使たちは、かなり貧しいものの、とても親切な農夫とその妻の家に泊まることに

しました。少ない中からも食事を出してくれた上に、天使たちがよく眠れるよう自分たちの

ベッドを提供してくれました。さて、夜明けが訪れると、夫婦は泣いていました。一頭しか

ない牛が外で死んでいたからです。牛乳が彼らの唯一の収入源だったのに・・・。

　若いほうの天使は憤慨して、年長の天使にこう言いました。

　「どうしてこんな事になるのを許したんですか。最初の家の人たちは何不自由ない生活を

していたのに、あなたは壁の修理までしてあげた。二番目の家の人たちは、何でも分けてく

れたのに、牛が死ぬままにするなんて。」

　「物事は、見たとおりとは限らないんだよ。」　

　年長の天使は答えました。

　「私は、地下室に泊まった時に、壁の穴に金がどっさり詰まっているのを見た。だが、そ

この主人は貪欲で、自分が恵まれているのに、それを分かち合おうとしないから、金を見つ

けることがないように壁をふさいでおいたんだ。翌日は、農夫の家のベッドで寝ていた時に、

死の天使が妻のところに訪れたので、私は、『代わりに牛のところに行け』と言ったんだ。」

　私たちは、時々、この話の若い天使のような反応をすることもありますが、神は、そのな

されることに、より良い目的を持っておられます。ただ、私たちはずっと後になるまで、そ

の目的を知ることはないのかもしれません。

-- 作者不詳 

天使の旅人

神が「ノー」と言われる時には、多くの場合、神はもっと良いものを

用意してくださっているからである。

      
v    v    v

人生で何が起こっていても、神はいつでもその両手を広げてあなたを

しっかり抱きしめてくれることを忘れてはいけない。
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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。）

あなたは、神が創られた、世界に

たった一人しかない貴重な存在。

世界のどんな宝よりも価値がある。

You are a unique and special 
creation of God, worth far more 
than any earthly treasure.

幸せはまわりからではなく、

心の中から来る。

Happiness comes from 
within your heart, not 
from your surroundings. 

闇が深いほど、

たった一本のろうそくでも

まわりを明るく照らせる。

When the night is the darkest, 
that's when one lone candle 
makes the biggest difference. 



 人生での出来事、思い、決断、親切や愛、人とのふれあい…そのす

べてはどれも、つづれ織りの糸のよう。来る日も来る日も、暗い色の

糸と明るい色の糸が織り込まれていく。一見、ただ無造作に織り込ま

れているかのように思われる。しかし、最後には、美しい絵柄になる。

 わたしは今、あなたの人生のつづれ織りを見ている。とても美しい。

幸せや満足、あなたが与えた愛、与えられた愛、あなたの助けによっ

てより良くなった誰かの人生など、どれも明るい色の糸になっている。

 暗い色の糸は、問題や失望、試練や涙。そういう糸もやはり必要と

される。それは明るい色の糸を引き立てて、つづれ織りに趣きと温か

みある輝きを与えるから。

 あなたの人生のように織られたつづれ織りは、他に一つとしてなく、

誰にも織れない。あなたの人生は、世界でたった一つの人生だから。

イエスより 愛をこめて

つづれ織りThe Tapestry


