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バイマンスリー・アクティベート

世界中で祝う
クリスマス
神がくれた
新しいスタート
失業中の私に起こった奇跡

天使が夢で
天からのクリスマス・
プレゼント
最初のクリスマスから
現代まで

永遠の愛の輪
スローにやろう

愛のこもった最高の贈り物
何かがほしくてたまらななかったけれども、
「とても無理」と思っていた。でも、つい
にそれを手にした時に、自分が予想していた以上に素晴らしいものだった･･･。神が世界
で最初のクリスマスに下さった贈り物は、まさにそれです。
遠い昔から、人は、幸せで本当に満足した人生をくれる何か究極のものがないかと探
し求めてきました。まさか、どこか遠くの国で生まれた小さな赤ん坊という形で現れる
とは思ってもみなかったことでしょう。けれども、それが、神からの特別な贈り物でした。
神は人を創造し、一人一人の心を見て、何を必要としているのかを知っていました。
だから、素晴らしい答を用意して、世界に送ったのです。
クリスマスの時期になると、派手なイルミネーションやパーティーなどで街角はにぎ
わうのに、かえって寂しくなったり、むなしい気持ちになる人が大勢いるのはなぜでしょ
う。クリスマスなんて大嫌い、そう言う人さえいます。実は、その特別な贈り物は、そ
んな人たちのために、愛をこめて送られました。その贈り物、イエス・キリストは、あ
なたと一緒にいます。疲れ果てて家に帰る時も、親しかった人と過ごした楽しいクリス
マスを思い出して悲しく思う時にも、言いようのない寂しさに涙する時にも･･･。イエス
はあなたのすぐそばにいるのです。
今年のクリスマスは、その特別な贈り物を心の中に受け入れましょう。その時、あ
なたの心と人生に、愛と希望と平和の光が輝くのです。幾ら飾り立てても、クリスマ
スが終わればさっさと片づけられるイルミネーションではなく、この人生と、さらに
は天国での永遠の人生まで輝き続ける光が、あなたの心を暖かくし、さらにはあなたの
まわりの人たちの心も暖かくするでしょう。キャンドルの光は、暗闇が深
ければ深いほど、ますます明るく輝きます。それがたった一本の光で
あっても･･･。神の贈り物は、他の人と分かち合うためのものです。
一つ一つ、人の心にあるキャンドルを灯していくなら、世界はもっ
と明るく輝くことでしょう。今年のクリスマス、あなたから、
始めてみませんか。
「わたしは世の光である。わたしに従って来る者は、やみのう
ちを歩くことがなく、命の光をもつであろう」
-- イエス・キリスト（ヨハネ 8:12）
アクティベート編集部
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天使のおばあちゃん
マリーナ・グルーンハグ ( 日本在住の宣教師 )
神さまが、その愛ゆえに
して下さることは、いつも
私を驚かせます。神さまは、
私たちの思いも願いも何も
かもご存じなので、私たち

そこで、エンゲルさんに会った時に、勇気をふり
しぼってたずねました。

が幼い子供のように信じさ

「エンゲルさん、私はずっとおばあちゃんがほし
かったの。だからイエス様におばあちゃんを下さ

私は物心ついた頃から、自分

におばあちゃんがいないことを寂しく思っていまし

いってお願いしてたら、エンゲルさんと会ったの。
エンゲルさんのこと大好き。おばあちゃんって呼ん
でもいいかしら？」

た。両方の祖父母はすでに他界していたからです。

エンゲルさんのやさしい顔がみるみる笑顔になっ

姉の息子たちと一緒に育ち、楽しい幼年時代を

て、きらきらの白髪と共に、すべての小さなしわが

送ったものの、５才の頃、両親と共に別の市に引っ

四方八方に輝く光のように見えました。エンゲルさ

越しました。それで、私はよく、家の通りの向かい

んの返事を聞いて、私は嬉しくて飛び上がりました。

側で一人きりで遊んでいました。ある年配の女の人

「私も同じことを考えていたのよ。ええ、
もちろん、

は、通り過ぎるたびに、ほほえんでくれました。や
がて顔を合わせる度に、笑顔であいさつを交わすよ
うになり、間もなく、親しくおしゃべりするように

あなたのおばあちゃんになりたいですよ。
」
エンゲルさんは幼い私を抱きしめてくれました。
クリスマスの日に、エンゲルさんがうちに来てく
れて、私の理想の家族が実現しました。私たち家族

なったのでした。
その人の名前はエンゲルさんでした。エンゲルと
はドイツ語で天使のことです。
それから数ヶ月、私たちはとても親しくなり、し

とエンゲルさんの心が、しっかりつながったのです。
それから１２年間、エンゲルさんは、いつもやさし
くて気づかってくれる立派なおばあちゃんでいてく

ばしば両親にエンゲルさんのことを話しました。

れました。私をたいそうかわいがり、誕生日もクリ

クリスマスまであと数週間という時に、母が恒例
のクリスマス・シュトーレン * を焼きました。私が

スマスも、特別なことをしてくれました。私が１０

バターをかき混ぜるのを手伝っていると、クリスマ

さらに忙しくなりましたが、初孫のクリスティーナ

スに何がほしいか聞かれたので、ぬいぐるみや人形

の世話をする時も一緒にいてくれました。

のための乳母車などがほしいと言いました。そして
最後に、ため息をつきながらこう言ったのです。

才の時に娘さんに初孫が生まれて、おばあちゃんは

イエス様からの最も心に残るクリスマスプレゼン
トだったエンゲルおばあちゃんは、私が１７才の時

「クリスマスにおうちに来れるようなおばあちゃ

に天国に行きました。おばあちゃんのことは決して

んがいたらいいのに…。エンゲルさんがおばあちゃ

忘れないでしょう。それに、その特別な贈り物を通

んだったらステキだわ。
」

して、神さまが愛を示して下さったことも。私たち

そして、クリスマスの数日前に、両親にこうたず

がただ求めるなら、神さまは与えて下さいます。祈
りの答を戸口まで持って来て下さることだって、よ

ねました。
「エンゲルさんに、私のおばあちゃんになっても
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両親は少し考えてから、聞くだけならいいだろう
と言いました。

えすれば、どんなことも夢か
ら現実へと変わるのです。
５才の時( ドイツにて）

らえるか聞いてもいい？」

くあるのです！

* イースト生地を使い、ドライ・フルーツ、ラムやマジパンを入れて焼くドイツの伝統的なお菓子。

3

世界 中で クリスマスを 祝う！
カーティス・ピーター・バンゴーダーの記事に加筆・編集

す。南インドのクリスチャンは、夜に、粘土ででき
たランプを下げて家を飾ります。中国のクリスチャ
ンは、「光の木」と呼ばれる人工の木を創って、紙の
チェーンや花、ランタンなどの飾りを下げます。
イギリスや英連邦諸国の一部では、クリスマスの
翌日はボクシング・デーという休日です。と言っても、
ボクシングをする日ではありません。昔、召使や奉
日本

クリスマスは楽しいお祝いの時です。国によって
様々な伝統や習慣があります。
メキシコでは、クリスマスの９日前から、子供た

どを渡したのが、その名前の由来と言
われており、今でも郵便・新聞・牛乳
配達人などに贈り物をすることがあり
ます。また、昔、教会に箱を置いて、

ちが近所をまわって、イエスを身ごもるマリアと夫

貧しい人たちのために品物やお金を集

のヨセフが宿屋を探す状況を再現します。クリスマ

めたからとも言われています。

ス・キャロルを歌いながら、お祝いをする家に向かい、

ロシアでは、ユリウス暦を採用す

ドアをノックして、泊まる所があるかどうかたずね

るロシア東方正教会は、一般的なク

るのです。最初は断られますが、それから中に通され、

リスマスの日から２週間遅れの１月

楽しいお祝いが始まります。中でも、目隠しをした

７日にクリスマスを祝います。ギリ

子供が、
「ピニャータ」と呼ばれる紙でできた人形 ( 中

シャでは、子供たちがクリスマスイブに、家から家

にお菓子などが入っている ) を棒で割る遊びは人気

へと回ってドアをたたき、キリストの誕生を告げ知

があります。

らせます。

アイルランドでは、クリスマス・イブに窓のとこ
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公人に箱 ( ボックス ) に入れたお金な

オーストラリアでは、クリスマスは夏の真っ最中。

ろにキャンドルが灯され、疲れた旅人を歓迎します。

だから、しばらく会っていなかった家族や友人も含

西アフリカのガーナでは、家を派手な紙製の飾りで

めて、海辺やプールサイドや誰かの家に集まって、

飾りつけます。中庭にあるマンゴなどの木も同様で

クリスマスを祝ったりします。

メキシコ

パキスタン

南アフリカ
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アメリカ

そして、多くの国々では、教会や病院、街角などに、

台湾

日本

れ、二年ほどかかったことでしょう。フランスなど

イエスが馬小屋で生まれた誕生の場面を人形などで

では、１月６日に、この東方の博士 ( 王様 ) の来訪

再現して、それを見る人に、イエスの誕生日を思い

にちなんだキリスト教の祝日があります。

起こさせます。世界のすべての人への神からの贈り
み

こ

世界中の国々が様々な方法でクリスマスを祝いま

物である神の御子の誕生を祝うのは、

すが、約２千年前に、ヨセフとマリヤがイエスをそ

何よりも幸せなお祝いです。

の腕に抱いた時の感動や、羊飼いや東方の博士たち

そして、もちろんクリスマス・ツ

が救い主の誕生を知った時の喜びが、このクリスマ

リーがあります。常緑樹がいつどの

スに、あなたの心にもやどりますように。イエス・

ようにしてクリスマスの象徴になっ

キリストという神の愛の贈り物を受け入れる人に、

たのか、推測は様々ですが、中世の

神は必ず、その喜びを与えて下さいます。

ドイツで、クリスマスの頃にアダム
とイブの劇が上演されて、その中で、

インド

G

G

G

クリスマスに、ファミリーの世界各地のメンバー

赤いりんごが下がっている常緑樹が

は、キリストの誕生を祝うだけでなく、キリストが

使われたから、という説が有力です。

伝えた愛と希望のメッセージをできるだけ多くの人

その劇は、来たるべき救い主の約束

に伝えるために、福祉施設や学校、病院、刑務所や

で幕を閉じます。木が常に青々としていることは、

街角などで楽しいパフォーマンスをしたり、様々な

イエスが自分を信じる人々に約束した永遠の命の象

奉仕活動を行っています。「貧しい人々に福音を宣べ

徴です。常緑樹が冬でも葉を繁らせるように、キリ

伝え ... 心の傷める者をいやし、囚人を解放し、盲

ストは復活によって死さえも克服したのですから。

人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれ

過去には、クリスチャンはクリスマスに家をホー

ているものに自由を得させ、主のめぐみの年を告げ

リー・ツリー ( 聖なる木という意味。日本のヒイラ

知らせる」ことを使命とされたイエス･キリストの手

ギ ) で飾りました。ちくちくする葉が、イエスが処

本にならってのことです。

刑される時にかぶせられたいばらの冠を思い起こさ
せ、その赤い実は、私たち人間の罪のゆるしのため

ここで紹介する写真は、世界中の沢山の活動の内
のほんの一部です。

にイエスが流した血を思い起こさせるからです。
さて、クリスマスに贈り物を贈り合うという習慣
の起源は、イエスの誕生後に、東方の国から三人の
博士がやって来て、金と乳香と没薬という三つの高
価な贈り物をしたことにさかのぼるかもしれません。
これらはキリストが王であることやその神性と死の
象徴であったと言われています。当時、遠距離の旅
は楽ではありませんでした。旅行には準備期間を入
Vol.2-6

ルーマニア
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天使が夢で
佐々木 浩二

そ

( 東京 )

れは、12 月のことでした。私は、東

全員を店の中に招いてくれました。そこで

名高速を通って、大阪から東京に戻る

イエス様のことやその愛について話すと、

途中でした。他の宣教師数人も一緒でした。

その人は祈ってイエス様を心に受け入れた

ところが、東京までまだまだ何時間もかか

のでした。

る所で、事故のために、高速道路は通行止

それから自宅のほうに通され、家族も全

めになりました。もう夜の９時近くだった

員紹介されました。話を聞いてみると、以

ので、とにかく高速をおりてどこかで休憩

前は家族で三軒所有していた喫茶店も、三

し、今晩このまま進み続けるべきか、それ

年前に火災で一軒を消失し、昨年、もう一

とも泊まる場所を探すべきか決めることに

軒が洪水で流され、残っているのは多額の

しました。

借金で開業した店だけなのだそうです。そ

さて、高速を出ると、何軒か喫茶店があ

こで、別々の家に住んでいた家族みんなが

りましたが、何かひかれるものを感じてそ

一軒の家に暮らし、一家心中まで考えてい

の内の一軒に入りました。注文するとすぐ

たと言うのです。

に、女の人が店の奥から出てきて、出し抜
けにこう言ったのです。

私たちは、残りの家族の皆さんにもイエ
ス様の愛と救いについて話し、希望がある

「あのー、クリスチャンの方ですか？」

と励ましました。すると、子供二人も含めて、

「ええ、そうですよ。よくわかりましたね

家族全員が救われたのでした。結局、そこ

え。」
私はそう言ってかばんに入っている聖書

でとても親切なもてなしを受け、私たち全
員、三日間も滞在させてもらいました。

を見せましたが、クリスチャンだとは一言

後で、クリスマス・イブには、その喫茶

も言っていないのに、どうしてわかったの

店がクリスマス・パーティを開いた時に、

か、不思議でなりませんでした。

ファミリーのバンドが演奏したりもしまし

すると、その女の人は興奮して話し始め

た。

ました。私を一目見るなり、その前の晩に

あの日、私たちは、その家族との出会い

見た夢を思い出したのだそうです。その夢

を予想もしていませんでした。高速が通行

では、輝く真っ白い衣を来た人が現れて、

止めにならなかったら、その喫茶店の前を

こう言ったのだと・・・。

通ることさえなかったでしょう。神は、そ

「明日、クリスチャンが、神さまのメッセー
ジを伝えにあなたの所に来ますよ。」
それが正夢となったのです。その白い衣
の人は天使のようでした。
私が、今回の伝道旅行のことや他の仲間

の家族の窮地を知っておられ、天使の夢の
通り、私たちがその家を訪れてその家族に
希望のメッセージを伝えるように導いてく
れたのです。それは、私にとって忘れられ
ない奇跡の一つです。

たちが車の中にいることを話すと、私たち
6
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神がくれた新しいスタート
失業中の私に起こった奇跡
佐久間 健司

私

は、10 年間、ホテルの支配人をしていま
したが、数年前、リストラで失職しました。

( 愛知県 )

て痛みをおさえることにしました。
そうして私が夜 11 時頃、まだ痛みが続いてい

当時 57 歳で、職業安定所に行って再就職先を探

る状態でホテルに入り、飾り付けをしていたファ

しましたが、どこからも断られてしまいました。

ミリーの人に腎臓結石のことを話すと、そこにい

それで探す気力もなくなり、床に伏す日々を送っ

た人たちは、すぐにその場で私のために祈ってく

ていた時に、以前から知り合いだったファミリー

れました。すると、薬でも取れなかった痛みが、

の人から電話をいただきました。その人は、私

すっかりひいたのです。

がそのような状態にあるとは全く知らなかった

翌日は、少し痛みがあったので午前中寝ていま

そうです。まさに神のお導きでした。ワラをも

したが、お昼頃から痛みがなくなり、パーティー

つかむ思いだった私は、その人の声を聞いた途

のお手伝いをさせていただきました。パーティー

端に胸が熱くなりました。電話口で祈ってもら

に は、50 名 以 上 の 出 席 者 が あ り ま し た。 パ ー

い、電話を切った後も、涙がこみあげてきて止

ティーが終わり、片づけが終わった後、またファ

まらない状態でした。

ミリーの皆さんが私のために祈ってくれました。

それから、その人からファックスも届き、
「砂
浜の足跡」という詩 ( バイマンスリー・アクティ

翌日も、ファミリーの人から私の身体を気づかう
電話がありました。

ベート Vol2-2 に掲載 ) が書かれていました。そ

後で、月一回通っているかかりつけの医師に

れを読んで初めて、自分が一人っきりではないと

改めてレントゲンを撮ってもらうと、確かに石が

わかりました。たとえ目に見えなくとも、いつも

映っていました。この段階では、もう少し様子を

自分を守ってくれているイエス様の存在を知った

見ることになりました。その間も、ファミリーの

のです。誘われるまま、聖書クラスに行ってみて、

皆さんが私のために祈っていてくれました。

そこに出席していた人たちが通った試練や神さま

そして、一ヶ月後、再びレントゲンを撮ったら、

に対する思いを聞いて勇気づけられたのを覚えて

医師から「石がないよ」と言われたのです。治療

います。

も何もしていないので、祈りのおかげと思います。

それから、その年のクリスマス頃に、やっと立

Vol.2-6

60 歳

クリスマスになると、よくこの年のクリスマス

ち上げた私の会社で、ファミリー主催のクリスマ

のことを思い出します。仕事も失い、家族も失い、

ス・パーティーを手がけることになりました。し

まさにどん底状態の本当に辛い時期でしたが、イ

かし、その前日、外出中に、突然、鋭い腹痛に襲

エス様は、それを切り抜けさせ、新しい人生のス

われ、何とか自宅に戻って横になったものの、再

タートを切らせて下さいました。身体までいやし

び鋭い痛みが来ました。
、病院は歩いて５分のと

た上、ビジネスも助けて下さっています。それは

ころにありましたが、歩ける状態ではなかったの

素晴らしいクリスマス・プレゼントでした。です

でタクシーで行きました。開いていたのは救急の

から、仕事を通して、イエス様のよろこびを皆さ

窓口だけで、レントゲンを撮った後で、腎臓結石

まに伝えることが私の願いです。心から感謝して

だろうと言われました。とりあえず、薬をもらっ

います。
7

世界で最初の
クリスマス！
クリスマスの由来をご存じですか。そう、イエス・
キリストの誕生日ですね。でも、その誕生の詳しいい
きさつを知っている人は少ないかもしれません。若い
マリヤのもとに天使が突然現れることから始まって、
粗末な馬小屋でのキリストの誕生に至るまで、不思議
な出来事が次々と起こります。ここで、最初のクリス
マスへとタイムトリップしてみましょう。以下は聖書
に書かれているクリスマスの物語のあらすじです。こ
れらの出来事を記念して、世界中でクリスマスがお祝
いされるようになったのです。

マリアは処女であったので、その言葉にさらに驚き
ましたが、ついにこう言いました。
「私は主のしもべです。お言葉どおりになりますよ

突然、天使がやって来て・・・
今から二千年ほど前のこと。イスラエルのナザレと

うに。
」
すると、天使は姿を消しました。

いう町にマリアという乙女が住んでいました。マリア
は、婚約者のヨセフとの結婚を心待ちにしていました。

それから何ヶ月もたって、ナザレからユダヤのベツ

そんなある日、彼女の目の前に、天使ガブリエルが姿

レヘムまで旅する若い夫婦がいました。ヨセフとマリ

を現したのです。ガブリエルは神さまからつかわれた

アです。この国を支配していたローマの皇帝アウグス

のでした。

トが、帝国内の全住民は住民登録をするようにと命じ

「おめでとう。主が共にいらっしゃいますよ。
」
マリアは、びっくりしました。
「あなたは誰？ どうして来たの？」

たので、国中の人が登録のために出身地に帰るところ
だったのです。
マリアは出産間近でした。やっとベツレヘムに着い

「マリア、こわがらないで。神さまからすばらしい知

たものの、宿屋は帰省客でどこも満員です。やっと見

らせがあります。あなたはすぐに身ごもって、男の子

つけたのは、馬小屋でした。マリアはそこで男の子を

を産むでしょう。その子を『イエス』と名付けるのです。

産み、布でくるむと、馬小屋の飼い葉おけに寝かせま

彼は偉大な人になり、神の子と呼ばれるでしょう。
」

した。

8
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その夜、町はずれの野原で、羊飼いたちが羊の群れ
の番をしていました。そこへ突然、天使が現れて、主
の栄光の光であたりは真昼のように明るくなりました。
それを見て、羊飼いたちは恐れましたが、天使がこう
言いました。
「こわがらないで。すべての人のための喜びの知らせ
があります。今夜ベツレヘムで救い主がお生まれにな
りました。この方こそ救い主キリストです。赤ん坊は、
布にくるまれ、飼い葉おけに寝かされています。
」
さらに天使の軍勢が現れ、神をほめたたえました。
「天では、神さまに栄光があるように。地上では、神
さまのみこころにかなう人々に平和があるように。
」
天使たちの大軍が天に帰ると、羊飼いたちは口々に

さて、イエスが生まれたのは、ユダヤのヘロデ王の
時代でした。そのころ、遠い東の国に住む賢者たちは、
空に現れた星をたどって、エルサレムにやって来て、

言いました。
「さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださっ

こうたずねました。
「誕生されたユダヤ人の王様は、どこですか。私たち

た事を見てこようじゃないか！」
羊飼いたちは、町まで駆けて行き、ようやくヨセフ
とマリアとを捜しあてました。天使が語っていたよう
に、赤ん坊のイエスは、馬小屋の中にある飼い葉桶に

は、その方の星を東の国で見たので、その方を拝みに
来ました。
」
それを聞いたヘロデ大王は、ユダヤ人の宗教指導者
たちを呼んでたずねました。

寝かされていました。
羊飼いたちは、すべての出来事と天

「救い主がどこで生まれると預言されているのか」

使が言ったことを、大勢の人に話し

「ユダヤのベツレヘムです。ベツレヘムは小さな町だ

ました。それを聞いた人々はみな

が、そこからイスラエルを治める偉大な支配者が出る

驚きました。

と書かれています。
」
ヘロデは、新しい王が生まれたと聞いて脅威を感じ、
その子を殺そうと考えました。
さて、賢者が出発すると、あの星がまた現れて、ベ
ツレヘムの幼な子のもとに案内してくれました。彼ら
は、とても喜びました。
彼らは、幼な子イエスの前にひれ伏して拝み、金と
もつ

乳香と没薬をささげました。
それから、ヘロデ大王に報告するためにエルサレム
へは戻らず、そのまま、自国へ帰って行きました。そ
れは、神が夢の中で、ヘロデ王が悪いたくらみをして
いるので、ほかの道を通って帰るようにと警告さ
れたからです。
およそ 2000 年前、最初のクリスマスに、イエス
の誕生をめぐって、このような数々の奇跡が起こった
のでした。そして、こうした奇跡は今も続いているの
です。
Vol.2-6
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天からのクリスマス・プ
最初のクリスマスから現代まで

最

初のクリスマスから、２千年以上たちま

そのような人たちに希望を与えるために、自分

した。当時の人々には想像もできなかっ

から出かけて行くことさえしました。

たほど世界は大きく変わりましたが、この現代

そして、とうとう、イエスのことをねたみ、

でも、あらゆる国で、文化や習慣の違いを超え

快く思わない当時の宗教指導者たちらによっ

てクリスマスのお祝いが続いているのは、奇跡

てぬれぎぬを着せられ、十字架で処刑されまし

とも言えるでしょう。( 本誌の「世界中でクリ

たが、それさえもイエスが地上に来た一つの目

スマスを祝う」４頁を参照 )

的を果たしていました。それは、人間がその罪
のゆえに負うべき罰をイエス自らが受けること

さて、イエスは、有名人や偉い人になって派

で、人間がゆるしを受け、罪から解放され、救

手に暮らしたのではありません。イエスの地上

われることでした。しかも、イエスは処刑され

の父親であるヨセフは、質素な大工で、イエス

た後、三日後によみがえり、多くの人の前に姿

は、父と共に暮らし、働き、人間として生活し

を現し、弟子たちを励ました後で天に昇りまし

たのです。人間の苦しみ、喜びや悲しみ、試練

た。それは、死への完全な勝利であり、イエス

を自ら経験することで、人間に対する愛はます

は自ら、死は恐れるものではなく、新しい人生

ます深まりました。「彼は悲しみの人で、心の

への始まりであることを教えたのです。

痛みを知っていた」と古代の預言者はイエスに
ついて預言しました。（欽定訳イザヤ 53:3）

というわけで、クリスマスは、イエス・キリ

やがて、地上での使命を果たすべく、神の

ストという、神からの愛の贈り物が地上に届い

教えを各地で説くようになると、あらゆる所に

たのを記念する日です。贈り物なので、そのま

行って良いことをしました。人々を助け、心の

ま受け取ることができます。どんなにお金を

痛みをいやし、疲れた体を強め、多くの人々に

払っても天国に行くことはできないし、キリス

本当の神の愛を伝えました。病気の人を奇跡的

トが与える永遠の命や幸せをお金で買うことな

にいやし、目の見えない人を見えるようにし、

ど不可能だからです。「あなたがたの救われた

耳の聞こえない人を聞こえるようにし、死んだ

のは、実に、恵みにより、信仰によるのである。

人を生き返らせることさえしました。自分の身

それは、あなたがた自身から出たものではなく、

体を犠牲にしてまでも神の愛を身をもって伝え

神の賜物である」と聖書にあります。( エペソ

たのです。イエスは、人の職業や国籍や境遇、

2:8,9) お金を払って受け取るのなら、贈り物

年齢によって差別することはありませんでし

ではありません。人が救われるのは、お金を払っ

た。子供でも大人でも、また、どんなに社会か

たからでもなく、善行を積んだからでもなく、

ら見捨てられたり、見下げられている人でも、

ただ神の恵みによるのであって、神からの贈

たまもの
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ス・プレゼント
り物であるイエスを信じることによってです。

ように。たとえ一人きりと思っても、悲しいこ

そして、その贈り物を受け取ったなら、他

と、辛いことがあっても、イエスが共にいるこ

の人にも主の愛を分け与えることで、クリス

とを忘れないで。もしかしたら、今年のクリス

マスの本当の意味を教えてあげることができ

マスは新しい人生の始まりとなるかもしれませ

ます。多くの人が救いについての知らせを必

ん。クリスマスの贈り物は、永遠に続くのです

要としています。ですから、イエス・キリス

から。

トの平和と幸せと愛の喜び
を分かち合うことで、他の
人たちにも本当のメリー・
クリスマス ( 幸せなクリス

いつまでもクリスマスを心に！

マス ) が訪れるよう助けま
しょう。

クリスマスを祝うよりもさらに良いことがある。
それは、いつも心にクリスマスをもっていること。

あなたが、世界中の人へ

自分が人にしてあげたことは忘れて、

の神さまからの素晴らしい

人が自分にしてくれたことだけを覚えていようとするだろうか。

クリスマス・プレゼントを

自分が世界のためにしていることではなく、

まだ心の中に持っていない

世界が自分のためにしてくれたことだけを考えるだろうか。

なら、ぜひこの祈りを祈っ

幼い子供の身になって、

て受け入れて下さい。

その願いや必要を思いやるだろうか。
年を取っていく人々の弱さや孤独感を忘れないだろうか。

「イエスさま、私が今ま

友人たちが自分に好意を示してくれていることをありがたく思い、

で犯した間違いをゆるして

自分自身は彼らを十分気づかっているかどうか自問してみるだろうか。

下さい。今、私の心に入っ

醜い考えは墓場に埋めて、

て、あなたの愛と永遠の命、

親切心を、人々のために開放された庭園とするだろうか。

平和、幸せを与えて下さい。

一日でも、上にあげたことをしようと思うだろうか。

アーメン。」

愛こそ世界最強のものであって、
憎しみや死よりも強く、

今年のクリスマスが、愛
とよろこびに満ちた素晴ら
しいクリスマスとなります

遠い昔、ベツレヘムに生まれた方は、
永遠の愛の姿であり輝きであると信じるだろうか。
それならあなたはいつまでも心にクリスマスをもつことができる。
( ヘンリー・バン・ダイク 1852-1933)
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永 遠の愛の輪

イエスより
遠い昔、最初のクリスマスに、わたしは永遠の愛
の輪を始めた。あなたを愛するがゆえに、壮麗な天

リスマスの精神なんだ。

国を後にして、それまで持っていた力も栄光もすべ

何かを与えるのは、代価がかかるが、必ず豊かに

て捨てて、わたしは地上に下ってきた。救いと永遠

報いられる。自分自身を犠牲的に捧げる人々は最大

の命という貴い宝を、あなたへの贈り物としたかっ

の満足を見出す。今この地上でも、それから天の世

たからだ。

界でも。

わたしは過去を振り返って、もしもわたしが、地

今年のクリスマス・シーズンに、わたしはあなた

上に来てあなたがたの一人となり、十字架で死ぬこ

に与えることについて考えてほしい。わたしが地上

とがなかったなら、どうなっていたかと考えること

に来たことで、あなたに与えたものや、それ以来、

はあったが、後悔したことは一度もない。地上に生

あなた自身にわたしが与えてきたものを思い出して

まれて来て、みすぼらしい飼い葉おけに寝かされ、

ほしい。小さなことでも、大きなことでも、またわ

空では天使の歌が響き、クリスマスの星の光で空全

たしが与えた祈りの答えや降り注いだ祝福を。

体が輝き渡った時にも、自分にこれから起こるすべ

そして、自分が人に与えてきたものについて考え

てのことは価値あることだという強い確信があった。

てほしい。自分よりも人の幸せを思いやった時や、

わたしの救いの贈り物は、誰でも受け取りたい人
に与えられる。わたしは、地上のすべての人に、わ

犠牲を払った時のこと、たとえ楽ではなくとも自分
から気づかいを示した時のことを。

たしのことやわたしから愛されていることを知って

これから一年、何を与えられるかを考えてみては

ほしい。そのために、わたしは人間と共に働くこと

どうだろう。あなたにも与えられるものを必要とし

を選んだ。この永遠の愛の輪は、人から人へとつな

ている人が誰かいないか、祈ってみてほしい。与え

がっていかなくては成り立たないんだ。

た人にだけでなく、自分の人生にも与えられる、明

愛は、まさに与えること。与えることは、ただの

12

えること、気づかうこと、分かち合うことこそ、ク

るく、美しく、素晴らしい影響について考えてほしい。

愛の行為ではなく、愛の本質そのものだ。与えるこ

あなたが大きな愛の輪を強めるために自分の役割を

となしに、真の愛はない。犠牲なしには真の愛もない。

果たす時に、わたしの顔に浮かぶほほえみを考えて

わたしは天から下った日にそれを人々に教えた。与

ほしい。
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わたしは、自分の愛の輪がただ存在しているだけ

だから、子たちよ、与えてほしい。そうすればあ

でなく、さらに遠くへと強く広がっていき、ついに

なたにも与えられるから。わたしを与えてほしい。

は地球全体を囲むよう望んでいる。みんなにそれに

わたしの言葉を与えてほしい。自分自身を与えてほ

参加してほしい。わたしの愛の霊がすべての人の人

しい。出来る限りすべての人にわたしの愛にふれる

生にふれるよう願っている。

機会を与えてほしい。何よりも愛を与えてほしい。

傘

松岡友子

(21 才、東京 )

今にも雨が降り出しそうな中、私は都心にい

う態度でいた私も、感激してお礼を言いました。

ました。空一面にどんよりと立ちこめる灰色の

その人の顔にほほえみは浮かんだものの、何も

雲を見上げながら、傘を持ってこなかった自分

言わなかったので、私は言葉に詰まりました。

を責めていました。もう１分か２分で降り出し

けれども、一緒に雨の中を立っていると、言葉

そう・・・。でも２分たっても雨は降らず、結局、

はいらないのだとわかりました。その人は、親

あちこちで用事をすませて、家路につくことが

切な行為をしても、それにこだわったりしない

できました。

人なのでしょう。やがて一緒に踏切を渡ると、

けれども、ある踏切の前でついに運は尽きま

そこで別れました。

した。電車が通過するのを待っている内に、大

それから私は、この傘をさしかけてくれた女

粒の雨が落ちてきたのです。運悪く、標示板は

の人のように、ちょっとした人助けをするべき

三つも電車が通過することを告げていました。

か、それとも、何もしないままでいるか、選択

おそらく５分は待たされるでしょう。まわりの

を迫られることが幾度もあります。それは、誰

人は、一斉に傘を開きました。

かに神の愛を示す機会です。電車で席を譲った

（良くあることよ）と思いました。

り、赤ちゃん連れの人のためにベビーカーを階

（何よ、これしき。前にもこんなことはあっ

段の上まで運んであげあり・・・。ささいなこ

たわ。まあ、全く同じ状況ではなかったかもし

とです。でも、見知らぬ人に手を貸すことがさ

れないけど、ちゃんと備えてなかったり、今み

して大事に思えないような時も、あの女の人の

たいに雨に降られたこともあるし。）

事を思い出すと、やっぱり助けようと思うので

私は、まわりの人の視線や降って来る雨に対
して、まるでどこ吹く風という顔をしました。
「私は濡れるのが好き」というメッセージを伝

した。
そして、もっと大切なことにも気づきました。
たった一つの行為、たった一つの言葉は、どん

えたいくらいでした。今度同じことがあったら、

なにささいに思えても、自分が出会う人々に親

それを紙に書いて胸にピンで留めようか・・・。

切にすることで、親切の連鎖反応が広がってい

すると、中年の女の人が歩み寄ってきて、私

くのです。傘をさしかけてくれた人は、何年も

の隣りに立ちました。ごくごく普通の人で、次

前にずぶ濡れのティーンエイジャーの女の子に

にその人がしたことがなければ、その顔を見る

したさりげない親切を忘れてしまったかもしれ

こともしなかったでしょう。その人は、黙って

ません。きっとその人は数知れないほど親切な

私の上にも自分の傘をさしかけて、濡れないよ

行為をしているでしょうから。でも私は決して

うにしてくれたのです。雨なんか平気よ、とい

忘れることはないでしょう。
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デービッド・ブラント・バーグ

かすことはできず、そのペースに合わせてゆっくりや
るしかありません。しかし、ウサギとカメの話のよう

ロバから学んでは！？
「あなたがたは・・・落ち着いているならば救われ、

に、のろのろでも目標に達成するのです。
人によっては、緊張感やスピードを選ぶでしょう
が、私は、スローに行くことを選びます。スピードアッ

穏やかにして信頼しているならば力を得る」( イザヤ

プして目的地に早く到着することもできるでしょう

30:15) と聖書に書かれています。聖書には、急ぐこと

が、それも無事に到着できればの話です。私はスロー

を勧めている箇所はほとんどありません。私が思いつ

に行きますが、どんなに時間がかかっても無事に着

くのは、
「王の事が急を要した」という聖句ぐらいです。

くのです。

しかし、スローにやること、さらにはのんびりやるこ
とについての聖句は山ほどあります。

私は何度、タクシーの運転手に言ったことでしょう。
「ゆっくり行けば、長生きするが、急ぐなら早死にする

イエスは言われました。
「すべて重荷を負うて苦労

よ」と。これは真実です。医師や専門家によると、プ

している者は、わたしのもとにきなさい。あなたがた

レッシャーや緊張が続くと、心臓病や高血圧などで死

を休ませてあげよう。
」 ( マタイ 11:28) あまりにもプ

ぬこともあるそうです。

レッシャーがあって、極度の緊張や心配を抱えている

私たちがゆっくりやるよう、主が助けて下さいます

なら、それは神のせいではありません。誰か他の人が

ように。時間を無駄にすべきではありませんが、イラ

あなたに負わせたのか、自分でしょいこんでしまった

イラし、あせってやるよりは、神に信頼すべきです。

ものかもしれません。

忍耐があるということは、ゆっくりとやり、時間を無

神がロバを創ったのは、良い教訓があるからなので

駄にしないで、粘り強くやること、さらには、あわて

しょう。ロバはのろのろと進みますが、馬より忍耐力

たり、心配したり、無理をしたりしていないことのし

があって、より重い荷を引っ張ることができます。馬

るしです。イライラするのは、スピードやあせりや緊

なら、特に競走馬なら死んでしまうような悪路も、馬

張のしるしです。忍耐は信仰のしるしであり、忍耐が

ではとても運べないほどの荷を負って遠距離を進むこ

ないことは、信仰の欠如のしるしです。つまり、急い

とができます。

でやらないと、仕事が終わらないと考えているのです。

競走馬は、トラックを数周、全速力で疾走できますが、

けれども、イエス様が助けてくれるという信仰があ

神経質で、運搬には向いていません。
。けれども、ロバ

るなら、忍耐をもって、ゆっくりと正しくやる余裕が

やラバは違います。ただ、ものすごく頑固なので、せ

できるでしょう。
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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。）
一つ一つの親切は
毛布に織り込まれる
毛糸のようなもの。
いつかその毛布があなたを暖める。

親しい人への
最高のクリスマスプレゼントは、
愛のこもった言葉や行為、
思いやり、ゆるし、感謝や理解。

人は、雪の結晶のよう。
一人一人が他の誰にもない
独自の美しさをもっている。

Every act of love you do today
weaves one more thread in
the blanket that will warm you
tomorrow.

The most precious gifts you can give
your loved ones for Christmas are loving
words and deeds, compassion, forgiveness,
appreciation, understanding, acceptance.

You are like a snowflake,
unique and exquisitely
beautiful in your own
way.

「アクティベート」を読んで、あなたの人生に輝きを！
「アクティベート」は、英語の「A c t i v a t e d」誌をもとに製作されています。
A c t i v a t e d 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。
〒 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
Vol.2-6

ディストリビューター：
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ＣＤ付き
クリスマスカード

本格的ミュージックＣＤ付の素敵なクリスマス・カード
音楽と絵柄を用途に合わせて選べます。

クリスマス・ベル

クリスマス・スノー

キャンドル

スノー・キャンドル

どれでも
1,050 円（税込）
ＣＤ「クリスマス・トレジャー」16 曲
品番：JCC001 (日本語版 ) ECC001 (英語版 )

ＣＤ「リズム・オブ・クリスマス」10 曲
品番：JCC005 (日本語版 ) ECC005 (英語版 )

ＣＤ「クリスマス・ビートにのって」15 曲
品番：JCC002 (日本語版 )

ＣＤインストルメンタル 14 曲
品番：ECC061

パッチワーク
ＣＤインストルメンタル 14 曲
品番：ECC060

カードの裏面にはＣＤが入っています。

ＣＤ付き絵本

カードの中は、贈られる方へのメッセージが
書けるようになっています。

ＤＶＤ

心温まる物語を英語でも

「トレジャー・アティック ｣

日本語でも聞ける

シリーズにスペシャル・

バイリンガルＣＤ付き絵本。

クリスマスＤＶＤが登場！

すってんころりんのウォーレス
品番：JBC002 2,200 円（税込）

カレンダー

２話が４ヶ国語で楽しめる！
英語・日本語
スペイン語・ポルトガル語

クリスマス・フレンズ /
わくわくバースデー

収録時間：50 分

品番：BDT001 2,500 円（税込）

渇いたこころをいやす名言の数々。毎年楽しめる
曜日なしの日英バイリンガル日めくり。

お問い合わせ・ご注文は、最寄のディストリビューター、またはアクティベート
ジャパン（連絡先は１５ページ）まで、ご連絡下さい。
ディストリビューター：

「成功への鍵」Mottos for Success
品番：JCA012 1,575 円（税込）

