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本当の美しさと 

いつわりのみにくさ  

トークショーの女王、神話にもなった女性で、有

名なオプラ・ウィンフリー(Oprah Winfrey)は、「間

違いを減らすための絶え間ない努力、喜怒哀楽に自

由ではないけれども、瞬間ごとに真実にしようとし

た努力が今日の座に私を乗せた」と告白しました。

2005年の夏、高裁判事の死の前で彼の奥さんが残し

た真実の三つの言葉が多くの人の胸を打ったことが

あります。「あなた、愛してる。よく知っているでし

ょう。あなた、ごめんなさい。最後まで一緒にいる

ことができなくて……。あなた、ありがとう。大事

な子どもたちを与えて行ってくれて……」 

言語にも香りがあって、生活にも香りがあると言

われます。まったく同じピアノでも、うるさい騷音

しか出す事ができない人がいれば、人を感動させる

音楽を演奏する人もいます。今日、人間の言語と生

活は香りでしょうか、悪臭でしょうか。ある人は、

今の時代を示して「うそ不感症時代、うそ中毒時代」

だと言っています。 

中国の四川省では、みすぼらしい様子で過ぎ行く

人の同情心に訴えてお金をもうけてきた物乞いが、

家族が 3 階建ての家を所有しているにせ物の物乞い

だと暴露されて虚脱感を与えています。彼らは毎日、

仏教のお寺の近くのバス停にみすぼらしい様子で二

つくらいの女の子と一緒に場所をとって座り、あわ

れな目でお金をくださいと言っていました。物乞い

を始めてから5時間後に90人に達する人々が懐を開

いてお金を取り出しました。彼らは、午後 2 時にな

るとバスに乗りました。彼らの向かった所は、驚く

べきことに有名衣類業社が 1 階に入っている 3 階く

らいの住宅で、ぱっと見た目にも規模がとても大き

いこの家は一年の貸り賃だけで 3万元(38万円)を越

える所だと言われていました。現地の記者は賃貸希

望者だとしのび込んで、もっと驚くべき光景を目撃

しました。物乞いをしていた時とはまったく違った

きれいな服に着替えたお爺さんが、裏庭のテーブル

に楽に座って、物乞いをして稼いだお金を数えてい

る姿を見つけたのでした。一方、中国の大都市には

「にせ物乞食」があふれているとオンバオ・ドット・

コム(www.onbao.com)は伝えました。にせ物の乞食

たちは昼に稼いだお金を夜に売春など遊興費で放蕩

していると伝えました。こんな事もありました。済

州島に旅行を行こうとしていたシンさん(40)は、時

間に遅れてどうしても飛行機に乗ることができなく

なったので金浦空港に「1時 45 分、済州に行く航空

機に爆弾を設置した」と偽りの情報を伝えました。

その結果、シンさんが乗ろうとしていた飛行機を含

めて、総 4 台が約 90 分間、飛び立つことができなか

ったのですが、当然、爆弾はありませんでした。結

局、シンさんは済州旅行を終えて金浦空港を通って

帰って来る途中、空港で検挙され、韓国空港公社と

被害を受けた航空会社は、シンさんを相手にして損

害賠償請求も検討していると言われています。政治 
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界の嘘不感症はもっと深刻です。はなはだしくは、

「うそは残る商売」だという人が出るほどです。根

拠もないうそを並べて、ひどい世論の反発にぶつか

れば「慎重に検討する」という言い方で切り抜ける

ことは無責任な政治家たちが使う典型的な手法です。 

 

どうして、ここまで来たのでしょうか 東亜

日報パク・チェギュンさんは、根本的な理由はうそ

を恐れない社会風土のためだと指摘して、西欧社会

では他人に「うそつき」(Liar)と言ったら死にそう

になることを覚悟しなければならないのに、韓国の

人々には「うそつき」に関連した悪口さえないと言

いました。むしろ、うそがあきらかにされても「慎

重に検討して」と言うくらいです。はなはだしくは、

成果が出れば、うそも目をつぶってここまで来まし

た。そのようにして「うそは残る商売」という自ら

の落とし穴にはまってしまったのです。私たちは 

1974年アメリカのウォーター・ゲート事件でニクソ

ン大統領が辞任したことも、ジョージ・ブッシュ大

統領の共和党政府がイラク戦争の開戦の名分にした

大量殺人兵器の不在事実が現われたあと、支持率が

急落したうその高い対価をはっきり見ました。リン

カーンは「すべての人をしばらくの間は、だますこ

とはできる。また何人かをずっとだまし続けること

もできる。しかし、すべての人をずっとだまし続け

ることはできない」と言いました。 

 

うその元祖  しかし、うその元祖は別にいると

いう事実を知っているでしょうか。神様のみことば

である聖書を見れば、美しくて賢い姿に創造されて

いたのに、堕落して追い出された天使の話が出ます。

「あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きの

ために自分の知恵を腐らせた。そこで、わたしはあ

なたを地に投げ出し、王たちの前に見せものとし

た。」(エゼキエル書 28:17) この堕落した天使が、まさ

にいつわりの父であるサタンです(ヨハネの福音書

8:44)。この地に追い出されたサタンは、神様と人間

を仲たがいさせる巧妙な情報を流してアダムとエバ

をだましました。エバが神様を疑って、神様との約

束を破ってしまうようにうそを並べました。神様は

アダムとエバに善悪の知識の木の実の約束をおっし

ゃりながら「それを取って食べるとき、あなたは必

ず死ぬ。」(創世記 2:17)でおっしゃったのですが、サタ

ンは「あなたがたは決して死にません。あなたがた

がそれを食べるその時、あなたがたの目が開け、あ

なたがたが神のようになり、善悪を知るようになる

ことを神は知っているのです。」(創世記 3:4-5)とだま

しました。結局、アダムとエバはサタンのうそにだ

まされて、約束を破って神様を離れるようになりま

した。そのときから、うそによる人間の混乱と苦し

みは始まったのです。歳月が過ぎるほど、科学も知

識も教育も発展するのに、世の中はますますいつわ

りが横行する混乱の中に落ち込んで行っているので

す。 

「あなたがたは、あなたがたの父である悪魔から

出た者であって、あなたがたの父の欲望を成し遂げ

たいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しで

あり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理

がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふ

さわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽

り者であり、また偽りの父であるからです。」(ヨハネ

の福音書 8:44)  

 

どうすればよいのでしょうか 人間は、いつわり

の元祖であるサタンの権威に勝つことができないか

ら、神様はこの問題を解決するためにイエス・キリ

ストをこの世に送ってくださいました。イエス・キ

リストは、神様に会う道になりました(ヨハネの福音書

14:6)。すべての罪と呪い、運命から解放される道に

なりました(ローマ人への手紙 8:2)。サタン(悪魔)のし

わざを打ちこわして、その手につかまって奴隷のよ

うになっている者たちを解放する道になりました

(ヨハネの手紙第一 3:8、ヘブル人への手紙 2:14-15)。だれで

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

されて、霊的問題から来るいつわりの人生の呪いか

ら解放される生活を送るようになるのです。いつわ

りは、決して真実に勝つことはできません。 

 

「主イエスを信じれば救われます。 

あなたは大事な人です」 

 

 



 

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、サタンの支配の下に縛られ

て、奴隷のように生きて来まし

た。 

しかし、今、この時間、イエス

様を私の救い主、私の神様、私

のキリストとして受け入れま

す。イエス･キリストは、神様

に会う唯一の道であり、サタン

の権威を打ち砕かれ、すべての

罪とのろいと災いから私を解

放してくださったキリストで

あると信じます。いま、私の中

に入って来てくださり、私の主

人になってください。今から私

の生涯を細かく導いてくださ

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 

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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創造の原理 だれがなんと言っても、魚は水の中で生きるといのちがあっ

て、鳥は空を飛ぶと自由で、木は地に根をおろすと実を結ぶように、私たち

人生も神様とともにいる創造の原理に従って生きて行くときだけが幸せで

あるというのが人間の元々の姿です。霊的な存在として造られた人間が、神

様を離れた瞬間、水を離れた魚のように喉が乾いてあがくようになり、鳥か

ごに閉じこめられた鳥のように人生が息苦しくて、根が抜かれた木のように

実もなく、時がたつと枯れていくしかない六つの人生の呪いを避けることが

できなくなりました。 

 

人間が解決することができない根本問題 成功の後に訪れてくるむな

しさと繰り返す非理性的な問題、生きて行くほどやって来る不安と恐れ、一

番理性的で科学的な人間が、いわしの頭にお辞儀をして、木や動物、石に仕

えておふだに頼り、車にステッカーを貼って安全を期待する愚かさ、生活の

便利さと関係なく襲われるうつ病と精神問題、ますます増えて行く性犯罪と

悪い犯罪の繰り返し、増えて行く病気と崩れて行く肉体の健康と人間関係、

未来に対する不安と、結局、行かなければならない死と地獄という永遠な苦

痛と刑罰の恐怖、ここにすべてがまた繰り返されるしかない不幸を子孫に伝

えるのです。ないと言うことも、私はそうではないと拒否することもできな

いでしょう。 

 

神様の人間愛 このように人間が話すことができない苦痛の中で迷ってい

るとき、神様は人間に向けて最高の愛と思いやりを準備してくださいました。

「神はそのひとり子を世に遣わし、その方によって私たちに、いのちを得さ

せてくださいました。ここに、神の愛が私たちに示されたのです。」(ヨハネ

の手紙第一 4:9)、「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を

愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠の

いのちを持つためである。」(ヨハネの福音書 3:16)、「しかし私たちがまだ罪人

であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神

は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。」(ローマ人への手紙

5:8)神様に会う道である真の預言者として、罪の問題を解決した真の祭司と

して、サタンの権威を打ち破った真の王としてこの世にイエス・キリストを

送ってくださいました。イエス、キリストの十字架での死と復活の事件は、

人間が解決することができない問題を一気に解決してしまった事件でした。

それで、だれでもイエス・キリストを受け入れる人々、すなわちその名を信

じる人々は、運命の呪いから永遠に解放されて神様の子どもになる権威をく

ださると約束されました。これがまさに人間を向けた神様の贈り物であり愛

です。「あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それ

は、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。」(エペソ人への手紙

2:8) だれでもイエス・キリストの御名を呼ぶ者は救われるようになるのです。

これが福音です。 
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入試の時期が近づいて、多くの受験生が緊張し、

家族たちはいらだつ時になった。努力しただけの成

果が出るのだが、それでも期待するのは大きいこと

しかないのが人間の姿だ。 

多様な問題に正確な答えを記録するときに出る点

数を通じて個人の現在値が出るようになり、未来を

開いて行くのに試験はいつも負担になるが、またチ

ャンスになる曲がり角でもある。 

ここで簡単な答えが出る算数問題一つを出してみ

る。もし近くにペンがあれば、ちょっと気晴らしに

やってみたら良いだろう。まずそれぞれ違う三桁の

数を３つ書いてみよう。そして、書いた数の順序を

逆に書いてみよう。二つの数の中で大きいほうの数

から小さな数を引いてみよう。そして出た答えに、

その答えを逆に書いた数をそれぞれ合わせれば、多

分、答えはすべて 1,089 が出るだろう。これは、ど

んな数を適用しても答えは等しい。もし、198 が出

たら、その数をまた逆に書いて(891)加えれば、答え

は同じだ。これは算数の原理が適用された問題で、

いつも同じ答えが出る不思議な簡単な答えだ。 

答えが分かっている人は、その人が問題を解く前

にもう答えが分かっている。実力で答えが分からな

ければならないのに、普通、現実で恐ろしさを感じ

る人々は、簡単に、それもあらかじめ答えを分かろ

うと、正確でもない結果を確信あるように言う占い

師を頼ったりする。人間のあせる心が人生を誤って、

未来をもっと不透明にさせる。それだけではなく、

その後で攻撃する暗やみの問題を見逃したから、小

さな問題で答えを得るどころか、もっと苦しい過程

を通らなければならない。人生を生きてみた人々が

聞かせる人生経験は、それゆえ場合によって尊いも

のになって、必要な人々には良い答えになるのだ。 

しかし、人生にやってくる問題は目に見える生活

だけがあるのではなくて、人生の価値をすべてささ

げても悟ることができない問題が多い。その場合を

すべて生きてみて良い答えを与える人がいたら幸い

だが、その答えを与えることができるすべての霊的

問題の解決者は地球上にはない。必ず問題があった

ら答えがあるはずなのに、難しく見える算数の数式

にも簡単な答えがあって、人生の生活にも経験を通

しての良い答えがあるのに、どうして人生の問題は

霊的な答えが出ないのだろうか。 

結局、人間自らでは霊的な答えを作り上げること

ができないという結論に至ってしまう。宗教は慰め

になる立派なことだが、人間には答えにならないと

いうことだ。哲学は人間の内面を照らす光になるこ

とができるが、未来を明らかにする燈台になること

はできないという結論だ。人間の崇高さで積む功労

と善行は、自分の罪を隠して、むしろ足りないだけ

だ。 

それなら、人間以外のなにかで、人間のためのな

にかがなければならないという結論が出るのだが、

それが聖書を通じて人間に知らされた福音だ。人間

の罪に対する神様の解決策だから、考えではなく信

仰でその事実を受け入れなければならない。人間の

足りないことが分かるので値段を計算したいが、救

いの価値は値段を払って買うことができないから、

それを恵みと言う。あらかじめ答えが分かって問題

を出す試験官のように、私たちが解くことができな

い霊的問題を持っても、それはただ問題であるだけ

で、本当の答えはいつも簡単で良い答えとして存在

しているが、その答えはいつもキリストなのだ。 

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＿キム・ジヨン 


