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親の心はみなまったく同じでしょうか。
韓国では 2012 年 11 月 8 日に実施される大学修学能力試験をおいて、あちこちで親の祈りの応援のニ
ュースが聞こえてきます。いつの時よりも最善をつくす子どもたち、その後で黙々と祈りながら仕え
る親の姿が美しいのは、子どもが家庭に与えられたプレゼントであるからで、子どもの成功を願う親
の心がすべて同じであるためです。
ですから、まことの親孝行は子どもが成功することだと言われるのです。子どもが成功するとき、親
の誇りになります。そして、どんな苦労や献身も越えさせてくれる人生の生きがいと喜びになります。
親と子どもの美しさが思いきりあらわれる時期に、私たちの人生で最も大切な祈りとその答えが何な
のかを、共に祈る心で書いてみます。

神様の心 生きておられる父なる神様に本当に感謝します
本来の人間の祝福と神様の創造の原理を悟らせてくださったことを感謝します。
魚は水の中に、木は地の中に根をおろしながら生きていかなければならない創造原理の中で、本来の
人間であるアダムとエバを神様のかたちを持った霊的存在として創造して、彼らに祝福して産めよ、
増えよ地を満たせ、地を征服して治めなさいと権威と祝福をくださったことを信じます。
人間は、神様とともにいて、交わりながら礼拝できる最高の祝福された存在であることを信じます。
人間が苦しみにあうしかない根本問題を悟らせてくださったことを感謝します。
最高の祝福を味わわなければならない人間が、神様みことばに不信仰になって根本問題に陥り、神様
を離れるようになった霊的事実を知らせてくださったことを感謝します。
神様を離れることによって原罪が入ってきて、のろいと苦しみに陥るようになったことを悟らせてく
ださったことを感謝します。神様を離れることによって悪魔の奴隷になって運命に縛られてしまった
ため、結局、失敗する人生になるしかないことを悟らせてくださって感謝します。
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根本問題を解決することができない人生の問題の結果を悟らせてくださった神様に感謝します。
根本問題に陥った人間が受けるしかない未信者状態を見ることができる霊的な目を開いてくださったこ
とを感謝します。運命と運勢に縛られて、悪魔の奴隷になる霊的な問題と、避けることができない呪い
の勢力を避けようと悪霊に仕える偶像崇拝の問題と、その結果で自分も知らない間に苦しめられる精神
問題が来る理由を分かるようにされたことを感謝します。また、理解できないのに起きる肉体の問題と
未来の事に対する恐れと、死に対する恐怖、そして死以後に結局受けるしかないさばきと地獄の刑罰と、
一歩進んでこの不幸な霊的遺産を愛する次世代にまで相続するしかないようにだます悪魔の戦略を、聖
書を通して悟らせてくださったことを感謝します。
このような根本問題を人間の努力で解決できないことを悟らせてくださったことを感謝します。
誠実に生きて自分自身を振り返るようにする宗教は良いことなのですが、罪の問題と運命を解決できな
いという事実と、哲学と科学が良いことなのですが、目に見えない霊的問題を解決できないという事実
と、善行は良いことなのですが、サタンの問題である根本問題を人間の力と努力では解決できないとい
う事実を悟らせてくださったことを感謝します。
キリストを通して人間の問題を解決する唯一の道を開いてくださったことを感謝します。
人間の力で解決できない根本問題を知っておられる神様が、キリストを送って人間を救うように決意さ
れたと信じます。この地に来られたキリストが、人間のすべての罪と呪いを担って十字架で死んで 3 日
後に復活されることによって、人間に向かった神様の愛を明らかに見せてくださったことを感謝します。
まことの預言者として神様に会う道を開いて、神様とともにいるインマヌエルの祝福を味わうようにさ
せてくださり、まことの祭司として罪の呪いの下に陥った者を救い出して解放してくださって、まこと
の自由と喜びを味わうようにしてくださり、まことの王として来られて悪魔の奴隷になって暗やみの中
でさ迷いながら生きていく者のために十字架の力で悪魔のしわざを打ち壊されたキリストに感謝しま
す。私の人生の過去の問題、現在の問題、未来の問題、すべての問題の解決者であるキリストが、まさ
にイエス様であることを信じます。イエス様はキリストで、私の人生すべての問題の唯一の解答である
ことを告白します。
イエス・キリストを私の人生の主人として受け入れることができる恵みと信仰を与えてくださったこと
を感謝します。
「愛の神様、私は罪人です。私の救いのためにイエス様がキリストとして来られて、十字架で死んで復
活されることによって、私の人生の根本問題を解決されたことを感謝します。今、私の心の扉を開いて
イエス様を私の救い主、私のキリストとして受け入れます。今、私の心に来てくださって、私の主人に
なってくださり、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、福音を伝
える伝道者として生きるようにさせてください。私を救われたイエス様の御名によってお祈りします。
アーメン」
すべての信じる者に神様の子どもの身分と権威を味わうようにしてくださったことを感謝します。
イエス・キリストを私の人生の主人として受け入れた私に、聖霊が永遠にともにおられることを信じま
す。聖霊が私の心と思いを守って導いてくださることを感謝します。イエス・キリストの御名で祈る時
ごとに、聖霊が働かれ、祈りに答えられることを感謝します。イエス・キリストの御名で暗やみの勢力
と霊的戦いに勝つ権威をくださったことを感謝します。私の弱さをご存知で、祈るときごとに主の御使
いを送って私を助けて守ってくださることを感謝します。私の霊的背景が永遠に滅びることができない
神の国で、天国の国籍をくださったことを感謝します。私の残りの生涯が、現場を生かして次世代を生
かす世界福音化の答えと最高に幸せな伝道者の生活として祝福されたことを感謝しながら、くださった
祝福を味わう証人として勝利するようにさせてください。
神様の子どもになった私に揺れない確信を持って勝利するようにしてくださったことを感謝します。
私は最高に祝福された救われた神様の子どもであることを確信します。祈る時ごとに、神様ご自身が聖
霊の力で働いて答えてくださることを確信します。神様の子どもを聖霊が最後まで責任を負ってみこと
ば成就の祝福された道に導いてくださることを確信します。十字架の恵みですべての罪の刑罰から解放
して許されたことを確信します。今はイエス キリストの御名の権威で、自分自身と世の中とサタンと戦
って勝利するしかない身分であることを確信します。この確信を持って祝福と勝利の証人として立つよ
うにさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン
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長い間続いている論争の中の一つが「罪を犯すから罪人なのか、罪
人だから罪を犯すのか」ということです。
聖書は、人間がサタンという霊的な暗やみの存在にだまされて神様
を離れた創世記 3 章の事件以後、すべての人が罪を犯すしかない罪人
になったことを証明しています。ヨハネの手紙第一 1 章 8 節には「も
し、罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たち
のうちにありません。」10 節には「もし、罪を犯してはいないと言う
なら、私たちは神を偽り者とするのです。神のみことばは私たちのう
ちにありません。」と言われています。ローマ人への手紙 3 章 10 節に
も「義人はいない。ひとりもいない。」と言われました。人間は正し
く生きたいのですが、そのようにならないのが創世記 3 章の事件以後
の人間の姿です。それでは、罪はみなまったく同じなのでしょうか。
聖書が語っているのは、神様がご覧になるのに、大きく増し加わった
ので怒りを発するようにさせる罪があると言われています（エゼキエル
8:6、13:15）それだけではなく、死に至らせる罪があって（I ヨハネ 5:16）、
引続き罪を犯すようにさせる罪と、神様にさからって試みるより大き
い罪があると明らかにしています。（詩篇 78:17、32,56）そして、罪は報
いを受けるとなっています。
（エペソ 5:6、ガラテヤ 3:10、哀歌 3:39、マタイ

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

25:41）

人間は創世記 3 章以後に原罪でさらに悪い罪を犯すのですが、それ
もすべて報いを受けるようになります。
それで、神様が人間に解決策をくださったのです。神様がキリスト
を送ってくださって、人間が解決できない原罪を完全に解決してしま
われ、キリストを通して罪と死の原理から解放されるように道を開い
てくださいました。
（ローマ 8:2）たとえ弱くて犯してしまう罪も告白す
れば赦してくださると約束してくださいました。
（I ヨハネ 1:9）誰でも
悔い改めて立ち返れば、赦されるだけでなく、むしろ祝福まで約束し
てくださって、思い直してくださいます。
（ルカ 15:11～32、ヨブ 23 章）こ
れが神様の愛であり、恵みです。
それなら、救われた者が罪を犯せばどうなるのでしょうか。救われ
た者が悪い習慣があればどうなるのでしょうか。これが私の思いのま
まにできない状態です。確かに救われたのですが、霊的問題が深刻な
ほど習慣があればどうなるのでしょうか。あるときは、家庭が崩壊す
るほど習慣が悪いならば、どうすればよいのでしょうか。私が今、経
済問題がくるほど、病気になるほど深刻ならば、どのようにすればよ
いのでしょうか。2 つの道があります。イエス様が約束されるのに「聖
霊に満たされなさい」
（使徒 1:8）、私の力でだめなことが聖霊に満たさ
れることを通して、神様の力で可能になります。（ゼカリヤ 4:6）それで
は、救いは変わらないと言われたのですが、聖霊に満たされないで最
後まで悪い習慣に陥っていれば、どうなってしまうのでしょうか。
「こ
のような者をサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされる
ためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。」（I
コリント 5:5）明らかなのは、イエス・キリストにあって、あなたのす
べての問題を解決されるという事実です。それで、イエス・キリスト
はすべての問題解決者なのです。

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
神様の子どもの
とに福音を邪魔して困らせるすべての
毎日の祈り
サタンの勢力を権威あるイエス・キリス
父なる神様、イエス・キリストによって神様
トの御名で縛ってください。どんなこ
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、
と、どんな問題でも、解決者であるイエ
神様の子どもになった祝福を味わうように、
ス・キリストに任せて、その中で神様の
聖霊で満たしてください。
より良い計画を発見しながら、聖霊に導
私の家庭と現場と行くところごとに福音を邪
かれる生活になりますように。そして、
魔して困らせるすべてのサタンの勢力を権威
私の生活を通してイエス様がキリスト
あるイエス・キリストの御名で縛ってくださ
い。
であるということがあかしされ私の現
どんなこと、どんな問題でも、解決者である
場に神の国が臨むようにしてください。
イエス・キリストに任せて、その中で神様の
毎日、私の生活の中で神様の願いである
より良い計画を発見しながら、聖霊に導かれ
世界福音化の契約を握って勝利できま
る生活になりますように。
すように。今も私とともにおられるイエ
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
ス・キリストのお名前によってお祈りし
神の国が臨むようにしてください。毎日、私
ます。アーメン
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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れた地球の姿だ。人々は、理由のない恐れによって、
生まれ、増えて、満ちるようになることを恐れる。
世界のどこを旅行してみても、その水には魚が泳い
でいる。熱帯の海には熱帯魚が美しい山胡椒の上に
美しい色の装いで創造を楽しんでいる。この世のど
の空にも鳥が飛んでいるので、朝には名前の分から
ない鳴き声を聞きながら起きるようになる。人間が
食べ物が足りないとしても、食べ物を発見できない
結果であって、食べることがないことではない。
創造の世界は足りないことがある世の中ではない
のだ。ただし、神様に敵対したサタンが、完ぺきな
世の中をかき乱しているので、めちゃくちゃになっ
て人間が苦労しているだけだ。
聖書には人々が驚くことがたくさんある。古代に
当時最高の権威を自慢したエジプトを脱出したイス
ラエル民族 60 万人が、水のないシナイの荒野で 40
年あまりを生きる間、彼らは空から毎日「マナ」と
いう食物が地に降ってきたので料理をして食べたと
いう記録がある。信じることができないが、事実で
あった。今、幸せでない人は、今、持っているもの
一日一日を生きるのが大変な人々が多いが、普通
の人が幸せを成し遂げる方法がある。

が充分でないからだ。そのような人のために、聖書
は幸せになるように祝福を与える箇所がある。信仰

1 - 一日に 1 回よいことをしなさい。

は信仰を持った人々の価値だが、もしそれが私のこ

10 - 一日に 10 回笑いなさい。

とになったとき、その幸せはものすごく大きいのだ。

100 - 一日に 100 字の文章を書きなさい。
1,000 - 一日に 1,000 字の文章を読みなさい。
10,000 - 一日に 10,000 歩を歩きなさい。
短い一日だが、もしこういう実践的な生活を送った
ら、その人は幸せの近くにいる人であろう。たとえ
持っているものがなくても、幸せを味わう人がいる
が、持っているものがたくさんあっても、飽き足り
ない人々もいる。病院の重患者室に行ってみれば、
その人々が歩きたいと言う足を私たちは持っていて、
食べたいと言う食べ物を思いきり食べられる健康が
ある。
それでも持っているものより、さらに多くのこと
に欲を出すことために、私のからだの大切な価値や

持っているものでだめだったので、倍の祝福があ
った記録があるので、よく見てみなければならない。
1 -イエスをキリストとしてくださった唯一の
神様を信じなさい（ヘブル 11:3）
10 倍-ダニエルがバビロンの捕虜になったとき、
当時の学者より 10 倍知恵を持った（ダニエル1:20）
100 倍-イサクがゲラルの地で農作業して 100 倍を
得た（創世記 26:12）
1,000 倍-モーセを通してイスラエルに 1,000 倍も
多くされる（申 1:11）
10,000 倍-ダビデが勝利したた時に女たちがダビ
デは万だと言った（Ｉサムエル 18:7）
チョン・ヒョングク（福音コラムニスト）

精神の美しいことをなくす愚かさを私たちは周辺で
たくさん見る。なんとなく寂しいという背景には、
人間をむなしくさせる霊的原因が作用している。創
造の満ち満ちた豊かさのゆえに、地球はどこにも空
いたところがない。いっぱいだがあふれないで、足
りないと見えても足りなくない、完ぺきさが創造さ

＊相談したい方はこちらまでどうぞ

