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私が幼い頃から母は教会に通う信実な聖徒でした。普

通、子供達に強要したり怒ったりしたことはなかった

母でしたが、神様を支えることと教会の事については

少しも譲りがなかったです。主日は反強制的に教会学

校に連れて行きました。 

幼い頃にはそんな母を理解できませんでした。ある主

日の朝教会に行きたがらない私の手組を強く掴んで教

会に向かう母に“教会に行くの嫌なのになぜ無理やり

に連れて行くのか”と大きい声で泣きました。私の涙

が静まると母は“あなたが、まだ若いからわからない

けど人は神様の御言葉の中で生きるべきだ。いつか確

信を得て神様に感謝する日が来る。だから、今は教会

に行くのが嫌いだとしても手を掴んで共に教会に行っ

て神様の御言葉を聴き習いなさい！と言われました。 

母の話が理解出来なかったですが私が泣いているとき

悲しい目で私を見る母の顔だったので母の手を掴んで

教会に行きました。このことがあった以後、熱心に教

会学校に通いました。毎週、主日礼拝の聖歌隊練習も

休まずに参席して、先生について伝道もしました。ク

リスマスの日は大人と共に聖徒の家に行って賛美も歌

いました。母と祖母そして、教会の先生たちから褒め

言葉と祝福の話を聞いて楽しく教会生活をしました。 

そんな私に中学校3年になる冬に遅い思春期が来まし

た。母に反抗して信仰生活について多く疑い教会と神

様を離れてしまいました。そんな私のために母はたく

さん涙を流しました。 

ある日、年を取って旦那に出会って結婚しました。結

婚式が終わると母は旦那と私の手を握って頼み込みま

した。“神様を畏れて、主の中で暮らしなさい。それ

があなたが一番よく生きる道であり幸せになる道だ。

あなた達に何も願わない。”切に神様を信じる生活を

頼みました。その瞬間、私は幼い頃教会に行かないと

泣いた時、悲しい目つきでずっと見た母の姿が思い出

しました。はい、わかりましたと約束しました。ここ

キョンギドのナンヤンジュで結婚生活をして母の約束

の通り家の近くにある教会に通いました。私より先に

恵みと真理教会に通った姉の勧めでクリまで恵みと真

理教会に行きました。初めはバスに乗って遠いクリま

で行くのが大変なので断りましたが、姉が頼んで教会

の教区長と区域長が私の家に来られて恵みある御言葉

と祈り祝福してくださって一度行って見て決定しよう

と誘われクリ聖殿で礼拝を捧げるため行きました。 

初めは教会に行って当会長の牧師の説教を聴いたが、

幼い時母をついて教会に行き聖書の御言葉を聞いて幸

せだったことが思い出して、暖かくなり平安があって

胸いっぱいでした。礼拝に参席することに長い間迷っ

た私がとうとう故郷に来たように恵みが溢れました。

“家の近くに教会が多いのに、なぜクリまで行くの

か？と旦那の迫害でも教会に行き熱心に礼拝を捧げな

がら私にたいする神様の摂理と愛に感謝しました。神

様を知らなくて離れて生きたときにもいつも共にいら

っしゃって、神様の近くに戻ってくるように待ってい

ました。神様の限りない愛と慈しみでした。早く私を

この福なる信仰の道のため苦労した母の愛と祈りにも

感謝します。 

旦那が運営する小さい事業場に大きい問題があるとき

に私が切に神様を助けを仰ぎながら祈って、その時こ

とに助けてくださる神様の働きを感じることができま

した。最近は長い期間、売れなかった家が売れて貸切

の家を借りるのが難しくて新しい家を探すのが大変で

した。神様に家の問題を祈りました。 

ある日は午前、家の問題で祈って近くにある山に行っ

てちょっと休んでいる時に“良い家があるから早く来

てくださいと 不動産から連絡が来ました。すぐ、神

様に祈りました。“出来ないことがない神様、貸切の

家を借りることは難しいけど神様の御心だと契約が出

来ると思います。自分の力では何も出来ません。神様

はわたしの主権者であり助けを与えて下さる神様が摂

理してください。神様、感謝します。祈りました。ゆ

っくり山を下りて不動産によって家を見に行きました。

行ってみたら私の経済状況にちょうど合う良い家でし

た。すぐ家を契約しました。午前私より先に家を見た

人も気にいたがちょっと迷う時、私が契約できたので

す。良い神様はまもなく私達の名義である家を下さい

ます。3年後に私達の家に入って隣り人の気をつかわ

なく思いきり区域礼拝も捧げる事が出来るし、恵みを

与えてくださいました。 

わたしが、あなたの神、主。あなたをエジプトの地か

ら導き上った神。口を広く開けよ、わたしはそれを満

たそう。（詩篇81：11） 主に自らをゆだねよ／主は

あなたの心の願いをかなえてくださる。（37：4）ハ

レルヤ！この御言葉の通り私の祈りに答えてくださっ

た神様を賛美します。 

私を神様の子供にしてくださり、苦難の時ことに知恵

と力になり、慰めとなり驚くな恵みを与えて下さる神

様に感謝します。全てのことが足りない私に与えてく

ださった教会を支え、首区域長の職分を与えてよく担

えるように聖霊充満なるように祈ります。まだ、イエ

ス様を信じない旦那と舅姑も恵みを与えてくださって

救いの恵みを与えて下さり家庭福音化になり主の中で

福を享受しながら生きるのを願い熱心に伝道します。 

時によってその深いと広さを推し量るすべかない恵み

と愛を満たして導いてくださる神様に栄光と賛美を捧

げます。“私の力になる神様、主を愛します。”アー

メン 

 

 

 

 

“ … ある者たちがつぶやいたように、つぶやいては

ならない。つぶやいた者は、「死の使」に滅ぼされた。

これらの事が彼らに起ったのは、他に対する警告とし

てであって、それが書かれたのは、世の終りに臨んで

いるわたしたちに対する訓戒のためである。” (コリ

ント人への第一の手紙, 10:10,11) 

 

クリスチャンには感謝の根源がたくさんあります。 

クリスチャンの特徴の中で除くことができないことが

感謝する生き方です。 感謝が不毛であるクリスチャ

ンという言葉は事実上成立にならない言葉です。 感

謝の根源に関してよく見ます。 

第一は、神様を信頼する心が感謝の根源です。 

昔のエジプトを離れ去ってガナアンに行進したイスラ

エル子孫は神様とモセに向けて恨みと不平たけしてい

る中で神様の懲罰を受けてガナアンに入ることができ

なくなったし、エジプトから出る時 20 歳 以上にな

った人々はヨシュアとガルレブを除き皆が荒野で死に

ました。 もし彼らがすべての事に神様を向けて感謝

したらエジプトを 離れ去ってから 2 年余りぶりに皆

がガナアン地に入るようになったはずです。 彼らが

恨みと不平を言うようになった理由で立てることは表

面的な理由に過ぎないです。 根本的な原因を一つに

集約して言えば彼らが神様を信頼することができなか

った理由です。 

神様を向けた感謝は神様に対して信頼の深さに比例し

ます。 使徒パウロはこんな事に私たちに良いお手本

になります。 パウロ使徒はビリボの監獄に投獄され

ても夜中に感謝の讃尿を歌いました。 ローマの獄中

でもビリボ教人に “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。”

(ピリピ人への手紙, 4:6) としました。 

 “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) としました。 このような

確信は神様を向けた全幅的な信頼から始まります。 

二番目は、神様を愛する心が感謝の根源です。 

旧約聖書の詩編の中では神様を向けたタビデの感謝と

讃尿の詩がたくさん記録されています。 ところでタ

ビデの生涯をよく見れば実に波乱万丈しました。 一

つ驚くべきなことはそんな中でもタビデのくちびるに

は感謝と讃尿があふれたという事実です。 タビデの

感謝と讃尿は神様を愛する心から湧き出たのです。 

イエス様がナザロの家を訪問して食事する時にナザロ

の妹マリアが非常に貴い香油である純然なナード一玉

少を持って来てその玉少を破ってイエス様の頭に注ぎ

ました。 カリオテユダ含めて弟子は異口同声でそん

なマリアを咎めました。 しかしイエス様はむしろマ

リアを大きく誉めました。 イエス様に向けた愛の心

から始まる感謝の献身を神様がどれほど嬉しく思うか

をこんなにおっしゃいました。 

“よく聞きなさい。全世界のどこででも、福音が宣べ

伝えられる所では、この女のした事も記念として語ら

れるであろう」”(マルコによる福音書, 14:9). 

私たちを救いしてくださったイエス様を愛する心を持

つようになれば神様の前で欲得は消えてしまいます。 

神様を愛する心から湧き出て感謝の礼物を差し上げな

がら奉事する人はその事によって試験に入る事があり

えないです。 私たちが神様を愛することは極めて高

くて広くて深い神様の愛を受けた結果です。 誰も神

様の愛を悟るくらい神様を愛するようになって、その

愛をすべての良いことを差し上げを通じて感謝の表現

するようになります。 

三番目は、神様を向けた謙遜な心が感謝の根源です。 

謙遜な人は自信にあるすべてのものが神様から受けた

ことであるという事実を深く認識しています。 すべ

てのものがすべて神様から来ました。 神様の前で私

のものだと主張することは何もないです。 すべての

ものが神様の贈り物で恵みです。 だから謙遜な心を

持てば感謝があふれるようになります。 

神様を信頼する心、神様を愛する心、謙遜な心は感謝

の水かさが湧き出させる根源です。 皆さんはこのよ

うな心から湧き出る感謝があふれるようにお願いしま

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]        私の力になる主、私が主を愛します 

[信仰コラム]                 感謝の根源 
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今日は  “疑心を治める秘訣”をよく見ます。 

 

 

先ずに、疑心の種類に関して調べます。 
 

何も疑わない人とすべてのものを疑う人は二人

とも愚かな人です。  なぜならば疑心の中では

否定的な結果をもたらす疑心があるかと言えば

肯定的な結果をもたらす疑心もあるからです。 

 

否定的な結果をもたらす疑心を三種類で分ける

ことができます。 

第一は、無知によった疑心があります。 

二番目は、我執と驕慢による疑心があります。 

三番目は、精神的な病気による疑心があります。 

疑妻症や疑夫症のようなことがそうです。  ど

んな特定の仕事に対してだけ信じることができ

ない疑心証もあります。 

 

肯定的な結果をもたらす疑心を二つで分けるこ

とができます。 

第一は、探求的な疑心があります。  人を無条

件で信じることは無条件に不信すること以上に

問題があります。  この世の中には背任、横領、

詐欺のような犯罪が絶えずに発生しています。 

だから真実が分かろうとする探求精神がなけれ

ばなりません。  探求精神には疑心がその土台

にあります。  真実が分かろうとする探求的な

疑心と言うのは肯定的な疑心です。 

二番目は、確信に至ろうとする過程としての疑

心があります。  復活したイエス様が弟子にい

らっしゃって  "あなたがたに平安があれ ."とお

っしゃいました。  それからは手とわきを見せ

ました。  弟子は恐ろしさに捕らわれて霊を見

ていると思いました。するとイエス様が  “そ

こでイエスが言われた、「なぜおじ惑っている

のか。どうして心に疑いを起すのか。わたしの

手や足を見なさい。まさしくわたしなのだ。さ

わって見なさい。霊には肉や骨はないが、あな

たがたが見るとおり、わたしにはあるのだ」”

(ルカによる福音書 , 24:38,39)とおっしゃいま

した。  弟子が喜びながらもまだ信じることが

できない時にイエス様が彼らにおっしゃるのを 

“あなたがたがここにとんな食べ物を持ってい

るのか?” するので彼らが焼いた魚いっぴきく

れを差し上げたのでイエス様がその席で召し上

がりました。  弟子は初めて彼らの中にいらっ

しゃる方が復活したイエス様という事実が分か

って喜びました。 

イエス様の１２弟子の中トマスはその時にいら

なかったです。  他の弟子がトマスに復活した

イエス様を見たと言いました。  するとトマス

が こ れ を 信 じ る こ と が で き ず に 言 う の を  

“「わたしは、その手に釘あとを見、わたしの

指をその釘あとにさし入れ、また、わたしの手

をそのわきにさし入れてみなければ、決して信

じない」”  としました。 トマスは自分が直接

確認しない限り他の人々の言葉をきいてからは

信じないというものを言ったのです。  その後 

復活したイエス様がまた彼らの中いらっしゃい

ました。  トマスもその席にありました。   

 

 

 

 

 

 

 

 

イエス様がトマスに  “「あなたの指をここに

つけて、わたしの手を見なさい。手をのばして

わたしのわきにさし入れてみなさい。信じない

者にならないで、信じる者になりなさい」  ” 

と言いました。  トマスの疑心は疑心のための

疑心ではなく確信のための疑心でした。 

 

 

次は、否定的な性格を持った疑心がも
たらす悪い結果に対して調べます。 
 

第一、疑心は不必要な心配に苦しませます。 

第二、疑心は情緒的な安定を崩してまるで帆柱

が折れて錨の切れた船が風と波にそって行くよ

うに私たちの生を漂流させます。 

第三、極甚な疑心は理性を麻痺させて非正常的

な行動をさせます。  ヘロド王はひどい疑心証

を持っていました。  彼は年を取るほど疑心証

がひどくなって殺人者になってしまいました。 

彼は自分の妻マリアムネと妻の母アルレックサ

ンドラを殺しました。  疑ったからです。  自分

の長男であるアンチファーターと二人の息子ア

レクサンダーとアリストドルルースも殺しまし

た。  疑心証が発動したからです。 

第四、疑心は神様に対する信仰を毀損させます。 

サタンは信者が神様のお言葉を疑うように誘導

します。  サタンは私たちが困境に処する時に

神様を疑うように誘導します。  神様の存在に

対する疑心を持たせます。  また神様の能力に

対する疑心を持たせます。  

 

 

終りに、悪い結果をもたらす疑心を治
める秘訣をよく見ます。 
 

第一は、神様は彼が約束したお言葉を適切な時

に適切な方法で必ず成すということを私たちが

信じて忍耐しなければなりません。 

アブラハムが  75 歳  彼の妻サラが  65 歳の時

に神様が約束するのを  “時に主はアブラムに

言われた、「あなたは国を出て、親族に別れ、

父の家を離れ、わたしが示す地に行きなさい。

わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを

祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは

祝福の基となるであろう”(創世記 , 12 :1,2) 

としました。  ところで  10 年の歳月が経った

のに子がいなかったです。  サラ自分に懐任す

ることができない問題があると思いました。 

それで自分の女しもべハガルを通じて子を生む

ようにしなさいとアブラハムに勧勉しました。 

ハガルが息子を産みました。  それによって家

庭に風波が起きました。  サラはハガルから蔑

視と侮辱にあったし、ハガルは追い出す事件が

起こりました。  神様の約束は必ず神様の時に

成り立ちます。人間の不器用な知恵と方法で急

げば問題の解決ではなくむしろ問題の開始にな

ります。  アブラハムの九十九歳の時にエホバ

がアブラハムに現われて  “アブラムの九十九

歳の時、主はアブラムに現れて言われた、「わ

たしは全能の神である。あなたはわたしの前に

歩み、全き者であれ。わたしはあなたと契約を

結び、大いにあなたの子孫を増すであろう」”

( 創世記 , 17 :1,2) しました。  ハガル事件に

よって大きい教訓を得たアブラハムとサラは神

様の権能と信実を完全に信じました。 

その事に対してローマ人への手紙 , 4 章にこん

なに記録されています。  “彼は望み得ないの

に、なおも望みつつ信じた。そのために、「あ

なたの子孫はこうなるであろう」と言われてい

るとおり、多くの国民の父となったのである。

すなわち、およそ百歳となって、彼自身のから

だが死んだ状態であり、また、サラの胎が不妊

であるのを認めながらも、なお彼の信仰は弱ら

なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

彼は、神の約束を不信仰のゆえに疑うようなこ

とはせず、かえって信仰によって強められ、栄

光を神に帰し、神はその約束されたことを、ま

た成就することができると確信した。だから、

彼は義と認められたのである。” (ローマ人へ

の手紙 , 4 :18～ 22). 

二番目は、イエス様の中にいる人には神様の約

束がいくらでも  “はい”になるということが

分かって信じなければなりません。 

コリント人への第二の手紙 , 1 章  20 節に記録

されるのを  “なぜなら、神の約束はことごと

く、彼において「しかり」となったからである。

だから、わたしたちは、彼によって「アァメン」

と唱えて、神に栄光を帰するのである。”  と

言いました。  イエス様を信じれば神様がくだ

さる驚くべきな恵みを享受するようになります。 

罪の赦し、義のあるようになる、神様の子にな

る、天国市民になる、聖霊様の教えることと引

導を受けるようになる、祈祷が神様に上逹され

る、復活の光栄に参加するようになるそしてす

べて数え切れなく多くの聖なる約束を所有する

ようになります。  イエス様の誕生と生涯とあ

がないの死と復活そして天昇りは神様のお言葉

は必ず成り立って彼の約束は変わりがないとい

う事実を証明しています。  このような事実に

よって感謝しながら生きて行けば神様の愛と能

力と信実に対する疑心が心に侵透する余地がな

いです。 

ある目がつぶれた盲人の少年が友達と一緒にた

こ揚げをしていました。  通り過ぎる人がその

少年を見て言いました。  “この子よ、君のた

こはどこにあるの ? 地に落ちたのか空に上がっ

たのかお前は分からないじゃないの?” すると

少年がその人に  “何とおっしゃいましょう ? 

今空中に高く浮かんでいるんじゃないか?” と

答えました。  その人が  “お前は見えないのに

どのように分かる?” と言いました。  “そう

です見られないです。  ですがこのれつが張り

つめるように引き寄せられることはたこが空の

上に浮かんでいるということを信じることがで

きさせてくれると言います。”  と少年は言い

ました。 

 

愛する皆さん、その少年の手に張りつめる列が

つかんでいるのに皆さんは神様のお言葉の列、

神様の口約束の列をしっかりつかんでください。 

そしてこんなに言ってください  “神は人のよ

うに偽ることはなく、また人の子のように悔い

ることもない。言ったことで、行わないことが

あろうか、語ったことで、しとげないことがあ

ろうか。” (民数記 , 23 :19)、“ご自身の御子

をさえ惜しまないで、わたしたちすべての者の

ために死に渡されたかたが、どうして、御子の

みならず万物をも賜わらないことがあろうか。

だれが、神の選ばれた者たちを訴えるのか。神

は彼らを義とされるのである。  だれが、わた

したちを罪に定めるのか。キリスト・イエスは、

死んで、否、よみがえって、神の右に座し、ま

た、わたしたちのためにとりなして下さるので

ある。だれが、キリストの愛からわたしたちを

離れさせるのか。患難か、苦悩か、迫害か、飢

えか、裸か、危難か、剣か。しかし、わたした

ちを愛して下さったかたによって、わたしたち

は、これらすべての事において勝ち得て余りが

ある。” (ローマ人への手紙 ,8:32～ 35,37). こ

のようなお話を聞きするしっかりつかんでその

お言葉が引く張りつめる力を感じて見てくださ

い。  そして皆さんの心の中には疑心の立ち入

る席がなくて、神様の権能と信実することと愛

に対する確信で充満するようにお願いします。 

 

恵みと真理教会 チョヨンモク 牧師 

 

疑心を治める秘訣 

 


