重職者の手紙

週刊誌

幸せな贈り物

だれにでも、人には見せずに持っている苦
しみがあります 「愛してる私の娘、お前一人

だと感じています。私の人生は季節が過ぎてゲート

でおいて行くことを本当にごめん。お前が金持ちの

マリリン・モンローが残した文です。

を閉ざした海水浴場のようです」1962 年に死亡した

パパから生まれたらずっと良かったのに」2009 年ア
問題で苦しんだ経済人キム・ヨンホ(52)さん夫婦は

専門家の見えない苦しみ - 創造と締め切
りの恐怖 あるとき、専門編集デザイナーから自

娘に 40 ドルと遺書一通を残して自殺しました。「同

分たちの世界で経験している創造と締め切りの苦し

じ年齢の人のような平凡な生活ができない自分に対

みについての手紙が届きました。
「仕事に対する時間

する喪失感と、頂上に上がる前に持っていた期待値

の余裕がほとんどない分野なので、昼も夜もなく、

と頂上に上がった後に感じるギャップとさびしさ、

会社との約束を守るために身と精神を酷使していま

私は 3 日間、一睡もすることができなかった」2009

す。二日間、徹夜してとても疲れて寝ようとしても、

年 11 月フランスの自宅で自殺した韓国の世界的な

よく眠ることができなく、くたびれてはいるので、

トップモデル、キム･ダウル(20)の残した人には見せ

やっとうとうとするころにメールがやって来ます。

なかった苦しみの跡です。
「私の夢は出て行くこと、

『ここを尐しだけ修正してください』もちろん、そ

私のとてもはかない夢…私は道に迷ったの。私自身

の仕事をしている人も何日も目の下のくまが目立つ

を見つけることができるのでしょうか？」2008 年 6

ようになるほど眠れないということです。依頼者の

月に自殺したファッション界のニンフ、ルスラナ・

『ここを尐しだけ』というのは、仕事をしている人

コルシュノワ(20)が残した文です。
「Depression……

には何時間かはある作業です。たまに一度あるとい

悪いことはしていません。でも、どうしてなのでし

うのではなく、ほとんど毎日がこのような生活です。

ょう？」2003 年 4 月に自殺した世界的な俳優レスリ

アイデアが浮ばないと、頭が真っ白になってしまい

ー・チャンが残した文です。
「今、私の魂はフィラメ

ます。締め切り時間は迫って来ているのに、とうて

ントが切れた電球のように孤独で暗い」1961 年に猟

いアイデアが浮んで来ないときは、率直に同じよう

銃で自殺したアーネスト・ヘミングウェーが残した

な資料をうまく引っ張って来て書き写すとかまでし

遺書です。
「私はひとりの女性が持つことができるす

て、危機を越えるようにしますが、すぐデザイナー

べてのものを持ちました。ところが、なぜでしょう

としての自尊心の前に、惨めでやや苦い姿を感じた

か？私はあまりにもむなしくて不幸です。明らかな

りします。それさえもできず、書き写すこともなく

理由を見つけることはできないのですが、私は不幸

て、まったく行き詰まる時は、私の心の底にあった

メリカのニューヨークで他の人には分からない経済
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潜在意識の影の部分がまっ黒く起きあがってきたり

と偶像崇拝の問題、精神問題、肉体の問題、家庭と

します。そうしたら、私も知らない間に、インター

子どもの問題、来世(地獄) 問題に苦しんで不幸な人

ネットショッピングのウィンドウを開いて、あれこ

生を送るようになりました。人間が神様を離れてか

れショッピングをしたり、16 部作ミニシリーズをは

ら後に訪れた問題、サタンの手に掌握されて苦しみ

じめから最後までずっと見たりします。片手にはペ

始めた問題が、すなわち霊的問題であり原罪です。

ンマウスを持って、もう片手にはピザやお菓子、コ

私はなんの間違いもしていないのに、家庭にくり返

ーヒーなどの刺激的な食べ物を持っています。食事

してやってくる問題が霊的問題です。

もコンピューターの前でしたり、まったく食べない

サタン(Satan)は、人間の目には見えない霊的存在

こともたくさんあります。それとともに、暴食をし

です。サタンという言葉は、敵対する者という意味

てしまって 10 ㎏も増えてしまった悲しい私の姿と

で、サタンのギリシア語の単語である悪魔は分離す

対面するようになります。神経異常になって、手が

る者という意味です。サタン (悪魔)は、神様に敵対

震えたり、麻痺したり、たまには視神経が異常にな

して天から追い出された存在で、人々が神様に敵対

って、目の前がクルクルするように見えることもあ

するようにさせ、人々の間を裂いて人間関係を破壊

ります。

させます。サタンの子分のことを悪霊、惑わす霊、

職場では女、男、上司、部下職員、区別なくタバ

汚れた霊と言います。聖書はこのサタンが偽りの父

コも一緒に吸って、一か月の締め切りのときは狂っ

で、滅ぼす者だと確かに明らかにしています。人間

たようにお酒を飲んで、改定版を出すのもとても難

はこのサタンの権威に勝つことができないから、神

しいと分かっているから、お互いに理解してくれて

様はこの問題を解決するためにイエス・キリストを

います。創造と締め切りの苦しみがあまりにひどく

この世に送ってくださいました。イエス・キリスト

なるときは、付き合っている間ではないのにモテル

は神様に会う道になられました(ヨハネの福音書 14:6)。

へ行って一緒に寝るチームもあります。それでもだ

すべての罪とのろい、運命から解放される道になら

めなときはマリファナや麻薬に手をつける人々まで

れました(ローマ人への手紙 8:2)。サタン(悪魔)のしわ

もいます。これは変な会社の話ではなく、私が経験

ざを打ちこわして、その手につかまって奴隷のよう

して見て来た一般的なデザイン会社と芸術家たちの

になっている者を解放する道になられました (ヨハ

姿です。そのように専門家たちは話せない隠れた苦

ネの手紙第一 3:8、ヘブル人への手紙 2:14～15)。だれで

痛を持って生きて行っています」

もイエス・キリストを信じて受け入れるとき、神様
の子どもになります。ただちにサタンの手から解放

人には見せない苦しみ、だれも言ってくれ
ない解放の道 神様のみことばである聖書は、

されて、霊的問題から来る他の人には見せない苦し

元々の人間には人に見せないような苦しみはなかっ

主イエスを信じれば救われます。あなたは大切な

たと確かに言われています。神様が世を創造された

人です。

みから解放される生活を送るようになるのです。

とき、魚は水の中で、鳥は空中で、木は地の中に根
をおろして生きるようにされました。そして、人間

こういうわけで、今は、キリス

は神様のかたちとして、神様とともにまことの幸せ

ト・イエスにある者が罪に定め

を楽しむ存在として創造されました。ところが、エ

られることは決してありません。

デンの園で最初の人間であるアダムとエバは、サタ

なぜなら、キリスト・イエスにある、いの

ンのうそにだまされて神様との約束を破って神様を

ちの御霊の原理が、罪と死の原理から、あな

離れるようになりました。この時から人間はサタン

たを解放したからです。 (ローマ人への手紙 8:2)

がもたらした運命とさだめに縛られて霊的な苦しみ

The Leader’s Time

神様の子どもになる

受け入れの祈り
愛の父なる神様、私は罪人で
す。今まで神様を離れ、サタン
社会的にも国家的にも、私たちをびっくりさせる事件や事故が起きること の支配の下に縛られて、奴隷の
ように生きて来ました。
がたびたびあります。マスコミで報道する内容を聞くと「どうして、その
しかし、今、この時間、イエス
ようなことがあるのか」というほど、理解ができない、そのようなことも
様を私の救い主、私の神様、私
私たちのまわりではたくさん起きています。そのようなことがあるたびに、 のキリストとして受け入れま
す。
マスコミはあらゆる理由を捜し出してにぎやかに報道したりします。しか
イエス･キリストは、神様に会
し、大部分がそのように一瞬に、それも急に偶然に生じた事と言うよりは、
う唯一の道であり、サタンの権
威を打ち砕かれ、すべての罪と
長い間、積って来た問題によって起きたのです。個人的な精神問題ととも
のろいと災いから私を解放し
に壊れた家庭問題と放置された社会問題が、複合的に作用して起った場合
てくださったキリストである
が大部分であるのを見るようになります。氷山の一角という言葉がありま
と信じます。
いま、私の中に入って来てくだ
す。現われた問題や現実がいくら大きく見えても、事実は隠れている問題
さり、私の主人になってくださ
に比べれば、とても小さなことだという言葉です。浮かんでいる目に見え
い。
る氷山の部分より、水面下に隠れている氷山は、その大きさだけでも水面
今から私の生涯を細かく導い
に出て見えている数十、数百倍にも及ぶということです。言いかえれば、
てください。
イエス・キリストのお名前によ
現れた問題を本当に解決するためには、先に目に見えないが確かに存在す
ってお祈りします。アーメン
る根本問題から解決しなければならないということです。そうでなければ、
目先のことは解決したように見えるのですが、しきりに問題は現われて繰
り返すしかなくなります。アトピーをひどく病んでいる人々は、今すぐ病

神様の子どもの

院へ行って薬を飲んで軟膏を塗っても、しばらくよくなるだけであること

毎日の祈り

をよく分かるでしょう。食生活を変えて、根本的な体質を変えないかぎり、
結局は続けてもっとひどくなって難しくなるのです。
神様は私たちの人生の問題に対する明快な答えを聖書で与えておられま
す。現われた問題と現実の難しさの裏面には、古い習慣と体質と傷がある
ということです。もっと厳密に言えば、その裏面には個人問題以前に、家
庭と家系の霊的な問題、すなわち、霊的に子孫に伝わっていることがあっ
て、その裏面には私たちの力ではとうてい解決することができない原罪の
問題が、もっと裏面にはサタンの問題があるということです。単純に甘い
問題では決してないということです。
しかし、簡単に正確に氷山の内面を見る方法があります。それが霊的な
目です。聖書で言われている唯一の問題を見れば、唯一の解答が出るよう
になっています。唯一の解答が本当に出れば、それから唯一の方向も出て
くるようになります。いろいろな種類の問題があるようでも、唯一の問題
は、サタンがもたらした霊的な問題です。ものすごくたくさんの解答があ
るようでも、唯一な解答はイエス・キリストです。今、苦しみの中にいる
のでしょうか。落胆して、迷っていませんか。無気力になって無能さに絶
望していませんか。本当に見なければならない氷山の裏面、問題の内面を
見てください。
「イエス様はあなたのすべての問題を解決したキリストです！」

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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くれる生活の豊かさを要求する場合がもっと多い。
イラスト＿シン・ジョンウン

見えない、わからない道に行くので、ときには心の
苦痛が深く、物質を意味なく投げたりするが、そう

普通、おばあさんたちは暮して来た人生の重さと

したら、たまに宗教リーダーたちの虚しい欲がたく

ともに多くの経験を持っている。たまに孫たちの姿

さん見えて、世間が眉をひそめるようになる場合が

を見ながら、お前の姿がどうしてそんなに父と似て

数十回も起きたりする。

いるのかと言う。子どもたちは教えられていないの

それだけではなく、普通の人々は自分も分からな

に、親の行動をまねる。お酒が好きなパパが嫌いで

い未来に向けてがんばって走って行く。しかし、そ

「私は絶対にお酒を飲まない」と言っていた息子が

の生活までも、事実は何かを模倣しながら行動して

おとなになったとき、のんべえになって家庭内暴力

いるのに過ぎない。意味ない不倫ドラマであること

の主人公になったり、パパに苦しめられる苦しい家

を分かりながらも、女性たちは夕方の TV に集中して、

庭を見て「私は絶対にママのようにはならない」と

青尐年はお笑いにとらわれて、その翌日はその話に

言っていた娘が、おとなになってママの苦しい生活

熱をあげて模倣をする。

を同じように繰り返す例を、私たちの周辺でたくさ
ん見る。

このように、人々は自分が模倣したい現実を探す
が、価値を逃してしまった今日において、真に眺め

すべての人間は親から伝えられる、避けることが

るべきなのは答えがない宗教ではなく、福音である。

できない顔と性格などの遺伝的形質を持っているが、

自らを無にして自分を失うようにする宗教は、人間

後天的要素である卓越した普遍的な模倣能力もある。

存在を否定する苦しみの模倣だ。まことの人間は、

人は模倣を通じて言語と行動を学習する。それで、

自分の実体が偶然に育つ草の葉みたいな存在ではな

親の日常的な行動を子どももそのまままねるのだ。

く、秋の夜空に眺められる美しい星より価値のある

だから、家庭教育の大切さが語られ、価値ある生活

存在で、季節がめぐるよりもっと特別な存在として

のために要求されるのだ。歴史学者アーノルド・ト

創造されたという事実が分かって、人間に与えられ

インビーが「創造することができなければ模倣しな

た最高の価値を祝福で味わうのだ。だから、この世

さい」と言ったが、企業の開始はたいてい模倣に起

に存在する最高の地図であり、羅針盤であり、つい

因する。隙間を攻略しながら企業を育てる情熱が独

て行くナビゲーションはただ福音だけだ。福音だけ

創性を持つとき、成功の道が開かれる。

が私たちが模倣しなければならない最高の価値だ。

人々が現実で見ることができない価値を捜す唯一
の方法は宗教だ。それで宗教人を眺める大衆の目は
人間の世の中で簡単には経験することができない彼

そのときに、自分が人間として最高の価値を味わっ
ていることが発見できるのだ。
チョン・ヒョングク牧師(福音コラムニスト)

岸の何かを見て行くと考えるので、神秘な期待を持
って深く眺める。しかし、事実は宗教を求める人々
は、自分たちが理想郷を確認して行くことではなく、
人間本来の要求、すなわち心のむなしさを満たして

＊相談したい方はこちらまでどうぞ

