
重職者の手紙 週刊誌 

 

 

 

 

 

  
 
 

はじめのボタン - 今からどのように、はじめなければなりませんか 
 

 

まちがった開始 「単純な好奇心

で始めただけなのに、これが私の人

生を徹底的に破壊してしまいまし

た」美少女だったあるイギリスの女

性が、薬物中毒で 4年後に徹底して

壊れた自分の姿を公開して衝撃を

与えました。22 歳のミカイル、18

歳のときに好奇心で始めた薬物の

ために、意識を失った状態で病院の世話になったことだけで

も何回もあり、薬物中毒の代価は惨めなものでした。4年後に

容貌はおばあさんに変わってしまい、肝臓疾患まで病むよう

になりました。「薬物で私の人生を失った。私の経験談を聞か

せてあげて、だれか麻薬から抜け出すように願う。18 歳の時

の私の写真を見れば本当に悲しくなる」と話しました。小さ

い開始が、私の人生の全てのものを変えることがあります。 

 

正しい開始の鍵 私たちの人生の歩みの中で、一番多く聞き、

一番よく言われる言葉はなんでしょうか。成功しなさい、幸

せのために挑戦しなさい、などのことばでしょう。ところで

聖書は「成功したければ成功する人になりなさい! 幸せにな

りたければ、幸せな人になりなさい!」と言われます。水を離

れた魚は、はたして自由で幸せでしょうか。根が抜けた木は、

はたして生きることはできるでしょうか。根本的な運命が変

わらない一人の人間に幸せはありません。海賊船に乗ってい

る人がいくら熱心に生きても、それは幸せとは関係ない海賊

でしかないように、幸せのために努力すること以前に、幸せ

な人にならなければなりません。それならば、どのようにす

れば、人間の運命を変えられるのでしょうか。人間は神様の

かたちとして、神様とともにいる祝福を味わいながら幸せに

暮らすように創造されたと聖書は言っています。それで、人

生の正しいはじまりは、神様に会うことです。どうすれば、

神様に会えるのでしょうか。神様は人間が解決できない問題

を解決してくださるために、人間のからだを着てこの世に来

られました。この世に来られた、その方がまさにイエス・キ

リストです。イエス・キリストは、神様を離れたすべての人

間が神様に会うことができる道を開いてくださいました。イ

エス・キリストは十字架で私たちの罪の代

わりをして死なれることにより、私たちの

すべての罪を解決して、呪いと災いから解

放してくださいました。イエス・キリスト

は死から復活され、今も人間を困らせて地

獄に引っ張っていくサタン(悪魔)のすべ

ての権威を完全に打ちこわされました。イ

エス・キリストを信じて心に受け入れるこ

とで、すべての運命と運勢から解放されま

す。これが、人生の正しいはじまりです。 

 

そして、このように生きれば良いのです 

最初に、サタンは今日も悪い霊と惑わす霊、

異端の霊、悪霊を利用して、人間をだまし

て堕落と滅びに導いていることを必ず心

に刻むべきです。ただ、イエス・キリスト

を通してだけ、サタンの働きを解決できま

す。二つ目、私の人生の最も重要な主人が

だれかによって、人生が変わるようになり

ます。人間のすべての問題を解決されたイ

エス・キリストが、私の人生の主人になっ

たら、キリストが私の人生を責任を負って

くださるようになっています。「貴重品は

主人に預けてください。主人に預けないも

のは責任を負いません!」三つ目、すべて

の人間はどうしようもない限界と弱さを

持っています。神様がくださる力を引続き

供給してもらわなければなりません。この

力を受ける奥義が祈りです。イエス・キリ

ストの御名で祈るとき、サタンの働きが離

れて、天の御使いが動員されて、目に見え

ない聖霊の働きが現れるようになります。

私ひとりの真の開始が、私の人生と家庭と

すべてを生かせます。その勝利の開始があ

なたの前に置かれています。今、イエス・

キリストと一緒にはじめてください。

 

幸せを探しているあなたに 
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重職者の成功の秘訣   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世の中の成功者の秘訣 他の人々には軽く見える「ネズミを捕

まえる方法」だけ研究して国内最高の防疫会社セスコをたてた

チョン・スンピョ会長。農林部公務員時代、食糧のための穀物

を入れている倉庫を見て回ったときに、倉庫のネズミ群れに衝

撃を受けて、ネズミによる穀物浪費をなくさなければならない

と決心して、イギリス政府の奨学生として2年間留学しながら、

韓国で初の「ネズミ博士」(ネズミをとる日の創始者)になって、

妻と 300 万ウォンで防除産業を創業、現在、アジア最大の害虫

防除企業になりました。一方、現代グループの名誉会長だった

故チョン・ジュヨン氏は、自分の成功の秘訣として「最初に、

自分のからだが担保だ(信用が命だと考えて、小さな約束であ

っても徹底して守る)二番目、質素でなければならない(小さい

ことから惜しめ)三番目、朝早く一日を開始せよ。四番目、独

特のアイデアがあるべきだ。五番目、目標を定めて信念をもっ

て押し通すべきだ」というような五つを言いました。それなら、

福音を持った重職者の成功の秘訣は何でしょうか。 

 

重職者の成功の秘訣 最初に重職者のアイデンティティー-重

職者は、堕落して滅びていく現場に福音の光を照らす灯台で、

肉的なことで葛藤する教会現場の弟子で、苦しみを受けるサマ

リヤのような人生現場の証人で、解答を知らずにさまよう人生

にとっての見張り人で、恵みを待つコルネリオのように備えら

れた者に解答を伝える者で、現場のすみずみに霊的問題で苦し

められるエリートを生かすローマ 16 章の主役で、未来のため

に準備されたレムナントの土台です。二つ目、重職者の内容-

サタンと罪と呪いに勝つ唯一の奥義であるイエス・キリスト

(使徒 1:1)、神の国(使徒 1:3)、聖霊の満たし(使徒 1:8)がその

内容です。三つ目、重職者の方法-聖霊の内住(インマヌエル)、

聖霊の導き、神様がくださる聖霊の満たしの力を味わえば、行

く歩みごとに暗やみの勢力が崩れて、神の国が臨んで、天の軍

隊が動員されて、人が生き返る証拠を見るようになります。四

つ目、重職者の結果-重職者が起きてこそ、現場を生かす地教

会、次世代(レムナント)を生かす RUTC(Remnant Unity 
Training Center)と OMC(OnenessMission Club)が可能です。
この時、未来を生かして、文化と教会、世界を生かすようにな

ります。暗やみに捕われて苦しんでいる現場に、唯一の福音の

光を放つ人、その人がまさに重職者です。その人を通じて成さ

れる神の国が地教会です。この重職者が起きる時ごとに、全て

のことが変化して、この答えは今でも続いているのです。 

 

 
神様の子どもになる受け入れの祈り 
愛の神様、私は罪人です。イエス様が十字

架で死んで、復活されることによって、私

のすべての問題を解決してくださったキ

リストであることを信じます。今、私の心

の扉を開いて、イエス様を私の救い主とし

て受け入れます。今、私の心の中に来てく

ださって、私の主人になって、私を導いて

ください。これから、神様の子どもになっ

た祝福を味わいながら生きるようにさせ

てください。イエス・キリストのお名前に

よってお祈りします。アーメン 
 
神様の子どもの五つの確信 
１ 救いの確信：イエス・キリストを信じ

て受け入れたあなたは、神様の子どもに

なって救いを受けました(ローマ 8:15～
16、Iヨハネ 5:10～13) 
２ 祈り答えの確信：神様の子どもはイ

エス・キリストのお名前で何でも求める

ことができ、神様はみこころ通りに必ず

答えてくださいます(ヨハネ 15:7) 
３ 導きの確信：神様は聖霊であなたの中

におられ、あなたのすべての人生を治め

ながら導かれます(ヨハネ 14:26～27、箴言
3:5～6) 
４ 赦しの確信：あなたのすべての罪はイ

エス・キリストのあがないの血の力で解

決され、神様はだれでも罪を悔い改めれ

ば許して下さいます(Ｉヨハネ 1:9、ローマ
3:24) 
５ 勝利の確信：救われたあなたは、世の

中に勝たれたイエス・キリストによっ

て、どんな問題の中でも信仰で勝利する

ことができます(ローマ 8:31～37，Ｉヨハ
ネ 5:4) 

 
神様の子どもの毎日の祈り 
父なる神様、イエス・キリストによって神

様がいつも私とともにおられて、導かれる

ことを感謝します。 
今日も、すべての生活の中で、神様の子ど

もになった祝福を味わうように、聖霊で満

たしてください。 
私の家庭と現場と行くところごとに、福音

を邪魔して困らせるすべてのサタンの勢

力を権威あるイエス ・キリストの御名で
縛ってください。 
どんなこと、どんな問題でも、解決者であ

るイエス・キリストに任せて、その中で神

様のより良い計画を発見しながら、聖霊に

導かれる生活になりますように。 
そして、私の生活を通して、イエス様がキ

リストであるということがあかしされ、私

の現場に神の国が臨むようにしてくださ

い。毎日、私の生活の中で神様の願いであ

る世界福音化の契約を握って勝利できま

すように。 
今も私とともにおられるイエス・キリスト

のお名前によってお祈りします。アーメン 
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伝道者の幸せ 

人人生生をを変変ええるる出出会会いいのの祝祝福福  
 

 

四肢麻痺障害者で、アメリカの東部ボルティモア

にある世界最高病院であるジョーンズホプキンス病

院のリハビリ医学と首席専門医であるドクターリー、

イ・スンボク氏についての本を読みました。移民 1.5

世で祖国の大韓民国に対する愛と愛国心、そして両

親に対する親孝行と家族愛などが動機になって、幼

い時から体操をするようになりました。血の出るよ

うな努力の結果、嘱望される選手として夢にまで描

いた祖国大韓民国のオリンピック体操代表選手とし

ての栄光を控えて練習している間、不意の事故で四

肢麻痺障害者になったのですが、その逆境に勝って、

結局は、体操でない他の人生のオリンピック代表選

手である医師への道に挑戦して、その夢をかなえる

ようになったのです。 

 

彼の話が、私に多くの感動を与え、考えさせられ

たのですが、その中でも私に最も意味をもって届い

た部分がありました。彼が車椅子に乗ってニューヨ

ーク大学に通っていた間、試験期間にキャンパスで

忙しい彼の車椅子を止めた人がいました。その学生

は、ネビゲイト宣教会のひとりの伝道者でした。当

時、イ・スンボク氏は、10 年ほど韓国人教会に通っ

ていたのですが、特別な信仰がなく、たんに漠然と

した信仰で教会生活をしていたのでした。しかし、

その日、ユダヤ人出身のひとりの伝道者を通して、

正確な福音を聞くようになって、その場で心からイ

エス様を受け入れることによって、霊的に新しく生

まれる体験をするようになりました。 

「お忙しいようですが、しばらく話をちょっと聞

いていただけますか。とても重要な話なのです」 

「あなたにお話ししたいことがあります。それを

聞かれたら、あなたの人生は変化します」 

「あなたに神様がどなたなのか、イエス様がどん

な方なのか、とても簡単に説明してさしあげましょ

う」 

1987 年 4 月 27 日、ひとりの伝道者を通して福音

を聞いて理解して受け入れるようになって、彼は生

まれ変わったと、本でその出会いを記録していたの

ですが、私はしばらくそのページを閉じずに、何度

も読んで、また読み返しました。 

多くの出会いがあって、その中で重要な出会い、

意味のある出会いがたくさんあるでしょうが、私に

とって最も興味がある、大切な出会いは、福音を受

ける対象者と福音を持った伝道者との出会いです。

その出会いは、神様の契約が始まる出会いであると

同時に、契約が成就する出会いであるからです。人

生にとって、神様のみことばであり、契約である福

音を理解して、それを信仰で受け入れるということ

は、本当に大きい祝福であり、新しい開始です。 

福音を悟って、伝道者という言葉を心に込めるよ

うになって、祈りの課題になりました。私に臨んだ

契約のみことばが、また次の人に伝えられて成就す

るようになる最高の祝福が伝道であることを知るよ

うになったためです。人間の本質が、神様とともい

て、神様に礼拝をささげる存在であり、契約的な存

在なのですが、その祝福を味わって伝える奥義が伝

道にあることを分かったためです。 

私と皆さんは伝道者を通して福音を知るようにな

って、その祝福を味わうようになりました。もう私

たちも伝道者として立って、また次の多くのたまし

いに伝道者の祝福を伝えることによって、契約成就

の祝福を味わったら良いのです。 

イ・チァンヒ牧師のコラム<招待>中から 

 

良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美

しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、

救いを告げ知らせ、「あなたの神が王となる」とシオンに

言う者の足は。  (イザヤ 52:7) 
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中南米ハイチの強震によって数十万人が死に、ま

だ復旧と回復に多くの人材と装備が必要な中で、生

き残った人々の涙に、世界の人が同情を寄せている。

その間に、今度は南米のチリに、ハイチより 800 倍

も強い地震が起きて、全世界に地震の津波が心配さ

れることもあった。 

地球は、宇宙に浮かんでいる大きなボールのよう

な生命がある天体の一部分だ。まだ宇宙に地球のよ

うな生命体が存在しているかは確認できていないが、

地球はすべての宇宙の中で特別な存在であることだ

けは確実だ。 

人間のからだとも似ている構造を持った地球は、

独立した土地と水を持っていないので、地球の裏側

の動きが、全体に影響を与えるのを見るようになる。

情報通信が発達していない時には、一つの地域で起

きる災いが、ただその国の運が悪い事件にしかなら

なかったが、今は一つの地域での危険が、全世界に

大なり小なり影響をおよぼすということが分かる。

一日で遠くから聞こえてくる地球の事件や事故と問

題の中で、私たちは天を見上げて、どうしてこんな

ことが起きるのかと、嘆いたり恨んだりしてしまう。

そうでなければ、対象者が何かわからない災いの原

因に向かって、わからないままでも腹いせをしてこ

そ、心がすっとするように感じる。 

南アフリカ共和国で自分の愛している息子の首を

しめて殺した非情なお母さんがニュースに出ていた。

どうして、そんなことができるのだろうかと思うだ

ろうが、事情を聞いてみれば、そのお母さんの選択

を簡単に悪いと決めつけて話すことは難しいと感じ

られる。その国の状況がそうなのだろうが、幼い時

から大麻を吸っていた息子が、いよいよ麻薬に手を

出して、自分と家族にも危険な目にあわせて苦しま

せたという。お母さんは、一生、抜け出すことがで

きない呪いの人生である麻薬人生を分かるので、地

獄のわなから簡単に抜け出すように、自分の息子を、

とんでもないことであったが、産むより難しい殺す

選択をしたのだ。 

私たちは、とても解決しにくい問題に出会うとき、

簡単に天を恨んで、なぜ、私にこのようなことが起

きるのかと嘆くことに慣れてしまっている。しかし、

真に人間の問題は、天が作り出した作品ではない。

また、自分が足りなくて起きた問題だということも、

もっと違う。最初のひとりである人間の根源的選択

が誤って、その問題が今日まですべての人々に苦し

みを与えているのだ。それが自然災害でも、個人的

問題でも関係なく、いくら防ごうとして避けようと

しても、その苦しみは避けられなく迫ってくるのだ。 

こういう複雑で難しい問題に、神様は単純明快に

やさしい答えをくださる。人生の問題の解決者は、

ただキリストだけだということだ。とてもやさしい

ので答えだと決定できないかもしれないが、走って

行く車を止める方法はブレーキしかなく、空から落

ちるパラシュトが自由になる道はパラシュートのひ

もを引っ張って落下傘を開くしかない。単純な行動

が大きい危機の答えになるように、宇宙を設計して

細かく宇宙を創造された神様だけが、地球の問題を

充分に解決することができる。神様は個人の答えの

ために信仰をくださったので、天と戦って戻ってく

るこだまのようなため息が、喜びの歌になるように

できる者は、ただあなただけなのだ。 

チョン・ヒョングク牧師(福音コラムニスト) 

 

 

 

 

 

 

 ＊相談したい方はこちらまでどうぞ 

イラスト_ユン・スルギ 


