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私は5歳から20代の後半の青年になった今まで恵みと真理教会

で礼拝を捧げて信仰生活をしています。振り返ってみると神

様に対する完全な信仰を持つようになって熱心に信仰生活を

したのは全てが神様の恵みです。 

幼い時から親をついて教会に通いましたが、小中高部にかけ

て委員や奉仕をしたことは一回もなかったです。その当時は

主日に親が教会へ行くので仕方なくついて行くことでその以

上の意味はなかったです。高校3年生になるまで礼拝だけ参席

してすぐ家に帰ってくる静かな子でした。このような私が、

高校を卒業する頃変化されました。 

高等部で終了礼拝を終えて普通のように家に帰ろうとすると

き先生が私に教会学校の児童部で奉仕するように勧めました。

教会で奉仕をすると思わなかったので慌てましたが、変に先

生の勧めが私に大きい負担にならなくて教会学校で奉仕した

ら私の信仰生活にも有益になると思いました。そのように私

は幼稚部の教師として教会で初めて奉仕する生活を始めまし

た。 

奉仕を初めてするので足りないところも多かったですが、伝

道師と先生達が多くの関心と励ましを与えてくださり祈って

くださってよく適応しました。成長しなかった私の心にこの

時からどんどん成熟するようになりました。奉仕を始めた後

まもなく主日に幼稚部の子供達と共に礼拝を捧げる時に子供

達が小さい手を合わせて神様に祈りをして小さい唇で神様を

賛美するのがきれいに見えました。礼拝する姿を神様が見る

とどれほど喜ばれるのかと思って神様が私を子供としてくだ

さって救ってくださったその愛を深く感じるようになりまし

た。 

当時、幼稚部の子供達に説教内容を易しく理解するようにパ

ワーポイントを使う役割を担いました。聖書知識が足りなく

てパワーポイントで準備するのも難しかったですが、むしろ、

それを準備する過程で私の聖書の知識が豊かになり、神様の

御言葉の意味とその教訓がもっと深く知るようになりました。

神様の御言葉が甘くて良いのを悟った私は当会長の牧師が伝

えてくださる神様の御言葉がもっと理解するようになって礼

拝を捧げる喜びが大きくなりました。 

それだけでなく、私は幼稚部で奉仕する先生達と共に祈り課

題を話してとりなし祈りをしながら神様が私の祈りを聞いて

くださり、一番良い時に一番良いのを与えてくださる真実な

神様であることを切に悟りました。その時私の祈り課題は学

校で奨学金を受けるのと国費奨学生で語学練習を行くことで

した。この祈り課題に神様は全て答えてくださり、私は祈っ

てくださった先生たちと共に神様に栄光を捧げその喜びも分

かち合いました。幼稚部の教師で奉仕する間、信仰的で多く

習って神様に対する信仰を育った私は中等部の教師で教会で

奉仕を続きました。幼い頃は行ったり来たりした私にも神様

が訪ねてこられ強くつかんでくださった神様の愛を知るよう

にしてくださったようで、遅く神様の愛を悟った私と違って、

学生達は私より早く神様の愛を悟って享受し感謝することも

になるように祈っています。教会学校で熱心に愛と仕える訓

練を受けるようにした神様は私に青年奉仕宣教会で会長を任

せてくださいました。今も、足りなくて弱い信仰ですが、‟ 

あなたは、適格者と認められて神の前に立つ者、恥じるとこ

ろのない働き手、真理の言葉を正しく伝える者となるように

努めなさい。”（テモテ第二 

2：15）御言葉を座右の銘で思って青年達のため祈って協力し

て神様が時によって助けてくださる恵みでこれを担えていま

す。 

‟神の恵みによって今日のわたしがあるのです。そして、わた

しに与えられた神の恵みは無駄にならず、わたしは他のすべ

ての使徒よりずっと多く働きました。しかし、働いたのは、

実はわたしではなく、わたしと共にある神の恵みなのです。”

（コリント信徒への手紙15：10）パウロの告白ように今私に

なったのは全て神様の恵みであることを告白して真実で選ば

れた子供を最後まであきらめなくて強く掴んでくださる愛の

神様にすべての栄光を捧げます。 

 

 

 

 

 

'...彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価

値な思いに渡され、...'(ローマ人への手紙1:19~32) 

 

放っておいて振り返らない対象になるのはなことであります。

特に、戦争の避難の道で親に死なれたり親を失った子供達が

そうです。個人や少数の群れだけではなく民族全体がこのよ

うな悲劇に処される場合があります。ユダヤ人の歴史がこれ

を良く話してくれます。これよりなことは神様から捨て置か

れる場合です。ローマ書 1 章には神様が捨て置いた三部類の

人々に関して記録しておきました。 

第一、一生の間を偶像崇拝する人は神様が放っておいた人で

す。 

神様が人に理性をくださいました。理性は事物を観察して実

験し、理を知り存在の理由を考えさせます。このような理性

を通じて事物を注意深く見てみると神様の存在を否認するこ

とができません。神様は人に理性だけではなく良心も与えて

くださいました。人間が当然にすべきのことを行わないと苦

しみを感じることは良心があるからです。批判哲学者として

知られたカントは"神様の存在を否認できない証拠は頭の上の

星と心の中の道徳律である。"と話しました。創造主である神

様がおられるのを知ることができる理性と良心を持った人が

被造物を神格化して仕えるのは最悪の悲劇です。 

第二、神様が男と女に与えた本性に背馳される行動をする人

は神様が放っておいた人です。 

神様が男と女をお造りなさい、男女が対をなして子供を生み

養育して生活する本性をくださいました。同性愛という性倒

錯行為は神様が定められた純理に逆らう行為であります。こ

のような恥ずかしいことをするとそれに合う応報を受けます。

正常的な社会生活ができなくなり精神的な荒廃と肉体的な疾

病等の応報を受けます。私達は同性愛者達を哀れんで彼らが

正常的な状態に返るようお祈りして手伝うべきです。このま

まに行うと神様から遺棄された人々になるからです。 

第三、神様が心の中に臨むのを最後まで拒否する人は神様が

捨て置いた人です。 

神様が心の中に臨むのを拒否すると神様から捨てられます。

ローマ書 1章 28節から 31節までには神様が捨て置いた人生

達が行う罪悪の具体的な様相が列挙されました。"彼らは神を

認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡さ

れ、そのため、彼らはしてはならないことをするようになり

ました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、ねたみ、

殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、

神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事をたく

らみ、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。"とし

ました。 

神様が放っておいたというお言葉には２つの意味があります。

一つの意味は、 

振り返らないという意志の表明です。死ぬ日までイエスキリ

ストを迎接せずに死を迎る人は神様が放っておいた人として

過ごしてきた人です。２つの意味は、神様の恵みと愛を完全

に悟り、徹底に悔い改めるようとする意志の表明です。イエ

ス様が言われた父親とどら息子の比喩にこのような事実が良

く啓示されています。 

長い間を偶像崇拝した人だとしても、神様が男と女に与えた

本性に背馳する公道をした人だとしても、神様が心の中に臨

むのを拒んで勝手に行った人だとしても悔い改めると神様が

受け入れてくださり、許してくださいます。悔い改める罪人

を喜んで迎接してくださり許して全ての良いことを惜しまず

施してくださいます。これがイエスキリストによる福音です。

まして、信仰生活をおろかにして空しいことに時間と所有を

浪費したことを悔い改める聖徒達に神様が愛の手を伸ばして

握ってくださるということは疑いの余地がありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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]     教会で奉仕して仕える生活を通して私の信仰が完全になり 

活力と喜びで満たされました 

[信仰コラム]                 放っておいた人々 

 

恵みと真理のニュース 
2017年 7月の三次  恵みと真理教会 

韓国 京畿道 安養市 萬安区 安養路 193 / ☎82-31-443-3731 / www.gntc.net 

第 2017-29 号 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は帰ってくる人と、戻っていく人というタ

イトルで聖書を調べて見ます。  

 

 

第一は、帰ってくる人について見まし
ょう。 
 

イエス様の公的活動は「悔い改めなさい、天国

が近づいた。」と、宣言して始めされました。

これは天国に招待するメッセージです。このメ

ッセージは、天国に入る必要で優先されるべき

ことが何なのかを単刀直入に知らせています。

それは悔い改めです。ルカによる福音書 , 24 

章 47 節に記録されることを「そして、その名

によって罪のゆるしを得させる悔改めが、エル

サレムからはじまって、もろもろの国民に宣べ

伝えられる。  」としました。コリント人への

第二の手紙 7 章 10 節には「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。」

と記録された。悔い改めは、罪の赦しを得て、

悔い改めは命を得ており、悔い改めは救いにつ

ながります。したがって、悔い改めなければ、

天国に入ることができません。悔い改めと翻訳

されたギリシャ語「メタノイア」は方向転換を

意味します。悔い改めの根本は、神様に背を向

けた、人生が徹底して完全に方向を転換して、

神に戻って帰る行為です。  

イエス様は人生に、人々の真理を易しい理解す

るために劇的な物語を聞かせていただきました。

帰ってきた放蕩息子の話です。父に息子二人い

ますが、ある日、小さな息子が父に言った、

「父よ、財産の中から私の帰するの分け前を私

にください」としました。ついにその子は父か

ら財産を受け遠方に出かけました。放蕩生活が

始まりました。しかし、世俗的な歓楽は持って

いるものはすぐに充てます。いくらかず放蕩息

子はお金がなくなってしまいました。ところが、

さらに悪いことに、その地方に大きな飢饉がし

ました。彼は食べて生きるために豚飼うことを

するようになりました。それでもまだお腹が空

いて豚が食べる実も食べてみたが、それも許さ

れていない。  

空腹と孤独の中で直面している放蕩息子にある

日  変化が始めされました。  「そこで彼は本

心に立ちかえって言った、『父のところには食

物のあり余っている雇人が大ぜいいるのに、わ

たしはここで飢えて死のうとしている。立って、

父のところへ帰って、こう言おう、父よ、わた

しは天に対しても、あなたにむかっても、罪を

犯しました。  もう、あなたのむすこと呼ばれ

る資格はありません。どうぞ、雇人のひとり同

様にしてください』。  "（  ルカによる福音書

15： 17-19）としました。いよいよ放蕩息子は

起きて父のもと帰りました。父はすぐ息子を分

かって見て息子に向かって  

走って行って抱きました。父は大声でしもべを

呼んで指示しました。  「 しかし父は僕たちに

言いつけた、『さあ、早く、最上の着物を出し

てきてこの子に着せ、指輪を手にはめ、はきも

のを足にはかせなさい。   

 

 

 

 

 

 

 

 

また、肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。

食べて楽しもうではないか。このむすこが死ん

でいたのに生き返り、いなくなっていたのに見

つかったのだから』。それから祝宴がはじまっ

た。  」（   ルカによる福音書  15 ： 22-24）。  

父なる神は、悔い改めた罪人が、神のもとに戻

ってくる罪人を喜び受け入れて許し、すべての

良いものを惜しまずに施してくださいます。し

たがって、人の行為のうち、比類なく祝福され

て祝われる行為は、イエス・キリストを自分の

救い主として信じて受け入れるので、父なる神

のもとに戻ってくることです。  

 

 

第二には、逆戻り行く人々について見
ましょう。  

 

神に方向転換をした人は、世の中に戻らないで

ください。ところが、驚くべきことに、神に戻

って来てから世の中へ戻ってしまう人があまた

あります。伝道してみると、「前には私も教会

に通いました。」と言う人がいます。あるいは

積極的に教会での奉仕に参加した人もいます。

人々が戻った理由が何なのかをまず調べ続いて

どんなことがあっても戻らない聖徒たちから見

ることができる共通的、基本的な態度について

見てみましょう。  

主に戻ってきた人々が、世の中へ戻っていく理

由を説明します。  

まず、恐怖を克服できずに、世の中に逆戻る

人々があります。出エジプトしたイスラエルの

第 1 世代がそうしました。彼らは荒野を行進し

ながら不便や困難を我慢できず耐えらないで、

神とモーセに向かって恨んで不満でした。その

一方で、彼らの目的地であるカナンの地を目前

にしたカデシュ・バルネアまで進行しました。

そこで 12 人の斥候を選抜して、カナンの地を

偵察にしました。斥候は 40 日間、その地をく

まなく探って民に検出された内容を見ていまし

た。 12 人のうち 10 人は非常に否定的な報告を

しました。  

 その報告を聞いてすべての民の心に恐怖がい

っぱいして、彼らは一晩を泣きました。そして、

モーセとアロンを恨みて言った、  " またイス

ラエルの人々はみなモーセとアロンにむかって

つぶやき、全会衆は彼らに言った、「ああ、わ

たしたちはエジプトの国で死んでいたらよかっ

たのに。この荒野で死んでいたらよかったのに。  

なにゆえ、主はわたしたちをこの地に連れてき

て、つるぎに倒れさせ、またわたしたちの妻子

をえじきとされるのであろうか。エジプトに帰

る方が、むしろ良いではないか」。彼らは互に

言った、「わたしたちはひとりのかしらを立て

て、エジプトに帰ろう」。  」（民数記  14： 2-

4）しました。その不幸と悲劇はここから始ま

りました。彼らの中にヨシュアとカレブを除い

たすべての人が荒野で 40 年間さまよって死亡

した。神は私たちに「  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）

と約束ました。どのような迫害や患難が見つけ

られるも恐れ震えずに、神の約束された言葉を

堅く握って恐怖を克服してと思います。  

第二に、神に仕えることをおもにと思って痛い

と思うために戻って行く人がいます。  

長年の信仰生活している途中、世の中に戻って

いく人は、神である主を正しく知らなかったか

らです。このような人は、神に仕えしようとし

たらいけないことも多く、一方でなければなら

ないことも多いので、力世話と思います。また、

神から与えられた天の霊的な祝福に対して実感

できず、神に仕える喜びとやりがいを感じませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

第三に、神の言葉を聞いても、真の御旨を理解

していないので、世の中に戻っていく人々があ

ります。 

イエス様の弟子になろうと付いていく者が十二

弟子の以外にもたくさんありました。ある日、

イエス様がカペナウムの会堂で教える時に命の

パンについて語りました。  「わたしは天から

下ってきた生きたパンである。それを食べる者

は、いつまでも生きるであろう。わたしが与え

るパンは、世の命のために与えるわたしの肉で

ある」。   

そこで、ユダヤ人らが互に論じて言った、「こ

の人はどうして、自分の肉をわたしたちに与え

て食べさせることができようか」。天から下っ

てきたパンは、先祖たちが食べたが死んでしま

ったようなものではない。このパンを食べる者

は、いつまでも生きるであろう」」（ヨハネに

よる福音書 6： 51,58）。すると弟子たちの中

に言葉を悟ることができなかった人たちが「こ

の言葉は難しい  。誰が聞くことができている

のか」といいました。  「それ以来、多くの弟

子たちは去っていって、もはやイエスと行動を

共にしなかった  」（ヨハネによる福音書 6:66）

と記録されています。彼らはイエス様を伴う理

由は、自分の欲のためである、今、イエス様の

言葉を曲解して、イエス様を離れました。主の

言葉は、主の側で理解し、解釈する必要があり

ます。 

第四に、世の中の誘惑に抵抗できず、逆戻り

人々があります。  

パウロがローマの獄中にあるときテマ、ルカ、

グレスケそしてテトスなどが彼の収監生活を助

けた。ところが、しばらくして、パウロがデマ

について「デマスはこの世を愛して私を捨てテ

サロニケに行った。」と記録しました。テマは、

世の中の甘くて華やかな誘惑の手につかまって、

世の中に戻ってしまいました。  

 

 

次は、どんなことがあっても戻らない
聖徒たちから見ることができる共通の
説明します。 
 

まず、十字架につけられ死なれ墓から復活され

たナザレのイエス様だけが罪人を救われる救い

主になること、信仰をしっかりと持っている信

徒は戻りません。宗教一致運動、宗教多元主義、

宗教混合主義などを収容したり、同調すると彼

なんと言うも、どこにあるとしても、精神的に

は、すでに神を離れて戻って行ってしまった人

になったことは確かです。  

第二に、主イエス・キリストの神に仕えること

を人生の最大の価値と利益として最大のやりが

いと栄光に思う人は戻りません。これらの聖徒

は、富、社会的地位、才能、その何でも、それ

を神に仕えるために使用するツールとします。  

第三に、私たちの主イエス様が備えられた、天

国に入ることを最終目標にして生きていく人は

戻りません。  

 

皆さんの中まだ神に戻らない方は、今  悔い改

めて戻ってください。主の歓迎と施される恵み

を享受されています。神に戻って来られた聖徒

の皆さんは、どのような患難や迫害や誘惑に会

っても戻らず " わたしは戦いをりっぱに戦いぬ

き、走るべき行程を走りつくし、信仰を守りと

おした。今や、義の冠がわたしを待っているば

かりである。  」  この義の冠を受けることにな

りますように。  
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帰ってくる人、戻っていく人 

 


