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今の世の中に不安を感じますか？

最近、愛する家族や子供たちのことが心配でならないという人が増えています。

毎日のように恐ろしいニュースを聞いていると、私たちを取り巻く危険をひしひしと

感じずにはいられません。また、自然災害も増えています。少し前に日本で大きな地

震が発生した時、それが自分の郷里で起ったことをニュースで知った友人は、電話が

不通だったために何時間も家族の安否がつかめず、不安にさいなまれました。

自分に、または家族や親しい人に突然起こるかもしれない出来事を思うと、私た

ちの心は揺れ動き、不安を感じます。何が起こってもおかしくない世の中だと感じて

いる人は少なくないことでしょう。地震や津波などの自然災害、悲しい事故や凶悪な

犯罪、恐ろしい伝染病、環境問題など、数え上げたらキリがありません。

親たちは、子供を学校に送ることにも、公園で遊ばせることにも不安を抱くよう

になっています。今の社会では、のびのびと人間らしく生きるのが難しくなってしま

っているのです。「治安に関する世論調査」(内閣府、2004 年 )では、「ここ 10年で、

自分や身近な人が犯罪に遭うかもしれないと不安になることは多くなった」と思う人

が 80% を越えています。

　というわけで、子どもに常に防犯ベルを持たせたり、警備会社と契約したり、保険

に加入したり、防災対策を講じたり、人によって様々な対応をしています。確かに危

険に備えるのは良いことですが、そのどれも、１００％安全を保証するわけではあり

ませんし、心に真の安心感を得るためには、それ以上のものが必要です。自分や家族、

親しい人々を守るにはどうしたらいいのでしょう。また実際に災いが降りかかっても、

それを乗り越えるにはどうしたらいいのでしょう。

　このアクティベート誌では、そのことについて取り上げると共に、神さまの奇跡的

な保護の実話も紹介しています。どんなに暗く思えても、そこには希望があります。

なぜなら、奇跡の神は、今も、そして永遠に生きていて、私たち一人一人を気づかっ

てくれているからです。

　このアクティベート誌を読んで、皆さんが心に希望と安らぎを覚えられますように。

アクティベート編集部
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トンビにさらわれた小鳥

アイちゃんに起こった奇跡

　昔、私はアイちゃんというインコを飼っていました。

アイちゃんは、以前、飼い主のミスで寒い夜にカゴご

と外に置き去りにされ、たった一羽生き残ったのです。

そのせいか、人間嫌いになり、金切り声をあげたり、

かみついたりするので、飼い主は手を焼いていました。

そこで私が引き取ったのです。こちらが愛情を示せば

示すほど、アイちゃんは心やさしい鳥に変わっていき

ました。そして、手乗りにすることに成功しました。

　さて、ある日私は、友人と鎌倉の稲村ヶ崎公園にピ

クニックに行くことにしました。今にしてみれば愚か

なことでしたが、アイちゃんも連れて行きました。海

岸沿いの道路を歩いていると、上空のトンビに気づい

て、アイちゃんを Tシャツの中に入れました。

　けれども、公園の丘の上について、アイちゃんを外

に出した途端、アイちゃんは丘のふもとのほうに飛び

出してしまいました。すると、どこからともなく、ト

ンビがさーっと飛んできて、アイちゃんをさらって

いったのです。その太い爪をアイちゃんの身体に食い

込ませると、空高く舞い上がっていきました。もう誰

も止められません。私は声が出ず、ただ、「イエス様」

と心の中で叫ぶのが精一杯でした。

　すると、突然、トンビがアイちゃんを放したのです。

アイちゃんは、ひらひらとらせん状に下降していきま

した。私は、公園の茂みなどくまなく探し回りました。

上空にはあのトンビも旋回しています。でも見つから

ず、涙ながらに祈っていると、ふと、公園の横の大き

な道路の向かい側のレストランの前に何かが見えまし

た。アイちゃんでした。その白い羽根は血で真っ赤に

染まり、足も折れて、目を閉じていましたが、息はし

ていました。

　トンビが捕まえた獲物を放すなんて、普通はありえ

ないことです。天使がトンビの頭を思いっきりたたい

たのでしょうか。しかも、アイちゃんが車の行き交う

道路に落ちなかったのも奇跡です。私は急いで家に連

れ帰り、友人の幼い子供達と共に、アイちゃんの命を

助けて下さいとお祈りしました。

　すると、最初は、動くどころか、目を開けさえしな

かったのが、三日目には目を開き、少しずつ動いて餌

を食べるようになりました。やがて足も治り、羽根も

美しく生えかわって、また美しい白い鳥になりました。

私は、トンビにさらわれて生還した鳥の話は聞いたこ

とがありません。神さまは、アイちゃんの命を再び救っ

てくれたのでした。

　それから私は引っ越し、友人がアイちゃんの世話を

してくれました。時々訪問しましたが、ある日、神さ

まは私に、アイちゃんは長寿をまっとうして、もうす

ぐ天国に行くと教えてくれました。だから、アイちゃ

んを肩に乗せて、天国の話をしてあげました。アイちゃ

んは、逃げたりもせず、私の顔を見上げながらじっと

話を聞いていました。それから私は言いました。「ア

イちゃん、さようなら。また天国で会う日まで・・・。」

　１週間後、アイちゃんが天国に行ったことを聞きま

した。

　讃美歌にもなった、「一羽のスズメさえ、主は守り

たもう」という聖書の言葉は真実です。インコのアイ

ちゃんがそれを証明してくれました。きっとアイちゃ

んは天国からこう言っていることでしょう。「そうよ、

だから神さまは、あなたも守ってくれるんですよ。」

(まつもとあきこ )
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２２年前の２月

２５日、病院の手

術室から緊急救命

室棟へ向かう途中

のエレベーターで、

私はガラス製の保

育器の上に手をお

いて、「娘の命を助

けて下さい、『タリ

タ・クミ』」と叫んでいた。中には、へその緒も

血もついたままの生まれたままの長女が意識のな

いまま寝かされていた。聖書の中で、イエス・キ

リストは、「タリタ・クミ（少女よ、起き上がり

なさいの意）」と言って、死んでいた少女を生き

返らせた。(マルコ 5:35-43)

私は、その場面を思い浮かべながら、無意識の

内に声をあげて祈っていたのだ。

話は、娘の出産の前にさかのぼる。病弱だった

家内が妊娠したのを知った後すぐ、医者から自然

出産は無理だと言われた。家内の骨盤が未発達で

子供の大きさと同じだと。

心臓に欠陥があり、片耳が幼児期の病気で聞こ

えない家内にとって、何かがいつも人と違ってい

た。今回も違っていた。私達夫婦の願いは自然出

産であったが、その夢も最初から砕かれてしまっ

た。元気に生まれるだろうか・・・。それは恐れ

との戦いでもあった。

家内が帝王切開のため手術室へと運び込まれる

とき、口には呼吸器のマスクが掛けられ、ストレ

ッチャーの上で眠っていた。その無表情な寝顔を

見て、私の心に不安がよぎった。ドアが閉まり、手

術中のランプが灯った。その後、時間の進み具合が

とてもゆっくりに感じられた。うまくいく、そう思

わなければならないのに、まだ信仰を知ったばか

りの私の心には不安と意味のない恐れがうごめい

ていた。４５分の予定が、１時間、１時間半たっても、

扉は閉じたままだ。まるで廊下で丸一日待ったよ

うな気がしていた。そして、２時間が過ぎた頃、長

い沈黙が破られ、扉が勢いよく開いて、家内ではな

く、看護士が車輪のついた保育器を押して、「緊急

です」と声を荒げながら出てきた。

「起きたか」・・・不安が目の前で起きたのだ。

とっさにエレベーターに一緒に乗り込んだ。「女の

子でした。赤ちゃんが泣かないんです。呼吸も無

く、危険です。緊急処置室へ運びます。」　看護士

が真っ黒な雲に覆われた表情で冷たく言った。そ

の冷たさは氷のようで、外の寂しい曇り空の冷た

さと同じだった。それが、これでもか、これでも

かと、私の心を恐れで堅くした。エレベーターが

最上階にさしかかった時、私の脳裏に、聖書の中

で読んだ物語が横切った。「そうだ、イエスはあの

少女をよみがえらせた。」「タリタ・クミ、その一

言で少女を生き返らせたんだ。」

エレベーターでのわずか１５秒ほどの間だった

が、我を忘れて保育器の上に手を乗せてイエスと

同じように「タリタ・クミ、タリタ・クミ、・・・・」

とその言葉を繰り返した。イエスはここにいて働

いている、それが現実に感じられた。だから、そ

の言葉に力があり、今それを実現させるかのよう

に私は命じていた。

エレベーターが止まり、扉が開くと、そこは未

熟児や異常出産で生まれた赤ちゃんを救命する特

別室だった。看護士が急いで娘を保育器から取り

医療ミスから守られた小さな命

阿部政之（47 歳、青森市在住）

「タリタ・クミ-- 少女よ、起き上がりなさい!」
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出すと、娘は小さく泣き声をあげた。真っ青だっ

た顔に少し赤みがさし、「おぎゃあ」と、か弱い

声で泣き始めた。それまで感情を殺していた看護

士が娘を抱きかかえ、喜びで顔をくしゃくしゃに

して、「よかった」「よかった」と何度も声をあげた。

それは小さな奇跡として、その日の産科棟のニュ

ースになった。

それから一ヵ月後、娘が仮死状態で生まれてき

たことを知った。役所の職員からそれを聞いた。

事故があったことで医療費が保証されるとのこと

だった。今で言えば医療ミスで、家内は部分麻酔

を受けるはずだったのに、新しい麻酔薬が使われ、

処方ミスで全身に麻酔がかかり、家内の命も危な

かったそうだ。そして、母体に入った麻酔が娘ま

で届いたのだ。娘は４, １６０グラムの巨体で生

まれたが、未熟児のための保育器に入れられた。

麻酔のダメージで胃腸が機能せず、一ヶ月その病

と闘った。家内も異常な手術処置の影響で体をこ

わし、２週間様々な症状に苦しんだ。

「恐れはその人に及ぶ」という聖句がある。ま

だ信仰の初心者だった私は、恐れと不安に圧倒さ

れ、自分の心に招いた不安を現実のものとしてし

まったような気がする。しかし聖書には「からし

種ほどの信仰があれば山をも動かす」という言葉

がある。巨人のように立ちはだかる不安や恐れも、

からし種ほどの信仰があれば消滅させられるの

だ。私はただ、「タリタ・クミ」、そう口にしてイ

エスに働いてもらうことしかできなかった。確か

に聖書の約束通り、イエスは奇跡を行ってくださ

った。まさに死んでいた娘を生き返らせてくださ

った。心配や恐れという暗闇と格闘しなくてもい

いのだ。闇を払う一番の方法はただ光を入れるこ

と。漆黒の闇でさえ、ろうそくのような小さな光

で照らされる。小さな光、それは、神はご自分が

約束されたことを果たされるという素朴な信仰。

それは、神は最善を知っているからこの状況をお

任せしようという安心なのだ。

それから、成長していく娘のために何度も小さ

な祈りをイエスに祈ってきた。恐れや不安が幾度

となく訪れ、津波のようにすべてを奪っていこう

としたが、その度に「からし種ほどの小さな信仰」

をもって祈りを捧げた。そしてイエスは働かれ、

からし種の信仰は報われた。あの日、エレベータ

ーの中で呼吸が停止し、脳に酸素が行かなかった

のに、決定的な脳へのダメージは起こらず、娘は

乗り越え、今年大学を卒業する。娘には、その赤

ちゃんの頃について何の記憶も無い。その時、狭

苦しい保育器に入れられている写真が残っている

だけだ。

あれから、３人の男の子が生まれ、その次に長

女が願っていた妹ができた。子供たちはみんな元

気に育っている。

　不可能が可能となった。家内や私の「からし種

の信仰」にイエスは答えてくださった。そして、

家内も特別な体験をした。麻酔で仮死状態になり、

魂が体から抜け出た。そして命が霊であることを

知った。それは永遠の命への信仰へと導いた。神

は我われの幸福を願う神、まさに「愛」そのもの

である。

イエスが少女をよみがえらせる（聖書より）

彼らが会堂司の家に着くと、イエスは人々が大声で泣いたり、叫んだりして、騒いでいるのをごら

んになり、内にはいって、彼らに言われた、「なぜ泣き騒いでいるのか。子供は死んだのではない。眠っ

ているだけである」。人々はイエスをあざ笑った。しかし、イエスはみんなの者を外に出し、子供の

父母と供の者たちだけを連れて、子供のいる所にはいって行かれた。そして子供の手を取って、「タ

リタ、クミ」と言われた。それは、「少女よ、さあ、起きなさい」という意味である。すると、少女

はすぐに起き上がって、歩き出した。十二歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚

きに打たれた。（マルコ：5:38-43）
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危機一髪！
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成田征太郎 (79 歳 )：

私は当時、銀座で会社を経営していました。その夜、

私は熟睡していましたが、突然、何かの物音で目を覚

ましました。（実はそれはガラスの割れた音だったの

ですが）　暗くて何も見えないが、確実に人の気配が

自分の寝室に近づいてくるのを感じたのです。

実は、私はその頃、聖書を学び始めたばかりでした。

ビジネスの世界にどっぷり浸かっていた私が聖書に興

味を持ったのは、キリスト教の考え方がとても新鮮で

したし、私はいつもこの目に見える世界を超えたもの

があると感じていたからです。霊についての不思議な

体験も幾つかありました。この時は、ファミリーの宣

教師から、神と共に悪魔も存在すること、悪魔は人が

正しいことをするのを妨害しようとするが、その力は

決して神の力には及ばないことを教わったばかりでし

た。宗教改革者として有名なマルチン・ルターも、聖

書の翻訳中に悪魔に向かってインクを投げつけて、そ

のシミは今も壁に残っているそうです。そして、「悪

魔に立ち向かいなさい、そうすれば、彼はあなたがた

から逃げ去るであろう」という聖書の言葉（ヤコブ 4:7）

を暗記するよう勧められました。頭の固かった私は、

覚えられた聖句はそれ一つだけでした。

さて、この見えない何かが近付いていると知った時、

私はすぐに、これは悪魔の攻撃に違いないと思いま

した。「悪魔め、もう来たのか！」と思い、がばっと

起き上がって叫びました。「悪魔に立ち向かいなさい。

そうすれば彼は逃げ去るであろう！」　その途端、足

音がぴたっと止まりました。しばし、静寂がありまし

た。しかし、少しすると足音がまた近づいてきました。

私はそばの照明に手を伸ばし、スイッチを入れて大声

で叫びました。「悪魔に立ち向かいなさい・・・」　す

ると、足音は止まり、今度は、再び近づいてはきませ

んでした。あたりが完全に静かになったところで、私

はまた眠りにつきました。「悪魔をやっつけたぞ」と

満足しながら・・・。

危機一髪！危機一髪！
--真

夜中の侵入者

-- 真
夜中の侵入者

東京・世田谷の閑静な住宅街の朝だった。その一角に住む成田蔦子は、玄関の窓ガラスが割られて

いると家人から教えられ、驚いた。しかも、土足の足跡がそこから夫・柾太郎の寝室へとまっすぐ続

いているではないか！　夫の寝室は静まりかえっていた。もしや・・・蔦子は青ざめた。心臓の鼓動

が早くなり、胸が張り裂けそうだった。夫は殺されているのでは・・・いや、祈ろう、とにかく必死

に夫の無事を祈った。一歩一歩近づいて行って、寝室のドアを開けると・・・。

これは、テレビドラマではなく、実話です。成田さん夫妻が東京の世田谷に住んでいた時に起こっ

たことで、その時のことを、柾太郎さんと蔦子さんが語ってくれました。これはまさに奇跡の出来事

だったのです。
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さて、翌朝、家内が部屋に来た時には、私はぐっす

り眠っていました。「お父さん、お父さん」と呼ばれ

て目覚めると、家内が心配顔で私の顔をのぞき込んで

います。「どうしたんだ？」とたずねると、昨夜、強

盗に入られたのだと家内は答えました。足跡は、私

の寝室の真ん前まで来ていました。そうか、あれは悪

魔ではなくて、強盗だったのか・・・。私は、その聖

書の言葉のおかげで命拾いしたのです。私が唯一暗記

していたその聖書の言葉のおかげで。これには驚くと

共に、神の言葉は何と強力なのかと感心しました。こ

の事件は、神への信仰をさらに深めてくれました。こ

こまで危機一髪の状況から自分を救えるものは何もな

かったことでしょう。

成田蔦子 (74 歳 )：

実は、その事件の前に気になることがありました。

その日は日曜日で昼近くまで休んでいて、雨戸を閉め

たままでしたから、留守と思われたらしく、若い男が、

誰も見ていないと思って、そっと庭に侵入してきたん

です。私からはよく見えたのですが、どういうわけか、

窓ガラスが光を反射していて、その男からは私が見え

なかったようです。その男は、私たちが騒いだので退

散しました。それから、この強盗未遂事件が発生し、

私たちは、ほどなく家を引っ越しました。その後で、

ちょうど世田谷の住んでいたあたりで強盗殺人事件が

あり、犯人が逮捕されたことを新聞で知りました。あ

の男に似ていました。うちも狙われていたのですから、

主人はそれこそ殺されていたかもしれません。神さま

が守って下さったことを感謝します。

最後に成田夫妻からひとこと

「今は凶悪事件も増え、不安な方も多いでしょうが、

聖書にある御言葉を信じるなら、神さまの保護が受け

られます。たとえ高い塀を作って強盗が防げたとして

も、悩みや事故や病などはいつでも入り込めます。イ

エス様は良い羊飼いですから、そういうことから私た

ち羊をしっかり守って下さいます。イエス様にお任せ

しているなら、夜も安心してぐっすり眠れるのです。

私たちをどんなことからも安全に守ってくれるのは、

イエス様ですね。」

（成田夫妻は、ファミリーのメンバーとして主の愛と

奇跡を証ししています。）

聖書にある約束

イザヤ 26:3　あなたは、全き平安をもって

その思いをあなたにとめている者を守られ

る。彼はあなたに信頼しているからである。

（欽定訳）

ヨハネ 14:27　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。

詩篇27:1　主はわたしの光、わたしの救いだ、

わたしは誰を恐れよう。主はわたしの命のと

りでだ。わたしは誰をおじ恐れよう。

詩篇 23:4　たといわたしは死の陰の谷を歩

むとも、わざわいを恐れません。あなたがわ

たしと共におられるからです。あなたのむち

とあなたの杖は、わたしを慰めます。

詩篇 34:4　わたしが主に求めた時、主はわ

たしに答え、すべての恐れからわたしを助け

出された。

箴言 29:25　人を恐れると罠におちいる。主

に信頼する者は安らかである。

詩篇 46:1,2　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 91:5-7,10　あなたは、夜の恐ろしいも

のをも昼に飛んでくる矢をも恐れることはな

い。また暗闇に歩き回る疫病をも、真昼に荒

らす滅びをも恐れることはない。たとい千人

はあなたのかたわらに倒れ、万人はあなたの

右に倒れても、そのわざわいはあなたに近づ

くことはない。わざわいはあなたに臨まず、

悩みはあなたの天幕に近づくことはない
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　世の中でいろいろな恐ろしい事件や災害などが

起こると、しばしば不安を感じずにはいられませ

ん。自分の身にそんなことが起こったら、または、

愛する家族や身近な人にそれが起こったらどうし

ようと考えるのです。

　けれども、人は不安や恐れをずっと抱いている

だけでも、身体の調子を悪くしたりします。聖書

には「完全な愛は恐れを取り除く。恐れには苦悩

が伴う」とあります。( １ヨハネ 4:18)　恐れは、

人を心身共に苦しめるのです。ですから、まさ

に「完全な愛」の源である神に信仰を持つことは、

大いに助けとなります。自分は神に愛されている

こと、神にいつでも助けを求められるのだと知っ

ていることで、嵐の真っ只中でも安らぎを覚えら

れるのです。

　しかし、神は、ただ安心感をくれるだけではあ

りません。信仰は、弱い人のためだ、自分は十分

強いから、そんなものはいらないと考える人にも

一考してほしいことがあります。それは、信仰と

は単なる気休めや現実からの逃避ではなく、信仰

を通して、どんなに激しい嵐が来てもしっかりと

大地に根をはって立っている大木のような揺るぎ

ない内面の強さを持つことができ、不可能とも思

える状況から守られ、救い出されることができる、

ということです。イエスが語ったたとえ話にある

ように、砂の上に建てた家は洪水や大風によって

倒れるけれども、岩の上に建てた家はびくともし

ません。信仰こそ、その岩、土台なのです。

　ここで、神が何千年にも渡ってそれが真実であ

ることを証明してきた約束を幾つか紹介したいと

最高の保護！
安全と心の安らぎのために

思います。聖書には、「災

いはあなたに臨まず、悩

みはあなたの天幕に近づ

くことはない。これは主

があなたのために、天

使たちに命じて、あな

たの歩むすべての道

で、あなたを守らせ

られるからである。」と

いう神の約束がありま

す。(詩篇 91:10)

　その約束通り、聖書

の中では、神が人々を

奇跡的に守った箇所が

数え切れないほどあり

ます。「十戒」の映

画の中で、モーセ

がイスラエルの民を

エジプトから脱出させ

るために紅海を二つに分け

るなど、神が起こした奇跡の

数々を覚えている方もいるかも

しれません。驚くべき奇跡は、イ

エスを通して、またイエスの弟子たちを通

してもなされています。そして現代に至るまで、

神の保護の奇跡は世界の至る所で起こっているの

です。

　どんなに雨が降っても、頑丈で大きな傘の下に

いれば濡れないですむように、私たちも神の愛と

いう大きな傘の下で神からの保護が受けられるの

8



9Vol.3-3 9Vol.3-3

です。「あなたが水の中を過ぎる時、わたしはあなた

と共におる。川の中を過ぎる時、水はあなたの上に

あふれることがない。あなたが火の中を行く時、焼か

れることもなく、炎もあなたに燃えつくことがない。」 

（イザヤ 43:2）

また、めんどりは、危険が迫ると、翼の下にヒ

ヨコを集め、翼でおおってヒヨコを守り

ます。聖書には、主も、主の子供達に

対してそれと同じことをすると書い

てあります。「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）

　また、神はこう語

ります。「恐れては

ならない、わた

しはあなたと共

にいる。驚い

てはならない、

わたしはあなた

の神である！　わ

たしの永遠の腕があな

たを支える。」( イザヤ

41:10、申命記 33:27)　

神はいつもそばにいて、一

時もあなたを離れることはあ

りません。「わたしは世の終わ

りまで、いつもあなたと共にいる」

と約束しているからです。（マタイ 28:20）

　

　さて、「アメージング・グレース（驚くばかりの恵み）」

という讃美歌があります。その曲は、「驚くべき恵み。

神は自分のような汚れた人間をも救ってくれた。」と

いう内容で、日本でもゴスペルソングとして歌われる

機会が増えました。しかし、この曲を作ったジョン・

ニュートン (1725-1807 年 ) が元・奴隷商人であった

ことはあまり知られていません。何の罪もな

いアフリカ人を集めては船に乗せ、過酷な扱

いをし、奴隷として売り飛ばしていたのです。

しかし、船が嵐にあって遭難し、もうだめだ

と思われた時に、彼は生まれて初めて「神様、

助けて下さい」と叫びました。そんなことを

した自分に驚くほどでしたが、無事、生き延

びることができました。のちに、彼は牧師と

なって、神に一生を神に捧げたのでした。

　大嵐にあいながら、船が無事に故国に戻れ

たのも奇跡ですが、ニュートンの改心も奇跡

でした。残酷きわまりない行為をしていた彼

が救われたのは、まさに驚くべき恵みです。

これは、人がどんなに罪深くても、神の御子

イエスを信じるなら、ゆるされ、心の安らぎ

と天からの保護を確かなものにすることがで

きるという良い例です！　

ですから、自分は神とは遠い存在と思えて

も、神がその愛のゆえに、この地上につかわ

した神の御子イエスを受け入れるなら、あな

たも神の子となる力を受けられるのです。(ヨ

ハネ 1:12)　神は、最良の父親であって、深い

愛をもって守ってくれます。

　神と神の愛は、本当に素晴らしいです！　

今、あなたの心の扉を開いて、イエスに入っ

て下さいとお願いするなら、イエスはそうし

て下さり、永遠にあなたを守り導いて下さる

のです！　　

　ただこう祈って下さい。「イエス様、私のす

べてのあやまちをゆるして下さい。今、心に

入って、あなたの永遠の愛と命を与えて下さ

い。あなたの保護の約束を信じ、恐れではなく、

安らぎを持つことができますように。私や私

の愛する人々をどんな危険からも守って下さ

い。イエス様のお名前で祈ります。アァメン。」

　この祈りをしたなら、イエスは常にあなた

と共にいて、人には決して与えることのでき

ない最高の保護を与えてくれます。そして、

どんな状況にあっても、希望と安らぎと愛で

満たしてくれることでしょう。
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　「人々が安心して住める快適な社会」は昔から誰

もが願ってきたことでしょう。しかし、ここのとこ

ろ、人が冷たくなった、信用できなくなった、治安

が悪くなった、と感じている人が少なくありません。

最近の犯罪や事件を見ると、これまでの常識の範
はんちゅう

疇

を超えたものが増えており、いったいどうしてそん

なむごいことを、と思うような事件が相次いで起こ

っています。そのことを考えると、二千年前にイエ

ス・キリストが終わりの時のしるしとして予告した、

「不法がはびこるので、多くの人の愛が冷えるであ

ろう。」( マタイ 24:12) という言葉を思わずにはい

られません。また、使徒パウロはこう言いました。「終

りの時には、苦難の時代が来る。その時、人々は自

分を愛する者、金を愛する者、大言壮語する者、高

慢な者、神をそしる者、親に逆らう者、恩を知らぬ

者、神聖を汚す者、無情な者 ( 自然の情愛のない者

—英欽定訳 )、融和しない者、そしる者、無節制な者、

粗暴な者、善を好まない者、裏切り者、乱暴者、高

言をする者、神よりも快楽を愛する者・・・となる

であろう。」(２テモテ 3:1-5)　 

さて、「終わりの時」と聞くと怖いと思う人もい

るようですが、それは地球のすべてが滅びてゼロに

なる時ではありません。「終わりのとき」には、社

会はますますひどくなり、続いてクリスチャンへの

迫害が起こり、患難期がありますが、その後には、

多くの人の愛が冷える

イエスの再臨によって新しい時代の幕開けとなるの

です。もともと神は人類のためにとても美しい地球

を創造し、人が自然をよく世話し、互いに助け合っ

て幸せに暮らすことを願っていましたが、人は自分

の選択や生き方によって、地球を今のような世界に

してしまいました。ですから、神は再び、ご自分の

息子イエスを地球に送り、今度は神が直接支配する、

愛と喜びに満ちた新しい時代を始めるのです。これ

らのことは、すべて聖書に書かれています。

　ところで、最近の時代の変化について、ただ人々

が自己中心的で利己的になったと解釈するだけでは

十分ではありません。聖書は、終わりの時には、人々

をますます悪へと向かわせる霊の勢力が力を増すの

で、私たちは霊の内で戦わねばならないと警告して

います。

　それは、悪魔の勢力です。神の存在について信じ

ていても、悪魔については定かでない人もいるかも

しれません。聖書によれば、悪魔はもともと神によ

って創造されました。悪魔は、ルシファーとも呼ば

れ、光をかかげる天使として天にいたのですが、お

ごり高ぶって、自分が神になることを望んだために、

すべての天使の３分の１を引き連れて堕落したこと

が聖書に書かれています。( イザヤ 14:12-15, エゼ

キエル 28:13-17) 悪魔は、それ以来、常に神に敵

対して働いてきました。

-- 終わりの時と悪魔の誘惑
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神と悪魔はよく対等な立場で戦っているように思

われていますが、実はそうではありません。悪魔の

力は到底、神の力には及びません。聖書には、「あ

なたがたのうちにいますの ( イエス )は、世にある

者 ( 悪魔 ) よりも大いなる者」とあります。( １ヨ

ハネ 4:4)　イエスは、地上にいた時に幾度も、悪霊

につかれた人から悪霊を追い出し、弟子たちにも、

またイエスを信じる人々にも、それをする権威を授

けました。

　さて、「悪魔が、自分の時が短いのを知り、激し

い怒りをもって、おまえたち ( 地や海 ) のところ

に下ってきた」( 黙示録 12:12) とある通り、終わ

りの時には、悪魔は激しい霊的な攻撃を仕掛けてき

ます。そして、エデンの園でアダムとイブを狡猾に

そそのかしたように、今も、「食いつくすべきもの

を求めて歩き回って」( １ペテロ 5:8) おり、人々

の思考に取り入って悪い選択をさせようとするので

す。「良心とは、心の中で聞こえる神の声」だとい

う言葉がありますが、それなら、悪いことをするよ

うにと語る声は、心の中で聞こえる悪魔の声だと言

えるでしょう。悪魔は、この地上で、人間の思いと

体と霊を支配しようと戦っています。悪魔の目的は、

神が人間を救おうとするのと正反対で、人を滅ぼす

ことです。だから、悪魔は人々の心に忍び込んで、

人を殺したり、または、自ら命を絶つようにそその

かしたりもするのです。

ある人は、こう証言しています。「人間関係やも

ろもろのことに嫌気がさしていたところ、『おまえ

の魂を引き渡すなら、誰にも邪魔されない静かな世

界に連れて行ってあげよう』という声を幾度も聞き

ました。その声に、とても心をひかれました。それ

からは、強い自殺願望のゆえに、高いビルにのぼる

ことや線路に近付くことさえ危険だとわかっていま

した。さいわい、ある時、宣教師の人たちと出会い、

祈ってイエス・キリストを心に受け入れてからは、

生きる希望がわき、その声を聞くこともなくなりま

した。」

ですから、全ての声が神からではないことを覚え

ておきましょう。自分の心にささやく声が、不満や

恨みを抱かせ、ますます不幸せにさせるなら、それ

は悪魔からです。しかし、たとえそのような声が聞

こえてきたからといって、　あなたが自分や誰かに

危害を加えるようになる、というわけではありませ

ん。人が罪を犯すのは、誘惑に負けてそれを実行し

てしまった時だけです。恨みや憎しみ、否定的な感

情というものは、そのままにしておけば、どんどん

強まり、悪魔にとって格好の足がかりになってしま

います。だから、使徒パウロはこう言ったのです。

「怒ることがあっても、罪を犯してはならない。憤

ったままで、日が暮れるようであってはならない。

また、悪魔に機会を与えてはいけない。」( エペソ

4:26,27)

悪の霊の影響がますます強まっている現代社会

で、悪魔からの否定的な思いや誘惑をはねのけ、健

全な思いを持ち、プラス思考で幸せに生きていくに

は、あなたの心を明るく励ましになることで満たし、

神のみ言葉を学んだり、祈ることによって、心を

清く強く保つことが必須です。「すべて真実なこと、

すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純

真なこと･･･があれば、それらのものを心にとめな

さい。」(ピリピ 4:8)　神の言葉は、最強の「お守り」

です。悪魔が誘惑し、嘘をついてきた時、イエスは

まさにそうやって反撃したのです。イエスは「こう

書いてある！」と言って、聖句を引用し、立ち向か

ったのでした。(マタイ 4:1-11)　

そして、祈りを習慣とすることで、イエス・キリ

ストや聖霊と直接つながり、心と思いを常にその愛

で満たしてもらうようにしましょう。「神が私たち

に下さったのは、臆する霊ではなく、力と愛と健全

な思いとの霊なのである。」(2 テモテ 1:7　欽定訳 )

自分は弱い、とても戦えないと感じる時も、この

イエスの言葉を覚えていて下さい。イエスがあなた

のために祈っているのです。「見よ、サタンは、あ

なたがたを麦のようにふるいにかけることを願って

許された。しかし、わたしは、あなたの信仰がなく

ならないように、あなたのために祈った。それであ

なたが立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやり

なさい。(ルカ 22:31,32)
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私たちを見守る天使たち

まで安全に守って下さいと祈ると、突然、部屋

のソファに二人の天使らしい姿がぼーっと浮かび

ました。恐怖心は全くなく、ああ、守ってくれて

いるんだという安心感で、間もなく眠りにつきま

した。（よく言われることですが、幽霊と違って、

天使の存在を感じる時には、とても温かくて愛さ

れている気持ちがするそうです。）

　翌朝、６時半に、どさっという音で目が覚めま

した。何と、天井に渡してあった先の尖った金属

のパイプがベッドの真ん中に落下したのです。パ

イプは、わずか１５センチ離れた所に、身体や

顔と平行に落ちたのでした。もしベッドの真ん中

に寝ていたら、直撃されていたことでしょう。尖

った先が突き刺さる可能性だってあったと考える

と、ぞっとしました。でも不思議なことに、いつ

も寝相の悪い私がどういうわけか、寝入った時と

　天使は、ただの迷信や錯覚ではありません。霊の世界は、目には見えませんが、とても現実的なもので、

天使はその中で神のしもべとして重要な役割を果たしています。聖書には、そのことについて多くの記

述があり、また、現代でも天使に助けられたり出会ったりした証言が沢山寄せられています。

神は天使を送られる
　必要な時に、神は天使 ( または「御使い」) を送ってくれ

ます。もしかしたら、人はその翼の音を肩越しに聞いたり、

視界のはしにちらっとその姿を見るかもしれません。または、

その天使とは、道に迷った時に助けてくれて、その目は思い

やりに満ち、生き生きとしていたおじいさんかもしれません。

または、万事はうまくいくという暖かさと安らぎと確かな安

心感は天使からかもしれません。あなたを守ることを任務と

している守護天使もいます。

　この世の中で、天使の助けはますます必要になってくる

でしょう。ですから、神はもっともっと送ってくれます。神

はあなたを愛し、気づかっていて、天使を送って助けるのも、

その愛のしるしの一つなのだと知ってほしいのです。ですか

ら、神が助けてくれると信頼しているなら、いつも天使が見

守ってくれるでしょう。あなたの世話をするために神が送っ

てくれる、自分専属の天使(たち)が一緒にいてくれるのです。

デービッド・ブラント・バーグ

地上最強のガードマン
「主の使は主を恐れる者のまわりに陣をしいて彼ら

を助けられる。」（詩篇 34:7）

天使の一つの任務は、私たちを保護することです。

イエスは、一人一人のために守護天使を送ってくれま

す。たとえ、私たちが気づいていなくても、彼らは眠

ることなく、私たちを見守ってくれているのです。天

使は休息を必要としません。重力の影響を受けず、疲

労したり、空腹になることもないからです。一日 24

時間、週 7 日間、一年 365 日、絶えず休むことなく任

務についています。私たちには地上最強のガードマン

がついているのです！　

　証言：旅先での出来事でした。私は、暴風のた

めに不安で眠れないでいました。建物もギーギー

と不気味な音を立てて揺れています。それで、朝
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同じ体勢で、ベッドの端で寝ていたのです。私は

心から天使が守ってくれたことを感謝しました。

もしかしたら、天使たちは、朝まで身体を固定し

ていてくれたのかもしれません。なぜか、片方の

肩がとてもこっていたのです・・・。

聖なるメッセンジャーたち
　御使い ( 天使のこと ) は、聖書の原語であるヘブル

語でもギリシャ語でも、「メッセンジャー」(使者 )と

いう意味です。そして、その言葉のとおり、様々な時

代において、天使は神からのメッセージを伝えるため

に遣わされています。

乙女マリアに、彼女が救い主イエスを身ごもるとい

う知らせを伝えたのは、天使ガブリエルでした。( ル

カ 1:26-38) イエスが生まれた夜には、天使の一団が

空いっぱいに現れて、羊飼いたちにキリストの誕生を

知らせました。また、ヨセフとマリアに、「危険が迫

っているので、赤ん坊を連れてエジプトに逃げるよう

に」と警告を与えたのも天使でした。

困難な状況から救い出してくれる天使たち
　イエスの弟子の一人、使徒ペテロが投獄された時に

現れた天使について、このような記述があります。「ペ

テロは二重の鎖につながれ、二人の兵卒の間に置かれ

て眠っていた。番兵たちは戸口で獄を見張っていた。

すると、突然、主の使いがそばに立ち、光が獄内を照

らした。そして、み使いはペテロのわき腹をつついて

起し、『早くおきあがりなさい』と言った。すると鎖

が彼の両手からはずれ落ちた。みつかいが『帯をしめ、

くつをはきなさい』と言ったのでそのとおりにした。

それから『上着を着て、ついて来なさい』と言われた

のでペテロはついて出て行った。町に抜ける鉄門のと

ころに来ると、それがひとりでに開いたので、そこを

出て一つの通路に進んだとたんに、み使いは彼を離れ

去った。」（使徒行伝 12 章 6-10 節）

悪の霊と戦ってくれる天使たち
　地上の人間を誘惑したり邪魔するために、悪の霊た

ちは様々な方法で攻撃してきますが、霊の世界には、

私たちのために悪い霊と戦ってくれる天使たちもいま

す。

昔、ダニエルと言う名の預言者がいました。彼は、

国の将来を憂い、神からの啓示を求めて祈っていたの

ですが、悪い霊が邪魔していたためなかなか受け取れ

ませんでした。しかし、ダニエルがあきらめずに、３

週間祈り続けたがゆえに、天使ミカエルが悪い霊と戦

って、ダニエルが啓示を受けられるようにしてくれた

のです。(ダニエル 10:12,13)　

このように、霊の世界での戦いは、大いに私たちの

祈りにもかかっています。天使たちは私たちを助ける

ために待機しているのですが、私たちが真剣に祈った

り、心から助けを求めない限り、行動に出られない場

合があります。ですから、祈りも重要な要素なのです。

聖書には、「御使いたちはすべて仕える霊であって、

救いを受け継ぐべき人々に奉仕するためにつかわされ

た」（へプル 1:14）とあります。また、「私たちはこの

ような多くの証人に雲のように囲まれている」（へブ

ル 12:1）ともあります。私たちは決して一人ぼっちに

なることはなく、常に、私たちを見守る存在が共にい

てくれるのです。ですから、神とイエス・キリスト、

そして、私たちを守り、助けるために送られたこれら

の天使や御使いたちを感謝しましょう。私たちはいつ

でもどこでも、その助けを受けられるのです。

他界した後に、地上の人々を助ける

任務を持つ霊たち
霊の世界から私たちを助け見守ってくれる

のは、天使だけではありません。他界してか

ら、地上にいる自分の愛する人たちや、同じ

ような仕事をしている人を助ける任務を授か

る霊たちもいます。そのような仕える霊たち

は、地上にいる人の実際的な仕事を助けるこ

ともあります。

黙示録を書いたヨハネが神からの啓示を受

け取っていた時にも、そのようなことが起こ

りました。「わたしが［神からの黙示を］見聞

きした時、それらのことを示してくれた御使

いの足元にひれ伏して拝そうとすると、彼は

言った、『そのようなことをしてはいけない。

わたしはあなたやあなたの兄弟である預言者

たちと同じしもべ仲間である。ただ神だけを

拝しなさい！』([ 黙示録 22:8,9] その霊は、

他界した預言者だったのです。
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　ゴールデン・ルールとは、日本語では「黄金律」

と訳されています。これを実践すると、人間関係で

もビジネスでも、個人的な目標達成においてもう

まくいくことを、昔から大勢の人が発見しており、

欧米のビジネス書にも度々登場しています。日本

でもビジネスパーソンが引用することがあります。

　その黄金律とは、イエスが語ったこの一節です。

「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)　まさにそ

の言葉通り、自分が人からしてもらいたいと思う

ことを、人にしてあげることです。この単純さを意

外に思った人もいるかもしれませんが、これこそ、

成功のための黄金律なのです。

　私たちが、家族や友人や職場の同僚や上司など、

日頃接する人たちに望んでいることはいろいろあ

るかもしれませんが、まずは自分から始めること

をイエスは説きました。思いやりを持ってほしかっ

たら、自分から思いやりを示しましょう。優しい

言葉を求めるなら、自分から優しい言葉をかけて

みましょう。

人々の幸せを求めることが、自分の幸せにつな

がります。もし、自分の幸福または自分の会社の

利益だけを追求しているなら、他との摩擦や誤解

が生じたり、信頼を失ってかえって損失になった

り、自分も他の人々も傷ついたりするのは避けら

成功への GOLDEN RULE！--黄金律

れません。

それに、自分のことや自分がしてもらいたいこ

とばかり考えているなら、神から祝福を授かるこ

ともできません。イエスを通して神が私たちに明

らかにされた経済法則とは、「与えよ、そうすれば

自分にも与えられる」(ルカ 6:38) だからです。

聖書にはこうも書かれています。「施し散らして

なお富を増す人があり、与えるべきものを惜しん

で、かえって貧しくなる者がある。物惜しみしな

い者は富み、人を潤す者は、自分も潤される。」(箴

言 11:24,25) 「少ししか蒔かない者は、少ししか刈

り取らず、豊かに蒔く者は、豊かに刈り取ること

になる。」(２コリント 9:6,7)　ですから、与える

ことが、自分ばかりか他の人々をも豊かにしてい

く鍵となるのです。

　そして、この黄金律を守り続けることで、人生

で最も貴重な財産の一つである真の友人をつくる

ことができます。イエスは真の友であって、人生

での喜びや試練や挫折、ビジネスの失敗や成功、失

恋や傷心など、どんなことを経験している時にも、

いつも温かく見守り助けてくれますが、そのほか

にも、真にあなたを気遣い、あなたを理解してく

れるような友人たちに恵まれることでしょう。そ

れを考えるだけでも、神の愛の黄金律を実践した

くなりますね。

--何事でも人々からしてほしいと望むことは・・・

天使の幸せのレシピ

カップ一杯の親切を取り、それを愛とよく混ぜ合わせ、

多くの忍耐と天におられる神への信仰をさらに加えて、

喜びと感謝と陽気さとをふんだんに振りかける。

すると、エンジェル・フードのできあがり、

これを毎週作って、出会う人みんなに分けてあげよう。

c      c      c

c^
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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。）

自分の愛する人々や大切なものを、 

神の手に委ねなさい。 

神はしっかり世話してくださるから。 

Place your loved ones and that 
which is most dear to you in God’s 
hands and He will care for them. 

友情は、自分を忘れて 

人を助けようとする人が 

よく受け取る贈り物。 

Love and friendship are 
gifts most commonly 
bestowed upon those who 
forget themselves and 
reach out to others.

何かに信頼するには 

勇気がいるが、神に信頼すれば、 

より大いなる勇気、 

さらには心の平安を見いだす。 

To trust something other than one’s 
self requires courage. Yet those 
who trust in God find even greater 
courage, as well as peace of mind.



最近は、誰もが将来のことを心配している。その気持

ちはよくわかるよ。今の世の中、自分や家族、自分の住ん

でいる市や国、あるいは世界全体に何が起こるのかと不

安になる理由は幾らでもあるから。この地球は、ストレ

スをかかえて、びくびくしながら生きていかなくてはい

けない場所になってしまった。だから、人は、どこか安全

な隠れ場があったらと思うこともあるだろう。窓も釘付

けにして、外界のことはすべてシャットアウトできたら

と。

 でも、問題がないふりをしても役に立たない。そして、

恐れる必要はないんだ。わたしがあなたを見守っている

から。不安でたまらなくなったら、わたしのもとに隠れ

なさい。危険な状況に直面したら、わたしに助けを求め

て、わたしに守ってもらえるのだと安心しなさい。家族

や親しい人たちを、あなたが自分で見守ってやれなくて

も、わたしに任せなさい。国または世界の危機が訪れても、

あなたやあなたの愛する人々に安全な逃れ場を与えよう。

 だから、心配の種は数々あっても、心配はこれっぽっ

ちもいらない。わたしが守り助けるから！

イエスより愛をこめて

安全な隠れ場


