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ゆるすこと、ゆるされること

　誰々がしたことは絶対にゆるせない、そんな思いを抱いたことはありますか？

向こうが悪いのだから、謝るまではゆるせない、あの人のせいでどんなに苦しん

だことか・・・。または、自分は本当に悪いことをしたから、幸せになる資格な

どない、ずっとその過ちを背負って生きていくのだと思っている人もいるかもし

れません。

　無条件でゆるすのは並大抵のことではありません。どうしてゆるさなくてはい

けないのか、悪いのは相手のほうなのに・・・。でも、そんな思いはますます自

分を苦しめるのではないでしょうか。口をついて出てくるのは相手への非難ばか

りなので、慰めてくれていた友人にまで煙たがられる人もいます。

 少し考えてみましょう。相手のしたことほど重大ではないとしても、自分も、

誰かを傷つけてしまったことはありませんか？　または、ひどいことをしてし

まったけれども、ゆるしてもらえた、そういう経験はないでしょうか。自分の意

見を無理矢理通したために周囲を傷つけてしまったことは？　誰もがゆるしを必

要としています。誰かが始めなくてはいけません。長年続く悲惨な戦争も、誰か

が、憎しみを捨て、仕返しをやめようと決意しなくてはいけません。でも、ゆる

す力はどこから来るのでしょうか？

　パッションの映画を見た人が、イエス・キリストが十字架上で壮絶な死を迎え

ようとしていた時でさえ、人々に深い愛をもち、自分を処刑しようとする兵士た

ちさえもゆるすことができたことに、衝撃を受けたと言っていました。神の愛の

力はそれほども強いのです。誰もがイエスのゆるしを受け入れることができます。

過去にどんなことをしたとしても関係なく、イエスは両手を広げて、あなたがイ

エスのもとに来るのを待っています。ゆるしを受け入れ、神の愛を受け入れるな

ら、自分が人をゆるす力も与えられます。その時、本当に解放されるのです。そ

して、新しい人生が始まることでしょう。

アクティベート編集部
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割れた窓ガラス

3

　私が 12 歳だった頃、ある土曜の午後に、友人とバカな遊びをしていまし

た。あるおばあさんの家の裏庭に忍び込んで、そこから家の屋根に石を投

げて遊んでいたのです。石がころがり落ちて、庭先にミサイルのようにまっ

さかさまに落下するのが面白かったのです。ところが、私がつるつるの石

を見つけて投げようとすると、手がすべって、そこの裏口の窓を直撃して

しまいました。ガシャーンという音と同時に、私たちは石のミサイルにも

負けない速さで、一目散に逃げ出しました。

　その夜は発覚するのがこわくて、ガラスを割られたおばあさんのことま

で頭が回りませんでした。が、数日たって、ばれていないと確信して初めて、

その人にすまなく思い始めました。その人は毎日、新聞を手渡すたびに微

笑んでくれるのですが、自分は気まずくてなりません。そこで、新聞配達

で稼いだお金を貯めて弁償することにしました。３週間たった頃、どうや

ら窓ガラス代が貯まったと思ったので、お金と一緒に、おわびの手紙を同

封しました。

　それから暗くなるまで待って、こっそりその家に行き、封筒を郵便受け

に入れてきました。しばらくぶりにホッとしましたね。やっとその人の目

をまっすぐ見ることができると思うと、嬉しくてたまりませんでした。

　翌日、新聞を渡す時に、自分も微笑み返すことができました。その人は

ありがとうと言った後で、「これ、あなたに」と、大きなクッキーの袋をく

れました。私はお礼を言って、新聞配達しながら、クッキーをむしゃむしゃ

食べました。何個か食べたところで、袋の中に封筒を見つけました。開い

た途端、心臓が止まりそうでした。そこには、弁償したお金と、「あなたの

ことを誇りに思いますよ」というメモが入っていたのです。

　あれから長い歳月が流れ、おばあさんの名前も忘れてしまいましたが、

人をゆるすことについて貴重な教訓を学んだのでした。私はいつもこの事

を誰かに伝えたいと思っていました。

(作者不詳 )
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過去は

克服できる！

マリア・フォンテーン

　イヤなことがあると、身体のかすり傷などと

同様、心にちょっとした傷や痛みが生じますが、

たいていは素早く忘れることができます。

　でも、ケガの程度が重いと、すぐに医者に診

てもらうことでしょう。消毒や治療を受け、て

いねいに包帯を巻いてもらいますが、完治する

にはしばらくかかります。

　これは、祈りと信仰と適切なケアによって、

心の傷がいやされる過程に似ています。たいて

い、心の中の「苦い根」は、身体の傷と同様、徐々

に膿
う

み広がっていくものです。それは、悪魔か

らのただれのようで、取り除かないなら、広がっ

て、健康なところまでむしばんでいきます。で

すから、身体のケガと同様、重い心の傷はすぐ

に適切なケアをするべきです。

　聖書には、心の中から、からみつく過去を捨

て去るべきことが書かれています。「気をつけて、

神の恵みからもれることがないように、また、

苦い根がはえ出て、あなたがたを悩まし、それ

によって多くの人が汚されることのないように

しなさい。」(ヘブル 12:15)

　けれども、消毒も治療も望まず、実際に助け

となれる人の助けを借りようともしないなら、

その傷が聖書の言うところの「苦い根」となり、

そのいきどおりによって化膿し、全身に広がる

おそれがあります。放っておけば、心の状態に

影響し、幸せを失ってしまうでしょう。

　でも、過去を克服し、自分が引きずっている

心の傷や悪感情から真に解放されることは可能

なのです。過去の状況によって、現在の物の見

方まで左右される必要はありません。神はあな

たの人生で、否定的な感情を克服するための道

を開いてくださっているのですから。そうです、

神はあなたに過去を克服してほしいのです。

互に情深く、あわれみ深い者となり、神がキリストにあってあなたがたをゆるして下さったように、

あなたがたも互にゆるし合いなさい。（聖書、エペソ 4: 32）
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　聖書にはこうあります。「だれでもキリスト

にあるならば、その人は新しく造られた者であ

る。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新

しくなったのである。」(2 コリント 5:17)　つま

り、イエスを心に受け入れ、御言葉に満たされ、

神の望むことをしようとするなら、古いものが

過ぎ去って、物事が新しくなるということです。

一夜にして起こるわけではなくとも、自分の思

いを神にゆだねることができれば、自分を悩ま

せていた過去の出来事がだんだんささいなこと

に思えて、痛みも和らいできます。

　よく私たちは、自分の問題を人のせいにした

り、過去の出来事のせいにします。つまり、親

兄弟、友人、環境、遺伝などのせいにして、実

は自分が下してきた選択の結果であることは、

あまり認めようとしません。大勢の人がそうし

た考え方に甘んじるのは、そのほうが楽だから

です。誰かや何かのことで反感や怒りを抱き続

けるのは良くない、ということを受け入れるの

は、プライドにこたえるのです。

　けれども、人生で大切なのは、障害を乗り越え、

困難な状況に動じることなく、かえって、それ

を成長の材料とすることです。信仰を通して、

身体も思いもいやされ、主の愛を通して清くな

り、苦い根やいきどおりによる束縛から、神の

言葉によって解放されるのです。また、神に自

分の考え方を変え、新しくしてもらい、過去か

ら引きずっている問題から自由にしてもらうこ

とです。(ローマ 12:2)

　中には、確かに昔のことや子供の頃の出来事

が原因のすべてであったり、または一部である

場合もあるでしょう。環境は、良きにつけ、悪

しきにつけ、幾らか影響します。世界中どこを

さがしても、良い経験しかしていない人はいな

いでしょう。誰もが、過去の出来事で多少なり

とも傷ついたり、辛い思いをしているものです。

それが長期の場合もあります。けれども、大切

なのは、過去の傷によって生じたどんな問題で

も、それを克服できるように神の助けを求めら

れるということです。過去に振り回されたり、

感情的または精神的に影響される必要はありま

せん。

　どんな場合であれ、自分のおかれた状況に対

してどう反応するかは、神が人に与えられた選

択です。神の言葉もそう語っています。神はす

べての人に、自由意志と選択の権利を与えてお

り、私たちが正しい決断を下して正しい一歩を

踏むよう望んでいるのです。そして、イエスは

私たちのそばにいて、正しい決断を下せるよう

にとずっと助けてくれています。

　自分がどんな状態かは、ある程度、自分次第

であるというのは、たとえば、人生で何らかの

打撃をこうむった人を見てみると明らかです。

その受け止め方は様々で、それに応じて、その

人たちの人生はかなり異なっています。過去が

どんなに悪くとも、幸せで健康で豊かな人生を

送り、うまく順応している人もいれば、その正

反対で、憂うつで不満足で不安定な人もいます。

　人生の苦境を乗り越えた人は、しばしば、他

の人たちが勇気と信仰を奮い起こして苦境を乗

り越えるのを助けるほどの大きな影響力を持つ

ようになります。大きな困難が訪れてもそれを

乗り越え、不可能と見える状況をも超越して、

絶望に直面しても勝利するのは可能なんだとい

うことを、その生きた見本によって証明してい

るからです。

　人生の「問題」の多くは、「成長に伴う痛み」

と考えるべきなのに、それを理解せず、何かが

悪いほうに向かっていると考えて神を責める人

も少なくありません。そして、悪いことはすべ

て「神のせい」にするのに、良いことについて「神

のおかげ」だと考えることはしないのです。そ

のような人たちの神との関係は、あるべき姿と

は正反対です。良い時があっても神の恵みを感

謝せず、賛美しないでおいて、悪い事が起きる

と神に文句を言って責めるのです。しかし聖書

には、「すべての事について、感謝しなさい。こ

れが、キリスト・イエスにあって、神があなた
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がたに求めておられることである」とあります。

(１テサロニ 5:18)

　人が、心の傷や苦悩や、何かを失うことを経

験するのを神が許す時には、大切な目的があっ

てのことです。神は、その人にとって負いきれ

ない重荷とならず、人生に甘美で貴重な変化と

教訓をもたらすに十分なだけの重荷を与えるよ

う、注意深く計ってくれています。

　神の言葉によれば、すべての試練は私たち

を強めるために計画されました。( １ペテロ

4:12-13,5:10)　これは重要です。人生に問題が

ゼロなら、現状満足して、問題と悪戦苦闘する

ことで強い人格を築いていくこともないでしょ

う。そしておそらく、同じことを経験してき

た人たちの気持ちを理解するのも難しいことで

しょう。(2 コリント 1:4)

　自分の人生には神が必要なのだと実感でき

るような、素晴らしい奇跡も逃してしまうかも

しれません。また、完全に行き詰まっても、イ

エスの内に力を見いだせると知ることもないで

しょう。神が危機一髪のところを助けてくれて、

がんばり続けるための答を与えて下さるという

喜びも経験できないかもしれません。

　神は、「わたしがこれらのことを話したのは、

わたしの喜びがあなたがたのうちにも宿るため、

また、あなたがたの喜びが満ちあふれるためで

ある」と言っています (ヨハネ 15:11)。そして、

その喜びは、自分にイヤな思いをさせた人をゆる

して、「苦い根」やいきどおりを捨て去り、過去

を忘れることなのです。克服するのは可能です！

　聖書は、自分より強い信仰をもった人たちか

らの支えや助けを求めて、互いにあやまちを告

白し、祈り合うようにとすすめています。( ヤ

コブ 5:14,16)　「苦い根」を取り除いて、過去

からの否定的なものを過去に流し去るためには、

堅い信仰を持っていて神の言葉をしっかり信じ

ている人から助けてもらうのが大いに役立ちま

す。問題を表に出して、祈りと神の御言葉に基

づいた助言を受け取るなら、過去を忘れて、前

に向かって進んでいくことがはるかに簡単にな

るでしょう。

c      c      c

　このように、過去から解放され、心のいやし

を受け取るための第一のステップは、イエスを

心の中に受け入れることです。イエスは、私た

ちのすべての過ちをゆるし、そのために自分の

命を捧げてくださいました。そして、私たちが

新しく造られた者となることを約束しておられ

ます。過去から解放し、ゆるす力をも与えてく

ださるのです。どうぞ、この祈りを祈ってくだ

さい。そうすれば、イエスは、あなたの心の中

に入り、あなたと人生を共にし、新しい人生を

導いてくださることでしょう。

　「イエスさま、私は、人生で新しいスタート

を切りたいです。過去を忘れ、前向きに進んで

いきたいです。どうぞ私の心の中に入り、過去

のものを取り去ってください。そして、あなた

の愛で満たし、私が新しい人生を歩むのを助け

導いてください。イエスさまの名前で祈ります。

アーメン。」

神にはどんな状況も変えられる

イエスからの励ましのメッセージ

　あなたの人生にどんなことが起こっても、わ

たしはそれをプラスにできる。実際にプラスと

なるようにしてあげよう。あなたがただわたし

に任せてくれるなら。「神を愛する人々、すなわ

ち、神のご計画に従って召された人々のために

は、神がすべてのことを働かせて益としてくだ

さる」という聖書の言葉は、わたしからの約束だ。

(ローマ 8:28)

　すべての人が愛をこめて行動できたら、とわ

たしは願うものの、人は完璧ではなく、利己的

な選択をすることもよくあるものだ。だからわ
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たしは、わたしを愛する人々を守るためにこの

約束をした。この世界に不正や利己主義、困難

や苦悩があっても、わたしは、それらの影響が

あなたに及ばないようにすることができる。あ

なたのまわりの人がどんな選択をしても、わた

しはあなたにとって最善を与えることができる

のだ。

　それは、あなた自身が「最善」と考えるもの

とは異なることもあるだろう。わたしの与える

最善は、状況にかかわらず、もっと人への憐れ

みや同情、謙虚さを持つことかもしれない。こ

ういったことは、あなたの人生でのわたしの最

善の一部だ。

　もちろん、あなたがわたしに、あなたの人生

に働きかけさせてくれない限り、わたしは悪い

状況をプラスに変えたり、あなたに報いてあげ

ることはできない。しかし、あなたがわたしを

愛し、わたしにすべてを任せるという条件を満

たした途端、わたしは働き始め、万事をプラス

に変えることができる。それが、この約束の素

晴らしい点だ。あなたが条件を満たしさえすれ

ば、過去に起こったことでも、現在起こってい

ることでも、将来起ころうとしていることでさ

えも、そこから良いことを引き出せる。自分が

どんなにめちゃくちゃな状態にあろうと、どん

な間違いをしようとも、あなたがわたしを愛し、

わたしの望むことやあなたの人生でのわたしの

目的を心から受け入れるなら、わたしは万事を

プラスに変えることができる。これがあなたに

対するわたしの約束であって、その約束は決し

て破られることがない。

　男の子が、おばあちゃんのメガネをかけよう

として、ママに見つかった。ママが理由を聞くと、

男の子は答えた。

　「おばあちゃんのメガネがかけたかったの。

だって、他の人よりよく見えるから。

　おばあちゃんはさ、誰かが疲れておなかが空

いていたり、がっかりしてるのまで、見えちゃ

うんだよ。どうしたら、元気が出るかもね。何

かがうまくいかない時でも、それでも、どうし

たらみんなで楽しくできるかだって見えるし、

誰かが失敗しても、その人が本当は何をした

かったかが見えてるんだ。誰かが泣きそうな気

持ちでいるのも見えるし、どうやったら元気に

なって笑った顔になるかもわかるんだ。

　どうしてそんなによく見えちゃうのって、お

ばあちゃんに聞いたら、年を取ってきて、もっ

といろいろなものがよく見えるようになった

んだって。だから、ぼくも年を取ったら、お

ばあちゃんのメガネみたいなのがほしいなあ。

そうしたら、よく見えるからね。」

-- 作者不詳

おばあちゃんのメガネ
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　私の乗った飛行機は、霧のため、寒い北部の空

港を３時間遅れで離陸しようとしていた。私が、

やれやれと座席に深く腰掛けたところで、流暢な

英語が聞こえた。

　「隣の席に座ってもよろしいですか。」

　私は返事をして、あわててバッグとコートを自

分の座席に押し込めた。見上げると、２０代の笑

顔のすてきな男性が通路に立っていた。

　挨拶を交わして、簡単な自己紹介をした。会話

をする内に、その人ロバートは、奥さんとかわい

い息子の写真を見せてくれたので、私も夫や子供、

孫たちの写真を見せ、まるで旧知の間柄のように

話がはずんだ。

　機内食が配られている間、会話が中断した時に、

私は心の中で、この機会に自分が何かこの人の助

けになれるようにと祈った。

　私はロバートに、仕事や家族について色々聞い

た。すると彼も同様のことを聞いてきたので、会

話の中で、私がクリスチャンとして、聖書の言葉

や祈りを通して、多くの難題に対する解決策や励

ましを見いだしていることも話した。

　ロバートは、仏教の思想に幾らか傾倒していて、

できるだけ人に善くすることが大切だと信じてい

ると言った。

　そして、コーヒーが出る頃に、どんなに頑張っ

ても解決できない問題があると打ち明けてくれた。

　誰かが、彼と家族を深く傷つけるようなことを

したのだが、それを償うどころか、間違いを認め

ることもしないのだという。その人々に憎しみさ

え抱いていると、ロバートは話してくれた。

　「せめて謝罪の言葉でもあれば水に流すが、そ

れまでは、絶対にゆるせない。不可能です。」

　そう言うと、うつむいて首を横に振った。

　それで、私はこう言った。

　「そんなふうに、ゆるすのが不可能な時こそ、

神さまの出番です。神には不可能はないから、ゆ

るすように助けてくれますよ。」

　私は、恨みや憤りについて自分の経験を話し、

そして、イエス・キリストは、敵さえも愛するよ

うにと説き、自分を十字架にかけた人々までゆる

したことを話した。また、イエス・キリストを心

に受け入れてから、私の人生が素晴らしく変わっ

たことを。イエスは、私がゆるすだけでなく、そ

の傷を忘れ、相手を愛するよう導いてくれた。そ

れは神の奇跡以外の何ものでもなく、イエスは、

ロバートのためにも同じことができると話した。

　けれども、ロバートは再び、自分の内の憤りに

ついて語った。

　「相手は、自分が間違いを犯したことさえ認め

ようとしないんですよ。そのことを思うたびに、

コーヒーと
   ゆるし

ダイアナ･フロレス（メキシコ）
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怒りがこみ上げてきます。」

　それを聞いて私は、心の内にためた怒りが、他

ならぬロバート自身を苦しめているのではないか

と話した。そして、人の言動によって、自分の感

情や考え方が左右されるままにしておくのではな

く、そういう状態から解放されることもできると。

　「それに、その人たちが謝らず、過ちを認めさ

えしないのは、彼ら自身、過ちに気づいていない

からかもしれませんよ。鈍感で、自分がそんなに

悪いことしたとは思ってないから、謝る必要があ

るなんて思っていないのかも…。」

　「どうかな？」とロバートが話し始めた時に、

若い女性が通路を通り過ぎた。すると、その人が

何気なしに振っていたポーチが私のコーヒーカッ

プにあたり、こぼれたコーヒーが私のひざやコー

トやジーンズの足下にまでかかった。急いで紙ナ

プキンやティッシュでふき取ったが、汚れは、家

に着くまで落とせないだろうとあきらめた。

　私は、トイレの外で待っている張本人の女性を

見たが、２５番Ｃ席で起こした事件には気づいて

いないようだった。

　私は、一部始終を見ていたロバートの方を向い

て言った。

　「あの人は、気づかなかったみたいだから、謝

罪は期待できませんね。だから私には、いやな思

いを引きずってみじめに旅を続けるか、感情に左

右されずに行動するかの選択があります。ささい

な事に思えても神に助けを求めれば、神は私が気

分良く旅を続けるのを助けてくれます。」

　ロバートは、天井を見上げ、「なるほど」と言った。

　しばらくして、飛行機が目的地に到着すると、

別れる前にロバートは、私たちの会話について

じっくり考えてみると約束した。

　うれしいことに、数日後にロバートは私を訪ね

てきてくれた。そして、イエスを救い主として心

に受け入れたのだった。それは、憎しみや憤りか

らの解放への第一歩だ。そうすることで、ロバー

ト自身、自分のおかしたどんな過ちに対してもゆ

るしを受け、そして、イエスの愛は彼に、人への

理解や、憐れみ、愛、ゆるしを与えるのだから。

コーヒーと
   ゆるし

　イエスは、すべての人に対して、ロバートに与

えたのと同じように、愛やゆるす力を与えてくだ

さることだろう。ただ、求めさえするならば。

v    v    v

自分が受けた傷からいやされたいなら、

まずゆるすこと。そして、ゆるしたなら、

忘れてしまうこと。神でさえ、

私たちの罪を忘れてしまうのだから。

「わたしは彼らのとが (罪やあやまち )

をゆるし、彼らの罪を二度と思い出さ

ない」　(エレミヤ 31:34- 新改訳 )

v    v    v

人のしたこと、言ったこと

ささいなことに神経をとがらせたり、

苦々しく思ったり、憤っているなら

せっかくの一日もだいなしになるだけ

ただ軽く受け流してみよう

できたら、ちょっと微笑んで

ただ受け流してみよう

v    v    v

過ちは人の常、ゆるすは神のわざ。

v    v    v

　人をゆるした分だけゆるされ、人に同情した分

だけ同情してもらえるとしたら、あなたは自分に

ゆるしや同情が必要になった時に、どれだけ人か

らゆるされ同情してもらえるだろうか。

v    v    v

　神の愛は、人の心の恨みや憎しみをも溶かし

去る。神に助けを求めるなら、自分も含めて誰も

完璧な人はいないことを思い起こさせて、相手

の悪い所だけではなく、良い所も示してくれる。

私たちは「神がキリストにあって私たちをゆる

して下さったように、互いにゆるし合う」必要

がある。（エペソ 4:32）　愛を求めて祈りなさい。
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高橋明子 (56 歳 ) 埼玉県

た。金属やボードやコンクリー

トやあらゆる物がどんどん落

ちてきます。

　とにかく母を引きずり、停

電で開かない自動ドアを無理

矢理こじあけて外に連れ出し

ました。外には 80 人くらいの

人がいました。もう不安だと

か、胸がドキドキするとか、そ

ういう状態を越えていました。

胸が苦しくて苦しくて、張り

裂けそうでした。一体どうな

るのだろう・・・・。

　地震発生と同時に停電し、

水道もガスも止まって真っ暗

な世界でした。電話は不通で、

電波状態が悪くてラジオも入

らず、何の情報もありません。

私たちも含めて、サービスエ

リアにいた人たちが集まって、

これからどうするか話し始め

ました。そこで、まず子供とお

年寄りのために、従業員用の

ジャンパーや宿泊用の布団が

配られました。車は、地震で

横転する可能性があり、危険

だったので、みんな、真っ暗な

屋外で輪になって座りました。

さいわい、サービスエリアだっ

たので、食べ物や飲み物を誰

かが暗い中から出してきてく

れました。ただ急な出来事でど

震度７のサービスエリアで

　2004 年 10 月 23 日、 私 は、

母と弟と三人で福島での用事

をすませた後、車で埼玉に戻

ろうとしていました。帰りは、

磐越道を通って新潟経由で帰

ることにしました。紅葉を見

ながらのんびりと帰りたかっ

たのです。途中でお腹が空いた

ので、新潟県の小千谷インター

チェンジの手前にある越後川

口サービスエリアで食事をし

てガソリンを入れることにし

ました。午後 5 時 15 分頃でし

た。まさか大惨事が起ころう

としていたなんて、夢にも思

わないまま・・・。

　レストランで食事を始めて

１、２分もたたない内に、急に

椅子がガタガタと揺れ始め、丼

もコップも、テーブルにあるも

のはすべて乱暴に振り落とさ

れました。立っていることもま

まならない激しい揺れでした。

やがて建物全体が怖ろしい音

を立ててきしみ始め、天井も

ごう音と共に崩れ始めたでは

ありませんか！　目の前では、

一時、天井材の下敷きになった

人もいました。85 歳で足が不

自由な母はこんな状態で動く

こともできず、私と弟は母の身

体の上におおいかぶさりまし

うしていいか見当もつかない、

そういう状態でした。その間に

も、トンネルの中で地震にあっ

たと言って、若い女の人が泣き

ながら車を運転してきました。

その人が一緒にいていいです

か、と聞いてきたので、私たち

は一緒に寄り添っていました。

　とうとう勇気ある人が懐中

電灯をもって数キロ先まで歩

いて見に行きましたが、高速

道路は上下線とも地割れや地

盤沈下がひどいので、救助隊

が来るまで夜明かしすること

になりました。

　そして、誰かれともなく、子

供がお腹がすかないようにし

よう、お年寄りを助けよう、と

いう具合に、助け合いが始まっ

たのです。辛い状況で見知ら

ぬ同士だったにもかかわらず、

お互いに食べ物やふとん、そ

して、ぬくもりと優しさを分け

合ったのでした。身の上話や家

族の話など、誰もがちゅうちょ

せず話をしては、夜が明けるま

で、互いに励まし合いました。

　後で知ったのですが、この川

口町は震度７だったそうです。

道路はずたずたになり、建物

も損壊したのに、みんな無事

でした。今も生きているのが
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て長岡に着きました。その先

は、地図を見ながら、壊れた

橋や道路を迂回して、磐越道、

東北道を通って 18 時間後に帰

宅できました。

　でも帰宅しても、ずっと身体

が揺れていました。母はもう少

しでエコノミー症候群になると

ころで、足に血のかたまりがで

きていました。高齢の母が無事

だったこと、私たちには帰る家

があったことを感謝しました。

帰れないか帰る家さえない被災

者の方たちも大勢いるのですか

ら。自分が実際に体験してみて

災害にあった人たちの気持ちが

初めてわかりました。また、人

とのふれあいを学びました。初

対面だったのに、私たちは互い

を深く知り合うことができまし

た。それに、人生で色々イヤな

ことがあっても、今回の体験を

考えればささいなことなのだと

わかりました。神様は、私たち

を守ってくれたばかりか、それ

を乗り越え、様々なことを学ぶ

機会を与えてくれたのでした。

　こういうことを体験すると、

自分が神を信じていることを感

謝せずにはおれません。４年前

まで、私は病弱でやせ細り、ス

トレスから脱毛症になったり、

夜もくよくよ悩んでばかりでし

た。たびたび寝込む私を見て、

母は、あまり先行き長くないの

ではと真剣に思っていたそうで

す。そんな時に、ファミリーの

「ハート・トゥ・ハート」とい

うバンドの演奏を聴く機会が

ありました。* その外国人の宣

*「ハート・トゥ・ハート」についての記事は、2003 年 7 月 8 月号に載っています。

不思議です。神の奇跡としか言

いようがありません。あの時、

サービスエリアで休憩せず、走

り続けていたら、と思うとぞっ

とします。何かに衝突してい

たか、食べ物も水もなしに暗

い車の中で一晩過ごしていた

かもしれません。

　さて、夜が明けても強い余

震が続いていました。だから、

かなり冷え込む中、背中を合

わせて寄り添いながら、今い

る所の地面が割れたりしませ

んようにと祈っていました。

　10 時頃になると道路公団の

人たちが長い距離を歩いて SA

まで来てくれました。まだ車で

は移動できないものの、歩いて

途中のインターまで行って電

車で帰りたい人は一緒に来れ

るそうです。電車はいつ運転を

再開するかわからないものの、

何人かの人たちはついて行き

ました。

　私たちは、遠すぎるので残

りました。結局、もう一晩そ

こにいたのです。そこで会っ

た人たちとメールアドレスを

交換したりしながら、がんばっ

て生きていこうねと励まし合

いました。

　翌朝、9 時 40 分に公団の人

たちが、長岡まで誘導してく

れることになりました。でも

ガソリンがなかったので、倒

れた給油機を起こして、何とか

手動で長い時間かけて、みんな

で 10リットルずつ入れました。

それから、地割れ箇所に土の

うが積んである所だけを慎重

に運転しながら、3 時間かかっ

教師たちは、いつでも、どん

な人に会っても笑顔を絶やさ

ず、ふわっと包んでくれるよ

うな優しさをもっていました。

こちらまで力づけられるので、

あの人たちみたいになりたい

なあ、と思いました。

　それまでは何の宗教も信じ

ていませんでしたが、度々彼ら

の演奏を聴き、神様への信仰の

ことなど聞かせてもらって、イ

エス様を心に受け入れたので

した。そんなある日、夫の目に

金属のくずが入ってしまいまし

た。痛いのですが何をやっても

取れず、無我夢中で神様にお祈

りしました。すると、朝には異

物はきれいになくなっていたの

です。その時に、神はいるんだ、

祈りの力は素晴らしいんだ、と

実感しました。私は見違えるほ

ど元気になり、外に出ることも

多くなって、今度は、母が、忙

しすぎるのではと気づかうほど

です。神様から力をいただいた

のです。

　もしあの日、あの宣教師たち

に会っていなかったら、今の私

はどうなっていたかわかりませ

ん。ましてや、今回のような危

機に遭遇したら・・・。こうし

て守られ、乗り越えることがで

きたのも、神様からの不思議な

力のおかげだとわかります。

　そして、今回の地震で被害に

あわれた方たちのために心か

ら祈っています。そして、私も

神様からの恵みによって、で

きるだけのことを他の人たち

にしてあげられたらと思って

います。
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　アダムとエバが住んでいたエデン

の園は、理想の園でした。神は、美しい地

球を創造され、人間がそこの良き管理人と

なることを望まれたのでした。しかし、そ

れから長い長い歳月が過ぎて、地球には何

が起こっているでしょうか。

　災害について、2003 年版の防災白書 ( 内

閣府編 )には、こう書かれています。

　「人類の諸活動により大気中に排出される

二酸化炭素等の温室効果ガスにより、地球

規模での気候変動が生じつつある。気候変

動に関する政府間パネル第三次評価報告書

（平成 13 年）によれば、1990 年から 2100

年までの間に地球の平均地上気温は 1.4 ～

5.8℃上昇するものと見込まれ、その結果と

して、豪雨の頻度の増加による洪水、地滑

り、台風の最大風速、最大降水量の増加・・・

干ばつや洪水といった自然災害が増加する

としている。また、同時に海水の熱膨張や

氷河の消失により、地球の平均海面水位は

９～ 88cm 程度上昇し・・・。」「大都市にお

いては、緑地の減少による水分蒸発量の減

少、建築物の高層化・高密度化に伴う人工

排熱量の集中と増加等により、中心部の気

温が周辺部より高くなる『ヒートアイラン

ド現象』が出現しており、地球温暖化により、

このような現象がより顕著になるものと考

えられる。」「21 世紀中も幾つかの地域が地

震の活動期に入り、大規模地震が発生する

ことは否めない。」

　これは、2004 年に例年の三倍の数の台風

が日本に上陸し、大きな地震が新潟県で発

生する以前に作成されました。2004 年の台

風では、８階建てのビルの高さにも匹敵す

る高波が防波堤と家屋を破壊したり、最大

瞬間風速が秒速 60 メートル、つまり時速

216 キロを超えた所もありました。まさに、

人類が地球規模で与えた悪い影響を目にし

たのでした。言うまでもなく、異常気象は、

日本だけでなく、猛暑、巨大ハリケーンや

竜巻、大洪水、干ばつなど、世界全体で大

きな問題となっています。

　聖書にあるように、「人は自分の蒔いたも

のを刈り取る」結果となっています ( ガラ

テヤ 6:7)。旧約聖書には、人々が思い高ぶ

り、神に等しいものとなろうとして、バベ

異常気象と災害
-- 「人は自分の蒔

ま

いたものを刈り取る」

( 聖書)
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ルの塔を建てようとした話が書かれていま

す。それと同様、現代も、すべて地球にあ

るものを愛と思いやりをもって世話し、い

たわるどころか、利己的な目的で、神の創

造された自然を破壊しながら、次々に「開

発」を行なってきました。数限りない「発

展」をしたはずなのに、今人類が抱えてい

るのは、まさにイエスが終わりの時に起こ

ると予告した通りの「戦争の騒ぎと戦争の

うわさ」、「飢きんや疫病や地震」などです。

地震にしても、無理な開発や人口の過密化

などが被害をさらに拡大している場合もあ

ります。

　「被造物 (神に造られたもの )全体が、今

に至るまで、共にうめき」「神のみまえに

は、あらわでない被造物はひとつもなく、

すべてのものは、神の目には裸であり、あ

らわにされている。この神に対して、わた

したちは言い開きをしなくてはならない。」

( ローマ 8:22、ヘブル 4:13) 今、地球に存

在するあらゆる被造物 ( 人間も含めてすべ

ての創造物 ) について、人類は神の前で説

明を迫られるようになります。

　イエスが正確に予告している通り、また

各国の政府が認めている通り、これから地

球規模での変動が起こり、かなり深刻な災

害に見舞われることでしょう。私たちにで

きることはあるのでしょうか。ただ黙って

耐えるか、不安な心で生きていくことしか

できないのでしょうか。

　さて、どんな嵐にも勇敢に立ち向かい、

希望を失わないように助けてくれる存在が

あります。それは、神と、神が地上につか

わされたイエス・キリストです。「主は、あ

なたをおおわれる。あなたは、その翼の下

に避け所を得る。そこでは、夜の恐ろしい

ものをも、真昼に荒らす滅びをも恐れるこ

とはない。主こそ、あなたの避け所、守り

の場所だからである。」（詩篇 91 篇）イエス

の力強く愛情深い手が、常に守り、保護し、

世話してくれるのです。たとえ、どんなに

暗い雲があなたの人生をおおっても、常に

主の愛の光が差し込んできて、あなたを励

まし、困難を乗り越えるための希望と力と

を与えて下さいます。

　そのような安らぎと保証と天からの保護

を得るには、ただ神の御子イエスを心に受

け入れるだけでよいのです。あなたは、イ

エスを信じ、神の言葉によって強められる

につれて、どんな困難な人生の嵐が訪れて

も、吹き飛ばされることなく、勇敢に立ち

向かう力を受け取ることでしょう。

v   v   v

神に信頼し、信仰を持っているなら、何

も心配することはない。あなたは、天の

父があなたを愛していて、何もかも世話

してくださると知っているのだから！

 

神はわれらの避け所また力である。悩め

る時のいと近き助けである。このゆえに、

たとい地は変わり、山は海の真中に移る

とも、われらは恐れない。（詩篇 46:1,2）

わたしは、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。（イエスの言

葉、ヨハネ 14:27）
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　・・・その人がいるだけでイライラする。その人が

口を開くだけで、即、むかついてくる。そして何か言

おうものなら、もう我慢できない。他の人が言った

ら気にならないことも、その人が言うと、

自分のクリスチャンとしての徳など、

一瞬にして吹き飛ぶかのよう。平

静さなど跡形もなくなる。

　あなたも自分に正直になってみて

下さい。あなたの人生にもそんな人

が少なくとも一人はいるのでは？

あるいは、いたことがあるの

では？　それは、近所の人か

もしれないし、上司、同僚、

または姑、またはもっと近い

存在かもしれません。

　私にもそんな人がいることを

認めるのは、悔しいし、悲しい。

理想主義者の私にとって、全人

類と平和に暮らすことだけが望

みなのに。

　どうしてこれがそんなに大それ

たことになるのか。その人と折り

合いが悪いのは宿命なのか。はたま

た、自分の内面についてより深く学

ばせてくれる試練なのだろうか。

　とにかく、「一体この摩擦は何な

の？」と自問してみると、この「摩擦」

こそ、自分に必要なものであるこ

とに気がついた。この人は自分にとっ

て「サンドペーパー」のようなものなのだ。

その人が「摩擦」をくれるおかげで、私自身の弱点や

忍耐のなさ、冷たい側面や利己心が見えてくる。その

私のサンドペーパー
クリッシー・ギャンブリル

人は私の悪い所にしっかりやすりをかけるので、やが

てはそこに輝きも出てくる。

　その人自身には、やすりをかける必要がないという

わけではないが、このサンドペーパー

は、私がありのままの自分を深く認

識するために送られたのだと確信し

ている。サンドペーパーのおかげで、

私の弱点は明確になり、そこをむし

ろ強みに変えるチャンスが与え

られている。

　だから、もう私はサンド

ペーパーを目の敵
かたき

にはし

ない。自分の状態や弱みを

知るためのモニターか計
はか

りと

思っている。それに、たとえ

その人が自分の人生とかかわ

りがなくなっても、私に愛す

ることを教えるために、神が

また別のサンドペーパーを送

ることは、かなりありうるこ

とだ。大体、それが必要ない

人なんているだろうか。

　私はよく、サンドペーパー

は歯医者さんのようなものと

考えていた。その苦痛は絶対

に避けたかったのだ。が、

今の自分は、やすりを

かけられ、研磨されるの

を喜ぶ。サンドペーパーの

おかげでイエス様に近くなれる

し、私がぴかぴかに磨かれて、イエスの愛でいっぱい

になるのだから。
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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。）

過去は理解をもって、 

将来は信仰をもって、 

まわりの人は、 

愛をもって見よう。 

Let us look behind us 
with understanding, 
before us with faith, 
and around us with love.

憎しみは心をむしばみ、 

敗北をもたらす。 

ゆるしは心に勝利をもたらす。 

Hatred in our hearts causes 
our enemies to triumph over 
us. Forgiveness causes us to 
triumph over them. 

神への信仰こそ、

悲しい出来事や災害などへの何よりの備え。 

心をいやせるのは神だけだから。 

Faith in God is the best insurance there 
is. An insurance company can reimburse 
your financial loss, but only God can 
mend your broken heart. 



過去を後にして、新しく始めよう！過去を後にして、新しく始めよう！

 人生は、毎日下す小さな決断によって築かれる。過去の決断のゆえに何かが起こっているとし

ても、毎日が新しいスタートだ。今まで何が起ころうとも、あなたには、今日、正しい決断を下

すチャンスがある。

 過去の間違いや誤った決断から生じた苦悩や痛みを引きずることで、時間を無駄にしてはいけ

ない。今日できることをするエネルギーを消耗するだけだから。過去は変えられないが、将来は、

自分がこれから築いていくものだ。今始められるのだから、今という時を最大限に生かそう。

 過去の間違いから学び、今日、その間違いを後にしよう。自分を傷つけた人をゆるし、自分が

傷つけた人にはゆるしを求めなさい。楽ではないかもしれない。でも、後回しにしないこと。今

日しなさい。わたしのことを思い、わたしの言葉を読んで、勇気と希望を新たにして、今日始め

よう。今日、新しい夢を持とう。そして、新しいゴールを。今日という日を真に価値あることに

費やそう。今日、家族を愛そう。今日、誰かの友だちになろう。今日から、物事をもっと良くや

るよう努めよう。

 わたしの助けによってあなたの将来に訪れる素晴らしい達成や満足感が、過去の失望を上回る

ことも十分に可能だ。すべては今日から・・・。

イエスより愛をこめて


