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黄金を塵の中に／オフィルの金を
川床に置くがよい。 全能者こそが
あなたの黄金。 
 
母が聖徒でもなかったですが、私の名前は“恵”です。独実
な信者だった祖父が作ってくださいました。祖父と祖母は6.2
5戦争を通して避難に行く時に偶然に聖書を持つようになって、
イエス様を信じるようになりました。私は主を受け入れた後、
一番先に“めぐみ”という名前を持つようになったことを神
様に感謝を捧げました。 
私が高校生の時、母が心臓麻痺で急に亡くなりました。幼い
妹と私には大きい衝撃でした。私は祖母と共に暮らしながら
祖母に世話になりました。年を取って歩くのも大変ですが、
毎日バス停に行って伝道し、伝導しながら出会った人々の名
を書いて来てその人々の救いのため切に祈った姿や孫たちの
ため祈った姿が今もまぶたに浮かびます。祖母は毎朝、祈り
の礼拝を帰ってきた後も小さい部屋に入って声を出して聖書
を読んで賛美を歌いながら祈りました。私はこのような祖母
の熱心を理解できませんでした。しかし、今、当時の祖母を
考えると胸にじんとして目頭が熱くなります。 
亡くなった母はむしろ、迷信を信じて巫女たちと仲良く過ご
しました。母の友達の中で一人だけ主を信じて仕えた方がい
ましたが、 その時は恵みと真理教会の執事でした。母が亡く
なった後、連絡が切れましたが、探して2006年に執事と連絡
が出来ました。執事は私たちの姉妹に正しくて堅固な信仰を
持つまで恵みと真理教会を通いながら熱心に礼拝生活をしな
さいと頼みました。しかし、私は教会に登録しても1年間、礼
拝を捧げたことも少ないくらい礼拝を疎かにしました。 
大学を卒業をした後、剤薬会社に就職して自慢をしたくなり
大学院に進学しました。お酒、タバコをしなくて性品が真面
目で良い人に出会って結婚しました。ところが、急に私にう
つ病にかかってしまいました。激しいストレスを受けて酒を
飲んだり、旦那に怒ったりして解消しました。心の病気にな
って体にも病気になりました。理由なく酷く咳をして小便を
する数が増えて大変でした。大きい病院で肺と腎臓が全て正
常だと言われました。麻薬の鎮痛剤を処方を受けて夜、服用
して昼寝をしたり、昼には小便と大便が出なくてつらい時間
を過ごしました。結局神様を探しました。 
教会を出て礼拝を捧げながら心が回復されました。2013年教
会に再び登録して礼拝を休まないように努力しました。その
年の夏に水洗礼を受けながら“神様！聖霊洗礼も受けたいで
す。”と祈りました。神様の恵みと摂理で大学で時間講師と
して働くようになって、一学期を終えった後、講義評価で一

番高い評価を受けた後、その年に講義専担教授として任命さ
れました。前任教授になるため博士過程をはじめました。  
神様の恵みに感謝し旦那と共に主日礼拝を捧げる時間に、当
会長の牧師の説教の御言葉がより強烈に生きておられる神様
の御言葉として胸に深く響きました。続いて祈りをする中で
涙を流しました。とても驚いて恥ずかしかったです。とめど
もなく涙が流れた後から頭から全身が熱くなり体がおののき
ました。いつも来て座っていった聖殿のその場なのにすべて
が新しく感じられました。その後も祈りをしようと目を覚め
るとまた体が熱くなる体験をしました。そうしながら感動の
嵐のような涙を流しました。その時から礼拝の時間に居眠り
しなくて礼拝の時間を待つようになりました。牧師が今日は
どんな説教をなさってくださるのか期待しながら説教時間が
短くて惜しく思いました。以前は聞けなかった説教を再び探
して聞くほど説教に対する乾きがありました。聖書が楽しく
て家でも読み始めて、朝、目を覚めたら讃美歌から聞きまし
た。好きだった世俗的なものがだんだん心から離れて楽しん
でいた酒も苦く感じるようになり、飲みたくもなかったです。
神様が助けてくださって酒を辞めました。出勤の道で見える
街路樹と野草を見てまるで両手を広げて神様を賛美するよう
に考えられて泣きながら出勤したりもしました。 
主に会った初恋の喜びを享受するようになって、私が一番先
に熱心にしたことも伝道です。友達に会う目的がイエス様を
伝えて私の神霊な変化を証するためでした。ほとんどうの不
信者達の友達は私が会うたびに起承転結、結論はイエス様を
伝えたので慌てました。私が先に占いをする所と居酒屋に導
いた私だったが180度も変わった私の生活の態度を見て友達も
イエス様と教会に関心を持つようになりました。伝道する友
達を一人一人を決めて一日は断食祈りをして伝道したら友達
みんながイエス様を信じるようになって今日、教会を仕えて
います。 
忙しく生活する中で妊娠をしました。当時、私たちの夫婦は
子供を作る気が全くなかったです。さらに私は定年が保障さ
れる任用を目標で早く博士学位を習得するため誰よりも熱心
に その課程を踏んでいるときだったので 急に赤ちゃんが
出来たことがとても驚きました。しかし、神様が与えてくだ
さった尊いプレゼントであることを悟って感謝し、旦那と相
談して神様がいつも共におられるという意味で子供の名前を
“ハヌル”と作りました。 
子供を出産して今は生きるグンポ市に引っ越しました。勧士
が区域長礼拝も熱心にささげるように頼みました。私は区域
礼拝は時間が多い聖徒達が捧げる礼拝だと思いました。また、
 勉強や講義やとても忙しい生活をしていたのでしたくなか
ったです。ただし、従順する心で区域礼拝に参席しましたが、
区域聖徒達と共に祈り課題も互いに分かち合って祈って、泣
いたり笑ったりして主の愛で仕えることが、今は私の礼拝生
活で抜けられない大きい楽しみになりました。もっと熱い夏
や寒い冬でも 

ひたすら態度で区域院を仕えながら熱心に伝道して教会のた
め奉仕する首区域長の姿でも多く感動を受けました。 
育児と家事をしながら講義と勉強までするのが大変でした。
子供達を誰かに頼むことが一番大変でした。そして、神様は
私をこの地に送った目的と私の場で深く考えながら祈りまし
た。旦那と教区長と首区域長と話し合った後、家で旦那を内
助をして子供達を直接に御言葉と愛で養育して暮らして行く 
と決断しました。まもなく、博士学位を諦めて教授の退職願
も提出しました。今まで私が熱心にしてきたことをやめるこ
とは優しくなかったです。周りの修士、博士の友達は今まで
使ったお金と努力がもったいないと言いながら私の決断を理
解できなかったです。しかし、私が決断したことが神様の御
旨かどうか考えながら神様が導いてくださるのを祈りました。
“黄金を塵の中に／オフィルの金を川床に置くがよい。 全能
者こそがあなたの黄金／あなたにとっての最高の銀となり あ
なたは全能者によって喜びを得／神に向かって顔を上げ。”
（ヨブ２２：２４～２６） 
世の自慢と欲を下ろして現在は家庭を見守りながら魂の洋食
を食べる主日礼拝を通して、月曜日は児童の区域礼拝を導き
ながら子供たちの賛美と祈りの声に恵が溢れて、火曜日は区
域長祈り会の慰めと力を得て、水曜日は私が大好きな講解説
教の御言葉で神霊な知識を得て、木曜日と金曜日は区域礼拝
会で祈りを通して神様と親密な交際をして土曜日は教会で子
供達と共に捧げる英語聖書礼拝で楽しみながら礼拝中心の生
活をしています。すべての礼拝ことに聖霊様の恵みで充満に
なります。 
仕事をやめて奉仕をしようと決心して祈りをする中で、幼児
部の先生から勧められて幼児部で教師として奉仕するように
なりました。初めったばかりの時には残っていた自分の高慢
にせいで大変になって 私と合わない夫婦だと神様に不平を
しました。奉仕をやめたい時でも我慢しながら黙々と最善を
尽くして献身する先生達を考えました。また、涙で説教を聞
いた“あなたはわたしを愛するのか。” というイエス様の声
が私の心に聞こえてきました。そして、首区域長から勧めら
れて奉仕してもう1年が過ぎると、いつぶつぶつと呟いたのか
幼児部を愛し感謝する心で子供達を仕えるようになりました。 
神様が去年9月金曜日の祈りの時間にわたしに聖霊洗礼の恵み
を与えてくださいました。今年の夏には初めて首区域長と共
に聖殿掃除と奉仕をしながら私たちの教会に対する愛と所属
感も深くなりました。そして、児童区域長の職分を預かって
くださる御言葉を準備してドキドキする恵みも享受していま
す。数日前に任職礼拝で私たちの夫婦が共に執事の職分を受
けました。 
今日、あまりにも変わった私の人生が感慨無量で胸がいっぱ
いになります。このように主の中で新しい人生、真で幸せな
人生を生きるようにしてくださった神様に感謝と賛美を捧げ
ます。 
ハレルヤ！！ 

 

 

 

 

＂ノアはすべて神の命じられたようにした。＂（創世記 6:２

２） 

 
＂彼は神の命じられたようにした。＂と要約される生
涯について見本になる代表的な人物がノアです。創造
主神様が命令なさった通りに行うことが被造物である
人間にとても当然なことです。しかし、人間の歴史は
神様の命令に逆らったことで染み付いた歴史です。神
様の命令に逆らったアダムの犯罪によって罪がこの世
に入り、罪によって死亡が入ったと聖書に記録されて
います。そうしてアダムの子孫達は神様の御言葉に耳
を塞いで生きています。 
ノア時代に至り罪悪が甚だしくなり神様がこの世を審
判なさるために心を決められました。ノアに箱船を造
るよう命令なさい箱船を造る方法を言われました。続
いて洪水の審判を予告なさいながら＂...あなたは子
らと，妻と，子らの妻たちと共に箱舟にはいりなさい。
＂と命じられました。ノアは神様が自分に命令なさっ
た通りに全て従いました。 
第一、ノアは箱船の規模を神様が彼に命令なさった通
りに全て従いました。 
神様が指示なさった箱船の規模はとても大きいでした。
長さが 136.8 メータ、広さが 22.8 メータ、高さが
13.68 メータです。作業が難しく建造の費用も相当だ
ったでしょう。ノアは長い間彼の財産を箱船を造るこ
とに注ぎました。人々が彼にこのように質問したでし
ょう。洪水から生き残るために船を造るならあなたの

家族が入る規模に造ったら良いじゃないか？財物が惜
しくないのか？＂神様が私に命令なさった通りに従い
ます。＂これがノアの相変わらない答えだったでしょ
う。 
第二、ノアの箱船の材料と模様を神様が彼に命令なさ
った通りに全て従いました。 
ノアは箱船を自分の趣向に合わせて建造しようとしま
せんでした。あるいは船を造る経験がある専門家達の
意見に従って造ろうとしませんでした。人々がノアに
このように聞いたでしょう。船の形態を何でより格好
良く変更しないのか？材料をより多用に使わないの
か？＂神様が私に命令なさった通りに従います。＂こ
れがノアの相変わらない答えであったでしょう。彼は
箱船の規模と構造と材料を自分の考え通りに変更する
ことをしませんでした。このようなノアの態度は人々
が聖書に対して持つべき態度のモデルになります。 
第三、ノアは神様が命令なさった通りに従って敬虔で
はない人々に義を述べ伝えました。 
敬虔なセツの子孫達が世俗的なカインの子孫達と婚姻
をして人間の世界は急速度に神様に逆らう人本主義的
な社会になっていきました。人の罪悪が甚だしくてそ
の心の考えの全ての計画が常に悪いでした。世界の風
潮がそうであったがノアは巻き込みませんでした。聖
書にノアを義人だとしたのは、その当時の人々の罪悪
と不義と暴悪に加わらなかったという意味です。ノア
は世界風潮に全く巻き込みせずに敬虔な信仰を堅持し
ながら人々に悔い改めを促しました。彼の言葉に耳を
傾ける人はいませんでしたが、でもノアは神様の命令

なさった通りに敬虔ではない人々に義を述べ伝えまし
た。 
第四、ノアは神様が命令なさった通りに従って箱船に
入りました。 
神様が命じられた通りにノアと彼の家族が箱船に入っ
ても相変わらず雨が降りませんでした。しかしノアと
彼の家族はそのまま箱船に留まっていました。なぜな
ら神様が＂七日の後，わたしは 四十日四十夜，地に
雨を降らせる。＂、＂あなたと家族とはみな箱舟には
いりなさい。＂と言われたからです。結局全世界は水
に浸られ神様の御言葉を不信して逆らった者達は全て
水に溺れて死にました。ノアの従いは理解を超越した
のです。人の経験と知識は神様がなさった事と将来行
われる事事を理解するには力量に及びません。神様の
思いと摂理を理解するにも力量に及びません。ノアの
一念はひたすら神様の命令通りに従うことでした。 
＂彼は神様が命令なさった通りに全て従いながら生き
た。＂これがノアの生涯を要約した言葉です。私達の
生涯に対する要約もこのようになることを願います。 
 
 
 

 
 

「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]        

[信仰コラム]                  生涯を要約した文（２） 
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「あなたはなぜ生き、どう生きるべきかを知っ

ていますか？」という質問を受けるならば、あ

なたはどのように答えますか？今日の本文のみ

言葉は、使徒パウロが自分の切実な期待と希望

と欲望を告白したものです。この期待と欲望は

彼の人生の理由であり、また彼には生きること

と死ぬことの意味でした。これらのパウロの期

待と希望と欲望は、すべてのクリスチャンにも

該当するものです。使徒パウロは、本文で自分

の切実な期待と希望と欲望をこのように語って

います 

 

 

第一に、自分の切実な期待と希望は、
「私の体で、キリストが尊くなるので
ある」としました。  
 

ここで、「私の体で」という言葉は、「この界

でのすべての活動から」という意味で解釈する

ことができます。パウロは、キリストが尊く誉

れになることが自分の活動の理由であり、人生

の意味と表明しています。それではどのように

生き、どのように活動するのが、キリストを尊

くするのかを調べましょう。キリストを尊くと

いう言葉は、キリストの尊さにふさわしく、私

たちが行動することを指します。  

 

第一に、キリストを信じる信仰で生きるのが、

キリストを尊くすることです。  

 

キリストを尊くして生きるのはクリスチャンに

なることです。教養のある行動や善行にキリス

トを尊くすることではありません。  ガラテヤ

人への手紙  2 章 20 節に  「  生きているのは， 

もはや，  わたしではない．  キリスト  が， 

わ たしの うちに  生 きてお られる のであ る．  

しかし，  わたしがいま  肉にあって  生きてい

るのは，  わたしを  愛し，  わたしのためにご 

自身をささげられた  神の  御子を  信じる  信

仰によって，  生きているのである．」としま

した。 

 

第二に、神の性品にふさわしく生きることが、

キリストを尊くすることです。  

 

神は聖なる方です。「聖なる」とは区別された

ことです。クリスチャンは聖徒です。聖なる人

です。聖なることは、神により、神のために区

別されたことを意味します。「聖なる」という

言葉が人間に適用されるときは、神を仕え、礼

拝するために世俗的なものから区別されたこと

を意味します。聖徒と教会は、この世の他の姿

から区別されて聖なるのを表わすべきです。  

神は名誉を大切に見ます。「あなたは，  あな

たの  神，  主の 名を，  みだりに 唱えてはな

らない」しました。これは、神が直接石に刻し

た戒めの一つです。クリスチャンも名誉を尊重

考えるべきです。名声を広く名前が知られてい

ることを意味し、名誉は、人々から素晴らしい

と認められる名前や品位を指します。名声だけ

を得ることができれば名誉はものともしないこ

とを世界でよく見ますが、クリスチャンはそう

することができません。名声を過度に追求する

と、世俗や誤った教理と妥協することになる危

険性が多分に従います。聖職者と聖徒たちは、

名誉を命のように尊重に考えるべきです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神は正直であります。申命記 32 章 4 節に「主

は  岩であって，  そのみわざは  全く，  ／そ

の  道はみな  正しい． 主は  眞実なる 神であ

って，  僞りなく，  ／義であって，  正である」

しました。  義と真実を無視したまま、成功の

判断基準を物量と数字で見るだけ置くことは、

教会の堕落を加速させる要因になります。莫大

な財政能力に大きく派手な行事をしたり、慈善

救済を大きく宣伝して誇示することで不正と詐

欺を包装して、力を誇示して意気揚揚すること

は、神の国では、認められていません。  僞り

話を常にする人と一緒にいるのが困難なのは、

彼の行動を予測することができないからです。

さらに指導者が予測できない行動をすると、そ

の組織と体制の中にあるすべての人が不安です。

このようなリーダーを追従しようとする機会主

義者がなるしかありません。クリスチャンとそ

の共同体である教会は  聖なる、名誉、誠実さ

を大切に考えるべきであり、これを明らかにす

る必要があります。  

 

第三に、福音を広めることが、キリストを尊く

することです。 

 

いまもこの世の中には救いを得られなかった人

たちが無数にあります。福音を聞いていない人

がいます。福音を聞いても信じていない人がい

ます。偶像崇拝に陥った人々がいます。人々が

神の怒りと裁きを免れて、地獄の刑罰に処しな

いために神が独り子をこの世に送りました。御

子イエスが十字架を背負って身代わりの死を死

にました。そして復活して天に昇りました。こ

れが福音です。この福音を信じるために、聖霊

が働かれます。伝道は、人々が福音を聞いて信

じ、暗からの光に出て来て、サタンの権威から

神に戻ってきて、罪の赦しを受けて聖別されて

天国の民になるようにすることです。したがっ

て、福音を伝えることだけに緊急かつ重大で美

しいことはありません。信仰に生きて神の性品

にふさわしく生き、福音を伝えることが、キリ

ストを尊くすることです。  

 

 

第二に、自分の切実な期待と希望は、
「私は離れて、キリストと一緒に欲望
を持つこと」としました。  
 

聖書には、人生を旅人と通行人だとしました。

人は誰でも、この世で旅人と通行人のように生

きていきます。この世の中には永遠に滞在する

ことができません。前か後かしながら去って行

きます。概ね老衰になって死に達するが、必ず

しもそうではありません。いつ、どこで、どの

ように死ぬか、誰も保証できません。死には順

序がありません。死は必然性と偶然性をすべて

持っているので、すべての人に最も急務は死の

問題です。 

いくら急ぎでも、重要な問題であるといって、

死の対策を持つより優先なことはありません。

ところが、その解決策は、人間にはありません。

人間の知恵と技術と能力としては解決できませ

ん。イエス・キリストだけが答えになれます。

誰でもイエス・キリストを信じれば永遠の命を

得るようになり、また、天国の市民権を持つよ

うになります。コリント人への第二の手紙  5

章 1 節に「わたしたちの  住んでいる  地上の 

幕屋がこわれると，  神からいただく  建物， 

すなわち  天にある，  人の  手によらない  永

遠の  家が  備えてあることを，  わたしたちは 

知っている」しました。キリスト・イエスにあ

る者の死は絶望ではなく、希望をなすものです。 

ヨハネの默示錄  14 章 13 節に「またわたしは， 

天からの  声がこう  言うのを  聞いた，  「書

きしるせ，  『今から  後，  主にあって  死ぬ 

死 人 は さ い わ い で あ る  』  御 靈も  言 う ， 

「しかり，  彼らはその  勞苦を  解かれて  休

み，  そのわざは  彼らについていく  」としま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが信仰が深まるほど、天国の憧れが大きく

なります。使徒パウロは、第三の天、すなわち

楽園に連れられ入って人の言葉で形容すること

ができない話を聞いて戻ってくる神秘体験をし

ました。そして彼は言った、「わたしにとって

は，  生きることは  キリストであり，  死ぬこ

とは  益である」（ピリピ人への手紙  1:21）

し、「それで，  わたしたちは  心强い．  そし

て，  むしろ  肉体から  離れて  主と  共に  住

むことが，  願わしいと  思っている」（コリ

ント人への第二の手紙  5： 8）しました。自分

がクリスチャンであるとしながらも、天国への

確信がなく、天国を慕いていない場合、偽信者

です。天国に憧れて慕ってながら生きていくこ

とは、クリスチャンの特徴です。  

 

 

第三に、自分の切実な期待と希望と欲
望は、「他の人の益と信仰の進歩のた
めにとどまっている」としました。  
 

主の御旨ならば、ローマの獄中からの自由を得

られず、殉教を当って肉体を離れて主の前に行

くのも、彼には期待する欲求であるが、もし釈

放になって福音を伝え、聖徒の信仰の進歩のた

めに働くことになるのも、彼が期待している欲

望としました。だから聖なる悩むことになった

のです。早く天国に入っていればと期待と欲望

を持ったが、一方では未信者に福音を伝えなけ

ればならないと信者たちには信仰の進歩を支援

するためにこの世に長く留まるという期待と欲

望があったからです。教会に有益と楽しさを与

えて、教会に誇りを抱かうとする欲求は確かに

高貴で美しい欲望です。これらの欲望によって

健康を求め、この地に長く留まることを求める

ならば、非常に崇高な祈りになります。  

 

今日の本文は以下の通りです。  「私そこで， 

わたしが  切実な  思いで  待ち  望むことは， 

わたしが，  どんなことがあっても  恥じるこ

となく，  かえって，  いつものように  今も， 

大膽に  語ることによって，  生きるにも  死ぬ

にも，  わたしの  身によって  キリストがあが

め られる ことで ある．  わ たしに とって は，  

生きることは  キリストであり，  死ぬことは 

益である．しかし，  肉体において  生きてい

ることが，  わたしにとっては  実り  多い  お

おきになるのだとすれば，  どちらを  選んだ

らよいか，  わたしにはわからないわたしは，  

これら  二つのものの  間に  板ばさみになって

いる．  わたしの  願いを  言えば， この  世を 

去って  キリスト  と  共にいることであり， 

実は，  その  方が  はるかに  望ましいしかし， 

肉体にとどまっていることは，  あなたがたの

ためには，  さらに  必要である．  こう  確信

しているので，  わたしは  生きながらえて， 

あなたがた  一同のところにとどまり，  あな

たがたの  信仰を  進ませ，  その 喜びを  得さ

せようと  思う．そうなれば，  わたしが  再び

あなたがたのところに  行くので，  あなたが

たはわたしによって  キリスト  · イエス  にあ

る  誇を  增すことになろう」   聖徒の皆さん

も使徒パウロと同じ内容で、「これが私の切な

る期待と希望と欲望です。」と言うことを願っ

ております。 
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私の切なる期待と希望と欲望 


