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賛美の力
世界をおびやかす
ストレス
「うつ」体験を
乗り越える

限界点
夢の不思議

世界をおびやかすストレス
W H O（世界保健機構）は、2020 年までに、世界の病気トップテンの
半分を、ストレスに関連のある病気が占めるようになるであろうと予想し
ています。また、統計的にも、職場ストレスが増加して、世界各地で社会問
題に発展しています。
日本でも、過度のストレスによって心身共にバランスをくずし、長期休業という
ケースが増えています。業績不振、仕事量の増加、人間関係、失業の恐れなど、様々な
要因によって慢性ストレスからうつ病に至るケースもあります。
ストレスは職場に限られたことではありません。ほとんどの人が経済的な要因でスト
レスを抱えています。それに、子育てから来るストレスを抱えた親もいれば、子供までが、
成績を気に病んだり、仲間からの圧力が原因でストレスになっています。リタイヤ ( 退職 )
後の人生を送っている人でも、健康上の問題や、蓄えがどんどん減っていくことでスト
レスとなっている人たちもいます。また、忙しすぎて、休みを取ってどこかに出かける
こともできず、日常生活でもリラックスしてのんびり楽しむ余裕がない人も大勢います。
そこで、ストレス解消をうたい文句に、様々な製品やサービスが宣伝されていますが、
お金がかかるほかに、非能率的であったり、複雑であったり、副作用のあるものさえあ
ります。そして、そのほとんどは、一時的に症状を緩和させるに過ぎないようです。
では、もっと良い方法はないのでしょうか。信じがたいことかもしれませんが、スト
レスやうつに対して、最も安全で、確実な対処法とは、神とのつながりを持つことです。
神が人を創ったのですから、神は誰よりも、私たち一人一人の必要をご存知です。そし
て、私たち一人一人を自分の子として愛しておられる神は、その必要を満たしたいと思っ
ておられるのです。
神は、私たちの魂を救うために、ご自身のひとり子イエス・キリストを地上に送った
ほどに、私たちを愛して下さっています。ですから、私たちの心に安らぎと幸せをもた
らすのに必要なことなら何でもできるし、何でもして下さいます。ただ私たちが神の方
を向くのを待っているのです。
アクティベート編集部
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乗り換え
「憂うつ」線で行っているなら
乗り換えよう
くよくよ泣き言ばかりの時には

それだから、あなたがたに言っておく。

乗り換えよう

何を食べようか、何を飲もうかと、自分

「疑い陰うつ」線で行くのはやめよう

の命のことで思いわずらい、何を着ようか

「陽光」号に座席があるから

と自分のからだのことで思いわずらうな。命

乗り換えよう

は食物にまさり、からだは着物にまさるでは
ないか。

「心配」号に乗っているなら

空の鳥を見るがよい。まくことも、刈ることもせ

乗り換えよう

ず、倉に取りいれることもしない。それだのに、あ

いつまでも座ったままグチをこぼさず

なたがたの天の父は彼らを養っていて下さる。あな

乗り換えよう

たがたは彼らよりも、はるかにすぐれた者ではないか。

ほら、快速「快活」号が到着する

あなたがたのうち、だれが思いわずらったからとて、自

座席もたっぷりあるから

分の寿命をわずかでも延ばすことができようか。

乗り換えよう

また、なぜ、着物のことで思いわずらうのか。野の花がど
うして育っているか、考えて見るがよい。働きもせず、紡ぎ

「不機嫌」線で行っているなら

もしない。

乗り換えよう

しかし、あなたがたに言うが、栄華をきわめた時のソロモンでさ

「特別幸福列車」に乗り換えよう

え、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。

その列車に飛び乗って
「希望」駅に続く路線に
乗り換えよう

きょうは生えていて、あすは炉に投げ入れられる野の草でさえ、神
はこのように装って下さるのなら、あなたがたに、それ以上よくし
てくださらないはずがあろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ。
だから、何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言っ
て思いわずらうな。
これらのものはみな、異邦人が切に求めているものである。あなたがたの
天の父は、これらのものが、ことごとくあなたがたに必要であることをご存
じである。
まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものは、すべて添
えて与えられるであろう。
だから、あすのことを思いわずらうな。あすのことは、あす自身が思いわずらうで
あろう。一日の苦労は、その日一日だけで十分である。
-- 聖書
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マタイ 6 章 25-34 節
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二度の「うつ」体験を乗り越える
せ たに

よしのり

伊勢谷

い

佳典

(36 歳 )

広島県

休んでいても、あせりが募るばかりで、ますますひど
い状態になって、ついには「留年」となりました。今
までの「何でもできる優等生」から「落第生」へ。そ
れはショックでした。
薬の服用による激しい感情の浮き沈みなども経験
しましたが、長い葛藤の末、「自分の人生なんだから、
自分で切り開いていくさ。自分のやりたいように生
きよう」という開き直った考えで立ち直っていきまし
た。それまでは何となく「一流大学から一流企業」と
いう幸せへの図式のようなものに流されていたと思い
ます。
好きなことはとことんまで極める「こり性」だった

高

校時代の私は、成績は良いほうでしたし、多趣

私は、「世界で一本しかないようなこだわりのギター

味でロックバンドのギタリストもしていまし

を作るクラフトマンになる」という新しい目標を持ち

た。青春を謳歌する幸せな日々だったのに、17 歳の

ました。何か形に残るものを作る仕事をしたいという

夏、失望するような出来事が集中して起こりました。

思いは前からあったので、好きなギターを作る仕事は、

普通なら一つ一つ解決していけるはずが、その時は、

ぴったりだと思いました。「留年」しながらも復学し、

すべてが複雑にからみ合って「うつ」状態になってし

今度は、勉強は卒業できる程度にがんばって、ギター

まいました。それまでは「うつ」という言葉すら知ら

について学びまくりました。その筋の専門学校に進ん

ず、すべてがうまくいき、「自信」満々でした。しか

で、とにかく努力して技術を身につけていった私は、

し、心のどこかには「受験戦争」のプレッシャーがあっ

世界でもトップクラスのギターメーカーに就職し、や

て、それから続いていく競走のことを考えると不安に

がて、有名なプロミュージシャンのギター製作を任さ

もなっていました。でも、それを色々な事でごまかし

れたりもするようになりました。それから、将来結婚

ていたのです。

してもいいなと思えるくらいの女性とも出会い、その

しかし、「うつ」状態になって、「自分は本当に負け

当時は何よりも彼女が大切でした。

てしまうかも」と考え始めた時には否定的な思いを止

しかし、すべてが揃っていて、自分は何て幸せなん

められなくなり、「自分は本当は何もわかっちゃいな

だろうと思っていた生活にも終わりが来てしまいまし

いんだ」と、自信喪失してしまったのです。

た。色々な出来事があり、結局彼女と別れてしまった

それは事実でしたが、その状況から出るために、

のです。自分の幸せをあまりにも彼女との関係に頼っ

「よーし、一歩一歩がんばるぞ」と気持ちが切り換え

ていたので、心に大きな穴がポッカリ開き、少しずつ

られず、「何をやってもだめだ。もうおしまいだ。」と

「うつ状態」になっていきました。30 歳の時でした。

いうワケの分からない思いが離れなくなっていまし

今まで自分のがんばりで築いてきたと思っていたもの

た。そんな状態は生まれて初めてだったので、とにか

が、あまりにもあっけなく崩れ、長い間、無縁だった

く専門医に行きました。医者からの「薬と十分な休養

「うつ」にまでなったことで、「今度こそだめだ」と絶

を」という指示により、休学することになりました。が、

望してしまいました。自分の強さは、実はたいしたこ
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とはなかったとわかり、落胆し、すべてがむなしく感

一度祈れば、それでイエスは心の中に永遠にいて下さ

じました。自分を支えられる土台が何もなかったので

るのに、何度も何度も「心の中に入って！！」と呼び

す。もう一度、一からなんてやり直せそうにはありま

求める哀れな私は、イエス様の目にどのように映った

せんでした。

でしょうか。でもそれが自分にできる唯一のことだっ
たのです。それを繰り返している時には確かに楽な気

さて、そういう状況になる一年ほど前に、私はファ

持ちになっていました。

ミリーの宣教師たちと出会っていました。ハッピーで

そんなある夜、不思議なことが起こりました。ただ

温かい人たちだったので友だちになりました。その時

ぼんやりとしていた時に、「イエスは本当に神の御子

に、彼らに「天国に行きたいですか？」とたずねられ、

なんだよ」という声とも思いとも言えないようなもの

行けるものならと思い、「もちろんですよ」と「救い

が突然心に入ってきたのです。ただやさしくささやき

の祈り」を真剣にしたことがありました。しかし、そ

かけるように。それと同時に心が急に軽くなり、もや

の後はただの友だちでいようと思っていました。高校

もやした気持ちが消え去りました、私は心で何かをつ

時代、初めて「うつ」になった時に、私の家族にアプロー

かみました。「そうか！

チしてきた宗教グループがあり、最初は、「それで助

だったら、聖書の奇跡の話や約束は本当でありうる！

かるなら」と言われるままに従っていましたが、何を

神の御子なら、絶対どんな事でもできるはずだ。いつ

するにも「お金」がからみ、人の弱みにつけこんだ「ビ

でも僕のことを助けてくれるはずだ。」 私が知識とし

ジネス」のように思えました。すべての宗教グループ

てではなく、心からイエス様を信じられるようになっ

がそうだとは思いませんが、いやな思い出です。お金

た瞬間でした。その時に心の中に、ある光景も浮かん

さえ出せば助けてくれる神なんて、神じゃないと思い

できたのですが、それは苦しい時期を通っている自分

ました。

のすぐそばで、いつもイエス様が見守ってくださって

しかし、ファミリーの人たちは僕の意志を尊重して
くれ、僕も、彼らの信仰心を尊重しながら、一定の距

イエス様が本当に神の御子

いたんだというようなものでした。自然に涙が出てき
て、止まりませんでした。

離をおいて良い友だちとしてつきあうことができまし

その夜、今までどう考えても理解できなかった一

た。彼らは彼ら、僕には僕の生き方がある、という具

線を越えられたのです。イエス様を信じられるよう

合に。

になったのです。ただ人から教えられて無理に納得

でも、自分が幸せに思えた生活を失った時、ファミ
リーの人たちに「幸せ」の土台があるのを感じ始めま

したのではなく、超自然的に思いが入って来たこと
によって！

した。その土台とは「イエス様へのあつい信仰」に違

そして、私も本当に幸せでいっぱいの者となりまし

いないと思いました。でも、どうやったらそのような

た。その夜以来、私には「うつ」の薬は不要になりま

信仰を持てるのか見当もつきませんでした。見たこと

した。「うつ」からの瞬時の解放でした。そして、い

もないイエス様を信じるなんて現実離れしていて、長

つまでも消えることのない平安な気持ちが与えられた

い間、見えるものしか信じてこなかった自分には、彼

のです。

らのようなシンプルさはありませんでした。でもなぜ

「行き詰まってしまった。もうおしまいだ」としか

か、「僕も信じられるようになりたい。そうすれば、

考えられなくなったら、こう考えてみたらいかがで

本当に幸せになれるかもしれない」という気持ちだけ

しょうか。

はありました。
そして、「うつ」の波が襲って来る度に「イエス様、

「これはただの曲がり角で方向を変える時だ」と。
そしてもし曲がり方がわからなかったら、「イエス

本当にいるのならどうか心の中に入ってきて、この苦

様、心の中に入って来て、曲がり方を導いて下さい」

しみから助け出して下さい」と何度も何度も必死で繰

と心から祈ってみて下さい。

り返すようになりました。

れて、ちゃんと道の続きがあることを見出すのを助け

前にファミリーの人と一緒に祈った祈りの「心の中

きっとうまく角を曲が

て下さるはずです。

に入ってください」という部分は覚えていたからです。
Vol.3-5
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石油精製施設を見たことがありますか？

私が初

めて間近に見たのは、ガスや灯油やプラスチックそ
の他の石油製品を供給する施設で、パイプが縦横無
尽に張りめぐらされていることに驚きました。その
複雑さに加え、どうやって安全に維持され、しかも
採算が取れるのか不思議なくらいです。
石油が早く流れすぎてパイプが破裂してしまわな
いように、または遅すぎないように、どのパイプに
も適切な圧力がかかって適切なペースで流れるよう
になっていました。パイプはごちゃごちゃに張られ
ているかのように見えましたが、実は確かな目的が
あったのです。もちろん、それを設計するには高度
な技術を要し、適切な維持と監視を行って、しっか
り管理をするには、大勢の技術者を要します。
私たちも、圧力、つまりプレッシャーがあちこち
からかかって、人生がパイプの迷路に思えること
があります。仕事や、永遠に続くように思える細々
とした用事のほかに、家族や友人への数限りない
義務や責任もあります。それに、地域社会に対
する責任だってあります。世界中の恵まれない
人たちを助けてくださいという懇願もいろいろ
あります。時に、これほどのプレッシャーに
は耐えられないと感じることもあります。ど
うやったら、精神的に参ってしまわないでい
られるでしょうか。
ある程度のプレッシャーは良いものであ
り、精神的にも肉体的にも活発でいる助け
になりますが、プレッシャーが過剰になる

6
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カーティス・ピーター・ヴァンゴーダー

と破滅のもととなりかねません。だから、
プレッシャー

「弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを

を抜くために圧力弁が必要なのです。イエスが与えた

増し加えられる。年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年

いのはまさにそれです。
「すべて重荷を負うて苦労し

の者も疲れはてて倒れる。しかし主を待ち望む者は

ている者は、わたしのもとにきなさい。あなたがたを

新たなる力を得、わしのように翼をはって、のぼる

休ませてあげよう。わたしは柔和で心のへりくだった

ことができる。走っても疲れることなく、歩いても

者であるから、わたしのくびきを負うて、わたしに学

弱ることはない。」

びなさい。そうすれば、あなたがたの魂に休みが与え

（イザヤ 40-29-31）

られるであろう。わたしのくびきは負いやすく、わた
しの荷は軽いからである。
」
（マタイ 11:28-30） くび
きが重すぎると感じるなら、主が負ってほしいくびき
よりもはるかに重いくびきを自分で自分に課し
てしまったのでしょう。
設計技師の大切な仕事の一つは、自分
が設計している構造がどれだけのプレッ
シャーに耐えられるかを知ることです。
橋であれ、エレベーターであれ、船であれ、
何であれそうです。ですから、エレベーター
や船には安全のための定員表示があるので
す。それを超えると、橋は壊れ、船は沈み、
エレベーターは転落するでしょう。
あなたも自分の制限を自覚し、それ以上に
やりすぎるべきではありません。状況が耐え
られないほどになってきたら、
イエスにプレッ
シャーを制限してもらいましょう。あなたに
はどれくらいが適切か、どれくらいまで耐
えられるか、イエスは知っているので、決
して過剰にならないようにしてくれるで
しょう。
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賛美の不思議な力
「あの人は、行く先々で愚痴ばかりこぼしている。
あれにはもう、うんざりだ。」 誰かのことを、そん

に入っている。不平と利己的さによって、人はわが
祝福から離れてしまったのだ。

なふうに感じたことはありませんか。また、時に、

しかし、クリスチャンであろうがイスラム教徒で

知らず知らずの内に自分も愚痴っぽくなってしまう

あろうが、ユダヤ人、またはヒンズー教徒であろうが、

ことがあるのではないでしょうか。つい愚痴をこぼ

わたしからの祝福のゆえにわたしに感謝することを

したり、ぶつぶつ言ったり、というのは、よくある

学ぶ人だけが、地上とその民が今迎えようとしてい

問題です。でも、そういう調子で続けていると、自

る悲しみを乗り越える恵みを持つことだろう。賛美

分も幸せにはなりませんし、回りの人も気が滅入っ

は、この終わりの日々にあって、人々を強めるだけ

てしまいます。そして何よりも、実はそれによって

ではなく、人々を自由にする。どんどん地上を覆っ

神の祝福を逃すことになるのです。

てくる闇を止めることはできないが、賛美するなら
ば、闇を追い払い、押しとどめることができる。」
確かに、天から地上を見下ろした時に、感謝の声
と不平の声のどちらがもっと神の耳に届いているの
だろうかと思うと、考えさせられます。神からの祝
福がたくさん与えられているのに、一言もお礼の言
葉が聞かれず、むしろ、心の中が不平や不満でいっ
ぱいなら、いつの間にか祝福が消えてしまうとして
も当然かもしれません。
私たちが神にあれをして下さい、これをして下さ
いと、自分勝手に願い事ばかりしている時には、神
が答えて下さっていないように思えたけれど、それ
をやめて、積極的に賛美し、神に信頼するようになっ
た途端に、神が状況を変えて下さるか、問題を乗り
越えさせて下さった、あるいは、自分の心のあり方

さて、イエスは次のようなメッセージを与えられ

を変えて下さった、というのはよくあることです。
私たちによくしてくれる人、世話をしてくれる人

ました。

のことを当たり前に思って、お礼の言葉も言わない
「最近、神への感謝の心がすっかり薄れている。大

なら、決して暖かな関係は育めません。神は私たち

勢が、『どうして私がこんな目にあわなくてはいけな

を自分の家族として世話しようとして下さっていま

いのか？

こんな問題や苦しみを抱えるなんて、私

す。ですから、感謝と喜びをもって応えるなら、私

が何をしたというのか？』と問う。恵まれ、裕福な

たちは大いなる神の保護と恵みと祝福に預かること

人でさえ、『ああ、もっとこれがあればいいのに、あ

ができるのです。

れがあればいいのに』と願う。この世は不平の時代
8
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聖書に

でしょう。賛美は、教会やセレモニーにおいてだけ

ある詩篇を記したダビデ王は、何度も彼の歌の中で

行われるものではなく、クリスチャンだけのもので

「主を、ほめたたえよ」と歌っています。そのとおり、

もありません。神は、全世界の人が宗教や慣習を越

賛美とは、神をほめたたえることです。それには感

えて、日々感謝し、賛美するのを望んでおられます。

謝と喜びの気持ちが含まれています。聖書には、「い

神は必ず、あなたの人生でも素晴らしいことをして

つも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべての

下さることでしょう。

それでは、賛美とは何なのでしょうか？

事について、感謝しなさい。これが、キリスト・イ

また、祈ったことについて、まだ答えを目で見て

エスにあって、神があなたがたに求めておられるこ

いなくても、祈りはかなえられるという信仰によっ

とである」とあります。 ( １テサロニケ 5:16-18)

て感謝するなら、神はそのような信頼をとても喜ば

神を賛美するというのは、神と神がしていることを

れ、より大いなる祝福を与えて下さいます。

ほめたたえ、感謝することなのです。

でも、賛美する気持ちになんかなれない、感謝す
ることなど見つけられないという時もありますね。

聖書の中で、賛美はとても大切なものとされてい

実は、そんな時こそ、賛美がその力を発揮するのです。

ますが、日本ではあまり馴染みがないことでしょう。

初めはぎこちなく感じることでしょう。「そんな気分

しかし、賛美の効用を考えるなら、きっと自分も賛

じゃないのに、神に感謝するなんて」と思うかもし

美をしたいと思うに違いありません。賛美には、私

れません。でも、試しにやってみて下さい。一つで

たちの生活を明るくし、仕事の能率を高め、人間関

いいので、感謝できることを見つけて下さい。そう

係をより良くし、奇跡を起こす不思議な力がありま

すると、不思議なことに、一つ、またもう一つと感

す。賛美は、私たちを神に近づけ、神からの力と祝

謝できることを発見するようになります。そしてい

福を受け取れるようにしてくれるのです。

つの間にか、感謝できることのほうが、不満の種よ

賛美すると力が生まれます。「主を喜ぶことは、わ

りも多くなるのです。

が力である」という聖書の言葉がありますが、神に
感謝し、すべてのことの中に喜びを見つけようとす

あなたも、賛美の力を自分の生活に活かしてみま

る人は、確かに力に溢れています。逆に、不平を言

せんか。それを助けるためのステップとして、神の

い続ける人は、疲れてしまいます。不平や不満の霊

ひとり子であるイエス・キリストを心の中に受け入

は、私たちから活力を奪い取ってしまうのです。心

れてはどうでしょう。そうすれば、神の愛が心に宿

から賛美を実践している人の顔は輝いています。苦

るので、もっと感謝の気持ちが心に溢れるようにな

境にあっても、心の平安と喜びがあり、困難を乗り

るばかりか、永遠の命という贈り物を受け取って天

越えていきます。賛美には、心の中の暗闇を追い払い、

国にも行けるようになるのです。

どんな問題にも勝利する力があるのです。

ただ、次の簡単な祈りを祈るだけです。
「イエス様、どうぞ私の心の中に入り、永遠の命を

ですから、賛美なんかしたことがないという人も、

与えて下さい。そして、あなたの愛の霊で満たされ、

自分はクリスチャンじゃないから、と思う人も、自

感謝や賛美に満ちた人生を送ることができますよう

分の人生のあらゆることで神を賛美してみてはどう

に。アーメン。」
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聖書の一番最後の「黙示録」は、新約聖書の他の書とはだいぶ異なっ
ています。謎めいており、難解に思えますが、これから現代人が経験す
る出来事について事細かに書かれており、この時代に生きる私たちへの
警告のメッセージも含まれているのです。
今回はこの「黙示録」について基本的なことを説明しましょう。

黙示録って何？
何

これは、「すぐにも起こるべきこと」につい
ての、イエス・キリストからの黙示 ( 人間の通常
の知識の範囲を超えたものの啓示 ) です。

では、もう少し詳しく見ていきま
しょう。黙示録は、だいたい三つの
セクションに分かれています。
一つ目は、前書きに始まり、当時
誰 著者は神。神がこの黙示をイエスに与え、 の「七つの教会」（信者たちの集ま
み つか
イエスが御使いをつかわして、弟子のヨハネに伝
り）に対する、ヨハネからの戒めや
え、ヨハネはそれを記録しました。
称賛の言葉が書かれています。それ
からヨハネは、天の神の王座の部屋
ヨハネは、イエスの最初の 12
に連れて行かれた時の経験を語りま
弟子の一人で、ヨハネの福音書の著者でもありま
す。ヨハネはその経験の中で、イエ
す。彼は、御使いから啓示を受けて黙示録を書い
スが、七つの封印で封じられた不思
た後、それを、現代のトルコの周辺に位置した七
議な巻物を開いていくのを目にし、
つの町のクリスチャンたち ( 黙示録の中では、彼
封印が一つ解かれる毎に、霊的な存
らをまとめて教会と呼んでいる ) に送りました。
在や、終わりの時の出来事が明かさ
れていきます。
ヨハネがこの黙示を受け取ったのは、
二つ目のセクションでは、「大患
エーゲ海のパトモス島でした。彼は、イエスが十字
難期」として知られる、3 年半の世
架にかけられた後、ローマのドミティアヌス帝に
界規模の苦難の時期について詳細が
よるクリスチャンの迫害によって捕まり、その島
記されています。また、善と悪の霊
に追放されたのでした。しかし、この黙示を受け
的な戦いや、「獣」、すなわち「反キ
取った約 1 年後に、釈放され、エペソ ( 現代のトル
リスト」なる人物の出現について書
コ ) に帰ることを許されたと考えられています。
かれています。そしてついにはイエ
スが再臨し、信者をすべてご自分の
ヨハネは西暦 95 年にこの黙示を受け取
もとに集めるというクライマックス
り、翌 96 年に書き留めたと考えられています。
を迎えます。
最後のセクションは、イエスの再
黙示録は、現代に生きる私たちが、終
臨の直後に地上で起こる出来事から
わりの時の出来事が実際に起こり始めた時に理解
始まります。しかし、年代順の記述
できるようにと書かれました。「あなたがたは暗や
とは別に、「大いなるバビロン」や
みの中にいないのだから、その日 [ イエスの再臨 ] 「獣」についての記述も入ります。
「大
が、盗人のようにあなたがたを不意に襲うことは
いなるバビロン」とは、現代のあか
ないであろう。」( １テサロニケ 5:4)
らさまな物質主義の象徴です。続い

どうやって

どこ

いつ

なぜ
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黙示 録
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て再び、将来の出来事が順番に描
写されていきます。まず、イエス
の再臨で、イエスを信じる人々が
超自然的に天に引き上げられ、イ
エスと共に壮麗なお祝いが行われ
ます。それから、「ハルマゲドン
の戦い」が起こるのですが、それ
は、クリスチャンがイエスと共に
天から地上に戻って、反キリスト
の軍勢を打ち破る最終の戦いです。
その後、神とイエスが千年間、地
上を統治し、真の平和が訪れます。
最後は、天の都が、再創造された
地上に下り、神が救われた人々と
共に住まうというハッピーエンド
です。

示 録入門
Vol.3-5

さて、黙示録についてよくある
質問は、それが、実際に起こるこ
とそのままの描写なのか、象徴的
描写なのか、ということです。間
違いなく、どちらもあるでしょう。
また、一つ覚えておくべきことは、
ヨハネは、自分ではそれまで全く
経験したことのない、約 2 千年先
の現代のことについて、ビジョン
や幻を見たということです。だか
ら、自分の体験を自分なりの言葉
で描写し、それを当時の言語で伝
えたにすぎないのです。たとえば
9 章に、「煙の中から、いなごが地
上に出てきたが、地のさそりが持っ
ているような力･･･これらのいなご
は、出陣の用意のととのえられた
馬によく似ており、その頭には金
の冠のようなものをつけ･･･鉄の胸
当のような胸当をつけており、そ
の羽の音は、馬に引かれて戦場に

急ぐ多くの戦車の響きのよう･･･」
という記述がありますが、ヨハネ
は戦闘機や爆弾など見たこともな
かったので、啓示において現代の
戦闘場面を見ても、戦闘機のこと
を、当時では考えられないような
高度で飛ぶイナゴとして表現した
のでしょう。
黙示録の記述の多くは、今もミ
ステリーであり、推測の域を出て
いません。しかし、そこに記され
た出来事が実際に起こるにつれて、
神は私たちがさらに理解できるよ
う助けて下さることでしょう。
( 終わりの時についてもっと詳しく
知りたい方は、アクティベート ジャ
パン出版の「未来の予告」をお読み
下さい。)

聖書からの忠告
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、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、
信心深い様子をしながらその実を捨てる者となるであろう。こ
うした人々を避けなさい。（2 テモテ 3:1-5）
主は言われる、わたしがあなたがたに対していだいている計画
はわたしが知っている。それは災を与えようというのではなく、
平安を与えようとするものであり、あなたがたに将来を与え、
希望を与えようとするものである。その時、あなたがたはわた
しに呼ばわり、来て、わたしに祈る。わたしはあなたがたの祈
を聞く。あなたがたはわたしを尋ね求めて、わたしに会う。も
しあなたがたが一心にわたしを尋ね求めるならば、わたしはあ
なたがたに会うと主は言われる。( エレミヤ 29:11-14)
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夢の不思議

uuu

uuuuuuuuuuuuuuuuu

夢はいつの時代にも、ミステリアスな要素
を持ってきました。だから、夢を扱った映画
や小説、テレビドラマは数え切れないほどあ
ります。現在、夢は、脳の情報整理の結果と
言われていますが、将来起こることを見事に
予告する夢や、他の方法では決して知り得な
かった事柄を明かしている夢など、説明のつ
かないことがまだまだあります。今回、夢に
ついて取り上げてみました。

なぜ夢を見るのか？
私は、自分がどうして、奇妙な夢をたくさん見

デービッド・B・バーグ

また、神は夢を通して私たちをテストされます。

るのかと、不思議に思っていました。それもおぼろ

私たちの霊に様々な経験をさせ、教訓を学ばせ、学

げにしか思い出せず、ほとんど意味がないと言える

校のようにテストされるのです。時に悪夢を見るの

くらいの夢です。啓示的とは言えないけれども、ス

もそれが理由かもしれません。私たちの身体は眠っ

トーリーが展開し、私の脳は忙しく動いているので

ていても、霊は、私たちを悩まそうとする悪い霊と

す。それについて考えている時に、こんな思いが浮

戦います。私たちがそれに対してどうするか、それ

かびました。「私たちの不滅の霊は、眠る必要がない

が私たちにどんな影響を与えるか、私たちが正しい

んだ！」 それは考えもしていなかったことでした。

決断を下すかどうか、神は見ています。そして、神

肉体が休んでいる間も、霊は眠らず、何かをしてい

の助けを求めるようになることを、神は望まれてい

なければならないので、主は私たちの霊が旅をして、

るのです。

あらゆる種類の経験をするようにされ、私たちは夢
の中で選択や決断まで下したりするのです。

12

私たちは、夢の一部始終をいつも覚えているわけ

夢は必ずしも毎日の生活に関係しているようには

ではありませんが、夢の中での経験を断片的に覚え

思われませんが、身体が眠っている時に夢の中で経

ていることもあります。目が覚めた時に、いくつか

験することによって、人の霊は何かを学んでいます。

の光景や、霊が経験していたことの記憶がまだある

それらの経験を頭で理解できなくとも、内面の成長

程度残っていたりするのです。それは幽霊を見てい

の助けとなっているのです。

るかのようで、過去のかすかな記憶のように、現れ
Vol.3-5

たまもの

たかと思うと、突然、消滅します。
神は憐れみ深いので、だいたいは現在のことしか、

味で天からの賜物ですが、睡眠中に起こることのす
べてを覚えてはいないのも、間違いなく祝福です。

私たちの意識下にないようにされます。過去の経験

日常の思い煩いに加えて、夢の中のあらゆることま

を再体験したり、未来に旅したりしなくても、私た

で考えるなら、頭がパンクしてしまうでしょう。た

ちには、今日取り組むべき問題が十分にあるので、

いていの人は、今日のことで考えるべき事がどっさ

神は、私たちが過去を忘れて、将来のことはあまり

りあるのですから。

わからないようにして下さるのです。そのことを神
に感謝しましょう。

人の霊を教え導いてくれるような夢は、
「学習の夢」
と呼んだらいいとも思いますが、必ずしも全部覚え

人によっては、霊的意識が高く、夢をよく覚えて

ている必要はありません。しかし、夢の中である事

いることができます。見た夢を、霊的領域から目に

に直面し、決断を下さなくてはならなかった場合、

見える領域に、つまり潜在意識から実際の意識下に

すでに潜在意識下でそのことについて学んでいるの

移すことができるのです。私は、沢山の夢を鮮明に

で、後で、目覚めている時に同じようなことが起こっ

覚えています。中には、さしたる重要性も意味もな

た時には、正しい決断を下しやすくなっていること

さそうな夢もありますが。

でしょう。

実は、潜在意識下のものが消えてしまうことはあ

だから、夢を神に感謝しましょう。それは私たち

りません。潜在意識下では常に考えていて、何もか

の霊の成長につながるのですから。また、何らかの

もがそこに永久に記録されているのです。

理由で私たちが覚えていて活用すべきだと神が考え

夢で経験した良いことを覚えているのは、ある意

るなら、それは、天からの導きとなるのです。

良い夢を見るには
程度の差こそあれ、悪い夢を見たことのない

または、怖い映画やテレビ番組や本を見たり、

人はいないでしょう。目が覚めた時に、動揺し

読んだりしたのが原因になることもあります。

たり、恐れでいっぱいになることもあります。

中には、どんな暴力的な映画やホラー映画を見

「なぜ夢を見るのか？」の記事では、悪い夢を見

ても、自分は好きだし、楽しんでいるから、悪

る理由として、私たちを悩ます悪い霊の影響や、

い影響など全く受けない、という人もいますが、

私たちがどう反応し、どんな選択をするかを見

本当にそうでしょうか。有害なシーンばかり自

るための神からのテスト、といったことが挙げ

分の内面に取り込んでいくなら、それは、見る

られていましたが、さらに、人が悪夢を見る別

人または読む人の心や思考や霊に何らかの悪影

の理由や、悪い夢を見ないですむにはどうした

響を与えるのではないでしょうか。少なくとも、

らいいのか、探ってみましょう。

安らぎや思いやり、幸せを覚えることはないで
しょう。恐怖や暴力、利己的な考え方などの影

夢はしばしば、寝る前にしていたこと、考え
ていたことを反映することがあります。何か悩

響が夢に反映するだけでなく、その行動や態度
に表れることさえあります。

み事や心配事があって、それが頭から離れない

疲れた時に娯楽でリラックスするために、本

まま眠ってしまうと、良くない夢を見ることが

を読んだり、テレビや映画を見ることは別に間

あります。または、寝る前に食べ過ぎたため、

違ったことではありませんが、その内容に注意

ということもあります。

していないと、かえって緊張の原因になったり、
( 次のページに続く）
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( 前のページからの続き）

悪影響になるでしょう。聖書にはこうあります。

ゆっくりお風呂に入ったり、食べ過ぎないよう

「すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、す

に心がけるほか、聖書などの、心を養い、希望

べて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛

を与える神のことばを読んで、それを「心に留

すべきこと、すべてほまれあること、また徳と

める」ことも助けになります。また、一日を振

いわれるもの、称賛に値するものがあれば、そ

り返って良かった事を何でも神に感謝し、心の

れらのものを心にとめなさい。」（ピリピ 4:8）

重荷は祈りを通して主にお任せして、「神は自

ですから、寝る前には、働きづくめの身体や

分を愛してくれているのだから、何も心配はい

頭の「アイドリング」をやめて、安らぎと休息

らない」という思いを心に抱いて休むようにす

に入るよう心がけましょう。そうするためには、

るなら、すてきな夢を見ることでしょう。

睡眠についての約束の言葉
次のような聖書の約束を果たして下さるよう祈るならば、主はあなたに
安らいだ眠りや休息を与えて下さることでしょう。

わたしは安らかに伏し、また眠ります。
主よ、わたしを安らかにおらせてくださ

主は愛する者に眠りをお与えになる
－共同訳、詩篇 127 篇 2 節後半

るのは、ただあなただけです。
- 詩篇４篇８節

あなたが横たわるとき、あなたに恐れ
はない。休むとき、眠りは、ここちよい。

昼には、主はそのいつくしみをほどこし、

－新改訳、箴言 3 章 24 節

夜には、その歌すなわちわがいのちの神
にささげる。祈がわたしと共にある。
- 詩篇 42 篇 8 節

わたしが床の上であなたを思いだし、夜
のふけるままにあなたを深く思うとき、
わたしの魂は髄とあぶらとをもって も
てなされるように飽き足り、わたしの口
は喜びのくちびるをもって あなたをほ
めたたえる。
－詩篇 63 篇 5-6 節
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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。）
人の心は庭のよう。前向きで、
励ましに満ち、信仰を
育むような考えを一日中注いで、
よく世話しなさい。

リラックスして、人生を
楽しもう。今日という日は
二度と来ないのだから。

天からの祝福は、
感謝の心をもつ人のところに行き、
まだ足りないと不平を言う者を
避けて通る。

Your mind is like a garden. Tend
it well by filling it with positive,
encouraging, and faith-building
thoughts throughout the day.

Re l a x a n d e n j o y l i f e .
You’ll never live this day
again.

Blessings go to the grateful
hearts; they shun those who
complain that they never get
enough.

「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.3-5

ディストリビューター：
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決してなくならない幸せ
物や状況による幸せは、内面の幸せとは比べものにならない。内面
の幸せはいつも変わらず心にあるものだから。眠れない夜も、たれこ
める暗雲も、その幸せを奪うことはできない。表面的な幸せは、つか
の間だけ。まわりの状況や気分によって、または見ること感じること
によって、やって来たり、消え去ったり。けれども、内面の幸せは、
わたしから気づかわれていると知ることによって来る。わ
たしがあなたの救い主だと知ることによって。その事
実は決して変わることがない。
わたしが与える幸せは、太陽のように確実だ。
夜、太陽が地平線の彼方に沈んでいくからと
言って、太陽が永遠になくなったと心配す
るだろうか。いや、間違いなくそこにあ
ると知っている。夜が来て太陽が見えな
くとも、その存在を疑うことなどしない
し、翌朝、また昇って来るだろうかと
心配することもない。内面の幸せもそ
うだ。太陽のように、いつもそこにある。
あなたの霊が暗闇に包まれ、わたしが
約束していたはずの幸せが見えなくなっ
ても、信じていなさい。朝が来て、わた
しの愛の陽光を再び見て感じることができ
るようになるまで・・・。疑ってはいけない、
夜明けがやってくることを。
イエスより愛をこめて

