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私を救って下さり、足りないこと
が多くて弱い私を変化させてくだ
さり、主の事に尊く用いてくださ
る神様の恵みと愛に感謝捧げます 
 
今まで信仰生活を帰ってみると証するように恵みを下
さった神様に感謝と賛美を捧げます。私はイエス様を
信じない家庭で生まれ育ちました。母は伝道するため
家に尋ねた方に向かって“教会に行くと誰がごはんく
れますか？”と言うほど教会に対して否定的な考えを
持っていました。先に信仰生活を始めた親戚のおばさ
んが私の家に来て熱心に福音を延べ伝えました。その
時おばさんは癌の闘病中でした。 
私の家族がお見舞いに行くたびにおばさんは教会に通
い、イエス様を仕える生活をしなさいと切に頼みまし
た。おばさんが亡くなるとおばさんに対して情が深か
った母は教会に行きなさいと遺言と思って恵と真理教
会に通うようになりました。伝道者を迫害した母が奇
跡のようにイエス様を救い主として受け入れてからま
もなく、父も教会に行きました。私と弟も母の手をと
って教会に通いました。 
私は高校２年の１学期まで毎主日、義務的に教会に出
席しました。そうして、高校２年の夏の修練会に参加
して聖霊の臨在を体験してイエス様を私の救い主とし
て告白しました。神様を畏れ委ねて愛する生活をする
と決断しました。イエス様の恵みと神様の愛を深く悟
った時が今も生々しいです。目の前で揺れる木の葉と
両頬にかすめていく風、通り過ぎる人々、私が属した
家庭と通う学校、息をしている今の瞬間などすべての
状況と環境に感謝しました。しかし、この日の感動と
感激が、信仰生活の覚悟と決心が長続きませんでした。
大学入試をして大学に入って生活をしながら神様の御
心より私の計画と私の人生にもっと集中しました。礼
拝の時間以外に教会で奉仕する時間がもったいなく思
いました。教会中心の生活をしなくて学校と社会でも
っと多くの人々に出会って世の事でやりがいや成就感
を得ようとしました。教会の外の世俗的な場所へ参席
するのが好きでした。教会学校で幼い子供を仕えなが
ら教師の“使命”を忘れて私の“義”を表すようとし
ました。信仰と従順の生活をするように主日に子供達
を教えながらも、その一週間の私の生活を帰ってみる

と恥かしい時が多かったです。そうするうちに我が国
が大きい困難に陥て国家安保が危ない状況になりまし
た。これと関連して当会長の牧師が教会とクリスチャ
ンの時代的な責任と使命を強調して説教し、国家安保
と教会の安寧のため祈り頼みました。当会長の牧師が
修練会で私たちの青年達に特別講義もしてくださいま
した。その話を聞いたにもかかわらず、一時期韓国の
状態の本質を正しく悟らなくて私の理性で判断して不
満を言いました。私の考えが正しいと思いました。結
局の御言葉の権能で、真理の霊である聖霊様の働きで
今まで私の考えが正しいと思ってたことが間違ってい
たことがわかりました。神様の御言葉と神様の御心に
不従順した信仰から帰って神様の国と義をまず考える
ようになりました。神様が私を愛してくださいました。
今まで私が人本主義で熱心に築いた人間関係、知識と
考え、人に認めらたい心、褒められたかったすべてが
間違いであったことを悟るようになりました。神様を
離れては私がほこりにもならない存在になることを悟
らせてくださいました。今まで主の御心を悟る生活を
しなくて私の意志で生きて来たことを悟らせて下さり、
徹底的に悔い改めました。 
私が属したアンサン聖殿、青年奉仕宣教会で総務の職
分を任されて仕えるように勧められました。以前のよ
うだったら教師の試験を準備するのを言い訳をしてす
ぐ断ったはずですが、そうしなかったです。聖書テモ
テへの手紙一、二の御言葉を黙想しながら職分に対し
て一緒に祈ってみようと勧める会長の話に従順しまし
た。私の人生に深く空しさがあったのでもっと神様の
御言葉を委ねてこれからの人生の方向に対して神様の
御心を求めました。チョンジュで一人暮らしをすると
き部屋で毎日聖書を黙想しながら涙で祈った私に神様
は深く悟りを与えてくださいました。この世で話す成
功と幸せの基準を探すため熱心に走って来ましたが、
神様はそんなことを判断基準ではないことを知るよう
にしてくださいました。 
大きな家には、金や銀の器だけでなく、木や土の器も
あります。一方は貴いことに、他方は卑しいことに用
いられます。 それゆえ、卑しいことから離れて自分
を清める人は、貴いことに用いられる器になり、聖な
るもの、主人に役立つもの、あらゆる善い行いのため
に備えられたものとなるのです。 若い頃の情欲を避
け、清い心で主を呼び求める人々と共に、正義と信仰
と愛と平和を追い求めなさい。(テモテ第二2：２０～
２２)アーメン 
神様は私が何よりも神様の前に清い心と聖なる心霊に

なることを願っておられます。すぐ、教師になる試験
と私の希望と目標がただ主の御心に合うように祈りま
した。国と教会のため積極的に参与して献身するよう
に祈りました。世の友達が私を見る時にとても寂しが
っていると考えたこの時期が私にとってはとっても大
事な時期でした。毎日のようにイエス様の十字架の血
を委ねて私の間違った自我を十字架に死なれてくださ
る神様の恵みを体験する時間だったからです。 
去年から従順して青年奉仕宣教会の総務の職分を担え
る中で神様が私の祈りに答えてくださいました。まず、
私の家庭が完全に福音化するようにしてくださいまし
た。信仰生活を疎かにして私に心配かけた弟が変化さ
れ希望部で子供達と礼拝を捧げながら主の中で喜びと
感謝の生活をしています。事業を始めて、経済的に豊
かになったのに忙しくて心が苦しい時が多くて大変だ
った父が聖書的な物質観で心が自由になり神様に栄光
を捧げる生活をするようになりました。このため、神
様がまず、私の家庭礼拝を回復させてくださり、悔い
改めるようにしてくださいました。 
神様は青年奉仕宣教会が御言葉の恵みの中でもっと堅
固に立つ姿を見るようにしてくださいました。 
青年達が党会長の牧師の説教の御言葉と土曜日の祈り
会を通していつよりも自我が強く、感受性に敏感な時
期に自我が壊して信仰と従順の信仰姿勢で行くように
してくださいました。そして、このような信仰と従順
の心が、平日の礼拝の恵みを愛する心でつながりまし
た。多くの青年達が生きている御言葉の能力を体験し
て最も御言葉を愛するようになりました。 
そして、神様が韓国と教会に処した現実を正しく分別
するように教えてくださいました。無知だった私が説
教と特別講義と153の講義などの多様な教育を通して
正しくて確固な聖書観と共に、聖書的な歴史観と国家
観を持つようになりました。クリスチャンとしてどの
ように聖書的な価値を守るのかに対して考えて祈るよ
うに私を導いてくださいました。 
今まで私の祈りに答えてくださった神様の恵みを話す
と終わりがないです。このすべての応答を下さった神
様の御心と目的があるのを信じます。最も神様を畏れ、
委ねて愛しながら神様の御心を成し遂げるように恵み
を与えてくださいました。神様は自ら知らなくて悟ら
れないことを悟らせてくださいました。私が変えられ
ない部分を聖霊様が摂理してくださいました。今も神
様は私の人生の中で働いています。ハレルヤ！神様に
すべての栄光を捧げます。 

 

 

 

 

＂あなたがたの仕える者をきょう選びなさい、あなたがたは

いつまで二つのものの間に迷っているのですか＂（ヨシュア

24:14～15、列王記上18:20～21） 

 

聖書には人が自分の正体を忘却して行動したことと人
が当然に持つべき正体に対して様々な模様で記録され
ています。アダムとエバはサタンの誘いに陥って自分
の正体を忘却した行動をしました。その日の以降、ア
ダムの子孫達は正体性を忘却して神様に逆らいさらに、
頑なになって神様に対敵する行為までしました。そう
して大洪水の審判を受けました。 
しかし神様は贖罪を受ける道を開いてくださいました。
アブラハムを選ばれて救いの真理と共に自分の正体を
知らせられ、モ-セと予言者を通じて律法と預言をく
ださり神様に敬うようにしてくださいました。しかし
不幸にもイスラエルの子孫達はよく彼らの正体性を忘
却して偶像に仕えて神様の懲罰を受け劇甚な艱難を経
験しました。イスラエルの歴史は正体性の忘却と回復
の歴史です。その中でヨシュア時代とエリヤ時代にあ
った事件を調べてみましょう。 
第一、聖徒達は自分の正体に合うように生活して、一
貫性を持つべきです。 

イスラエルの偉大な領導者ヨシュアは民達にこのよう
な一貫性を強調して促しました。ヨシュアは告別の説
教でアブラハムが神様のお呼びを受けたことから始ま
って現在に至るまでイスラエルを守ってくださり導い
てくださった神様の救いの歴史を回想させました。そ
の後＂それゆえ， いま，あなたがたは主を恐れ，ま
ことと，まごころと，真実とをもって，主に仕え＂と
力説しました。しかしイスラエルの民達はカナンの地
に定着して生活の与件が良くなってカナンの人々が仕
える宗教に関心を持ち始めました。宗教和合という名
分の下で交わりました。偶像崇拝に陥り混合宗教人達
になっていきました。ヨシュアはこのような民達に＂
主に 仕えなさい＂と叫ぶ一方、＂ただし，わたしと
わたしの家とは共に主に仕えます＂と自分の確固な決
意を表明しました。彼は生きる間に少しも揺れずエホ
バ神様だけに仕えました。 
第二、聖徒達は躊躇わずに自分の正体を確実に表明す
べきです。 
イスラエルの全域にバアルの崇拝が蔓延った時、エリ
ヤ予言者がカルメル山でバアルの預言者 450 人、アシ
ラの予言者 400 人と対決して神様の応答で勝利を得た
事件には神霊な教訓が多くあります。その中でエリヤ
が民達に選民の正体を明白に表わすよう促した御言葉
に集中して調べてみます。エリヤが民達に＂あなたが
たはいつまで二つのものの間に迷っているのですか。

主が神ならばそれに従いなさい。しかしバアルが神な
らば，それに従いなさい＂と叫びました。民達は何の
答えもしませんでした。彼らがアハブ王とイゼベルの
顔色を探りながら肉身的な実利を求めていたからです。
宗教多元主義、宗教混合主義を選んでいました。エリ
ヤは民達にこのような二重的で中立的な信仰態度を捨
てるように促しました。結局、イスラエルとユダヤ国
は滅びられました。アハブ王とイゼベルの治めの下で
四種類の人々がいました。信仰の節介を捨てた予言者
達がいました。宮内大臣オバデヤが隠して面倒を見る
100 人の予言者達は信仰の節介を守ったが息を殺して
隠れていました。民達は両側に足を掛けて王とエリヤ
の顔色を探りながら場合によって異なって行動しなが
ら決断を促されても躊躇っていました。そのような状
況でエリヤは自分の正体を明らかにして闘争しました。
王とイスラエルの民を悔い改めて正しい道に帰らせる
ために危険を覚悟して寂しく出ました。このような人
によって結局日照りと飢饉が終わり、イスラエルの民
が神様に帰りました。 
皆さんは聖徒としての正体を忘却しないだけではなく
一貫して聖徒の正体に合う身持ちをして、いかなる場
でも躊躇わずに自分の正体を表明するのをヨシュアの
ように、エリヤのようにしてください。 

「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]            一貫して躊躇いのない正体表明 
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全ての人は、自分の前道を知りたがっています。

そうして、吉凶禍福と占いを予測する方法を探

します。“人がこれからの道に起きる事を先に

知ることが出来ますか？という質問に対しては

肯定的でもなく否定的でもないです。なぜなら、

未来に起きる事は全部知らないですが、予測可

能からです。神様は人生を予測可能な人生で生

きるようにして、神様が立てた預言者達を通し

て神様の命令と約束の御言葉をくださいました。

そして、このような予言が記録された聖書をく

ださいました。しかし、人々は自分に解党する

予告のメッセージに対処する態度は様々です。

そのように対処する態度によって結果は全て自

分の責任です。 

イエス様は公的生涯の後半に至った時、自分と

弟子達が直面することを予告しました。これを

聞いた弟子達がどのように対処したのか調べて

みます。 

イエス様は  カエサレア・ピリピ地方に行かれ

たとき、自分がエルサレムに登って多く苦難を

受けて死んで三日ぶりに生き返るのを弟子達に

予告しました。  “すると、ペトロはイエスを

脇へお連れして、いさめ始めた。「主よ、とん

でもないことです。そんなことがあってはなり

ません。」”と積極的に引き止めました。イエ

スは振り向いてペトロに言われた。「サタン、

引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者だ。神

のことを思わず、人のことを思っている。」  

としました。 

イエス様は弟子達を連れてエルサレムに向って

登る中で受難予告をしました。“  今、私たち

はエルサレムへ上って行く。人の子は、祭司長

たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死

刑を宣告して、  異邦人に引き渡す。人の子を

嘲り、鞭打ち、十字架につけるためである。そ

して、人の子は三日目に復活する。”（マタイ

の福音書 20： 18， 19）  その時、ゼベダイの息

子たちの母が、息子たちと一緒にイエスのとこ

ろに来て、ひれ伏し、願い事をしました。   

“私の二人の息子が、あなたの御国で、一人は

あなたの右に、一人は左に座れるとおっしゃっ

てください。”イエス様は言われました。“確

かに、あなたがたは私の杯を飲むことになる。

しかし、私の右と左に座ることは、私の決める

ことではない。それは、私の父によって定めら

れた人々に許されるのだ。」としました。 12

弟子達が聞いてその二人の兄弟に対して怒りま

した。弟子達はイエス様が予告した受難と死、

そして復活を事実で受け入れず、彼らのなりに

解釈しました。イエス様はユダ民族の自由と独

立をする仕事を周密な計画なさると思っておか

しい話をするのだと解釈したのです。そうして、

誰がもっと上の席を得るのかに心を老いて競争

心で行動しました。イエス様は自分の死と復活

について弟子達が充分予測できるように何回も

話しました。それにも関わらず、ペテロはそん

なことが合ってはいけないとしました。そして、

弟子達は誰がもっと高い席に座るのか戦ってい

ました。そんな態度をした根本原因はイエス様

に対する間違った先入観念であり欲のためでし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんは聖書を通して知ったことを予言によっ

て予測可能なことが多かったです。間違った先

入観と世俗的な欲を下ろして予測可能なことに

対して適切に対処してください。使途パウロは

彼がエルサレムに行くと直面することに対して

聖霊様が予告するメッセージを受けました。エ

ルサレムに登ると潔白されるという予告のメッ

セージです。その予告について使途パウロがど

のように対処したのかを調べてみます。  

使途パウロは三次伝道の旅行をまとめながらエ

ルサレムに向いました。パウロの一行はあちこ

ち行ってから  ティルスで七日間を滞留しまし

た。そこの聖徒達が聖霊の感動を受けてパウロ

にエルサレムに入らないように切に進めました。

しかし、パウロは彼らと別れてエルサレムに急

いで行きました。カイサレヤでパウロに会った

アカボがパウロがこれから、受ける事を予言し

ました。これを聞いたパウロの仕事とカイサレ

ヤの聖徒達が、共に泣きながらパウロにエルサ

レムへ行かないように勧めました。使途パウロ

は彼らに、話して“泣いたり、私の心を挫いた

り、一体これはどういうことですか。私は、主

イエスの名のためならば、エルサレムで縛られ

ることばかりか死ぬことさえも覚悟しているの

です。”と大胆に決心をして表明をしました。

引き止めた人々はパウロの決断の前で、自分達

の主張をやめて“主の御心が行われますように」

と言って、口をつぐみましたさすが、彼はエル

サレムに行って暴徒達によって死にそうな危機

にあいました。そして、ユダヤ人達に訴えられ

てカイサレヤで裁判を受けました。裁判の結末

が出ないから、彼はローマの皇帝の前で裁判を

受けると上訴しました。実定法を守らなかった

どんな罪もなかったし、彼は他の罪人達と共に

ローマで  護送されて行くことになりました  。

聖霊様が彼に何度も予告してくださったのを通

して彼は予測可能なことを自分の選択と決定で

こんな状況になったのです。このような過程を

通して彼は福音を伝える伝道者の生きる姿勢、

殉教的な姿勢を現れて見せてくださいました。

そして、一方、神様は素晴らしい計画を持って

宣教の新しい扉を開いてくださるのを彼は期待

しました。さすが、その通りになりました。  

パウロが乗った船が海の真ん中に入った時に、

熱帯性暴風雨のエウラキロンが降り始めました。

船は難破されその船に乗った 270 名が数日間、

力がなくなりました。そうするうちに使途パウ

ロは船に乗った人々に大きい声で叫びました。

“  しかし今、あなたがたに勧めます。元気を

出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人

として命を失う者はないのです。  私が仕え、

礼拝している神からの天使が、昨夜私のそばに

立って、  こう言いました。『パウロ、恐れる

な。あなたは皇帝の前に出頭しなければならな

い。神は、一緒に航海しているすべての者を、

あなたに任せてくださったのだ。』  ですから、

皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じてい

ます。私に告げられたとおりになります。”

（使徒言行録 27： 22～ 25）使途パウロの予測

の通りになりました。ついに、船がマルタ島の

近くに上陸しました。島の人々はパウロを通し

て現れた癒しの能力を見て驚きました。島のリ

ーダがパウロを尊く仕えました。通り過ぎる船

を待つ 3 ヶ月の間パウロは集中的に伝道をして

大きい恵が望みました。その後、パウロはそこ

で過ぎる船に乗ってローマに行くようになりま

した。ローマで裁判を受けるため監獄に入った

ですが、その監獄に勤務する者達は権力の確信

がある人々の子供達でした。パウロは彼らに伝

道しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イエスキリストの中にいる人には聖書に記録さ

れた予言を通して予測可能なことが多くありま

す。この事実を完全に悟るようになると平安と

喜びが溢れるようになります。いつも期待と希

望を持つようになります。聖書に記録された予

言は私達にこれから、行われることを予告した

のです。私達が予測可能な人生を生きるように

なります。聖徒皆さん、聖書の予言を全て信じ

ましょう。重要な予言に照らして肯定的な予測

をしましょう。そうして、喜んで感謝しながら

行きましょう。そうすると、皆さんの予測する

態度と方法が正しいということを神様が最終的

で証明してくださるのです。聖徒皆さんはイエ

スキリストの中で完全に予測可能な足跡を運ん

でいます。栄光ある未来が私達のため予備され

ています。“  心を騒がせてはならない。神を

信じ、また私を信じなさい。  私の父の家には

住まいがたくさんある。もしなければ、私はそ

う言っておいたであろう。あなたがたのために

場所を用意しに行くのだ。  行ってあなたがた

のために場所を用意したら、戻って来て、あな

たがたを私のもとに迎える。こうして、私のい

る所に、あなたがたもいることになる。（ヨハ

ネの福音書１４：１～３）  神を愛する者たち、

つまり、ご計画に従って召された者のためには、

万事が共に働いて益となるということを、私た

ちは知っています。（ローマ信徒への手紙 8：

28）この御言葉はイエスキリストを相変わらず

信じ愛する者に対する予言であり予告です。  

私の愛するきょうだいたち、こういうわけです

から、しっかり立って、動かされることなく、

いつも主の業に励みなさい。あなたがたは自分

たちの労苦が、主にあって無駄でないことを知

っているからです。（コリント信徒への手紙

15： 58）“  見よ、私はすぐに来る。私は、報

いを携えて来て、それぞれの行いに応じて報い

る。”（ヨハン黙示録 22： 12， 13）この御言

葉は主のことに力を尽くし者に対する予告です。 

イエスキリストを信じ愛し、主のことに力を尽

くす人々は自分の未来に対して充分に予測する

ことが出来ます。これは、クリスチャンの特権

です。皆さんは、不確実であいまいな、人生で

はなく予測できる人生を生きることを知って積

極的に享受するように願います。  
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