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CHANGE YOUR LIFE. CHANGE YOUR WORLD.

クリスマスの八つの奇跡
二人の赤ちゃん
孤独なクリスマス
借金からの解放
スペシャルアレンジメント

あなたにも起こる、クリスマスの奇跡！
クリスマスにちなんだ映画や物語は数々ありますが、その中に、クリスマス・キャ
ロルという有名な物語があります。それは、スクルージという意地悪で強欲な大金持
ちの男性が主人公です。ある夜、昔の共同経営者マーレーの幽霊が重い鎖を引きずっ
て現れ、金の亡者だった自分の人生を悔いて、スクルージに改心するようにと警告し
ます。それからスクルージのもとに霊たちが現れ、彼の過去、現在の姿、そしてどん
な将来が待っているかを見せます。そうして、スクルージは、人生で最も大切なもの
は何かを悟り、それまでとは打って変わって、貧しい人や困っている人を思いやる人
となったのです。
スクルージほど極端でなくとも、仕事で頭がいっぱいだったり、強情になったり、
利己的になったり、素直になれなかったりするのは、誰もが経験することです。また、
どうしようもないほどの孤独感や空しさ、夫婦の危機、家族のきずなの破綻、職場で
の対立など、解決不可能に見える状況にいる場合もあるかもしれません。
しかし、クリスマスこそ、奇跡が期待できます。なぜでしょう。クリスマスは、神
がそのひとり子イエス・キリストを人類への愛の贈り物として地上に送られた日だか
らです。つまりイエス・キリストの地上での誕生日であり、イエスは、人々に救いを
もたらしたばかりか、数々の愛の奇跡も行ってきたからです。ただイエスに求めれば
よいのです。
「愛には決して遅すぎることはない」という言葉があります。今さら・・・と思わ
ずに、今年のクリスマスは、感謝の言葉、思いやりの言葉、おわびの言葉など、何でも、
ためらっていた言葉を思い切って伝えてみてはどうでしょう。または、一人きりで
孤独な友人、近所の人または親類を招いてクリスマスを一緒に祝ったり、小さな親切、
何かのボランティアをすることもできるでしょう。今年、何か違ったことにチャレン
ジしてみてはどうでしょうか。
イエスの最も喜ぶバースデー・プレゼントは、愛。人が互いに愛を示すことです。
どんなにささやかに思えても、愛のこもった行為や言葉は、いつまでも心に残るもの。
あなたの隣りにいる人は、
悲しみに耐えているかもしれません。孤独かもしれません。
または、あなた自身が、自分はこんな性分なのだ、こんな運命なのだ、とあきらめて
はいませんか。心の扉を開いて、クリスマスの奇跡を期待しましょう。
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二人の赤ちゃん

坊が二人いるではないか。そのわけをきいてみると、
ミシャは腕組みをして、真剣な面持ちで説明を始めた。
まだ幼く、クリスマスの物語を一度しか聞いたことが
ないというのに、一部始終をかなり正確に言うことが
できた。そして、マリアが赤ん坊のイエスを飼い葉桶
に寝かせるくだりに来ると、自分の思いのままに語り

１９

９４年、二人のアメリカ人のボランティ

始めた。

アが、ロシアの教育省からの要請で、複

「赤ん坊のイエス様が僕を見て、『泊まるところは

数の学校や施設で、聖書に基づいた倫理

ある？』って聞いたんだ。だから、『ぼく、お父さ

道徳を教えることになった。訪問先には、親がいない

んもお母さんもいないから、ないよ』って言ったの。

か、虐待されていた子供が 100 人いる施設もあった。

そうしたら、イエス様が、『一緒に泊まったら』って

クリスマスの少し前に、ボランティアたちがその施

言ったんだ。だけど、『できない』って言ったんだ。

設にいる子供たちに、最初のクリスマスの物語を話し

だって、他の人たちみたいに、イエス様にあげるも

た。大半の子供にとって、その物語を耳にするのは初

のが何もなかったから。だけど、イエス様と一緒に

めてだった。マリアとヨセフがベツレヘムの町に着い

いたくてたまらなかったから、何かプレゼントにで

ても、宿屋はどこもいっぱいだったので、結局、馬小

きるものないかな、って考えたの。それで、『イエス

屋に泊まって、マリアがイエスを産み、飼い葉桶の中

様をあったかくしてあげるなら、プレゼントになる

に寝かせた話を、子供たちは驚きながら、夢中で聴き

かな？』って聞いたら、イエス様は言ったんだ。『そ

入った。

うだね、それは何よりもすてきなプレゼントだね』っ

お話の後は、工作の時間だった。飼い葉桶の材料と

て。だから、飼い葉桶の中に入ったんだ。そうしたら、

して、子供たち一人一人が小さな厚紙をもらい、黄色

イエス様がぼくを見て、
『ずっと一緒にいていいよ』っ

いナプキンを細かく切ってわらに見立て、ベージュ色

て言ったの。」

のフェルトの布を切って赤ん坊のイエスの顔を作り、

話し終わったミシャの目に涙が光り、そのほおに涙

はぎれでおくるみを作った。ボランティアたちは、一

がつたいました。すると、手で顔をおおい、テーブル

生懸命作っている子供たちに話しかけ、助けが必要な

の上に突っ伏して泣き始めたのでした。ミシャは、自

子供に手を貸してあげたりした。

分を捨てたり、虐待することのない誰かを見つけたの

一人が６歳のミシャのところに来ると、もう出来上
がっていた。しかし、よく見ると、飼い葉桶には赤ん
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です。「ずっと」一緒にいてくれる誰かを。
-- 作者不詳
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でパフォーマンスを行い、その結
果、２４００人が、私たちと祈って、
神の素晴らしい愛の贈り物である
イエス様を心に受け入れたのでし
た。
こうした活動をすること自体、
とても報われることでしたが、や
はりとても忙しい時期なので、ク
リスマス・シーズンが終わった後、
１２月２７日から三日ほど、休み
をとって、家族や訪問してくる友
人たちと共に少し遅めのクリスマ

誰かの最後の
クリスマス

した。
１２月２６日の朝、私たちは、

アイク・サリウォング

プーケット島の南側の入り江近く
にあるサパン・ルアムのスラム街

り耳を傾けてくれます。ここタイ

で、１５０人の子供たちのために

クリスマスになるかもしれない。
」

では、約６千万の人口の内、クリ

クリスマス・プログラムをしてい

物心ついた頃から、幾度となく

スチャンは１％にも満たないので

ました。すると突然、男の人が何

そう聞かされました。クリスチャ

すが、クリスマスは、人々が主イ

かわめきながら走って来たかと思

ンのボランティアワーカーを親に

エスを知り、心から受け入れるの

うと、続いて、やはりパニック状

持つ私は、よその家がのんびりと

を助ける特別な機会なのです。

態の人たちが大勢来て、みな死に

「誰かにとっては、今年が最後の

クリスマスの何週間も前から、

物狂いで走り去ったのです。私た

私は、自分が所属するファミリー・

ちも皆、すぐに高台に逃げ、間一

はいけないのか、と思うこともあ

インターナショナルのコミュニ

髪で、内陸部をも襲った巨大な水

りました。他の人たちを助け、神

ティーのメンバーたちと共に、大

の壁に巻き込まれずにすみました。

の愛を示すことなら、クリスマス

勢の友人や支援者たちを訪問して

そ の 日、 イ ン ド ネ シ ア の ス マ

でなくても十分やっている。一度

は、 ク リ ス マ ス・ カ ー ド や 手 作

トラ諸島北東部で発生したマグ

ぐらい、
「ふつうの人」みたいに、

りクッキーなど、愛と感謝のしる

ニチュード９の大地震による津波

クリスマスシーズンをゆっくり楽

しをプレゼントしました。また、

が、タイの西側の海岸全体を飲み

しめたらいいのに・・・。

キャロリング（家々やレストラン

込みました。犠牲者は、すべての

でも、心の底では、そんな考え

や店などで、クリスマス・キャロ

国を合わせると３０万人近くにの

は間違っていると知っていました。

ルを歌って回ること）に出かけた

ぼり、史上最悪の人道的危機と発

り、普段から奉仕活動を行ってい

表されています。ＵＮＩＣＥＦに

た後は、また、できるだけ多くの

る場所でクリスマスのイベントを

よれば、犠牲者の多くが、押し寄

人に「クリスマスの本当の意味」

行い、特に学校などで、イエスの

せる津波に対して無力だった子供

を分かち合おうと頑張るのでした。

誕生について知らせるパフォーマ

たちでした。

クリスマスの時期は特に、人々が

ンスを行ったりもしました。２週

私たちは、翌日から救済活動に

イエス様についての話に、すんな

間に渡って、一日平均三つの学校

加わり、それからの何週間もの間、

楽しく休暇を過ごしている時に、
どうして一番忙しくしていなくて

れんびん

だから、自己憐 憫にちょっと浸っ
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スのお祝いをする予定にしていま
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私たちのクリスマス・プログラム

フ ァ ミ リ ー・ イ ン

に参加し、イエス様を受け入れる

ターナショナルのメ

お祈りをした子供たちに繰り返し

ンバーたちは、津波が

出会いました。中には、孤児となっ

起こった当日から救

た子供たちもいました。プーケッ

援 活 動 に 携 わ り、 現

トの津波の犠牲者は５千人以上で、

在も、インドネシア、

再会していない子供たちの何人が

タ イ、 イ ン ド、 ス リ

それに含まれるのか見当もつきま

ラ ン カ な ど で、 被 災

せん。

者 た ち に 精 神 面・ 物

この悲劇によって、私は、毎年
のクリスマスが、それどころか毎
日が、誰かにとって「自分が愛さ
れている」と感じる

質面での奉仕を続け
ています。
被害を受けた地域で、母親たちに粉ミルクを
配給する古谷多美子

最後の機会かもしれ
ないという事実を思

スリランカのメンバーである日

い知らされたのでし

本人夫婦は、津波の後、救済物資を

た。何千人もの人た

配り、教材や制服、文房具、赤ん坊

ちが災害で亡くなる

のための粉ミルク、ほ乳瓶などを提

一方で、毎日さらに

供すると共に、地震で親をなくした

何千もの人々が、天

子供たちのいる養護施設などを支

の父である神に愛さ

援しています。また、全財産を失っ

れていると知らない

た家族のために、漁を再開できるよ

ままに死んでいくの

う、ファイバーグラスのボートとエ

です。だから、自分
のできる限りを行い、

津波で何もかも流された学校の児童に学用品を
手渡した、古谷昌之・多美子

ンジンを寄付したり、生活用品一式
を配布するなどしました。

あらゆる機会を使っ
て他の人たちにその愛を知らせた
いと思わずにはいられません。そ
して、子供たちをはじめ、津波の
生存者たちに対してそうしていま
すが、私にできるのは、自分の地
域にいる人たちにその愛を示すこ
とだけです。ですから、あなたも、
あなたのいる地域の人たちに対し
て、ぜひ同じことをして下さい。
（アイク・サリウォングは、タイのファ
ミリー・インターナショナルのフルタ
イム・ボランティアです。
）
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ファミリーのボランティア・ワーカーは、救援物資を募り、
輸送し、可能な場合は現地で自らそれを配給するなどして、
被災地の救援活動にあたっています。世界中にコミュニティー
があることから、ファミリーが特に災害に素早く対応できる
場合も多くあります。救援物資の配給に加えて特に力を入れ
ているのは、被災者の人たちへのカウンセリングと、精神面
での励ましです。しばしば、救援団体は、物資の調達や様々
な作業を中心に活動を行いますが、人々が生活を建て直し、
家族親戚や友人を失った悲しみを乗り越えていく手助けをす
るには、精神面での援助も欠かせないことを、私たちは目の
当たりにしてきました。
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日本の街角から

孤独なクリスマス
イルミネーションがきらめく街角にうずくまる学生。
｢ クリスマスなんか、ないほうがいい…。
クリスマスが来ると無性に孤独に感じる。
切り裂かれるような言葉を浴びせられる学校には、
ずっと行っていないし、
家族はないも同然。
自分はいてもいなくても、どうでもいい存在なんだから…。
幾つも幾つも耳に穴を開けるのは、叫び出したい気持ちを解消するためだよ。

浅沼テレサ
（浅沼テレサは、ファ
ミ リ ー・ イ ン タ ー ナ
シ ョ ナ ル の メ ン バー
で、 若 者 や 悩 み を 抱
え た 人 を 助 け る ため
に、 公 園 や 街 頭 な ど
で 定 期 的 に カ ウ ンセ
リ ン グ や 音 楽 を 通し
て の 活 動 を 行 っ てい
ます。）

リストカットしたこともある。
血が流れるのを見た親は『好きにしなさい！』と言って知らんぷりしてた。｣
また一人、裸の心を差し出して、助けを求める子に出会う。
週末ごとに夜回りをして、都会の片隅にたたずむ孤独な若者に語りかけるようになって、もう何年にもなる。
話を聞いてもらいたくて、毎週やって来る子もいる。
青少年だけではない。
この日本の社会には、孤独に心をつぶされそうになっている人が
あまりにも多い。
いじめ、不登校、ひきこもり、リストカット、
拒食症、うつ、自殺願望などが急増化している社会で、
彼らのためにできるのは、心の叫びに耳を傾けてあげること。
そして、｢ 神にとって君はかけがえのない大切な存在。
神はありのままの君を愛しているんだよ ｣ と、
希望を失った孤独な魂に神の愛を伝えること。
誰もご飯だけでは生きていけない。
愛がなければ心が死んでしまう。
それも、条件つきの愛ではなく、
ありのままの自分を受け入れてくれる無条件の愛が。
人の愛にはあまりにも限界がありすぎる。
だからみんなに天国からの愛が必要なんだ。
最初のクリスマスの夜、
孤独な心を救うために、神さまは『天国からの愛』を地上に送られた。
その日、その愛がベツレヘムの馬小屋で生まれた。
そう、イエスは愛のために生まれ、愛のために生き、愛のために死んだんだ。
たとえ世界に君一人しか住んでいなかったとしても
イエスは君を愛するがゆえに、君のために命を捨てただろう。
君はそれだけ、かけがえのない存在なんだ。
6
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生きる希望をくれたのは・・・
井上明美さん ( 仮名 ) は２４歳です。交通事故

いに、突然、深い絶望感に襲われて、自殺しようと

で兄を亡くし、両親も離婚しています。そんなこ

思ったのです。深夜に海辺まで車を走らせました。

とが重なって、明美さんは神を信じなくなってい

そこで死ぬつもりでしたが、突然私の顔が浮かんで

ました。私が初めて彼女と話した時には、沈んで

きて、イエス様の名前を呼んだのです。そして。気

いて、口から出るのは、自分の人生や他の人につ

がついたら、家に戻っていたそうです。私はそれを

いての不満や憤慨の言葉ばかりでした。それから、

聞いてほっとすると共に、明美さんの貴い命を救っ

度々、深夜などに電話をしてくるようになりまし

てくれたことをイエス様に心から感謝しました。そ

た。アルバイト先での人間関係がうまくいかず、

れからも、幾度かイエス様が車の事故などから守っ

泣いて、「私なんか、もう死んだほうがいい。生き

てくれたことがあったそうです。だから、明美さん

ていても仕方ない」と言うこともよくありました。

はイエス様のことを心から信じています。イエス様

そこで私は、他の人が彼女のことをどう言おうと、

が生きる希望を与えてくれたから・・・。

イエス様は彼女のことを愛していて、彼女の良い

（まつもとあきこ）

ところをみんな知っていると話して、励ましまし
た。いつかその優しい心が輝く時があるから、何
か悪いばかり起こっているように見えてもがっか
りしないで、と話しました。それから、明美さん
のために祈るのです。そしてある
夜、明美さんはイエス様を心の中
に受け入れる祈りをしました。
その後で、明美さんは少しずつ変

すべての人への
クリスマス・プレゼント
ヘレン・シュタイナー・ライス
遠いむかし
憐れみ深い神さまが

わっていきました。何か悲しい時、

天からこの世界を見下ろしていた

悩み事がある時には、イエス様を

人々は孤独で

呼ぶと言いました。最近、明美さ

深い失望感を味わっていた

んに会うと、以前の電話での会話

だから神さまは言った

の様子とは全く違っていました。

わたしの息子イエスを送って

起こったことに未熟に対応し、感

彼らと共に暮らさせよう

情的になっていた前の自分を笑い

そうすれば人々は

とばせるほど明るくなっていたの

イエスの言葉を聞き

です。

わたしの愛を身近に感じることだろう

それから、ある事を打ち明けてく
れました。彼女はその一月前くら

信仰だけが起こせる
奇跡の数々を見るだろう
人がイエスを見て
その手にふれていやしを経験するなら

路上に座り込んでいる十代の少女
たちの悩みに耳を傾け、語りかける
ファミリーの若いメンバーたち
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信じるのも、理解するのも
たやすくなることだろう

7
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神がした
最 高に素 晴らしいこと
最初のクリスマスの
八つの奇跡
ロナン・キーン

天使の告知
イエスの誕生は、母親がイエス
を身ごもる前から告げ知らされて
いました。「六か月目に、御使［=
天使］ガブリエルが、神からつか
わされて、ナザレというガリラヤ
の町の一処女のもとにきた。この
処女はダビデ家の出であるヨセフ

すべての赤ん坊は神の奇跡

8

という人のいいなづけになってい

赤ん坊がうぶ声をあげると、誇

て、名をマリヤといった。御使が

らしげな親や周りの誰もが、そこ

マリヤのところにきて言った、
『恵

で起こった素晴らしい出来事を

まれた女よ、おめでとう、主があ

喜びます。それは、最新の設備が

なたと共におられます』。

整った病院であろうと、わらぶき

と御使が言った、『恐れるな、マ

屋根の小屋の中であろうと変わり

リヤよ、あなたは神から恵みを

ありません。最初のクリスマスで

いただいているのです。見よ、あ

のイエス･キリストの誕生もそう

なたはみごもって男の子を産む

でした。でも、その時には、他に

でしょう。その子をイエスと名

少なくとも八つの奇跡が起こった

づ け な さ い。』 ( ル カ 1:26-28,

のです。

30-31)

する

これが第一番目の奇跡。
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天使が安心させる

奇跡の妊娠 - それも二人！

生誕の地

では、マリアの婚約者だったヨ

また、イエスがベツレヘムで生

セフはどうだったでしょうか。マ

まれたのも、旧約聖書の預言の奇

リアがエリサベツを訪問した後

跡的な成就でした。ヨセフとマリ

で、妊娠３ヶ月だと彼に告げた時

アは、そこから何日も旅しなくて

には、どんな気持ちだったでしょ

はいけないナザレの住人だったか

もちろん、母親がイエスを身ご

うか。もちろん、複雑な心境でし

らです。「しかしベツレヘム・エ

もったことについて、最も有名で

た。「夫ヨセフは正しい人であっ

フラタよ、あなたはユダの氏族の

際立っている奇跡の一つは、母マ

たので、彼女のことが公けになる

うちで小さい者だが、イスラエル

リアが処女であったことです。

ことを好まず、ひそかに離縁しよ

を治める者があなたのうちから／

うと決心した。」( マタイ 1:19)

わたしのために出る。その出るの

「マリアは天使に言った。『どう
して、そのようなことがありえま

ヨセフは、マリアが人々から

しょうか。わたしは男の人を知り

あざけられ、殺されるかもしれ

ませんのに。』 天使は答えた。『聖

ない状況から助けたいと思いま

ローマの皇帝アウグストは、帝

霊があなたに降り、いと高き方の

した。ユダヤ教の律法では、姦通

国全体の人口調査の勅令を出しま

力があなたを包む。だから、生ま

は死罪だったからです。( 申命記

した。ユダヤ人の慣習では、その

れる子は聖なる者、神の子と呼ば

22:13-14,21)

けれども、ヨセフ

ような場合には、男性は全員、先

れる。』( ルカ 1:34-35、新共同訳 )

の苦悩も想像できます。婚約者が

祖の地と考える所に戻らなくては

このことは、それから 7 百年も

他の男性の子供を産もうとしてい

いけません。ヨセフは、ダビデの

るのですから。

直接の子孫であったことから、身

前に、預言者イザヤが予告してい

は昔から、いにしえの日からであ
る。」( ミカ 5:2)

ました。「見よ、おとめがみごもっ

その時に、神は、ヨセフにも天

重の妻を連れてベツレヘムに戻ら

て男の子を産む。その名はインマ

使を送られたのでした。状況を明

なくてはいけませんでした。到着

ヌエル［ヘブル語で、『神は共に

らかにして、ヨセフを慰め、安心

してすぐにマリアはイエスを出産

おられる』という意味］ととなえ

させるためであったことは確かで

しました。これは第五番目の奇跡

られる。」( イザヤ 7:14)

す。「主の天使が夢に現れて言っ

です。

あらゆ

る意味で、イエスは神の子でした。

た。『ダビデの子ヨセフ、恐れず

第二番目の奇跡です。

妻マリアを迎え入れなさい。マ

天使ガブリエルは、マリアに彼

リアの胎の子は聖霊によって宿っ

女のいとこのエリサベツのことも

たのである。マリアは男の子を

告げました。もともと不妊で、す

産む。その子をイエス［ヘブル語

でに妊娠可能な年齢を過ぎていま

で『主は救い』の意］と名付けな

したが、それでも妊娠し、「イス

さい。この子は自分の民を罪から

ラエルの多くの子らを、主なる彼

救うからである。』」「ヨセフは眠

らの神に立ち帰らせる」ようにな

りから覚めると、主の天使が命じ

る息子を産むと伝えたのです。エ

たとおり、妻を迎え入れ、男の子

リサベツの産んだ子供は、バプテ

が生まれるまでマリアと関係する

スマのヨハネとなりました。まさ

ことはなかった。そして、その子

にガブリエルが予告したとおりで

をイエスと名付けた。」( マタイ

し た。( ル カ 1:5-25,57-66)。 第

1:20-21,24-25、 新 共 同 訳 )

三番目の奇跡です。

番目の奇跡でした。
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四
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天使が告げ知らせる

空のしるし

さらに最良の奇跡

羊飼いたちがベツレヘムを囲む

東の国（聖書には、東のどこか

けれども、クリスマスの最高の

丘の上で羊の番をしていると、天

書かれていませんが、おそらくは

奇跡は、天使や博士や空のしるし

使たちがやって来て、こう言いま

アラビアかペルシャ、バビロン、

ではありません。あなたや私を

した。
「『恐れるな。見よ、すべて

さらにはインドなどでしょう）か

いっそう愛し、理解し、憐れみ、

の民に与えられる大きな喜びを、

ら、博士たち（昔から３人と言わ

ゆくゆくは私たちのために命を

あなたがたに伝える。きょうダビ

れてますが、聖書には何人か書か

捧げさえするために、神のただひ

デの町に、あなたがたのために救

れていません）が、空に不思議な

とりの子どもが、無力な赤ん坊の

主がお生れになった。このかたこ

しるしを見ました。彼らはそれが

姿でこの世界にやってきたこと、

そ主なるキリストである。あなた

「ユダヤ人の王」の誕生のしるし

それこそ、最高の奇跡です。永遠

がたは、幼な子が布にくるまって

に違いないと解釈し、謁見しに行

の命は、すべての人への神からの

飼葉おけの中に寝かしてあるの

くことにしました。

贈り物であり、その命はイエスに

を見るであろう。それが、あなた

当時の旅行は、とても困難で、

よって受けるのです。「そのあか

がたに与えられるしるしである』
。

ゆっくりでした。他の聖書の箇所

しとは、神が永遠のいのちをわた

するとたちまち、おびただしい天

からして、博士たちがユダヤに到

したちに賜わり、かつ、そのいの

の軍勢が現れ、御使と一緒になっ

着して、イエスに贈り物を捧げる

ちが御子のうちにあるということ

て神をさんびして言った、
『いと

までに、２年かかった可能性もあ

である。」（１ヨハネ 5:11）

高 き と こ ろ で は、神 に 栄 光 が あ

ると言われています。「見よ、彼

るように、地の上では、み心にか

らが東方で見た星が、彼らより先

なう人々に平和があるように』。」

に進んで、幼な子のいる所まで行

( ルカ 2:10-14)

き、その上にとどまった。彼らは

羊飼いたちは、群れをおいてベ

その星を見て、非常な喜びにあふ

ツレヘムへ行き、天使たちが言っ

れた。そして、家にはいって、母

た通り、救い主を見つけたのでし

マリヤのそばにいる幼な子に会

た。
「その光景を見て、羊飼いたち

い、ひれ伏して拝み、また、宝の

は、この幼子について天使が話し

箱をあけて、黄金・乳香・没薬な

てくれたことを人々に知らせた。
」

どの贈り物をささげた。」（マタイ

（ルカ 2:17

新共同訳） つまり、

イエスが生まれた最初の日から、

2:9-11） これが第七番目の奇跡
です。

ついに救い主がお生まれになった
と証言する人たちがいた、という
ことです。六番目の奇跡です。

ローナン・キーンは、ファミリー・インター
ナショナルのフルタイム・メンバーであり、
Activated 誌の寄稿編集者です。
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借 金からの
解
放
解放
数

年前に、セルジオは、経済的な危機に直面し

い試みを続けましたが、それも長くは続きませんでし

ていました。多額の借金を抱えてしまい、全

た。やがて支払不能となり、自分の会社も失い、ほと

財産を二倍にして売り払ったとしても、全額

んど無一文になったのです。ただプライドのゆえに。

返済は無理だったのです。しかも、外国通貨で巨額の

もちろん、借金は返すものであって、返済のための

融資を受けていたので、為替レートの急激な変動のた

努力を続けるべきです。それはクリスチャンとしての

めに、負債は、もともとの借入金をはるかに上回る額

証しでもあります。しかし、セルジオが義父の借金帳

にふくれ上がっていました。当初の借入金の額など、

消しを断ったのは愚かなことでした。やがては義父の

負債全体に比べれば小さなものでした。セルジオの筆

財産の共同相続者となる予定だったのですから。それ

頭債権者は、妻の老父で、裕福な人でした。

をしていたら、セルジオにとって、借金を返すことな

ある日、義父がセルジオに電話をしてこう言いまし

ど何でもないことでした。

た。「四苦八苦しているのはわかっているよ。君を助
けたい。私から借りた金の毎月の返済はもうしなくて
いい。借金は全部、帳消しにしようと思っている。」
そうなれば、セルジオは経済的にかなり楽になって、

セルジオと同じようなことを神に対してしている人
が大勢います。誰もが、罪や過ちを犯したことがあり、
神はそのすべてをゆるそうと申し出て下さっているの

銀行とも負債のことで再度交渉して、何とか会社も存

に、その申し出を受け入れず、良い行いをしたり、自

続できることでしょう。けれども、セルジオはその申

己犠牲を払ったりすることで、自分でゆるしと救いを

し出を断りました。「すみませんが、それはできませ

稼ごうとするのです。しかし、神の唯一の子であるイ

んよ。これは自分の信念です。借りたものはきちんと

エス・キリストは、人々がゆるされるよう、その罪を

お返ししますから。」

自ら負って十字架上で命を捨てられました。だから、

義父は何とかセルジオを説得しようとしました。
「君

ただイエス・キリストを救い主として受け入れさえす

の毎月の返済額は、私から借りた金の利息にさえなら

れば、自分の罪も悪いところも帳消しにしてもらい、

ないんだよ。それに、君は、私の一人娘の夫じゃない

新しい人生のスタートを切ることができるのです。あ

か。わしもあまり長くはないだろう。わしが死んだら、

なたも、この短い祈りを祈ってみて下さい。

全財産が娘と君のものになる。君の言い分は、信念な
んかじゃなくて、愚かなプライドだよ。」
しかし、セルジオは断固として考えを変えようとは
しませんでした。義父への借金を返すために、むなし
Vol.3-6

「イエス様、私の罪やあやまちをゆるして下さい。
私の心に入って、あなたからの愛とゆるしと心の安ら
ぎを与えて下さい。私の人生の新しいページを開いて
下さい。イエス様の名前で祈ります。アーメン。」
11

注：感謝祭は、１１月の終わりのアメリカの祝日で、

友人は、彼女の悲しみは人間として成長するために

アメリカ大陸に渡った初期の移住者たちが神に収穫

神が授けて下さったものであって、それを通して、

を感謝したことに由来する。

辛い経験をしている人のことをもっと思いやるよう
になれると言ったのだ。
（あの人は子供を失ったことなんかないわ！ 私の

ンドラは重苦しい気分のまま、花屋のドア

サ

気持ちがわかるわけないでしょう。感謝祭ですって？

を開けた。少し前まで人生は春のそよ風の

何に感謝するの？）

ようだったのに、交通事故のせいで、この

サンドラは傷ついていた。
（不注意なトラックの運

１１月の冷たい北風のように変わってしまった。二

転手が私の車に追突して、トラックはほとんど無傷

人目の子を妊娠４ヶ月でなくしたのだ。本当なら、

だったことを感謝するの？ エアバッグのおかげで

今週産まれるはずだった。サンドラは悲しみに沈ん

私の命は助かったけれど、おなかの赤ちゃんは死ん

でいた。悪い事は重なるもので、夫は会社
から転勤をほのめかされ、感謝祭
の休暇に会いに来てくれる予定
だった妹も急に来れなくなっ
た。おまけに、サンドラ
の友人の言葉に、彼女
は怒りさえ覚えた。

でしまったことを？）
「いらっしゃいませ。何かお探しですか？」 不意
に店の人が目の前に現れて、サンドラはたじろいだ。
「あの…お花をアレンジしてほしいんですけど。
」
「感謝祭用ですか？」
うなずくサンドラ。
「美しいけれども、ありきたりのがよろしいです

スペシャル
アレンジメント
今、自分が

――作者不詳

恵まれていることに
目を向け
よく考えてみよう。
誰にもたくさんあるはず。
過去の不幸は、
誰でも必ず幾らかあるもの。
それにばかり
目を留めていてはいけない。
チャールズ・ディケンズ
12
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か？ それとも、うちのお客様お気に入りの、
『感謝
祭スペシャル』にされますか？」
サンドラが好奇心を抱いたのを見て、店の女主人
のジェニーは続けた。
「私は、
花にはストーリーがあっ
て、アレンジはどれも何かの感情を表していると思
います。今日は、感謝を伝えるようなものをお探し
ですか？」
「とんでもない！」 思わずこんな言葉が口をつい
て出た。
「ごめんなさい。この５ヶ月の間、
悪いこと続きだっ
たので…」
サンドラは取り乱したことを後悔したが、ジェニー
から意外な返事が返ってきた。
「じゃあ、ぴったりのアレンジがありますよ。
」
その時、ドアベルの音が響いた。
「バーバラ！ いらっしゃい。注文の品、できてま
すよ。ちょっとすみません。
」

「取った？」
「そうです。それがスペシャルなん
です。
『感謝祭のとげのブーケ』とい
うの。
」
「でも、そんなものにお金を払うな
んて。
」
「そのわけを知りたいですか？」
「ええ、教えてもらわなかったら、
帰れないわ。そのことが頭から離れ
ないと思うから！」
「じゃあ、教えましょう。バーバラ
も３年前は、あなたと同じように感謝するものなど
何もないと思っていました。お父様をガンで亡くし、
ご家業も傾きかけていて、息子さんは麻薬中毒、それ
にバーバラも大手術をすることになっていました。
」
「まあ！」
「同じ年に、私も夫を亡くしたんです。それで、店

ジェニーはサンドラに断ると、奥に消えた。それ

を一人で取り仕切ることになって、初めて一人で休

から、緑の植物のアレンジとリボンと、長いバラの

暇を過ごしました。子供もなく、借金しか残ってい

茎を何本も持ってきた。しかし、茎の先は切り取ら

ない私には、休暇に、遠くに住む親戚を訪問する余

れていて、花がない。

裕などありませんでした。
」

ジェニーがたずねた。
「この箱に入れましょうか？」
サンドラは、バーバラの反応をうかがった。
（これは何なの。茎だけで花がないバラなんて、誰
が買うの。
）
冗談とわかって誰かが笑い出すだろうと思ってい
たが、誰もそうしなかった。

「で、どうしたんですか？」
「トゲを感謝するようになったんです。
」
サンドラは驚いた。
「トゲですって？」
「私はクリスチャンです。人生で良いことが起こ
ると、神さまに感謝はするものの、その理由などた
ずねもしませんでした。でも、悪いことが起こると、
夢中で問いただそうとします！ 辛い時期も大切な

「ええ、お願い、すてきだわ。もう３年続けてこの

のだと悟るまで、しばらくかかりました。私はいつ

スペシャルをいただいているわね。家族も気に入る

も人生の『花』を楽しんできたけれど、神さまの慰

わ。ありがとう。
」

めの美しさを教えてくれたのは、
『トゲ』のほうだっ

サンドラは、ぼう然としていた。
（あんなおかしなアレンジなのに、どうしてそんな
普通の会話ができるのかしら？）
「あの、あの人が持って行ったのは…」
「え？」

たんです。聖書には、私達が苦しんでいる時に神は
慰めて下さり、それによって、私達も人を慰められ
るようになるって、書いてあるんですよ。
」
サンドラは、はっとした。
「ある友人がその言葉を読んでくれたけれど、私は

「花がなかったですよね…」

怒ったの！ 本当は、私は慰めがほしくなかったの

「ええ、花は取ったんです。
」

ね。赤ちゃんを失って、神さまに怒っていたんだわ。
」
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さらにジェニーの話を聞こうとすると、またド
アベルが鳴った。
「いらっしゃい、フィル！」

「でも、私の経験から言えば、トゲがあってこそ、
バラの価値が増すんです。苦しい時ほど、神さま
の心づかいを大切に思うんですよ。イエス・キリ

頭のはげた太った男性が店に入ってきた。ジェ

ストは、人がその愛を知るように、ご自分が十字

ニーはサンドラの腕にそっと触れると、その客を

架にかけられた時にイバラの冠をかぶっていまし

迎えるためにその場を離れた。フィルは、
「トゲ

た。だから、トゲを恨んだりしないで。
」

だらけの長い茎を１ダースもらいに来たよ！」と、
陽気に笑った。
「そう思ってました。もうできていますよ。
」
ジェニーは、薄い紙で包まれたブーケを冷蔵棚
から出してきた。
「美しい。妻もきっと喜ぶだろう。
」
サンドラは思わずたずねた。
「奥さんのためですか？」

サンドラのほおに涙がつたいました。あの事故
以来、初めて、強い怒りから解放されたのでした。
「私にも、トゲだらけの茎を１ダースお願いしま
す。
」
「良かったわ。すぐに用意しますね。それを見る
度に、良い時も辛い時も感謝することを思い出し
て下さい。その両方があって、
成長するんですから。
」
「ありがとう。お幾らですか？」

サンドラの反応は、フィルが初めてこのブーケ

「お代はいりません。ただ、心がいやされるよう

について耳にした時と同じなのに、フィルは気づ

努力すると約束して下さるなら。最初の年のアレ

いた。

ンジはいつも、私からのプレゼントなんです。
」

「どうしてトゲだらけのがいいのか、おうかがい
してもいいですか？」
「いやあ、よく聞いてくれました。４年前に、私
達は離婚寸前でした。でも、腐った問題を一つ一

ジェニーはサンドラにカードを渡した。
「お花にこのようなカードを添えましたが、ぜひ
読んでみてくださいね。盲目の人が書いたんです。
さあ、どうぞ。
」

つ片づけてきたんです。おかげで、私達の結婚も、
愛も、元通りになりました。昨年の感謝祭に、こ

神さま、今まで自分のトゲをあなたに感謝した

こに花を買いに来たんですが、私が苦労話をした

ことがありませんでした！ バラについては、数

んでしょうね。ジェニーが、彼女は『トゲ』の時

限りなく感謝してきたけれども、トゲは感謝しま

期から学んだことを忘れないように、バラの茎を

せんでした。どうか、私が堪え忍ぶ苦難の素晴ら

長いこと花瓶にさしていたと、教えてくれたんで

しさを教えて下さい。トゲの価値を教えて下さい。

す。それは、私にぴったりの話でした。で、さっ

あなたの所まで行けたのは、苦しい道を登ってこ

そく茎だけ持ち帰ったんです。妻と私は、その一

そであったことを、示して下さい。涙が私の虹を

本一本をトゲだらけだった状況にたとえて、一つ

作ってきたことを示して下さい。-- ジョージ・マ

一つの状況が私達に教えてくれたことを感謝した

セソン (1842-1906、盲目の牧師、讃美歌作者 )

んです。茎を見て振り返るのが、うちのならわし
になってきているんですよ。
」
フィルはジェニーにお金を払うと、また礼を言
い、サンドラにも、
「このスペシャルをお勧めしま
すよ」と言いながら、出て行った。
サンドラはジェニーに言った。
「私、自分の人生のトゲを感謝できるかどうか…」
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ジェニーは、スペシャルをサンドラに手渡しな
がら言った。
「すてきな感謝祭を！ お互い、良いお友達にな
れたらうれしいわ。
」
サンドラはほほえむと、ドアを開けて、希望に
向かって歩いて行ったのだった。
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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。）
＊

感謝は、どんな機会にも
ぴったりの贈り物。

Appreciation is a perfect
gift for any occasion.
＊このクオートは、
英語の「Motto」

第二弾からで、バイリンガル版
には載っていません。

心配事で心をいっぱいに
しないこと。
良いもののための場所が
なくなってしまうから。

理解されるよりも、理解することを
愛されるよりも、愛することを
私が求めますように
（アッシジのフランチェスコ）

Don’t let your mind become
cluttered with worry. It leaves
less room for the good stuff.

O Master, Grant that I may not so much
Seek to be understood…As to understand;
To be loved…As to love. (St. Francis)

「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.3-6

ディストリビューター：
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