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私の故郷は偶像崇拝をする漁村でした。子供の頃、海で落ち

て死んだ人がいったらその魂のため祭祀をするのを見て育ち

ました。その当時、私の家から五里くらい離れた所で教会が

ありましたが通う人がいませんでした。1978年冬ある日、初

めて教会に行きました。教役者に伝道されその方について主

を受け入れる祈りをしました。しかし、主日だけたまに教会

に行く恥ずかしい信仰生活をしました。 

そうするうちにある日はキョンギドのアンソンで住んでいる

姉の家に行ったときおなかが酷く痛かったです。田舎だった

ので病院へも行けませんでした。もっと酷く痛くなってわた

しの口から“主よ、助けてください。”祈りをしました。と

ころが酷かった痛みが嘘のようになくなりました。しかし、

私は治療してくださった神様の恵みを忘れて教会へ行かなか

ったです。不信者のように生きました。 

結婚をして子供二人を引き続いて出産した後、産後の養生が

出来なくて下血をして貧血の症状もあって耳で変な音がしま

した。ソウルで有名な病院にも行ってみましたが確実な原因

を探せませんでした。私の顔は白くて病弱になりました。そ

のごろ恵みと真理教会に通う人が伝道してちょうど区域の礼

拝を捧げる家を私を導きました。区域の聖徒と礼拝し賛美を

したら涙が止まらなかったです。特に私のため“彼が刺し貫

かれたのは／わたしたちの背きのためであり／彼が打ち砕か

れたのは／わたしたちの咎のためであった。彼の受けた懲ら

しめによって／わたしたちに平和が与えられ／彼の受けた傷

によって、わたしたちはいやされた。”（イザヤ53：5）御言

葉を聞いて同じ心で祈ると体がすごく軽くて病気が治った確

信を得ましたそしてその後何の治療も受けなかったですが癒

されました。神様の恵みが真の驚くことでした。前からイエ

ス様を受け入れたにも関わらず不信者のように生きて来た私

を主が待ち望んでいた事を悟りました。扉を開いて家出をし

た息子を待っているような神様は私を待っていました。その

時から熱心に信仰生活をして聖歌隊で奉仕をしました。 

また、キリスト教新聞社の編集長で働いてアメリカで15日出

張から帰った後から倒れてしまいました。人々は私の症状を

見て更年期だと言われました。ただ立っているのに汗が出て

高熱で体のあちこちに氷をあてても寝れなくて苦労しました。

なかなか熱が下げなくて病院に行って検査したら甲状腺の機

能航症で心臓が腫れていて不整脈もあって腎臓にも炎症があ

って立っていると足が浮腫んでしまって寝る時には足を上げ

て寝ました。 

健康が悪化になった状況でも水曜日の聖歌隊や金曜日の聖歌

隊や主日礼拝の聖歌隊で相変わらず奉仕しました。 

そうするうちに ブサンのサージク室内体育館で“チョヨンモ

ク牧師招請の大聖会”が開かれ、１千名が超える教会の聖歌

隊員が賛美を担当するようになって私も参席する機会が与え

られました。しかし、行きたい心はありましたが私の体では

長距離移動するのが難しかったです。体のあちこちが痛くて

靴さえも履かないくらいでした。迷った私に指揮者は“サイ

執事、今回の聖会が大きく開かれるが大変でも参席して賛美

して、神様の奇跡を望んでみたらどうですか？癒しの聖会だ

と聞いて目が覚めました。教会で聖歌隊員のためアンヤンか

らプサンまで列車を借りたがわたしはあらかじめ申請をしな

かったので席がないのを知っているのにも朝早く駅へ行きま

した。聖歌隊員の委員たちが交代で私に席を譲って配慮して

いただいて楽に行けました。牧師の御言葉と祝福祈りにアー

メンと言い切に神様を仰ぎ聖会を終えてその場で座っている

時に“主を仰ぐ者は新しい力を得る。”と賛美を歌って”娘

よ、平安に行こう。“と主の声が聞こえました。今神様が私

に新しい力と治療してくださるんだと確信をしました。その

日足が酷く浮腫んでよく歩けなくて靴も履かないくらい大変

でしたがソウルに行く日は新しい力を得て靴も履いて家に戻

りました。そして、その日から顔色も明るくなり回復しまし

た。 

神様の恵みはそれだけではなかったです。今まで“私を選択

するか教会を選択するか一つにしてと私を迫害した旦那が私

と共に教会を行くとしました。その瞬間わたしは本当驚きま

した。“二人は言った。「主イエスを信じなさい。そうすれ

ば、あなたも家族も救われます。」”約束の御言葉が私達の

家族を救ってくださいました。神様の恵みと権能の御言葉で

した。神様は私が神様に戻って来て強い信仰を持つようにし

てくださいました。旦那も救ってくださり、３度の病気を治

してくださった神様を仰ぐようになり恵みを与えてください

ました。 

神様が治療してくだって健康な体で喜び感謝して教会の教師

として水曜礼拝と金曜礼拝の聖歌隊員で奉仕しています。神

様の子供として心が大胆で強くなりすべての事で自信持って

どんな状況でも熱心に福音を伝えます。“手で蛇をつかみ、

また、毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治

る。主イエスは、弟子たちに話した後、天に上げられ、神の

右の座に着かれた。（マガの福音書16：17、18）御言葉の力

を実感して“あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは

力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサ

マリアの全土で、また、地の果てに至るまで、わたしの証人

となる。”（使途言行録1：8）御言葉に従順して人々に福音

を伝えます。 

わたしは平凡な主婦ですが機会があるときに詩と賛美と文書

で主に栄光を捧げています。足りないですが文書宣教分野で

多くの機会が与えられたら神様の国の拡張ため用いられたい

です。いつも聖書中心の説教と魂のため祈ってくださる当会

長の牧師に感謝します。 

考えと全ての事を摂理して治療してくださる主、ラパの神様、

毎日聖書を読んで説教を聴くことに悟らせて神様の御心を分

別するようにしてくださった主に感謝します。足りない私に

証の機会をくださった神様を賛美しまた賛美します。ハレル

ヤ！ 

 

“私の心が満たします。” 

早春魂の菜園に  御言葉の種を植えてくださって  梅雨と猛

暑に  草取りをして恵みの肥やしていただき  信仰が育つよ

うにしてくださった  主よありがとうございます。 

実りを得られなかった木は  恥ずかしくて隠さなければなら

ないこの季節に  福音の種を植え、収穫して  収穫の溢れん

ばかりの喜びを享受させた  主を賛美します。 

御国の神霊な福と  土地の肥沃な所産で  時に沿って最上の

物をくださて  私の心を満たした  主を礼拝します。 

主よ。  私に下さった全てのことを  主のために使うのを願

います。  渇いた棒のような私を用いて  主のため用いられ

るようにしてください。 

 

 

 

 

“あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は、上か

ら、光の父から下って来る。父には、変化とか回転の

影とかいうものはない。”( ヤコブの手紙, 1:17) 

 

聖徒は神様の属性が永遠に不変であるという事実によ

って世の中が与えることと違う喜びと平安とを持って

生きて行くことができます。 神様の口約束を信仰と

神様の命令に従順して生きて行きます。 神様の属性

は変わりがないという事実に基盤して聖徒に切要に要

求されることは神様との関係で変わりがあってはいけ

ないというのです。 そんなことで神様に栄光を持た

せて神様を嬉しくします。 神様との関係で私たちが

変わりがあってはいけなくて持続しなければならない

ものなどが何やらかよく見ます。 

第一、神様と専らお供しなければなりません。 

昔の族長エノクとノアの生涯に関する記録をよく見れ

ば宝石を見ることのように美しいです。 神様が必ず

いらっしゃって彼を探す者に賞をあたえることを信じ

るということは難しくないが しかし神様の臨在と助

けを信じてどんな状況でもその信仰を持続することは

易しくないです。 ところでエノクは神様の存在に対

する信仰以上に神様がすべてを主観していらっしゃる

という信仰を専ら持っていました。 そして神様とお

供する生活でノアに見せてくれた特色は彼の当面した

状況がどうでも神様が言い付けたそのまま行うのです。 

人々があざ笑って責めても ものともしなくて箱船が

完成されて箱船に入って行く日まで少しも動搖しなか

ったです。 

第二、相変わらず神様を愛しなければなりません。 

罪の中に生きるながら死んで滅亡に処するようになる

罪人を救いしようと神様がイエスキリストを世の中に

送った愛 そしてイエスキリストが神様のみ旨に完全

に従順してあがないの死を死んだ愛は人間の理解を超

越する愛です。 神様の愛の中一番大きくて強烈な愛

です。 私たちが享受するようになる神霊な恵みは神

様の愛に対する悟りの大きさに比例します。 イエス

キリストによる神様の愛が分かってからも神様を愛し

ないことはありえないです。 ところで世の中ものな

どに目がくらんで神様を向けた愛が冷えられて変わっ

たらそれよりもっと不幸な事はないです。 “わたし

たちは、生きるのも主のために生き、死ぬのも主のた

めに死ぬ。だから、生きるにしても死ぬにしても、わ

たしたちは主のものなのである。” (ローマ人への手

紙, 14:8) これが神様を相変わらず愛する人の生死観

です。 

第三、神様の仕事にいつも力をつくさなければなりま

せん。 

イエスキリストを迎接する前にはすべての事を人本主

義にして自分の本位にした人が聖徒になった後には変

わって神様の仕事に参加するようになります。 ‘神

様の仕事’と言うのは福音を伝えて信者の信仰を引き

立ててくれることに関連されたすべての事を言います。 

死んだ後には神様の仕事をする機会がないです。 私

たちが肉体を着ている時行った事によって将来に神様

から褒めと賞を受けるようになるでしょう。 神様の

仕事をする聖徒に向けて世の中が何だと責めて判断し

てもそれは重要ではないです。 神様が “あなたが私

に良いことをした。” とおっしゃれば私たちにその

以上もう満足した事がないです。 

四番目は、持続的に聖霊充満しなければなりません。 

イエス様の弟子は神様の命令のどおり聖霊降臨を望ん

で待ちました。 エルサレムのある家に 120 人が集ま

って祈りました。 そして五旬節の日に皆が聖霊で充

満するようになったし、その日から出て胆大に福音を

のべ伝えたから奇跡が起こりました。 彼らは聖霊充

満を体験しました。 世の中の人々は懸念を忘れて喜

びを得ようとお酒を飲むがそれによる弊端と後遺症が

いくら大きいかをこの社会はよく分かっています。 

聖書は “酒に酔ってはいけない。それは乱行のもと

である。むしろ御霊に満たされて”(エペソ人への手

紙, 5 :18) としました。 

皆さんは神様と専らお供して、相変わらず神様を愛し

て、神様の仕事にいつも力をつくして、持続的に聖霊

充満してください。 そして永遠に変わりがない神様

から褒めと賞を受けてください。 

 
 

「チョヨンモク牧師先生の信仰コラム‘緑の牧

場、清い川’本の語り中」  

 

[証]     三回も私の重い病気を癒してくださったラパの神様に感謝を捧げます 

[信仰コラム]            相変わらずの信仰生活 
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“鳥が頭の上で飛ぶことは仕方ないとしても頭

の上に巣を作るようになったらその人の責任

だ。”  という格言があります。  私たちの心に

はさまざまな考えが絶えず擦れて行きます。 

こんなに擦れて行く考えに対してはあまり気を

使うまでもないです。  ただ悪しくて良くない

考えが心にとどまるようになって心に根付くよ

うになれば捨ててしまわなければならないです。 

どんな考えが心に席を取れば私たちの行動と人

格に影響を及ぼします。  だから心を治めて守

る事を私たちが最優先の課題にしなければなり

ません。  今日は  “不安と恐怖を治める秘訣”

に関してよく見ます。 

 

 

第一は、不安と恐怖の原因に対して調
べます。 
 

不安と恐怖は私たちの生命と生活がどんな脅威

に直面する時に感じる行ってします。  神学者

ポールティルリヒ (Paul Tillich)は人間の不安

は 人 間 存 在 の 根 本 か ら 来 る こ と だ と 言 っ て  

‘存在の不安’という言葉を使いました。  ポ

ールティルリヒは不安は三種類の形態で現われ

るのに  1) 死の不安  2) 罪の不安  3) 生の虚

無と無意味の不安だと言いました。  そして不

安と恐れを区別して不安は状態で恐れは感情だ

と言いました。  ナポレオンヒール (Napoleon 

Hill)は人が持つ不安と恐れを原因によって七

種で分類しました。  1) 貧乏に対する恐れ  2) 

失 敗に対 する恐 れ  3) 疾 病に対 する恐 れ  4) 

愛の喪失に対する恐れ  5) 老衰に対する恐れ 

6) 自由の喪失に対する恐れ  7) 死に対する恐

れだと言いました。 

聖書の創世記には人間が不安と恐怖を持つよう

になった根本原因を明らかにしています。  ア

ダムとエバが神様の命令を逆って善悪を知る木

の実を食べるので罪を犯しました。  日が冷や

やかな頃に園にぶらつくエホバ神様の音をきい

て、アダムと彼の妻がエホバ神様の顔を避けて

園の木の間に隠れました。  エホバ神様がアダ

ムを呼んで彼に  “あなたがどこにいるのか?” 

と尋ねました。  アダムが答えるのを  “私が園

で神様の音をきいて、私が脱いだので恐ろしが

っ て隠れま した。 ”  とし ました。  (創 世記 

3:8～ 10) 人間が最初に感じた不安と恐怖でし

た。 

 

 

二番目は、不安と恐怖がもたらす打撃
と損傷に対して調べます。 
 

不安と恐怖は私たちの神経と筋肉が正常に動く

ことができないようにします。  不安は過剰行

動を誘発します。  不眠症、爪かむこと同じ他

の神経症状が現われたりします。  不安と恐怖

による情緒上の緊張はさまざまな疾病の原因に

なります。  医学博士マクミランはこんなに言

いました。  “嘔吐、下痢、喘息、糖尿病、関

節炎のような疾病の原因が頭にあるのではない

がこの疾病とその他多くの重大な病気が精神緊

張のため起きるのである。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統計によると  医者さんたちに尋ねて来た患者

の  3 分の  2 が精神緊張による症状を持ってい

た。”  第  2 次世界大戦の当時戦争で死んだア

メリカ軍人の数字より息子と夫を戦線に出して、

心配と不安の中に落ちて心臓病で死んだアメリ

カ市民の数字が三倍が多くなったと言います。 

恐れを抱いていればいつかは悪い結果をもたら

すようになります。  聖書ヨブ記の主人公であ

るヨブは途方もない災難にあった中に  “わた

しの恐れるものが、わたしに臨み、わたしの恐

れ お の の く も の が 、 わ が 身 に 及 ぶ 。 ” (ヨ ブ  

3:25)と告白しました。 

 

三番目は、不安と恐怖を治めて心に平
安を享受することができる道に関して
調べます。 
 

私たちは不安と恐怖が心の中に泊まることがで

きないようにして神様がくださる平安で一杯に

させなければなりません。  このために留意し

て実践しなければならないことがあります。 

 

第一、無性に心細い考えをしてはいけ
ないです。 
大概  “人々が心細い考えをすること中  40%は

通った過去に対するのであり  50%はまだ存在し

ない未来に対するのであり、 10%だけが現在の

ためのことである。” とノオマン  ビンセン

ト  ピイル博士が言いました。  無性に心細い

考えを持たせる無知と迷信もとり除かなければ

なりません。  人類に必要なものなど中の一つ

は途方もない偽り宣伝を乗り越える事です。 

弱い精神を所有した人々はすべての種類の迷信

を受け入れるのがあります。  彼らの精神は絶

えず非合理的な恐怖の侵入を受けています。 

例えば我が国の人は数字の中  4 が嫌で西洋人

は  13 日ながら金曜日の日を恐れることから黒

い猫がまえに通ることまでも恐れることなどで

す。  病院建物に  4 階や  13 階の表示がなくて 

3 階の次が  5 階、 12 階の次が 14 階に表示され

た所があります。  表示がどうしていかったと

か実際には  4 階は  4 階で  13 階は  13 階であ

るだけです。 

 

第二、神様の手をしっかりつかんでく
ださい。 
神様の約束のお言葉は神様が出す手です。   

だから皆さんは次の言葉お聞きする暗記してお

いてください。  そして時々暗誦してください。  

“主はわたしの牧者であって、わたしには乏し

いことがない。主はわたしを緑の牧場に伏させ、

いこいのみぎわに伴われる。主はわたしの魂を

いきかえらせ、み名のためにわたしを正しい道

に導かれる。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

なたのつえはわたしを慰めます。あなたはわた

しの敵の前で、わたしの前に宴を設け、わたし

のこうべに油をそそがれる。わたしの杯はあふ

れます。わたしの生きているかぎりは必ず恵み

といつくしみとが伴うでしょう。わたしはとこ

し え に 主 の 宮 に 住 む で し ょ う 。”(詩 篇 , 23

編 ). “主はわたしの光、わたしの救だ、わた

しはだれを恐れよう。主はわたしの命のとりで

だ 。 わ た し は だ れ を お じ 恐 れ よ う 。 ”(詩 篇 

27:1). “主はあなたをかりゅうどのわなと、

恐ろしい疫病から助け出されるからである。主

はその羽をもって、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であろう。その

まことは大盾、また小盾である。あなたは夜の

恐ろしい物をも、昼に飛んでくる矢をも恐れる

ことはない。また暗やみに歩きまわる疫病をも、

真昼に荒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、その災はあなたに近づ

くことはない。 

あなたはただ、その目をもって見、悪しき者の

報いを見るだけである” (詩篇  91:3～ 8). 

 

第三、聖霊で充満を受けてください。 
イエス様の弟子はュダやの宗教リーダーと官員

を恐れました。  イエス様が逮捕していらっし

ゃる時に彼らはすべて逃げだしました。  イエ

ス様の復活の消息をきいてからも彼らは家に集

まって門をかんぬきを差して不安と恐怖に押さ

れていました。  そういう弟子が五旬節の日に

聖霊充満を受けて完全に変わりました。  彼ら

から不安と恐怖が消えてしまいました。  弟子

がある家に集まって聖霊降臨を待っている途中

皆が聖霊充満を受けて方言で祈ったらその音を

きいて群衆が集まって来ました。  弟子はその

音が外に出ないように措置しなかったです。 

むしろペテロとヨハネが出て群衆を向けて叫び

ました。  “だから、イスラエルの全家は、こ

の事をしかと知っておくがよい。あなたがたが

十字架につけたこのイエスを、神は、主またキ

リストとしてお立てになったのである」。する

と、ペテロが答えた、「悔い改めなさい。そし

て、あなたがたひとりびとりが罪のゆるしを得

るために、イエス・キリストの名によって、バ

プテスマを受けなさい。そうすれば、あなたが

たは聖霊の賜物を受けるであろう。” (使徒行

伝 , 2:36,38). この日群衆の中にイエス様を迎

接した人々が  3 千名もなりました。  聖霊充満

した弟子は何も恐ろしくなかったです。  彼ら

はエルサレム通りを歩き回って福音を伝えまし

た。 

 

第四、クリスチャンは天国の民です。 
変動されることができないこの事実を
思ってください。 
人々は死を嫌悪して恐ろしがります。  しかし

どんな恐れなしに死の谷間を通過する人々が数

えきれなくいます。  使徒パウロは死を正面か

ら見つめたまま歓喜の中にこんなに叫びました。 

“ここで、あなたがたに奥義を告げよう。わた

したちすべては、眠り続けるのではない。終り

のラッパの響きと共に、またたく間に、一瞬に

して変えられる。というのは、ラッパが響いて、

死人は朽ちない者によみがえらされ、わたした

ちは変えられるのである。なぜなら、この朽ち

るものは必ず朽ちないものを着、この死ぬもの

は必ず死なないものを着ることになるからであ

る。この朽ちるものが朽ちないものを着、この

死ぬものが死なないものを着るとき、聖書に書

いてある言葉が成就するのである。死は勝利に

のまれてしまった。死よ、おまえの勝利は、ど

こにあるのか。死よ、おまえのとげは、どこに

あるのか」。” (コリント人への第一の手紙 , 

15:51～ 55). 

 

神様はイエスキリストの中にいる者に不安と

恐れを征腹して平安と大胆に生きて行くことが

できる解決策と対策をすべてくださいました。 

聖書には恐ろしくてないと言うお言葉がたくさ

ん記録されています。  “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。わたしはあなたを

強くし、あなたを助け、わが勝利の右の手をも

っ て 、 あ な た を さ さ え る 。 ” ( イ ザ ヤ 書 , 

41:10). 私たちの主イエスキリストによって神

様がくださる平安と大胆に皆さんの心霊に充満

するように願いします。 
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