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ハレルヤ！私を愛してくださり、私の行く道を導いて
くださる主を賛美します。私は今、小学校で養護教師と
して働いています。大学で看護学を専攻しましたが、も
とは看護師になるのが夢ではなかったし、さらに養護教
師は自分が願った職業ではなかったです。それで、病院
は私がいるところなのかと悩んで自分の適性とあわない
と思いました。そんな私に神様は御言葉と聖霊で働かれ
ました。充満な使命と幸福を持って働くようにしてくだ
さいました。私を変化してくださった神様に感謝します。 
私は看護学科3年生の時、復学した先輩から伝道されて
イエス様を受け入れました。そして、一か月ぶりに異言
の賜物も受けて、聖書の御言葉を聴き黙想する神霊な楽
しさの中で喜ぶ信仰生活をするようになりました。しか
し、大学を卒業をしながら苦難が来ました。学校成績が
良かったにもかかわらず願っていた病院に入られません
でした。ほどほど夏になってから人々が避ける地方の病
院に入りました。幸いに願っていた集中治療室で勤務す
るようになったですが、人力が足りなくて任された業務
量が多すぎて働くのが大変でした。結局腰の痛みが酷く
なって2年ぶりに退職しました。若い歳に腰が痛くて、
職場はなく希望が見えなかったです。そんな状況でもリ
ハビリを受けながら暇暇に養護教師の任用試験を準備し
ました。今は養護教師が比較的に人気ある職業ですが、
当時、私は看護師より働きやすいと思って選択しました。
1年間準備をして任用試験に合格しました。ところが、
学校生活と病院生活は私が思ったことと全く違いました。
学校で医療人は養護教師ただ一人だったのでちょっとし
た事から大事な事まで一人でしなければならなかったで
す。とても忙しいが、一方寂しくい時間を過ごしました。
私は病院が嫌いで辞めたのではないからもっと病院での
生活が懐かしかったです。 
 結婚をして子供を産んでから二番目の学校で発令を受
けて行きました、配達給食を実施する学校でした。栄養
士がいなくて給食室の事まで養護教師がすべて担当する
学校でした。それで2倍の仕事をやらなければいけなか
ったです。処理する業務量が多くて子供達が養護室に来
ても子供達と顔をあわせなくてコンピューターのモニタ
ーを見ながら対話しました。とても大変で辞めたくなり
ましたが、そう思ったころ二番目の子を身ごもりました。 
休職する間の生活はとても楽しくて幸せでした。何より
も恵みと真理教会の礼拝に参席して区域聖徒達と信仰と

愛の交わりが出来てとても幸せでした。復職を準備しな
がら神様に祈りました。‟神様！私、養護教師をするの
が大変です。私が養護教師を続けてやるのをお願うなら
復職する時、学校で給食室が建てられるようにしてくだ
さい。そうなさらないと復職しなくて辞めます。”と神
様に 駄々をこねるただをこねました。ところが、嘘の
ように復職する一学期前に給食室が建てられました。再
び三番目の学校で発令されたが、今回はとても劣悪な環
境の子供達が集まって住む地域にある学校でした。家計
の状況が悪くてすぐ病院に行けない学生がほぼだったの
で保健室はいつも満員でした。ある学生は一日中の3回
も私に来る場合もありました。一日だけ来るのではなく
毎日来ました。ますますイライラして '私にどうしろっ
て!'する心情になりました。 
そうするうちにある日でした。忙しい昼休みの時間が終
わって初の授業のベルが鳴る同時に6年生が養護室に走
って来ました。教室で学生が倒れたそうでした。私は
“癲癇症を患っている学生が倒れたのか”と思って教室
に行って見たら教室の床で学生が倒れていたがもう顔が
黒くなっていました。子供が息をしなかったです。非常
事態でした。私は急いで担任に１１９に電話をするよう
に伝えて、すぐ 心肺蘇生術を開始しました。救急車が
到着して子供が病院の応急室で護送しました。辛うじて
病院に行ったら保護者は私の処置が間違ったのではない
かとむしろ、酷く抗議しました。私は病院の集中治療室
で勤務したので心肺蘇生術などの応急処置に比較的に多
くの経験を持っていました。検査結果が子供に先天的で
脳動脈流があったのが出ました。医師が子供の親に子の
病気の症状と高い 致死率などをよく説明して下さり、
私はこれ以上保護者様の抗議に苦しまないようになりま
した。その学生は一週後、息を引き取りました。この事
を通して私は養護教師しながら大変だと 駄々をこねる
ただをこねをしたのを神様に悔い改めました。そして、
神様は私と共におられるのを感じて私を保護してくださ
るのを悟りました。 
私は今まで仕事に対する満足と喜びがなかったです。仕
事が大変で神様の助けを願いながら祈らなかったです。
どころが、その後、朝ことに必ず神様に祈りからして出
勤するようになりました。学生たちの安全と健康のため、
そして、もしかして起こる事件と事故から守られるよう
に祈りました。そのように神様に祈らないと働くことが
出来ませんでした。 
この事を経験した状況でも学校と教師たちに対する学生

の保護者達の苦情が増えて、メルス事態まで発生して
様々な報告書と計画書の作成など雑務が多くなり、私は
もっと神様の助けを願いながら祈りました。‟神様！私
とても大変です。助けてください。” 
そのように祈ったある主日、礼拝時間に神様が私に尊い
御言葉をくださいました。私は礼拝時間に牧師の説教御
言葉を通して感動される御言葉を多く受けました。とこ
ろが、その日は説教主題と関係なく体と肢体という単語
が続けて私の頭で浮かびました。礼拝が終わって家に戻
て聖書を調べたらコリント信徒への手紙12章の御言葉で
した。12節の以下の御言葉が特にその時私にくださる御
言葉でした。‟ 体は一つでも、多くの部分から成り、体
のすべての部分の数は多くても、体は一つであるように、
キリストの場合も同様である。”神様が御旨なのでこの
場でいるのだと思った瞬間、私の心が変わりました。 
 新約聖書のパウロの手紙も節節ことに記録されて似て
いる文章、‟使徒パウロが‟ 神の御心によって召されて
キリスト․イエスの使徒となったパウロと、兄弟ソステ
ネから、（コリント信徒への手紙１：1）という告白す
るのを真剣に受け止めたが、いまはその御言葉の神霊の
意味を知って恵みと喜びを感じるようになりました。 
それは神様の御旨と神様から頂いた使命に感謝して感謝
しながら、キリストの中で変化した自分のアイデンティ
ティにだいする深い考えで現れた表現です。私はこの御
言葉を受けてとても嬉しかったです。私の魂が嬉しくて
飛びそうでしました。 
私は養護教師で献身させる神様の御旨と職分の尊さを悟
って神様に感謝しました。その次から活力と行き来とし
て働きました。そうしながら、以前は知らなかったやり
がいと楽しさを知るようになりました。子供達がいくら
たくさん来ても笑顔で向かって、イエス様の心と愛でそ
の子供達を見守るようになりました。これから悔しい事
に会っても笑いながら働けることが出来ました。 
このように私を変えてくださり充満な使命と幸せを持っ
て働くように導いてくださった事に感謝します。牧師の
説教を聴くと神様が私の心と状況を知っておられるので
限りなく慰められました。また、知恵になる権能の御言
葉をくださいます。祈ったらその時その時、心が平安に
なり大胆になる御言葉をくださいます。今日のように御
言葉で充満になるようにしてくださる主に感謝と賛美さ
さげます。 

 

 

 

 

"...あなたはわたしのために、嘆きを踊りにかえ、荒

布を解き、喜びをわたしの帯とされました。"(箴言

4:23,詩篇 30:11) 

 

失敗、欠乏、喪失、離別、疎外、逼迫、病苦等が悲しみの
原因です。悲しみが深まったり悲哀の感情が長く持続され
ると精神と肉体が衰弱になり病んでしまいます。聖書は私
達に様々な悲しみに対して賢しくて適切に対処する秘訣を
教えています。 
第一、神様は私達が遭った悲しみを全てご存じでおられ克
服する能力を与えてくださいます。これを信じなければな
りません。そして、その能力を求めなければなりません。 
宗教改革者マルティン・ルターが憂鬱な気分を晴らすため
に旅に出ましたが、出発する時と変わらない憂鬱な顔で家
に帰りました。その時、彼を迎に来た妻が喪服で涙に濡れ
ながら話しました。"あなた、私達の神様は死なれたそう
ですよ。そして私がこのように喪服なのです。"妻の言葉
を聞いたルターは心の奥深く悔いながら"あなたが言うよ
うに私は本当にとんでもない罪を犯しました。神様がおら
れないように行動しましたね。"と話しました。彼は憂鬱
で悲しい感情を克服しました。 
第二、変更できないことに確認されたのは神様の思いとし
て知り、受け入れて順応すべきです。これは神様の主権を
認める態度です。ダビデはバテシバを通じて生んだ子供が
病気にかかると子供のために断食してお祈りしながら夜通

し地に伏していました。臣僕達がダビデを心配して立たせ
ようとしても聞きませんでした。７日目に子供が死にまし
た。子供の死を確認したダビデは地から起き上がり体を洗
い、油をぬり着物を着替えて主の殿に入って排した後、宮
に帰っては食物を準備するよう指示して食事をしました。
臣僕達が奇異に思ってダビデ王にその理由を尋ねるとダビ
デがこのように答えました。"子の生きている間に、わた
しが断食して泣いたのは、『主がわたしをあわれんで、こ
の子を生かしてくださるかも知れない』と思ったからです。
しかし今は死んだので、わたしはどうして断食しなければ
ならないでしょうか。わたしは再び彼をかえらせることが
できますか。わたしは彼の所に行くでしょうが、彼はわた
しの所に帰ってこないでしょう"神様の絶対主権による決
定を受け入れて順応するようになるといかなる悲しみも早
く克服できます。 
第三、現実だけに執着せず信仰の目で遠く眺めなければな
りません。 
ヤコブの 11 番目の息子であるヨセフは父親から特別な愛
を受けて 2 回も兄達がみんな自分を敬う内容の夢を見て、
この夢を兄達に口に出したことによって兄達から憎しみを
買いました。兄達はヨセフを大商に売り渡し、ヨセフの服
に雄やぎの血を浸して父親のヤコブに見せました。ヤコブ
はその服を見てヨセフが獣に殺されたと思って長い間嘆き
ました。しかし、実際に死んだのではなくエジプトに奴隷
として売り渡されたのです。ヨセフは神様の摂理で結局エ
ジプトの総理になり大飢饉の時に父親と兄弟の家族を全て

エジプトに招いてエジプトの王が下ったゴセンの地で牧畜
をするようにしました。 
人は見通すことができないので不必要な悩みと悲しみ、心
配と恐れを持ちます。万が一、ヤコブがヨセフが話した夢
の意味を正確に理解したのだったらそのように極限の悲し
みを持って嘆かなかったでしょう。聖徒達はヨセフが見た
夢より確実な未来に経験する事事を知っています。艱難が
福になり、苦難が光栄になります。逼迫を受けると天国で
大きい賞を受けます。死にも望みがあります。信仰でこの
ような約束を通じて眺めると悲しみがなくなり喜びを持つ
ようになります。 
第四、悲しみが多いこの世を生きていく私達を慰めてくだ
さるために復活昇天なさったイエス様が聖霊様をお送りな
さったので聖霊様に慰めを求めるべきです。聖霊様の慰め
による喜びはこの世が与えることができず、奪うことがで
きない神霊な喜びです。我が主イエス様の喜びです。イエ
ス様は私達が経験する全ての悲しみを喜びに変化させるた
めにゲツセマネで涙を流しながら痛哭なさいました。イエ
ス様が受けられた苦難には悲しみの贖いが含められていま
す。私達が経験するある種類の悲しみでもイエスキリスト
の中にいる人には主が悲しみが変わって喜びになるように
してくださいます。 
 

 

「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]     私を向かった神様の御旨と摂理を悟って職場に対する 

召命意識を持って楽しく感謝する心で働くようになりました 

[信仰コラム]                悲しみを治める秘訣 
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軍人は戦争の日に戦うために教育と訓練を受け

た人です。ところが、いざ戦争が起こったとき

武装した兵が前線から退くしまったら非難を受

けます。今日の本文に記録されたのは「エフラ

イムの子孫が、兵器を備えて。弓を持ったが、

戦争の日に退いて行った。」ことでした。イス

ラエルの民の先祖ヤコブは十二人の息子を出産

した。その 12 人の息子の子孫が繁栄して大き

な民族を遂げ十二部族に分けました。エフライ

ムの始祖であるエフライムはヤコブの息子では

なく、ヤコブの十一番目の息子であるヨセフの

子です。ところが、十二部族の族長の一りとな

った。 

これはヤコブの長男ルベンの誤った行動によっ

て、実質的な生得権がヨセフに進み行ったヨセ

フの子であるエフライムとマナセが十二部族に

属しているからです。エフライムの子孫は、戦

争に不敵な人物であるヨシュアを祖先に置きま

した。これらの部族の子孫が兵器を備える。弓

を持ったが、戦争の日に退いていきました。エ

フライムの子孫たちなら戦争の日に当然戦って

勝利を得なければならないはずたがかえって後

退しまったのは恥かしいことです。  

エフライム人が退くした根本的な原因がどこに

あるでしょうか？その理由は本文に次のように

記録されました。「彼らは神の契約を守らず、

そのおきてにしたがって歩むことを拒み、神が

なされた事と、彼らに示されたくすしきみわざ

とを忘れた。」（詩篇 78： 10,11）  

戦争の日に退いた原因の中に  第一は、彼らが

神の契約を守らずに主の律法に従うのを拒否し

たからだとしました。  

神は、人々の救いと幸福のために多くの契約と

律法、つまり約束と命令を与えています。神様

がくださった約束と命令が自分に実際化されて

体験化されるには、約束と命令を信じて従う必

要があります。神の約束が実際に体験する人の

例として、  ギデオンが挙げられます  

イスラエルの民が 7 年間、ミディアンの圧制の

下に穀物や家畜を略奪されました。イスラエル

人が苦しみの中に神に叫んだので、神はイスラ

エルを救うとしました。神の天使がギデオンに

現れ言った「大勇士よ、主はあなたと共におら

れます」しました。そして「  ギデオンは主に

言った、「ああ主よ、わたしはどうしてイスラ

エルを救うことができましょうか。わたしの氏

族はマナセのうちで最も弱いものです。わたし

はまたわたしの父の家族のうちで最も小さいも

のです」。主は言われた、「しかし、わたしが

あなたと共におるから、ひとりを撃つようにミ

デアンびとを撃つことができるでしょう」と言

われました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ギデオンは神の言葉に対する確信を得るために

しるしを求めました。  ギデオンはまた主に言

った、「わたしがもしあなたの前に恵みを得て

いますならば、どうぞ、わたしと語るのがあな

たであるというしるしを見せてください。どう

ぞ、わたしが供え物を携えてあなたのもとにも

どってきて、あなたの前に供えるまで、ここを

去らないでください」。主は言われた、「わた

しはあなたがもどって来るまで待ちましょう」

ギデオンは初めて確信を得た。ギデオンは神の

御旨を再確認するために羊毛で二回しるしを求

めました。  

天使を通して与えられたしるしと羊毛で試験し

たしるしによって神の御旨を確信するようにな

ったギデオンは「私は必ずあなたとともにする

のであなたはミデアンをひとりを撃つようにミ

デアンびとを撃つことができるでしょう。」と

言われた神の契約を堅く握り、戦うためいきま

した。ギデオンは、軍事を募集して二次にわた

って選抜された 300 人の勇士を率いていなごの

群れのように多くの、ミディアン人を打って勝

利を獲得しました。  

あなたは患難と迫害と誘惑を恐れないでくださ

い。退く行かず前進して戦いなさい。神の言約

を頼りに戦いなさい。神の命令に従って行うに

戦いなさい。そして、戦いで勝利がもたらす

様々な戦利品を獲得するようになりますよ。  

戦争の日に退いた原因の中に  第二は、彼らが

主の行ったことと私達に見せられた奇事を忘れ

てしまったからだとしました。  

神が自分たちのために行われている奇事やしる

しをイスラエルの子らよりも多く経験した民族

はいないでしょう。イスラエルの出エジプトか

らカナンの地占領まで、神がなされた奇事とし

るしを整理してみましょう。  

1）エジプトの王の苛政で苦しんでいるのに、

イスラエルの子らが神に叫び、神がモーセを指

導者で送られていただきました。そして結局に、

イスラエルの子孫たちは、エジプト人から堂々

と金銀を受けて、エジプトを放れ去りました。 

2）イスラエルがエジプトを出発して進行して

いる途中、紅海の前に着きました。後エジプト

の王パロが戦車と騎兵を率いて追撃しました。

この時、モーセが神の指示どおりに行なうと、

神が大きい東風で一晩海水を引き取っていただ

き海が乾いて割れました。イスラエル人が海の

中に通り過ぎてすべてが陸地に上がったとき、

エジプト軍が追撃して、海の中に入ってきまし

た。その時モーセが神の指示のどおりに手を海

の上に差し出すと、すぐに水が元に流れて、エ

ジプトの軍隊がすべて絶滅しました。  

3）イスラエルが行進する荒野は、昼と夜の気

温差が激しく、昼間は太陽に焼けさせ死にそう

で、夜には寒さのために凍死ほどでした。とこ

ろが、神は、昼は雲の柱で涼しくしたし、夜は

火の柱で温めていただきました。  

4）荒野では、糧を得ることができません。と

ころが、イスラエル人たちは、神様が与えられ

る奇跡のマンナを、 40 年の間に食べました。  

5）イスラエル人は、荒野の生活四十年の間に

あなたがたを導いて荒野を通らせたが、あなた

がたの身につけた着物は古びず、足のくつは古

びなかった（  申命記  8： 4、  申命記  29： 5）  

6）荒野は衛生管理を行うことができないとこ

ろです。もし伝染病が発生した場合一瞬のうち

に大量死なれるしかないことでした。イスラエ

ルは、神の治療の恵みを受けて、劣悪な環境で

も、奇跡的に健康を維持することができました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7）カナンの地に入ったイスラエル人が最初に

占領しなければなら町がエリコだった難攻不落

の堅固な城でした。ヨシュアはエリコ近く、主

の軍隊長官に会うことになり、彼が指示する言

葉を受けて、そのまま民に命令しました。「あ

なたがたのすべての兵士たちは、城を取り囲ん

で毎日 1 回六日間、その城の周りを回りなさい。

続い祭司七人は言約の箱の前で羊の角の笛を吹

きながら行進しなさい。民は黙って。 

第七の日には、連続して七回まわる第七回した

とき、祭司たちが角笛を長く吹き民がその音を

聞くと、すべての民は大きく叫べ、そうすれば、

その城壁が下に崩れ落ちだから、民は上がって

城を占領しなさい。」イスラエル人たちは、こ

の言葉のとおり行うと城が崩れてエリコを無事

に占領する奇異な体験をしました。それからの

勢いでカナンの地を占領しました。イスラエル

の子らがしたことは、神様が指示される通り行

うことと、神のなさる奇事を目撃し体験するこ

とでした。  

エフライムの子孫が戦争の時に退いた理由は何

ですか？相対的に武器が貧弱したですか？軍事

の数が少なくですか？何のために恐れて退きま

したか本文で指摘する神は彼らに行なったこと

見せられ奇事を忘却したためだとしました。エ

フライムの子孫たちは、神が行なわれた奇事は、

すべて忘れてしまって当面の問題だけ見たので、

勇敢に戦わなければならない時、かえって後退

しました。  

私たちは忘れることと、覚えることを分別する

必要があります。悔い改めた罪は忘れてします。

他人の過ちを許したら忘れてします。過去の悲

しい痛ましいことを忘れるべきです。ただ  そ

れによる教訓は心に刻んでおく必要があります。

私たちは常に、  覚えるべきことは、神が行な

われたこととしるしと奇事です。  

 

私たちが生きていくこの世では、私たちの信仰

を崩れるようにしようと挑戦しているさまざま

な問題があります。試験と患難と迫害と誘惑が

あります。恐れることはありません。勝利する

ことができる対策があります。神の言約を堅く

握って、その命令を追って行動することです。

そして、神が行なわれた奇事を思い出させるこ

とです。これらの対策を持って応戦すれば百戦

百勝になります。そして、神の栄光を表わし、

他の聖徒たちに模範を示すことになります。  

 皆さんは戦争の日に退いたエフライムの子孫

のようにしません。信仰を妨害するために挑戦

に対して積極的に応戦してください。神の言約

を固く信じ、その命令通りに行動してください。

神が行なわれたことと奇事をいつも、覚えてく

ださい。そうするため、神の言約の誠実と神の

なさるしるしと奇事の体験が日増しに加えられ

るのを願いします。  

 

恵みと真理教会 チョヨンモク 牧師 

 

挑戦に応戦しなさい 

 


