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旦那の重い病気を治療してく
ださり、全ての家族が熱心に
主と教会を仕える幸せな人生
を生きるように神様は大きい
恵みを与えてくださいました 
 

私は結婚する前はカトリックを信じました。聖書の

通り正しい救いを持たなくて永生と天国に対する希望

がなく習慣的にミサに参席しました。当時には宗教は

全部似ていてどんな宗教でも熱心に信じ従えば精神修

養と人格陶冶に助けになると愚かな考えをしました。 

 1983年結婚してから旦那と共に世の事だで夢中にし

ているうちにある日から理由もなく腰と足がとても痛

くなりました。続けて病院に通い治療も受けて薬を飲

んでもあまり効果もなかったです。そんな状況で隣に

住んでいた恵みと真理教会の区域長が私を伝道しまし

た。初めは区域長が頑張って福音を伝えても私は聞く

ふりもしなかったです。それにもかかわらず区域長は

諦めなくて私に訪ねて来て熱情的に伝道しました。区

域長の心使いと熱情的な伝道で感動を受けて区域長の

手に導かれてスワン聖殿に行って礼拝に参席しました。 

はじめて参席した礼拝で当会長の牧師の説教を聴く

うちに驚くな神様の恵みと愛を体験しました。世の事

で疲れていた心に神様がくださる神霊な慰めと平安が

望まれ永世と天国に対する希望が出来ました。聖徒達

をついて祈りし賛美をすると体も以前と違って活力が

出来ました。以後救いの確信をもってキリストの中で

真の神様を信じて仕えるようになりました。 

財物と世の欲望を求めながら生きた生活から神様を

仕え神様の栄光のため生きる生活に変えました。聖書

の通り生きる価値が変化されまた、宇宙観と歴史観も

変化されました。こつこつ説教を聴いて聖書を長いな

がら信仰が成長され教会に集まって熱心に伝道しまし

た。その間、区域長の職分も受けました。区域長とし

て仕えてまもなく痛かった体も治りあちこち病院に行

っても治らなかった体が健康になりました。神様が治

療してくださったのです。 長い間続ける不況と IMF

状態によって旦那の事業が失敗して家庭がいろんな理

由で大変で苦しい状況の時もありました。しかし、そ

の期間にも私の夫婦は相変わらず主を信頼して愛する

生活をしました。もっと祈って礼拝中心の生活をする

中で神様がくださる慰めと励ましで再び立つことが出

来ました。神様の恵みと愛で見守ってくださり、知恵

と力もくださってその危機をよく乗り越えることが出

来ました。その中でもいつも心には平安になり信仰と

希望の中で生きるように導いてくださった神様に感謝

します。 

2年前旦那が急に甲状腺癌の診断を受けました。それ

も癌細胞がリンパ腺まで転移された状態でした。急い

で手術を受けました。神様に切に祈りました。まず、

旦那と私の家族の心に安定を与えてくださり神様を委

ねて平安な心と大胆さも与えるように祈りました。そ

して医師が行う手術がよくできるように、手術の結果

が良くて早く回復して家に帰って以前よりもっと礼拝

と主の事に献身し楽しむように祈りました。 甲状腺

癌の患者達の手術は2時間で終わると聞いたのに旦那

は6時間もかかって手術を受けました。その時間、教

会で牧師と伝道師と聖徒達が共に旦那のため祈ってく

ださいました。神様の恵みで手術は成功的に終わりま

した。その後、旦那はヨード治療をはじめいろんな治

療を受けてその年に完治された判定を受けました。ハ

レルヤ！ラパの神様に栄光捧げます。  

旦那の病気と治療過程を通して私たちの家族はみん

な共に神様に対する信仰と愛と希望で充満になりまし

た。今私の家族はナンヤン聖殿を仕えて信仰生活をし

ています。首区域長である私は女性奉仕連合会で按手

執事である旦那は男性奉仕連合会で属して奉仕してい

ます。息子はGNTC合唱団で、娘は教会学校の児童部で

奉仕をしています。息子と娘にこのように信仰を下さ

って私たちの夫婦が強く勧められなくても自ら熱心に

主の体である教会を愛し、仕える福ある人生を生きる

恵みを与えてくださった主に感謝します。 

私の家族を救ってくださった恵みと旦那の重い病気

も癒してくださったその恵みを忘れなくいつも感謝し

ながら職分をよく担えながら主がくださった喜びにな

るように生きます。主の神様に賛美と栄光を捧げます。 

‟生きているのは、もはやわたしではありません。キ

リストがわたしの内に生きておられるのです。わたし

が今、肉において生きているのは、わたしを愛し、わ

たしのために身を献げられた神の子に対する信仰によ

るものです。”（カラテヤの信徒への手紙2：20） 

 

 

 

 

 

"あなたが知っているとおり、彼においては、

信仰が行いと共に働き、その行いによって信仰

が全うされ "(ヤコブの手紙 2:22) 

 

信仰は種と同じです。様々の種類の種の中には驚くべ

きな可能性と能力が潜在されています。潜在されてい

る生命力と珍しい能力が表れるようにするためにはそ

の種を蒔かなければなりません。信仰はある条件が与

えられると働きます。信仰は何と共に働くかを調べて

みます。 

第一、信仰はお祈りと共に働きます。 

問題があると挫折したり恨まないで神様にお祈りすべ

きです。自分ができる最善を尽くす一方で神様に助け

を求めなければなりません。イスラエルの子孫達はお

祈りすべきの時に恨み、不評だけをしました。しかし、

モーセは助ける神様を信じて困難と危機に処される時

にお祈りしました。そして、彼の信仰がお祈りと共に

働くことで表れる結果をみました。モーセの信仰がお

祈りと共に働いてその信仰通りになるよう神様が手伝

ってくださいました。 

第二、信仰は神様に捧げるのと共に働きます。 

聖書には信仰が捧げて施すことと共に働く原理が啓示

されています。イエス様が"与えよ。そうすれば、自

分にも与えられるであろう。人々はおし入れ、ゆすり

入れ、あふれ出るまでに量をよくして、あなたがたの

ふところに入れてくれるであろう。あなたがたの量る

その量りで、自分にも量りかえされるであろうから"

としました。神様の光栄のために、主の事のために時

間と物質、才能を捧げることが信仰を適用する方法で

あり信仰を働かせる方法であります。ザレパテのやも

めがエリヤ予言者の言葉通りにしたらその女と家族と

エリヤが数日一緒に食べたがかめの粉は尽きず、瓶の

油は絶えませんでした。神様が私の必要を満たしてく

ださるという信仰は神様に捧げて隣の人に施すことと

共に働いてその信仰が現実化させます。 

第三、信仰は口で話すのと共に働きます。 

信仰は口で話すのと共に働いてその信仰が現実になる

ようにします。"なぜなら、人は心に信じて義とされ、

口で告白して救われるからである。"としました。話

すのに注意すべきのことがあります。一は、言葉を混

雑にしてはなりません。信仰があっても朝夕に言葉が

違うとバベルを築くように無駄になります。二は、信

仰に合う言葉を一貫性を持って話すべきです。三は、

状況が悪いほど信仰に合う言葉をより励んですべきで

す。 

信仰は命令する言葉と共に働きます。イエス様が"神

を信じなさい。よく聞いておくがよい。だれでもこの

山に、動き出して、海の中にはいれと言い、その言っ

たことは必ず成ると、心に疑わないで信じるなら、そ

のとおりに成るであろう。"と言われました。信仰は

感謝する言葉と共に働き、祝福する言葉と共に働きま

す。神様は祭司長達が民に祝福するよう指示なさいな

がら祝福の内容まで言われました。聖書に記録された

お言葉を引用して祝福する言葉を話すのはとても望ま

しいです。信仰は口で告白して命令して感謝し、祝福

する言葉と共に働きます。 

第四、信仰は賛美と共に働きます。 

ユダヤの王ヨシャパテの時代に近隣国が同盟して押し

寄せてきたらヨシャパテは民と共に議論して賛美する

者達を軍隊の前に立たせ賛美を歌いながら戦場へ進み

ました。ユダヤ民族が高い地帯に至り敵陣の所を見た

ら死体だけでした。敵軍の中で仲間争いが起きて互い

に攻撃して殺したからです。民達が"主に感謝せよ、

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない"と賛

美を歌い始める時にこのような事態が起りました。ヨ

シャパテ王の信仰が彼の賛美と共に働いた結果です。 

聖徒達の信仰は神様の言約に基づいてイエス様の贖い

に基づいたことです。従って、聖徒達のこのような信

仰には驚くべきな権能が内在されています。皆さんは

皆さんにある信仰がお祈りと捧げ、口で話すことと賛

美と共に働いた結果を豊かに体験するよう祝福します。 

 
 
 
 

「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]    

[信仰コラム]           信仰は行いと共に働きます 
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無神論者は、神が存在しないと断定します。不

可知論者は、神様が存在するか  ないかどうか

を知ることができないと主張します。偶像崇拝

者たちは人が想像して操作した偽りの神々仕え

ます。今日の聖書の本文には、このような人々

が自らの知恵があるとするが愚かな人だとして

おり、これらは不義で真理を防ぐ者として神の

怒りが彼らに現れました。そして、神様の自身

が造ったすべてのものを介して、自分自身を明

らかにしているので、人が神から造られたもの

注意深く観察すると、創造主を知ることができ

ると言われました。果たして  このようなもの

かを見てみましょう。  

聖書を開けると、「はじめに神は天と地とを創

造された」と始めます。聖書の最初の文は、創

造主の神に、私たちを導きます。神は自分を彼

れた万物を介して明らかにしています。詩篇に

記録されることを「もろもろの天は神の栄光を

あらわし、大空はみ手のわざをしめす。」（詩

篇 , 19： 1）しました。美術作品を見ると、画

家のサイン（ sign）があるように、天地万物を

注意深く見てみると、神のサインが見えます。

限りなく広大で多様であり、精密さと不思議な

秩序と調和と美しさが神のサインです。  

今日の本文に「神の怒りは、不義をもって真理

をはばもうとする人間のあらゆる不信心と不義

とに対して、天から啓示される。なぜなら、神

について知りうる事がらは、彼らには明らかで

あり、神がそれを彼らに明らかにされたのであ

る。  神の見えない性質、すなわち、神の永遠

の力と神性とは、天地創造このかた、被造物に

おいて知られていて、明らかに認められるから

である。したがって、彼らには弁解の余地がな

い。」しました。しかし、故意に目を閉じて見

ないようにしている人には、実際に情報を目の

前に突きつけても意味がありません。新約聖書

ヘブル 9 章 28 節に記録されることを「キリス

トもまた、多くの人の罪を負うために、一度だ

けご自身をささげられた後、彼を待ち望んでい

る人々に、罪を負うためではなしに二度目に現

れて、救を与えられるのである。」としました。

今日は、私たちが足を踏んで生きる地球に関連

するものだけ見てみましょう  

 

 

1.地球は太陽を中心に運行する惑星の
一つです。  

 

ヨブ記 , 26 章 7 節に見ると、「彼は北の天を

空間に張り、地を何もない所に掛けられる」と

しました。このように、地球は空にふわりと浮

かんでいる一つのボールです。  

1）地球は太陽の周りを秒速 29.77km で公転し

ています。 8 億 4 千キロを 1 年に 1000 分の 1

秒間違っず旋回します。  

2）毎日の地軸を中心に 23 時間 56 分 4.091 秒

周期で自転して、昼と夜を区別します。地軸が

横道に対して 23.5 度傾いているので、春夏秋

冬が生じ、生命の生きる対を最大限に広げ色と

りどりの植物対を形成させます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.地球を囲まれる 対気に関してよくみ
ます。 
 

1）対気は地表から高度約 1000 キロまで存在す

るが、気体の 99％以上が、地上から 100 キロ

以内に分布しています。空気の重さによって生

じる対気圧は、人が生きていくには非常に適し

ています。  

2）対気の高度と密度は最適です。流星が秒速

48 キロのすばらしい速度で毎日 2 万個ずつ地

球に向かって落下します。このような流星が対

気を通過する間に空気との摩擦で燃えなくなり

ます。もし対気の高度と密度が今よりも低い場

合、地表面に到達する膨大な数の流星によって

生物が生存できなくなります。  

3）対気は太陽烈によって蒸発する地上の水を

水蒸気の状態で吸い上げ雲を形成し、対気の移

動にあちこちに雨を降らせて、新鮮な水を地面

に供給します。対気のこれらの役割がない場合、

地表面は砂漠してしまうことです。  

4）地球の対気の主成分は  窒素 77％、酸素

21 ％ で あ り 、 ア ル ゴ ン 1 ％ 、 二 酸 化 炭 素  

0.038％その他ヘリウムなどが混ざっています。

指標で 80 キロの上空までほぼ一定の割合で混

合されています。酸素は呼吸する生命が存在す

ることができます。そして、太陽から来る大量

の放射線。紫外線などを遮断します。二酸化炭

素は、 0.038％程度しかありませんが人が生存

に適合するように温度を調節する役割をします。

温室効果を作って気温維持の役割をしています。

空気中で約 7７％は窒素です。地殻はほとんど

ない空気中の窒素を利用して、窒素化合物を作

るようにされ、これ動植物の主要成分であるタ

ンパク質の原料になります。雷は空気中の窒素

を固定して、雨を通じて地上に窒素肥料を提供

します。 

 

 

3.地球の水について見てみましょう。 
 

1）地球の面積の約 70％が海で覆われています。

水は地球の表面の温度調節に大きな役割を果た

しています。もし地球上に水がないか、地球の

表面の水の分布が陸地と入れ替わったら、地球

上には、年較差と日較差が大きくなりすぎて生

命体が生きることができなくなります。水がな

い月は日中 120⁰C、夜は氷点下 160⁰C です。 

2）海の広さは、水蒸気の蒸発と雨の量を決定

します。その広さが大きくなったり小さくした

りすると、大きな災害になります。毎日雨があ

ふれたり、全地が砂漠化となります。  

3）水は、 4 つの明確な特性があります。  

①水が低温のときに相当量の酸素を吸入されま

す。②水は 4℃度に最大密度になって凍結を最

大限に防ぐことので、川や湖の表面以外の凍結

しません。③氷は水よりも密度が低いため、氷

が常に表面に浮ぶようになります。④水は氷結

したときに相当量の熱を発散します。以上の 4

つの属性は、海洋や湖や川の中に生息している

すべての水中生物を長い冬に生存することがで

きます。 

 

 

4.地球の土壌について説明します。 
 

地球を構成している土壌は無制限の無機物を含

有して植物が、これ消化させ、消化させた、そ

れは動物に必要な供給がされます。もし指標

50-60 センチの土の中にのみ栄養素があって汚

れを保持しなければ植生を維持することができ

ずに、植生が維持されなければ土の栄養素は失

われてしまいます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.地球の大きさについて説明します。  

 

地球の大きさは、人が生きるに適しています。

地球の大きさが太陽のようならば重力は 150 倍

になり、対気の高さは縮小され、 6 キロ程度に

なるでしょう。その後、水の蒸発が不可能なっ

雨が降らなくなります。気圧はインチ平方 1 ト

ンになって、現在の体重の 150 倍になって体を

動かすことができないでしょう。逆に、地球サ

イズが現在の直径の約 4 分の 1 ほどされて月よ

うにならば、重力が今の 6 分の 1 になるので、

極めて慎重に動かなければ、地球についている

のは難しいことです。  

 

 

6.地球と太陽と地球と月の距離につい
て説明します。  

 

1）地球が太陽から現在の距離の 2 倍離れた場

合、地球が受ける太陽烈は今より 4 分の 1 に減

り、公転速度が 2 分の 1 に落ちて、非常に寒い

冬が半年間続くと人は凍結死ぬになります。逆

に太陽との距離が、現在よりも半近いになれば

太陽熱は、 4 倍となって公転速度は二倍に速く

なります。たとえ四季の変化があっても、地球

自体がとても暑くて生命体が耐えられないでし

ょう。 

2）地球と月の距離が現在よりも近いになれば

潮の干満の差が変わることです。潮とき、人々

が山の頂上に逃げて引き潮時、すべてが海の中

に連れて行かれ入ることです。  

地球に関連する多くの要素は、このように信じ

られないほど秩序と調和を成すため、人が生き

ることができます。その中に何にでも少し変化

が生じた場合、生命に支えにくくなります。こ

れを全て偶然の結果であると言ってもよろしい

ですか？自然界を観察してからも偶然に生じた

と言うことは自己欺瞞であり、自分の知性を侮

辱することです。自然の秩序と調和を成す法則

は超越的知性を持った神を明らかにしており、

その繊細な設計および技量は創造の能力を示し

ています。これらの自然界に内在している法則

に従った秩序と調和は創造の能力だけでなく、

被造物の創造主の神の愛を多量示しています。

人がこの地に生存する上で、地球のいくつかの

自然条件が決して偶然として行うことがないと

いう事実を科学的な観察と研究の結果を持って

見てみました。人間の罪によって呪われた世の

中にもかかわらず、このように驚異的な自然界

が維持されることを見て、私たちは神の優しい

た手を感じます。人間に対する神の関心と配慮

は至極したものです。  

 

今日の本文には  “  なぜなら、彼らは神を知

っていながら、神としてあがめず、感謝もせず、

かえってその思いはむなしくなり、その無知な

心は暗くなったからである。彼らは自ら知者と

称しながら、愚かになり、  不朽の神の栄光を

変えて、朽ちる人間や鳥や獣や這うものの像に

似せたのである。“  最終的には神の怒りが臨

むとしました。あなたは万有を造られた創造主

の神は、私たちを罪から救われるイエス・キリ

ストの神を信じますか？あなたは、自然界を通

して神の力と知恵と愛を感じながら感謝し賛美

する生活をしてをください。  

 

 

 

 

 

恵みと真理教会 チョヨンモク 牧師 

 

聖書と自然に明らかにされた神 


