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魅力を
引き出すには･･･
祈り — でもどうやって ？
その時、夫は
タイタニック号に！
意見が違っても
口論にならないためには
黙示録が予告していた
現代のテクノロジー

すてきなアイテム
すてきなアイテムを紹介します。それは携帯電話のように、コミュニケーショ
ンができます。今まで夢と思っていたことが実現する助けにもなります。事前
にこれを使うと、事故や病気の予防にもなります。万一、ケガをしたり、病気
にかかっても、とても良く効きます。悲しい時には心の慰めとなり、気落ちし
た時には力付けになり、混乱している時には、安らぎを与えてくれます。わか
らないことがあったら、これを使って答を受け取ることもできます。誰かを助
けたい時には、これが大いに役立ちます。自分にも人にも効果があるのです。
これは、場所を問わず、子どもも大人も使えて、生活をより実り豊かで快適に
するので、遠い昔から、愛用者が数え切れないほどいます。しかも無料！
さあ、そのアイテムとは？

それは、祈りです。祈りを宗教的な行為と考え

て敬遠していた人も、ぜひ、試してみて下さい。祈ることが習慣となっている
人たちは、素晴らしい効果を繰り返し体験してきました。習慣としていなかっ
た人でも、奇跡を経験した人は大勢います。
「苦しい時の神だのみ」だけではなくて、たとえば、英語が上手になりたいとか、
あなたのひそかな願いを、こっそり神さまに打ち明けてもいいのです。誰かの
ことを助けてあげられたらと思うけれど、自分では何もできない、そういう場
合も、祈りのパワーは無限です。祈りによって、自分にはできっこない、そう思っ
ていたことが、現実になるかもしれません。いえ、それが起こるのです。
このアクティベート誌には、皆さんがすぐに試せるよう、具体的な祈りの効
果や祈りの心得などが載っています。ですから、あなたも試してみてください。
きっと日常生活に欠かせないアイテムとなるでしょう。そして、どんなことで
試してみたか、小さな事でも大きな事でも、私たちに手紙を書いて知らせてく
ださい。
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その時、夫はタイタニック号に！
1912 年 4 月のことです。寝返りを打つばかり
で、眠れない夜を過ごしていた女性がいました。
突然、夫のことが心配でたまらなくなったので
す。夫はその頃、大西洋の真ん中を航海してい
るタイタニック号で帰国の途についていました。
何時間も、その女性は夫のために熱心に祈りま
した。朝の 5 時頃になって、ようやく深い安心
感に包まれ、眠りについたのでした。
ちょうどその頃、夫のグレイシー大佐は、氷
山に衝突して沈没寸前のタイタニック号で、他の男性たちと一緒に、救命ボートを水面に
下ろそうと無我夢中でした。大佐は自分が助かるという望みは完全に捨てて、女性や子供
を救おうと必死でした。
ついに船が海底に向かって沈み始めると、大佐は巨大な渦巻きに飲み込まれました。本
能的に氷のように冷たい水中を泳ぎ始めた大佐は、心の中でこう叫んでいました。「いとし
い妻よ、さようなら。また会う日まで！」 心の底から、妻への最後のメッセージを届けよ
うとしたのです。
少しすると、思いがけなく、大佐は
水面に浮かび上がり、そばには、ひっ
くり返った救命ボートが漂っていま
した。大佐は他の数人と共にそのボー
トによじ登り、翌朝、救助されたので
した。
グレイシー大佐が帰宅してから、二
人は自分たちに起こった事を話しま
した。そして、大佐は、妻が祈って
いたのは、自分が最も危険な状態に
いた時だとわかりました。さらには、
夫は大丈夫だと、妻の心に主が安堵感
を与えてくれたのも、まさに大佐が救

祈りの翼にのって、
私たちの重荷は飛び去り、
心配という荷も軽くなり、
重く沈んだ心は引き上げられ、
神の素晴しい愛の香油でいやされる！
そして、愛情深い天の父は、
私たちの問題や恐れや絶望をすべて理解し、
目の涙をぬぐってくれる。
私たちがあらゆる重荷を、
祈りの翼にのせて
主の元へたずさえていくならば。
―作者不詳

助された時間だったのです！
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魅力をひきだすには･･･

自分は何て魅力がないのだろう、と思ったこ
とはありますか？

女性であれ、男性であれ、

した表情や笑顔、
さりげない心づかいなどが「魅

性別や年齢に関係なく、いつも輝いていて、多

力」であったりします。それは内面の美しさや

くの人に愛されている、そんな人を見て、自分

強さと大いに関係があるからです。また、その

もそんなふうになれたら、と思ったことはあり

人の考え方や生き方が魅力となっている場合も

ますか？ 別に職場や学校の人気者にならなく

あるでしょう。

てもいいけれど、もうちょっと魅力ある人間に
なりたい、と思ったことは？
ここでは、流行や一時的な人気に左右されな
い、真の魅力について探ってみたいと思

実は、すべての人には魅力があります。今こ
れを読んでいるあなたにも、魅力的な部分が幾
つもあるのです。なぜそれを断言できるのかと
いうと、神は、人を創造する時に、愛をこめて、

います。そもそも魅力とは何でしょう。

一人一人、特別な魅力をその内に備えてこの世

辞書には、
「人の心をこころよく引きつ

に送り出されるからです。ただ、多くの場合、

ける力」( 大辞林 ) とあります。それ

その才能や魅力が十分に引き出されていないの

は「心をこころよく引きつける」の

です。何か言葉では言い表せないけれども、自

であって、自分の魅力を見せびらか

分の中に「眠っている」可能性を感じたことは

そうとする人には、誰もあまり魅力
を感じないことでしょう。

ありませんか？
聖書には「人は外の顔かたちを見、主は心を

魅力というと、ルックスの良さ

見る」( サムエル記上 16:7) という言葉があり

を思い浮かべる人もいるかもし

ますが、神は、内面を大切にされます。そして、

れません。確かに外見がだらし

ありのままのあなたを愛しているのです。

なかったり、清潔でなければ、

世界にたった一つしかない貴重な宝石は、も

魅力どころの話ではありません。

のすごく高価で、値段がつけられないほどで

でも、真に魅力ある人は、容姿以上の何か
4

があります。容姿というより、その生き生きと

しょう。そして、世界に二つとない存在、それ
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こそ、あなたです！

どんなにお金を出しても、

あなたと同じ人は見つからないし、どんなテクノ

うかを気にしすぎること自体が、魅力を失せさせ
ている場合もあるのです。

ロジーをもってしても、同一の人間を創ることは

さて、そうは言っても、自分は人のことまで考

できません。神にとって、あなたは唯一の存在で

える余裕はないし、自信もないと思われるかも

あり、神は最初に創造したままのあなたを愛して

しれませんね。自分のことを考えてしま

いるのです。

うのは人間性の一つです。しかし、自分

ですから、無理に自分以外のものになろうとす

のことを忘れて他の人の事を考えられる

る必要はありません。自分が人と異なっていると

のは、神の性質であり、それが神の愛で

か、劣っていると感じて、何かでおおい隠す必要

す。聖書には、神は愛であり、また霊だ

はないのです。神があなたを愛してくださってい

とあります。(1 ヨハネ 4:8、ヨハネ 4:24)

て、あなたが神の目に尊い存在であることを信じ

霊とは、英語でスピリットです。だから、

るなら、ありのままの自分でいることができます。

あなたの心が神からの愛やインスピレー

ですから、自分の魅力を引き出すための必須条

ションで満たされていて、あなたのスピ

件の一つは、自分が神に愛されているかけがえの

リット ( 霊 ) が幸せなら、他の人のこと

ない存在であること、そして神は何があっても自

を考えるのがもっと自然にできるように

分を愛するのをやめないことを覚えておくことで

なります。そして、それは魅力となって

す。神の愛は無条件であり、あなたが何をするか、

あなたからあふれ出ることでしょう。ぜ

しないか、どんな性格か、ましてやどんな外見か

ひ、神の愛を受け取ってください。ただ、

によって、その愛が薄らいだり、消えてしまうこ

次のように祈って、神の愛の表れである

とはありません。神はあなたに完ぺきさを求

イエスを心に受け入れればいいのです。

めてはおらず、尊いあなたを愛をもって
見守り、助けていきたいと思って
いるのです。

「イエス様、今、私の心をあなたに開きますの
で、あなたの無限の愛で満たしてください。それ

「でも、他の人は自分

によって、私が自分のこと以上に、他の人のこと

をそのようには見てない

を思いやり、あなたの愛を与えることができます

よ、家族だって、友だちだっ

ように。イエスの名前で祈ります。アーメン。
」

て・・・」とか、
「自分は平凡
でつまらない人間だ」
、
「何々さ

この祈りを祈った今、あなたの心の中には神か

んに比べたら、魅力ゼロ」などと

らの永遠の愛があります。だから、自分がどう見

思う人もいるかもしれません。うぬ

えるかを心配したり、間違いを恐れるのではなく

ぼれは良くありませんが、劣等感や

神の愛をもって一歩踏み出してみてください。そ

自分を低く評価して悩むのも禁物です。

して、自分が持っていないものについて嘆くので

それは、自分のことばかり気にしている証拠だか

はなく、神があなたに与えられたものを最大限に

らです。魅力を引き出すもう一つの大切な要素は、

使って生きようと決心してみてください。そうす

自分のことを忘れて、他の人のことを考えること

れば、あなたの内に隠されている才能や美しさが

です。自分のことばかり考えている人に、あなた

引き出され、磨かれてくることでしょう。そして、

は魅力を感じるでしょうか ? デービッド・バー

祈りを通して神とつながりを持つなら、すべての

グは、
「自分を幸せにしようとあくせくするので

魅力を引き出すことができます。神は、あなたの

はなく、他の人を幸せにしようとするなら、幸せ

内にある魅力を引き出し、あなたの可能性を最大

のほうがあなたにやってくる。それは神の法則だ」

限に発揮させる方法を知っているからです。

と言いました。だから、自分が魅力ある人間かど
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祈 るとこん なことが･ ･ ･
人の悩みや各自が置かれている立場や環境は、それこそ多種多様です。けれども、そのすべての
場合に助けとなる最高の手段があります。それは祈りです。祈りを通して、神はどんな問題も解決
するのを助けてくださるし、どんな質問にも答え、そして、あらゆる心痛をいやし、悲しい時には
慰め、喜びを与えてくれます。
ここに、祈りの効果をあげてみました。でも、これで全部ではなく、他にもまだまだあります。
祈りのパワーをあなたも試してみませんか？

１．不可能を可能に！ 願いを現実に！

４．励ましと勇気

祈りは、神が、人の願いや必要とするものを与え

祈ることで、悲しい時には慰めを、がっかりして

るための手段です。
「求めよ、そうすれば、与えられ

いる時には元気を、もうだめだ、と思う時には、進

るであろう。捜せ、そうすれば、見いだすであろう。

み続ける勇気を見いだすことでしょう。悪く思える

門をたたけ、そうすれば、あけてもらえるであろう。

ことが起こっても、祈りは、それをイエス自身が見

すべて求める者は得、捜す者は見いだし、門をたた

ているように、正しい見方で受け止めるよう助け、

く者はあけてもらえるからである。
」

心の平安を与えてくれます。
「主は心の打ち砕かれた

１

者をいやし、その傷を包まれる。
」４「わたしのうちに

祈ることで、神は、それが人にとって良いもので
あれば、その願いや必要なものを与えてくれます。

思い煩いの満ちるとき、あなたの慰めはわが魂を喜

祈りは、不可能を可能に、願いを現実にする力があ

ばせます。
」５

るのです。

５．正しい決断が下せる
２．心にやすらぎを

人生という迷路も、祈りによってイエスに導いて
もらうことができます。問題や厳しい決断に直面し

憂うつで悩んでいるなら、祈ることで、心は安ら
ぎ、新たな意欲がわいてきます。
「すべて重荷を負う

た時に、イエスはどうすべきか示し、思いを確立し、

て苦労している者は、わたしのもとにきなさい。あ

歩みを導くと約束しています。
「すべての道で主を認

なたがたを休ませてあげよう。
」とイエスは言いまし

めよ、そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにさ

た。

れる。
」６

３．前向きになれる

６. アイデアがわく

２

人生をもっと前向きに見られるようになります。

祈ると、新しいアイデアがわきます。イエスが、

み こころ

いったん祈って問題を神にゆだねたなら、御心にし

良いアイデアを教えてくれるのです。
「わたしに呼び

たがって神が解決してくださるとわかるので、心配

求めよ、そうすれば、わたしはあなたに答える。そ

しないでいる助けとなり、状況をもっと楽観的に見

してあなたの知らない大きな隠されている事を、あ

られるのです。
「神は、神を愛する者たち…と共に働

なたに示す。
」７

いて、万事を益となるようにして下さることを、わ

７．問題を事前に防ぐ

たしたちは知っている。
」３

祈りを通して、問題が起こる前に警告を受けられ
るので、それが起こるのを防ぐことができ、問題が
１
２

6

マタイ 7:7-8
マタイ 11:28

３
４

ローマ 8:28
詩篇 147:3

５
６

詩篇 94:19
箴言 3:6

７
８

エレミヤ 33:3
箴言 1:33

９
１０

ヤコブ 5:15
詩篇 32:5

１１

詩篇 138:3
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起こった場合にも、解決策となるアドバイスを受け

ために出来る最小のことではなく、最大のこと」と

られます。
「わたしに聞き従う者は安らかに住まい、

いう言葉があります。私たちができることには限り

災に会う恐れもなく、安全である。
」８

がありますが、祈ることによって、時と場所を越えて、
神ご自身が、祈りの相手のために働いて下さること

８．心と身体のいやし

になるのですから。誰かのために祈ってあげること、

病もいやされます。
「信仰による祈は、病んでいる

それは、その人への愛や気づかいの現われであり、

人を救い、そして、主はその人を立ちあがらせて下

神はその大いなる愛の内に、その人の人生にもふれ、

さる。かつ、その人が罪を犯していたなら、それも

導いて下さることでしょう。

ゆるされる。
」９

v v v
祈りは神とのホットライン。２４時間、あなたの

９．ゆるし

祈りを受け付けます。

過ちも、ゆるされます。
「わたしは自分の罪をあな

v v v

たに知らせ、
自分の不義を隠さなかった。
わたしは言っ

天の銀行は、神が人のために設立した宇宙一のメ

た、
『わたしのとがを主に告白しよう』と。その時あ

ガバンク。神を信じて祈りを差し出し、イエス・キ

なたはわたしの犯した罪をゆるされた。
」１０

リストという名前を言うならば、あらゆる良いもの
を、望むだけ引き出せる。

１０．内面の強さ
静かに物事を考え、神の思いを知る時間を取るこ
とで、内なる力がわき、人生の困難な時を乗り越え
る強さが増し加わります。
「あなたはわたしが呼ば
わった日にわたしに答え、わが魂の力を増し加えら

v v v
夜、眠る前の祈りは、心の重荷を神に任せて、ぐっ
すり眠るのを助ける。
朝一番の祈りは、神から力をもらって、新鮮な気
持ちで一日を始めるのを助ける。

れました。
」１１

v v v
神への感謝の言葉で始める祈りは、神に、もっと

他の人のための祈り：

祈りにこたえたいという気持ちにさせる。

祈りには上のような数々の効果がありますが、他
の人のために祈るならば、その効果はどんどん広がっ
ていきます。
「他の人のために祈ることは、その人の

フリカの人里離れた村で、クリスチャンの原
住民の少年が高熱でうなされていました。宣
教師である医師は、あらゆる手を尽くしましたが、
氷のうが必要でした。でも、医師はさっさとその考
えを払いのけました。氷を手に入れるには、険しい
道を何日も行かなくてはなりません。
「息子のために神は氷を送ってくださらないで
しょうか。説教の中で、神はご自分の子供たちの
ために喜んで奇跡を行われるとおっしゃいました
ね？」 病気の少年の母親がたずねました。
「確かに…でも、ここに氷ですって？」
宣教師の言葉には耳も貸さず、母親は言いました。
「祈りましょう。
」

ア
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v v v
人が祈る時ほど、お金もかけずに多くを達成でき
ることはない。

そこで二人は祈りました。宣教師の祈りは漠然と
していましたが、母親は単刀直入にこう祈ったので
した。
「主よ、息子のために氷が必要ならば、あな
たはそれを送ることが出来ます。そう信じます！」
そう祈った途端、クルミほどの大きさの氷が転
がり込んできました。外を見ると、ひょうが降っ
ているではありませんか。
母親は思わず叫びました。
「神は素晴らしい方法
で答えてくださった！」
ひょうが降ったのは一部の地域だけだったので、
村の作物に被害はありませんでした。少年は回復
し、この奇跡の知らせは近隣の村々に広がり、皆
の信仰があおられたのでした。
7

祈り — でもどうやって？
祈りの効果は沢山ありますね。でも、
「どうやっ

神はその愛を示すために、自分の息子イエス･

て祈るのか見当もつかない」とか、
「自分の祈り

キリストを地上に送って下さいました。イエスは

なんて神は聞いてくれるのだろうか」と思う人も

普通の人間として生まれ、人と共に地上で暮らし、

いるかもしれません。

人にわかる方法で、神がどんな存在かを示しまし

実は、祈りは堅苦しい儀式ではなく、親友と交

た。そして、人間としての喜びや悲しみや痛みな

わす、心のこもった会話ようなものです。しかし、

どを経験することで、人間のことを深く理解し、

悲しいかな、神とそのように話せると思っている

神と人との間の橋渡しとなって下さったのです。

人は少ないことでしょう。自分は信心深くもない

イエスは言いました。
「わたしと父とは一つであ

し、善人でもないとか、神は雲の上の存在で、自

る。
」
（ヨハネ 10:30） だから、あなたも、イエ

分の悩みなんか聞いてくれないと思う人もいるで

スを心に受け入れることで、神とつながることが

しょう。または、何らかの罪悪感があったり、神

できます。そして、イエスは誰でも求める人の心

はただ怖い存在に思えたり・・・。

の中に入って下さるのです。

けれども、神は、私たち一人一人と親

では、どうしたらイエスとの関係を築いていく

しくなりたいのです。私たちと

ことができるでしょうか。人と人との絆を強める

ごく自然な形でコミュニケー

には、頻繁に、心と心の通じ合う正直なコミュニ

トし、有意義で、報いの

ケーションをすることが必要ですね。イエスとの

ある関係を築くことを

関係においても、祈りを通して、心と心のコミュ

願っています。そし

ニケーションをすることが大切です。

て神は、私たち

けれども、主にどうやって話すのでしょう。何

の毎日の生活

か特別なことをしなければならないのでしょう

をより良くし

か。信じられないかもしれませんが、それは、と

たいのです。愛

ても簡単です。

にあふれる神の

静かな場所で、自分のとなりにイエスが座って

存在は、私たち

いるところを思い描いてみて下さい。そして、親

がするすべて

しい友人や家族に話すのと同じように、イエスに

の こ と に、 新

話すのです。声に出してもいいし、心の中で話す

しい広がり

のでもかまいません。ただ、心にあることをイエ

を与えてく

スに伝えてみて下さい。

れることで

実際、どこにいようと、何をしていようと、主

しょう。

に語りかけることができます。教会の建物や何か
特別な場所にいなくてもかまいません。決まった
姿勢もありません。祈りとは、自分の心と神の心
をつなぐホットラインだからです。
主は眠ることがなく、いつでも話しかけること
ができます。つたない言葉でもかまいません。主
はあなたの心を見られます。主に、自分の夢や願
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い、悩み、質問でも何でも話してみて下さい。

とも、私たちの

イエスはまた、私たちに話しかけたいとも思っ

祈りを聞いてそ

ておられます。愛と励ましの言葉を語りかけた

れに取り組んで

い、悩みを解決してあげたいと思っているので

いることを教え

す。イエスはすべての答えを持っていますが、私

て下さるでしょ

たちが耳を貸さないなら、どうやってそれを伝

う。 そ の こ と

そこには静けさがある。

えられるでしょうか。私たちは、イエスが私た

がわかるだけで

神の声に耳を傾けるためであれ、

ちの心に語りかけ、何かの思いを与えられる時、

も、心に安らぎ

願い事を伝えるためであれ、

それがイエスの声であるとわかるよう学んでい

が得られ、山の

ただ神の御前にいること、

く必要があります。

ように立ちはだ

それが祈りだから

耳を傾ける番であれ、話す番であれ、私たち

かる問題が消え

はイエスと思考速度でコミュニケートできます。

去る助けになる

E メールよりも速いのです。祈りの言葉を口にす

ことでしょう。

祈りはとてもシンプル…
そっと扉を開き、
神の御前に出て行くようなもの。

―作者不詳

あなたも、祈りを通して、主と親しい関係を

る前にさえ、私たちの思いはイエスの耳に届き、
そして即座に答えを受け取ることができるので

築いていって下さい。主は、あなたの永遠の友

す。いつも完全な答えや私たちが望むものがす

として、いつもあなたを助け、導いてくれるこ

ぐに与えられるわけではないですが、主は少なく

とでしょう。

あ

る牧師は、教会にやって来るみすぼらし

な影響を与えました。グチをこぼしていた患

い身なりの老人を見るたびに、わずらわ

者たちが明るくなり、病棟全体に笑い声が響

しく思っていました。その老人は、毎日正午
に決まって教会にやって来ては、ものの数分

ある日のこと、一人の看護婦がジムに言い

もしない内に出て行くのです。「いったいあの

ました。
「病棟の人達がこんなに変わったのは、

人は何をしているのだろう？」 牧師は教会の

あなたのおかげだと、みんな言っていますけ

管理人に、その老人にわけを聞くように言い

ど、あなたはいつも幸せそうですね。」「ええ、

ました。何と言っても、建物の中には高価な

幸せにならずにはおれないんです。見舞いに

装飾品が置いてありますから。

来てくれる人のおかげなんですよ。毎日、そ

「祈りに来るんですよ。」 老人は管理人の問
いかけにこう答えました。

の人が私を幸せにしてくれるんです。」
「お見舞いですって？」 看護婦は不思議に

「そんなことを言って。あなたはいつだって

思いました。ジムは身寄りのない、孤独な老

すぐに出て行ってしまう。あれじゃあ、祈っ

人で、誰も見舞いに来ていないのを知ってい

ているとはいえないじゃないですか。」

たのです。「お見舞いの方って…その人はいつ

「ええ、私は長い祈りはできませんが、毎日

みえるのかしら？」

１２時になるとここに来て、『イエス様、ジム

「毎日ですよ。」 そう答えるジムの目は、明

です』と言い、それから少し待って、帰るん

るく輝いていました。「そう、毎日、正午に

です。短い祈りですが、イエス様は聞いて下

来て私のベッドの足元に立たれるんです。私

さるんです。」

がその人を見ると、その人はほほ笑んで、こ

その後しばらくして、ジムは大ケガをして
入院したのですが、同じ病棟の人たちに大き

Vol.3-2

き渡ることもしばしばでした。

う言ってくださるんですよ。『ジム、イエスだ
よ』ってね。」
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英 語 が上 手 に なりたいですか？
私 が学んだヒケツ

H

まつもとあきこ

I

高校時代、私は英文法や英作文の授業についていけ

あちこち意味がわかりません。誰かが英語を話してい

ず、先生の説明を子守歌に、よく居眠りしていました。

る時には、わからなくても、何となくわかっているフ

熟睡中にいたずら好きの男子生徒たちから、
「睡眠中！

リができましたが、翻訳はそうはいきません。またも

起こさないで下さい」という張り紙を机に貼られたこ

や幾度もお祈りをしました。

ともあります。また、先生に指されて英文を読み、し

そして、人手不足らしくて、翻訳するものが次々に

どろもどろに訳して座ると、隣の席の優等生が言いま

送られてくるようになりました。ただ、２年位たって

した。「あなたって、訳すのが本当にヘタね。」 塾に

も、ファミリーで翻訳者となることが神さまの召しだ

も通ったし、中学の成績は良かったのに。

なんて夢にも思いませんでした。だから何度、神さま

だから、ファミリーに出会ってイエス様を心に受け

に尋ねたことか・・・。「こんな私が翻訳だなんて！

入れ、ファミリー・メンバーとして、外国人の宣教師

英語の学校か何かに通ったほうがいいのではないです

家族と働き始めた時には、３歳の子に、「英語がわか

か。」 けれども、その度に神さまは私に、「心配いら

らないのね」と同情される始末で、子供向けの物語を、

ない。必要な能力はわたしが備えてあげるから」と言

子供に助けてもらいながら読みました。たまたま持っ

われました。

ていた英語の聖書も、どうせ読めないからと、古本屋

そして、いつ頃からか、前はちんぷんかんぷんだっ

さんに売ってしまいました。そして、誰かに国際電話

た英語の海外ニュースが徐々に理解できるようになっ

などかかってこようものなら、取り次ぐのさえパニッ

ていました。友人の紹介で、プロの方たちと翻訳や

ク！

通訳の仕事を一緒にしたりもしました。高校のクラス

でも、外国人の宣教師たちがかけてくれる優しい言

メートが見たら仰天することでしょう。

葉さえすぐわからないもどかしさに、ついに、一人で

これは神がどんな祈りにも答えてくれることの証明

祈りました。「ああ、イエス様、英語が人並みにわか

です。また、英語エリートになろうとしていたのでは

るようにして下さい。」

なく、つたない英語を使ってでも困っている人を助け

すると、お祈り効果が出て、ゆっくりですが、少し

たり、神さまの愛を伝えようとしたから神が祝福して

ずつわかるようになりました。ただ沢山の言葉は覚え

下さったのでしょう。と言っても、すべては神の計画

られないので、単語帳にしょっちゅう聞く言葉 ( かな

で、私はそれに導かれただけですが。

り初級の言葉ばかりでした ) を書き留めて、電車で復

ですから、英語が苦手で悩んでいる人がいたら、
「お

習したりしました。そして、どうやら、子供向けの読

祈り効果」を試してみて下さい。「知恵に不足してい

み物は意味がわかってきたので、ファミリーの出版担

る者があれば、その人は、とがめもせずに惜しみなく

当の人に、子供用の絵本の翻訳を手伝わせて下さいと、

すべての人に与える神に、願い求めるがよい。そうす

恐る恐る手紙を出したら、宛先違いで届かず、代わり

れば、与えられるであろう。」 ( ヤコブ 1:5) そして、

に、担当者たちは私が翻訳したがっていると他から聞

何についても言えることですが、決してあきらめない

いたらしく、テストもせずに、いきなり大人向けの英

こと！

文記事を送ってきました。困りました。訳すも何も、

ているかもしれないから！
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雨の日のバーベキュー？

上山 陽子

夏に、私たちは、学生を対象としたバイブルキャン
プを開催しました。三日間、和気あいあいの雰囲気で
楽しく聖書を学び、最終日の午後は、海辺でバーベ
キューをする予定でした。事前に時間をかけて準備し
たものの、天気予報では降水確率が高く、雨が降らな
いためには人知を超えた力が必要でした。ちょうど、
参加者全員と天候が変わるようにと祈り終わった時、
窓際を通った人が何も知らずに声をかけてきました。
「雨が降ってきたよ。」 それを聞いて、みんなの顔が
曇りました。とても楽しみにしていた最後のイベント
が中止になるなら、せっかく遠くから来てくれた参加
者の人たちはがっかりするでしょう。主は助けて下さ

たが彼らを愛しているだけでなく、何事でもすること

るのでしょうか。

ができる奇跡の神であることを示して下さい。今すぐ

学生たちと何人かが片付けをしている間、私たちは
集まって再度必死に祈りました。どうすべきかわから
なかったのです。すると主は私たち全員にはっきりと、

に天気を変えて下さい。」
車から降りると雨はかなり弱まりました。それでも、
少し離れた屋根のあるところに準備しようと、その場

「行くように」示されたのです。「これはあなたがたが

所を見ると、先客がいました。雨はまだ降っています。

奇跡を見るためである」「神には何でもできないこと

もう、
主の約束に信頼するしかありません。
「あっち（海

はありません」という聖書の言葉を主は思い起こさせ

辺）に運ぼう」と声をかけ、私たちはついに食材や全

てくれました。

ての荷物を降ろし始めました。すると誰かが叫びまし

信仰が新たにされた私たちは、窓の外の雨に構わず、

た。
「雨が止んだ！」 全員が空を見上げました。本当

参加者たちに出発することを伝えたのでした。心配そ

に止んだのです！ あれが偶然だと言うなら、全ての

うな彼らに私たちは、「止むから大丈夫ですよ」と言

「偶然」の定義は「奇跡」と書き換えられるべきでしょう。

いました。２台の車に乗り込んで出発する時も、雨は

それから２時間以上、私たちは主のしてくれたこと

しっかり降っていました。窓を流れ落ちる雨を見なが

をほめ称えながら、バーベキューにビーチバレー、記

ら、「きっと雨が必要な人たちがいるんだよね」と前

念撮影と、心行くまで楽しみました。途中で、しばら

向きに受け止めようとする人や、それにうなずく心優

く晴れ間さえ見えたのです。全てを終えて片付け、興

しい人たちに、「祈ったから、イエス様はきっと雨を

奮冷めやらぬままに荷物を積み込んで車が走り出す

止めてくれるよ」と答えつつ、心の中では、不安を打

と、何と、また雨が車を濡らし始めたのです！

ち消すように必死に奇跡を求めて祈り続けたのです。

たときにはかなりの本降りになっていましたが、私た

20 分後、目的地の海辺についてもまだ雨は降り続

ちの心は喜びの太陽の光で満たされていました。主の

いていました。ちょっと小降りになったものの、バー
ベキューをするには屋根のある場所を探さなくてはな
りません。最後の願いを込めて、私たちはそれぞれの

着い

愛を感じた彼らは解散する前、口々にこう言いました。
「自分で体験した今、祈りが答えられることも、イエ
ス様の存在も疑うことできません」と。

車の中で心から祈りました。「主よ、聖書を学び始め

きっと主は微笑みながら、一生懸命、主の助けを求

たばかりの彼らに、あなた自身を現して下さい。あな

める人に応える機会を心待ちにしているのでしょう。
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黙示録が予告していた
現代のテクノロジー

「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。この刻印は、その獣の名、または、その名の数字のこ
とである。ここに、知恵が必要である。思慮のある者は、獣の数字を解くがよい。その数字
とは、人間をさすものである。そして、その数字は六百六十六である。
」( 黙示録 13:16-18 )

だからです。その体制下では、す

と電子銀行業務の出現した現代に、

驚異的です。イエスと出会うまで

べての人が番号を振り当てられ、

初めて実現可能となったのです。

は一介の漁師だった使徒ヨハネが

それなしには、売ることも買うこ

現在、買い物の支払い手段とし

予告しているのは、およそ２千年

ともできなくなると書いてありま

て、現金やクレジットカード、デ

前に、未来のグローバル経済体制

す。この預言は、コンピューター

ビットカード、電子マネーなどが

聖書の黙示録にあるこの預言は、

12
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あります。

現在、グローバルなキャッシュ

聖書はこう警告しています。「お

さらに、様々な国で導入されて

レス社会への準備が進められてい

およそ、獣とその像とを拝み、額

いるのが、スマートカード (CPU［中

ます。光ファイバや人工衛星、コ

や 手 に 刻 印 を 受 け る 者 は、 神 の

央演算装置］つきの IC カード ) で

ンピューター・データベースが、

怒りの杯に混ぜものなしに盛られ

す。外見は普通のクレジットカー

想像もつかないような方法で世

た、神の激しい怒りのぶどう酒を

ドですが、小さいコンピューター

界のコントロールに使用される可

飲み・・・獣とその像とを拝む者、

チップが埋め込まれていて、所有

能性は十分あります。現金や小切

また、だれでもその名の刻印を受

者の銀行口座に瞬時にアクセスで

手を廃止する政策を推進している

けている者は、昼も夜も休みが得

きるばかりか、パスポート情報や

国々もあり、その他の多くの国で

られない。」( 黙示録 14:9-11)

医療記録、運転免許証、写真、福

も、通貨なしの様々な取引業務方

だ、日用品を買うために一種の身

祉手当受給資格など、ありとあら

法を実験中です。およそ２千年前

分証明と経済的刻印を受け入れた

ゆる情報を蓄積できるのです。す

に使徒ヨハネが受け取った怖ろし

というだけの理由で、神がそのよ

でにフランス、カナダ、ドイツ、

い啓示を実現に至らせるハイテク

うな厳しい罰を与えることはあり

イギリスでは、合計９千万枚以上

手段が出現したのです。

ません。これは、単なる経済的な

の健康保険スマートカードが使用
されています。
現金がお払い箱になる時代が近

た

選択ではなく、何を崇拝するかの

影の支配者

問題なのです。

そして、聖書によれば、世界の

そして、反キリストは、自分に

づいています。キャッシュレス社

最高統治者が現れ、世界中の人に

協力するのを拒む人々に対して大

会の提唱者たちの説く根拠は、麻

自分を崇拝するよう要求しますが、

迫害を行います。しかし、ついに

薬取引の撲滅など説得力があるも

それは、ただごう慢だからではあ

は神が介入され、イエス・キリス

のばかりです。現金を使っての麻

りません。サタン ( 悪魔 ) 自身に

トが再臨し、自分に従う民を救い

薬取引は打撃を受け、多くの金目

乗り移られているためなのです。

出し、悪の軍勢を打ち破り、地上

当ての犯罪行為がなくなると言わ

「龍［悪魔］は自分の力と位と大い

れています。ニセ札の心配もなく

なる権威とを、この獣（反キリス

なるでしょう。

トである、世界の統治者）に与え

埋め込みチップ

た。」( 黙示録 13:2)
サタンが自分の操り人形である

に愛の王国を打ち立てるのです。
( マタイ 24:21, 29-31)
「獣をもその像をも拝まず、その
刻印を額や手に受けることをしな
かった人々がいた。彼らは生きか

しかし、現金やクレジットカー

反キリストに、世界統一制度を徹

えって、キリストと共に千年の間、

ドが完全に姿を消す前に、絶対確

底させようとする目的とは、世界

支配した。」( 黙示録 20:4)

実な身分照合システムの導入が必

中の人に、サタン自身を崇拝させ

須です。小売業者は、カードを差

るためなのです。

し出す客が間違いなくカードの所
有者本人であることを確認できな
くてはいけません。

ですから、世界統一政府が樹立
され、その統治者に忠誠を誓うこ
とや、崇拝さえ要求されても、だ

６６６に気をつけろ！
というわけで、その「獣の刻印」

まされてはいけません。経済的な
利点を持ちかけられても、あるい

安価で実用的な解決策は、スマー

を受け入れるのは、ただの経済的

は、刻印と番号を拒否する者は罰

トカードに埋め込まれたチップと

選択ではなくなるでしょう。社会

すると脅されても、愛と崇拝は真

同様のチップを人間の皮膚に埋め

の向上に役立つ、テクノロジーの

の神に捧げましょう。神は、あな

込むことです。そうすれば、店の

飛躍的進歩のように見せかけてい

たの創造主であり、あなたのこと

バーコード・リーダーに類似した

ますが、それを自分の意志で受け

を愛し、気づかっています。神を

スキャナーで情報が読み取れるの

入れることは、悪魔にとりつかれ

信頼するなら、将来もずっと助け

で、本人かどうかの確認をする手

た反キリストを崇拝するという「宗

てくれるでしょう。

間もコストも省けるのです。

教的な」決断となります。
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意見が違っても、口論にならないためには
ります。
「売り言葉に買い言葉」のように、自分の言葉
や態度や声の調子のせいで、相手も余計に構えてしま
い、反発しがちになるのです。
相手が間違っていると思っても、
「それは間違いだ！」
「あなたは間違っている！」などと断言する代わりに、
穏やかで思いやりあるマナーで、こう提案するのはよ
いでしょう。
「それもそうですね。ただ、この方法でや
ることも考えてみてはどうでしょう」
、
「もしかしたら、
今回はこれをしてみるのもいいかも」などと。自分の
意見を考慮してほしいなら、相手に考える余裕を与え
ることも大切です。
口論は、愛と尊敬の欠如から起こることがよくあり
家で宿題をしていた子供が言いました。
ます。心が愛で満たされていれば、言葉や態度も愛で
「ねえ、第一次世界大戦はどうやって始まったの？」
満たされるでしょう。
「神は愛である」と聖書にありま
父親が答えました。
「それはね、ドイツがベルギーに侵攻したからだよ。
」 す。( １ヨハネ 4:8) ですから、神に祈って、愛と知恵
を求めましょう。また、聖書は、人間関係についての
すると、すかさず母親が言いました。
神からの賢明なアドバイスの宝庫でもあります。そこ
「そうじゃないでしょう。誰かが暗殺されたからで
から学ぶのも助けになるでしょう。ここに紹介したの
しょう。子供に間違ったこと教えないでよ。
」
は、そのほんの一部です。
父親はむっとして言いました。
v v v
「おまえはいつも口を出すんだから。さっきの答で
合ってるんだ。
」
人はすべて、聞くに早く、語るにおそく、怒るにお
母親は、立ち上がると、ドアをばたんと閉めて、キッ
そくあるべきである。
（ヤコブ 1:19）
v v v
チンでがちゃがちゃ音を立ててお皿を洗い始めました。
子供は言いました。
争いの初めは水がもれるのに似ている、それゆえ、け
「パパ、どうして戦争が始まるか、わかる気がする。
」
んかの起らないうちにそれをやめよ。( 箴言 17:14）
v v v
v v v
家庭でも、
職場でも、
また友だち同士や恋人同士でも、 柔らかい答は憤りをとどめ、激しい言葉は怒りをひ
時々、意見の食い違いがあります。人によって考え方
きおこす。( 箴言 15:1)
v v v
は異なるので、それは当然のことですね。では、それ
が口論に発展することなく、うまく結論に至るには、 愛を追い求める人は人のあやまちをゆるす。
どうしたらいいでしょう。
( 箴言 17:9)
v v v
たとえば、自分の考えが一番良いと思っていると、
それを押しすぎて、上の話のように口論になってしま
言葉を出そうと、心にあせってはならない。
うことがあります。もちろん、自分の意見は言うべき
（伝道の書 5:2 後半）
v v v
であり、結論を左右するかもしれない要素や重要な情
報を知っているなら、ただ黙っているべきではありま
へりくだった心をもって互に人を自分よりすぐれた
せん。
者としなさい。( ピリピ 2:3)
v v v
けれども、自分の意見を強く言い、議論がましくな
ると問題です。たいていは、物事が適切に運び、正し
互に忍びあい、もし互に責むべきことがあれば、ゆ
い結論に至るのを願っているだけかもしれませんが、 るし合いなさい。主もあなたがたをゆるして下さっ
高圧的で強い口調になってくると、その場に緊張が走
たのだから。( コロサイ 3:13)
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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。）
祈りによって、
人生に油をさしなさい。
そうすれば、
物事はもっと円滑に運ぶ。

笑いは、緊張をほぐし、
まわりの人をホッとさせ、
ほしいものが全部そろわなくても
人生を楽しむ助けとなる。

一番の聞き上手とは、
相手の立場になって
話を聞く人。

Oil the machine of your life
with prayer and it’s bound
to run smoother.

Laughter relaxes tension, reassures
those around you, and helps you
to enjoy life even when you don’t
have everything you want.

The best listener is someone
who puts himself in the
other person’s shoes.

「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.3-2
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祈るなら・・・
祈ることは、あなたにできる最小限のことではなく、最大限の
こと。だったら、もっと祈るべきではないだろうか。
祈りにはパワーがある。わたしのパワーがほしいなら、祈らな
くては。祈りとは何だろうか。天とつながること。コミュニケー
ションだ。巨大な源からくみ出すこと。それは、人の一番大切な
役目に忠実にであること。祈りとは、心の安らぎ、信仰、完全な
信頼である。
祈りは、わたしの平安をあなたにもたらす。祈りは効果があり、
あなたを励ます。物事の成り行きを変える。祈りはいやし、回復
させ、元気にし、築き上げる。祈りは謙虚であること。祈りはわ
たしの愛。あなたの祈りがわたしの手を動かし、わたしを行動に
かきたてる。祈りには必ず結果が伴う。祈りは、人類の救い。
何より大切なのは、祈りはわたしとあなたを一つにすること。
祈りは、わたしたちを溶け合わせ、あなたがわたしの力を使える
ようにする。
愛をこめて、イエスより

