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わたしは子供の頃、土曜日ことに友達が家に来て教会
に行こうと誘って何回教会について行ったことはあり
ますが、イエス様を信じて礼拝をする信仰生活はしま
せんでした。1984年結婚しました。旦那も不信者でし。
子供の達が幼稚園に行く年になり子供達を教会部設の
幼稚園を通わせました。教会の幼稚院なら責任と愛で
子供達を教え正しく健康に教えると思ったからです。
そして、子供達はイエス様を信じて信仰生活をして成
長するのが良いと思ったからです。幼稚園に通う息子
がある日から伝道しました。主日になると息子は“マ
マ！私が皿洗いやるからママは教会に行って下さい。”
と頼みました。家事が多いから教会は行けないと言っ
たわたしに教会に一緒に行こうとねたりました。愛す
る子供達の頼みをもうこれ以上断ることが出来なくて
子供達が通う教会を行ってみました。初めて教会に行
って説教を聞いたが理解できなかったですが、何の理
由か涙がながしまして家に戻りました。そして、ある
日から家に戻って来ると家の扉に恵みと真理ニュース
が置いてありました。 
2,3年間子供達が教会を通って引越しをしました。教
会を探す時に隣りの家に恵みと真理教会の教牌が張っ
てありました。以前の住んでいた扉に置いてあった恵
みと真理ニュースを読んだ記憶があって嬉しくて勇気
をだしてその家のベルを押しました。執事に“最近新
しく引っ越したんですが私も恵みと真理教会に通いた
いです。”と言いました。執事は喜びながら主日に恵
みと真理教会に導いてくれました。当会長の牧師の説
教を聴く瞬間多くの恵みを受けました。なぜ恵みと真
理教会の区域長が毎週渡したのを読んでなかったのか
後悔しました。御言葉の恵みと権能を受け私の信仰が
成長し堅くなり始めました。 
そうするうちにある日から頭が痛かったです。病院に
も行って様々な検査も受けましたがストレスを受けた
からだと薬だけ下さいました。いくら薬を飲んでも効
果がなかったです。まもなくどうしても我慢できなく
てまた病院に行ったら鼻に水腫れが出来たと言われま
した。鼻で息をすることができない症状になって1年
間治療を受けましたが、治る気味もなくやがて月一週
間は何も出来なくて床につく状況になりました。 そ

れだけでなかったです。泣き面に蜂で一つの目までよ
く見えませんでした。子供の登校の道に運転をする時
に感覚を忘れて運転が出来ないほどでした。眼科に行
ってもどんな異常もなかったそうです。結局大きい病
院で MRI検査を受けました。その結果脳に卵の大きさ
の腫瘍がありました。すぐ週術をしないとと死ぬと言
われました。脳腫瘍でした。家に行く時間もなくすぐ
入院して一週間多様な検査を受けて20時間にかけて大
手術を受けました。感謝することは手術をする前に、
その病院に来た当会長牧師が私の話を聞いて来られて
私の手術がよく出来て私の家族に慰めと平安があるよ
うに祈ってくださいました。手術を受ける間信じられ
ない夢をみました。主が私を探して私の名前をお呼び
になり、きれいで美しい天国の姿をみせてくださいま
した。わたしは教会に通いながら天国と地獄について
疑問になった時がありました。そのような私の心を知
っておられ神様が確信を下さって言葉で表現できない
ほど美しい天国の希望を与えてくださいました。その
希望で酷い痛みと明日に対する心配を克服する事がで
きました。３次にかけて手術を受けて４次の手術で頭
に人工骨を入れました。重病室から一般病室で移した
後、病院に長くいたから苦しくてもうこれ以上入院し
たくなかったです。担当医師に頼んで退院をしました。
家に帰っても頭が痛たかったです。横になると頭がく
るくる回して精神の異常がありました。すぐ落ち着か
ない時には旦那がすぐ当会長牧師の説教テープを聞か
せてくださいました。すると、心が落ち着いて平安に
なりました。 
 ある程度回復したのだと思って家の近くを散歩した
ら家に帰って来る道を迷ってしまった事が繰返しまし
た。教会に行きたかったですが心だけでした。道を迷
う私を隣り人に頼んだ後出勤しました。夏になると熱
くて頭が痛くなり冬は寒い風が頭に入って帽子をかぶ
ってから外に出ることができました。何年が経って完
全に治らなかったですが主が私の命を救ってくださっ
たことだけでも感謝して福音を伝えました。区域の聖
徒はひきとめましたが、主が下さる勇気と胆力で公園
にいる人々に恵みと真理ニュースを伝えました。もち
ろん伝道して家まで戻ってくるのは大変でした。道を
迷ってしまって知りあいの人に出会って家まで連れて
下さったり、その場で座っていたら急に家の道が思い
出したりしました。そのように脳手術を受けた後は全

ての記憶がなくなったりしました。再び記憶を探すた
め家族の名前を覚えるほど多くの努力が必要でした。
神様の恵みで手術して７,８年になり字も書けるよう
になり、自ら賛美し祈るようになりました。健康が回
復して主日は旦那と礼拝を参席しました。礼拝を捧げ
ようになってとても神様に感謝しました。一つの目に
神経が切れて目がよく見えないですが神様がなぜ目を
二つ下さったか悟るようになりました。一つの目が見
えなければ他の片目で見るように二つの目をくださっ
たのです。以前のように健康ではないですが、この体
で全てのことが出来る事に感謝します。 
今わたしは忘れた記憶を一つ一つ呼び戻しています。
妻と母の役割をして真実な聖徒で生きようと知恵と能
力を求めて以前の記憶を下さいと祈って努力します。
今まで読んでなかった聖書も読み黙想する事ができて
感謝します。また、神様は私に首区域長の尊い職分を
下さって女性奉仕連合会で教会と聖徒達を仕える恵み
を与えてくださいました。本日も生きる事が奇跡です。
主だけが私の全てです。 
“卑しめられたのはわたしのために良いことでした。
私はあなたの掟を学ぶようになりました。” 
（詩篇１１９編７１節）アーメン 
闘病生活１０年間ぶりに完治判定を受けました。今も
日々健康になる姿を確認して神様に感謝し、愛する家
族と祈ってくださった牧師と聖徒達に感謝します。重
病な苦難の中で苦しい時間を過ごしたが時によって苦
難の乗り越える力と慰めを下さった愛の神様、救いの
確信と揺れない信仰を持つようにしてくださった神様、
私を癒してくださった全能なる主ラパの神様を賛美し
ます。 
信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら。
このイエスは、御自身の前にある喜びを捨て、恥をも
いとわないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右に
お座りになったのです。（ロマ書14：8） 
信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら。
このイエスは、御自身の前にある喜びを捨て、恥をも
いとわないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右に
お座りになったのです。 
（ヘブライ人の手紙12：2）神様が下さった新しい福
の時間をただ主だけ考え、イエス様だけ見あげて、イ
エス様だけ自慢して生きます。 

 

 

 

 

“最後に言う。主にあって、その偉大な力によって、

強くなりなさい。 悪魔の策略に対抗して立ちうるた

めに、神の武具で身を固めなさい。 … ”(エブ 6:10

～18) 

 

すべての人に共通的であった事があります。 それは

霊的存在である悪魔やサタンとも呼ばれます。 悪魔

は人間を破滅させる恐ろしい敵です。 聖書はこの悪

魔の存在に関することだけではなく悪魔の性格と能力、

活動と策略そして最後の運命に関して皆啓示していま

す。 人々を自分が入って行くようになる地獄にひい

て入れることが悪魔の活動の目的でその目的達成のた

めに悪魔の持った方策があります。 悪魔の攻撃目標

と手段そして神様の武具に対してよく見ます。 

悪魔の第一の攻撃目標は聖書に対する。 

聖書は神様のお言葉であり、人間の救いに対する真理

を啓示しています。 基督教会は聖書の上に建てられ

ています。 聖書という基盤が崩れれば基督教会は破

壊されてしまいます。 だから悪魔は全力をつくして

聖書を攻撃します。 巧みな方法で聖書が神様のみ言

葉という事実を否定します。 “聖書は神様のお言葉

である。” と言わないで “聖書を通じて神様のお話

をきくことができる。” その巧みに言います。 結局

聖書を歴史書や文学作品で扱います。 “聖書は聖霊

の感動を受けた人々が神様から受けて言った神様のお

話である。” という事実を否定する人は彼がどんな

身分の人でも クリスチャンではないです。 

悪魔の第二の攻撃目標は “イエス様だけがキリスト

です。” という信仰に対する。 

神様は聖父聖子聖霊の三位が一体です。 イエス様は

聖子の神様です。 永遠からいらっしゃって万物を創

造した神様です。 聖父神様から送られて罪人を救い

しようと世の中へいらっしゃいました。 基督教会は 

“十字架に釘付けられてから三日ぶりに復活したイエ

ス様だけがキリストです。” という信仰の上に建て

られています。 だからイエス様だけがキリストとい

う信仰が悪魔の攻撃目標になります。 

悪魔の第三の攻撃目標は伝道に対したのです。 

復活したイエスキリストが昇天なさる前に残した言付

けが二つあります。 福音を伝えなさいということと 

バプテスマを受けなさいというのです。 福音をきい

て信じれば罪人が義人になる変化を受けます。 魔鬼

の子から神様の子になります。 地獄民が天国民にな

ります。将来その身が生命の復活に参加するようにな

って新しいエルサレム宮で神様と永遠に一緒に住むよ

うになります。 だから悪魔が一番憎むことは福音伝

道です。 悪魔は似以非神学者と似以非聖職者を通じ

て奸巧した述策を使います。 和合と一致のために宗

教の間に布教する仕事を止めなければならないと教え

ます。悪魔の述策この三種類は似以非神学者、似以非

牧師、似以非信者を分別する試金石になったりします。 

特に二重的な処身をする人をよく察して分別しなけれ

ばなりません。 似以非は善良な牧者のように行世す

るものの実際では悪魔の命令を受ける下手人として信

者に歪曲された信仰を植えてくれてその魂を滅亡させ

ます。 

私たちが神様の武具を着なければなりません。 

真理である聖書のお言葉、神様のお言葉で心霊の中心

を堅たくしてすべての事を神様のお話に連携させなけ

ればなりません。 イエスキリストのあがないによる

義を徹頭徹尾に頼らなければなりません。 神様にあ

って平安を享受して平安の福音を伝えるために活動し

なければなりません。 神様の保護と助けを信じる信

仰を持てば悪魔がうつ火の矢は無用の物になってしま

います。 ‘聖書を神様のお言葉で分かって聖書に啓

示されたイエスキリストのあがないの恵みを信じる私

は救いをもらった人だ。’ という考えを持って生き

て行かなければなりません。 そしてすべての祈祷と

懇求にするが無時に聖霊の中で祈りなさいと言いまし

た。 

皆さんは魔鬼の述策をよく分別して神様の武具で武装

して充分に対抗する聖徒になるように願いします。 

「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]       卑しめられたのはわたしのために良いことでした 

私はあなたの掟を学ぶようになりました 

[信仰コラム]            サタンの 策略を分別して充分に対敵しなさい 
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鉄切れにさびがついたことを捨ておけばいく

ら行かなくてその鉄切れを完全に使う事ができ

なくします。  人の心にもまるでさびと同じく

悪い影響を及ぼすのがあります。  それをささ

いに思って油断すれば振り返えることができな

い災いをもたらすようになります。  それが何

で私たちがどのように処理しなければならない

はずなのかを連続してよく見ています。  今日

は  “懸念を治める秘訣”に対して一緒によく

見ます。 

 

 

先に、神様の思った通りにする懸念と
世の中の懸念に対して調べます 
“神のみこころに添うた悲しみは、悔
いのない救を得させる悔改めに導き、
この世の悲しみは死をきたらせる。” 
(コリント人への第二の手紙, 7:10) 
としました。 
 

第一は、神様の思った通りにする懸念
に対してよく見ます。 

神様の思った通りにする懸念は霊に属した神

霊な懸念です。  神様の思った通りにする懸念

がどんなことなのかを分かるのに役に立つお話

が使徒パウロの書信にあります。  敬虔で正し

い信仰を立て通すための懸念は神様の思った通

りにする懸念です。  教会のための懸念は神様

の思った通りにする懸念です。  まだ信仰に堅

く立つことができなくて信仰の道で離脱すると

か試験に入る信者によって気づかって願いする

ことは神様の思った通りにする懸念です。  滅

亡の道に行く人を救いの道に導くための懸念は

神様の思った通りにする懸念です。  神様の思

った通りにする懸念のある人は幸いである人で

す。  このような懸念には神様がともになさっ

てそれによって得るようになる賞と光栄と喜び

になります。  神様の思った通りにする懸念は

自分と教会そして他人の魂に有益になる結果を

もたらします。 

 

二番目は、世の中の懸念に対してよく
見ます。 

世の中の懸念は肉体に属した懸念です。  世

の中の懸念は私たちの生に有害で悪い影響を及

ぼします。  世の中の懸念は私たちの知性と感

情と意志を分裂させる作用をします。  そして

事態を正しく把握することができないようにし

てそわつかせて意欲と勇気を喪失させます。 

世の中の懸念は人の心霊と肉体を傷つかせて病

ませる破壊的威力を現わします。  箴言  15 章  

13 節に  “心に楽しみがあれば顔色も喜ばしい、

心に憂いがあれば気はふさぐ。”箴言  17 章  

22 節に  “心の楽しみは良い薬である、たまし

いの憂いは骨を枯らす。”  と言いました。  度

が外れた心配は神経過敏、神経衰弱にかからせ

ます。  世の中の懸念は体が病ませて寿命を縮

めさせます。  アメリカミネソタ州ロチェスタ

ーにあるメイヨクリニックの共同設立者である

チャールズ  H. メイヨ博士は言うのを  “懸念

は循環機関と心臓、リンパ腺及びすべての神経

系統に影響を与えて健康を大きく害する。私は

今まで過労によって死んだ人はほとんど見られ

なかったが懸念で死んだ人はたくさん見た。”   

 

 

 

 

 

その言いました。  その心に心配、懸念がい

っぱいになる人の生は無気力です。  懸念は貴

い人生を無味乾燥にさせて歳月を虚送させます。 

 

次は、心配、懸念を治める方法に対し
てよく見ます。 
 

この世の中のすべての思想と哲学と宗教は皆

が生の心配と煩悩を乗り越えて脱いでしまうの

で平安を追い求めようとする人間の努力の産物

です。  ソクラテスは知識の追求で平安を探そ

うと思いました。  しかし今日の人々は途方も

ない知識を得たが人の心の中にはむしろ心配と

懸念が加重されただけです。  エピキュロスは

快楽の追求で平安を得ようとしたが快楽を追い

求める現代のエピキュリアンはお酒と淫乱と遊

蕩で平安どころかもっと大きい不安を得るだけ

です。  ストイック哲学の創始者ゼノーは克己

を通じて平和を模索しようと思ったが苦行と克

己は否定的な人生観で人生を索莫としているよ

うにしました。 

どんな人々は心理的安定と快感を得るために

麻薬類に寄り掛かろうと思います。  麻薬類の

効果に精神を依存させるようになる場合過去に

経験した平穏さと陶酔感を持つのをずっと切望

するようになって麻薬類をまた貪溺するように

なる現象を生むようになって終局には生が破綻

境地になってしまいます。  どんな人々は心配

と懸念をお酒として乗り越えようと思います。 

しかしお酒から覚めれば肉体だけ損傷されただ

け返って心配、懸念が加えるようになります。 

どんな人々は心配と懸念をアスピリンや睡眠薬

に寄り掛かって解決しようと思います。  しか

しやはり一時的方便であるだけです。  幾多の

人々は彼らの生に近付く心配と懸念に対して真

の解決策を持っていることができないです。 

概して人々が心配と懸念を対処する方法はこの

ように何らの有益も効果もないとか暫定的な方

便はなるが結局は状態がもっと悪くなるのです。  

 

聖書には心配、懸念を治める効果的な
方法が記録されています。 
 

第一、魂がよくできなければなりませ
ん。 
他に言って救いを得て天国民にならな
ければなりません。 

魂の問題が解決されない人生には真の平安が

ないです。  魂の救いをもらえば最大の懸念が

解決されます。  永遠にある所に対する問題が

解決されたからです。  自分の魂の行く所がど

こかも分からない人はたとえ自分が意識するこ

とができないと言ってもその魂に懸念が潜在し

ています。  誰にも魂が肉体を離れ去る日が来

ます。  だから自分の魂が肉体を去れば天国に

入るということが分かるようになった人は最大

の懸念が解決されたのです。イエスキリストが

約束するのを  “あなたがたは、心を騒がせな

いがよい。神を信じ、またわたしを信じなさい。 

わたしの父の家には、すまいがたくさんある。

もしなかったならば、わたしはそう言っておい

たであろう。あなたがたのために、場所を用意

しに行くのだから。そして、行って、場所の用

意ができたならば、またきて、あなたがたをわ

たしのところに迎えよう。わたしのおる所にあ

なたがたもおらせるためである。”(ヨハネに

よる福音書 , 14:1～ 3) としました。  “お父さ

んの家”とも呼ばれる天国に行く道がイエスキ

リストです。この道の外には他の道がないです。 

イエスキリストが断定的におっしゃいました。 

“イエスは彼に言われた、わたしは道であり、

真理であり、命である。だれでもわたしによら

ないでは、父のみもとに行くことはできない。”

(ヨハネによる福音書 , 14:6). イエスキリスト

を信じれば永遠に住む所に対する懸念が完全に

解決されます。 

 

 

 

 

 

 

第二、皆さんのする仕事が神様のみ旨
に適当ではなければなりません。 

“あなたがたは、この世と妥協してはならな

い。むしろ、心を新たにすることによって、造

りかえられ、何が神の御旨であるか、何が善で

あって、神に喜ばれ、かつ全きことであるかを、

わきまえ知るべきである。”(ローマ人への手

紙 , 12:2) としました。  イスラエル民が偶像

を仕えたら神様がミデアンと東方遊牧民の侵略

にあうようにしました。  イスラエル民が苦難

の中に神様に叫びました。  神様がイスラエル

を侵略者から救いする人でギデオンを選んだが

彼はただ農業師に過ぎなかったです。  神様の

み使いがギデオンに現われてミデアンを充分に

退けるようになると言いました。  ギデオンは

多くの敵軍と戦わなければならないことを思っ

たらとても懸念になりました。  それでギデオ

ンは確証することができる表徴を要求しました。 

神様のみ使いが奇妙な方法で表徴を見せてくれ

ました。  その後  何日が経ってギデオンは神

様のみ旨を再確認するためにもう一度表徴を要

求したが神様が聞き入れました。  神様が重ね

てくださる表徴を通じて神様のみ旨を明らかに

確認するようになったギデオンは心配を投げ捨

ててみ使いのように胆大に任務を遂行しました。 

神様のみ旨が分かるために祈って聖書を通して

説教を注意深くきいて環境を注意深く察してく

ださい。  そして神様のみ旨が分かってそのみ

旨を従って行うようになったら心配を振り落と

してギデオンのように胆大に行ってください。 

 

第三、神様に切に求めてください。 
“何事も思い煩ってはならない。ただ、事ご

とに、感謝をもって祈と願いとをささげ、あな

たがたの求めるところを神に申し上げるがよい。

そうすれば、人知ではとうてい測り知ることの

できない神の平安が、あなたがたの心と思いと

を、キリスト・イエスにあって守るであろう。”

(ピリピ人への手紙 , 4:6,7) としました。 

 

第四、心配を神様に任せてください。 
“神はあなたがたをかえりみていて下さるの

であるから、自分の思いわずらいを、いっさい

神にゆだねるがよい。”( ペテロの第一の手紙 , 

5:7) しました。 

 

五番目、神様のかえりみていて下さる
に対する約束のお話をいつも心に留め
てください。 

“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。”(マタイによる福音書 , 6:33)、

“ すべて重荷を負うて苦労している者は、わ

たしのもとにきなさい。あなたがたを休ませて

あげよう。”(マタイによる福音書 , 11:28)、

“  神は、神を愛する者たち、すなわち、ご計

画に従って召された者たちと共に働いて、万事

を益となるようにして下さることを、わたした

ちは知っている。”(ローマ人への手紙 , 8:28). 

 

神様は私たちの人生にすべての心配と懸念の実

在的で完全な対策をくださいました。  私たち

がイエスキリストを信じればあがないして神様

の子になるようにして、聖霊でいらっしゃって

私たちを導いて助けと慰労くださるのです、将

来神様の父の家で永遠な安息を得させます。 

このような神様が  “あなたがたは心に心配す

るな。”  したし  “あなたがたのすべての心配

を主に任せなさい。” としました。  聖徒の皆

さんは心の中に近付く心配、懸念を充分に治め

て心を神様がくださる平安で一杯に満たして生

きて行くように願いします。 
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