
そのような人を待っているのは、孤独な人生である。
しかし、明るく積極的に生きている人の回りには、多
くの人々が集まるようになる。健全な自己像を持って
いる人には、次のような特徴がある。

（1）自分は愛されていると感じ、心に安心感がある。
（2）罪責感から解放されている。
（3）�他の人と比較しなくても、自分が自分であることに

価値を認めることができる。
（4）�自分は他の人から必要とされていると感じている。

　このような人は逆境が来ても、それをバネにしてさ
らに成長する。私の人生観はイエス・キリストとの出
会いによって決定的に変わった。特に、「イエス・キ
リストが私の罪のために、十字架の上で命を捨ててく
ださった」と信じた時に、私は罪の赦しを経験し、神
の愛の中に安らぐことを学んだ。また、徐々にではあ
るが、他の人と自分とを比較することからも解放され
始めた。人間関係の悩みを抱えて絶望しそうになった
ときも、祈りを通して不思議なほどに支えられてきた。
今になって分かるのは、人が健全な自己像を持てない
最大の理由は、創造主である神に背を向けているから

　新しい年を迎えるにあたり、人類の文明は進歩して
いるのだろうかと、ふと考えさせられている。AI（人
工知能）を中心とした技術革新は驚異的な速度で進歩
しているが、その恩恵を被るはずの私たちの生活は、
果たして良い方向に進んでいるのだろうか。悲観的な
言葉を使ってしまうが、世界全体が方向感覚を失って
大海原を漂う船のようになっているのではなかろう
か。しかし、そういう困難な時代にあっても、ひとつ
だけ確実に言えることがある。それは、信仰によって
試練を乗り越え、希望の火を灯し続けている人々がた
くさんいるということである。神の計画は、そのよう
な人々を通して前進し続けている。願わくは、私たち
もその仲間入りをさせていただきたいものである。

健全な自己像を持っている人

　ものごとを前向きにとらえ、楽天的に生きるために
は、健全な自己像を持っていることが絶対的な条件と
なる。つまり、自分のことが気に入っているかどうか
で、その人の生き方が決まるということである。自己
否定感を心に宿していると、物事を悪い方にばかり解
釈したり、他人に責任転嫁をしたりするようになる。

 1【p.2へつづく】

メッセージステーション、聖
書入門 .com、アプリ、充実
したコンテンツをご用意して
います。
http://www.harvesttime.tv/about/portal/

★★ 最新情報満載 ★★ メールマガジン登録受付中！www.harvesttime.tv
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園の墓
クリスチャン共同墓地

未信者の方やご家族も、一緒に入れます！

044-328-5010

info@ecclesia-support.com
www.ecclesia-support.com　URL

エクレシアサポート(株)
担当：榊 哲夫  (さかき てつお )

大阪
メモリアル
パーク内

静岡県
冨士霊園内

まずは
資料請求

ハーベスト・タイムプロデュースによるクリスチャン共同墓地

月刊デボーションガイド 1 年間の
定期購読が
お勧めです
4,320 円

（送料・税込）

1 年間の
定期購読が
お勧めです
4,320 円

（送料・税込）

※ 贈呈発送も承ります

月刊デボーションガイド

聖書を読む力を育てる。

　国内における運送会社各社（郵便局含む）の運賃値
上げが相次ぐ中で、出来る限り価格維持に努めてまい
りましたが、さらなる大幅値上げの要請を受け、現状
を維持することが難しくなりました。そのため、CD
やDVD、書籍などの商品発送手数料を 2018 年 1月
1日（月）より改定することになりましたので、お知
らせいたします。

＜改定前＞
1～ 999円（100円）
1,000～2,999円（200円）
3,000～4,999円（300円）
5,000 円以上（無料）

＜改訂後＞
1 ～ 600 円（100 円）
601～4,999円（500円）
5,000 円以上（無料）

※  定期購読の商品（月刊デボーションガイド /Clay【クレイ】、
定例会 CD、月例会 CD）は、発送手数料の変更に伴う購読
価格の変更はありません。

※ 12 月 31 日までのご注文は改訂前の価格が適用されます。
※  2018 年 1 月 1 日以降に発売される予約商品には改訂後の

価格が適用されます。

　ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りますよ
うお願い申し上げます。�
� ハーベスト・タイム・ミニストリーズ

発送手数料値上げのお知らせ

聖書を読む力を育てる。

お知らせ

A5版 64頁
　　300円
　　　　（税込）

2

だということである。健全な自己像の回復は、イエス・
キリストを通した神との和解によって実現する。

超自然的な力によって生かされている人

　神と和解した人には、超自然的な力が与えられる。
それは、聖霊というお方の働きによる。神と和解した
人は、聖霊の力によって、今まで出来なかったことが
出来るようになる。また、必要な時に特別な知恵が与
えられるようになる。聖霊は、その人の外側からでは
なく、内側から働きかけてこられる。
　「あなたがたのからだは、あなたがたのうちに住ま
れる、神から受けた聖霊の宮であり、あなたがたは、
もはや自分自身のものではないことを、知らないので
すか」（1コリ 6：19）
　私たちのからだは聖霊を宿す宮となり、自己中心的
な生活から、聖霊の声に聞き従う生活に変えられてい
く。もし聖霊の声を無視するなら、聖霊を悲しませる
結果となり、すぐに自覚症状が現われる。聖霊の声に
従った時は、心に喜びが与えられる。それによって、
今歩んでいる道が正しいかどうかが分かるようにな
る。万策尽きて絶望しそうになった時は、神に叫べば
よい。聖霊は私たちに、天来の知恵を与えてくだる。

愛をゴールとしている人

　いつの時代にも、人間の社会にはなんらかの問題が
存在していた。そのことに一喜一憂していては、とて
も生きてはいけない。あらゆる時代に共通する真理は、
最後に勝利するのは、愛の人、愛をゴールとして生き
ている人だということである。
　「こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希
望と愛です。その中で一番すぐれているのは愛です」
（1コリ 13：13）

　以前、ドアの蝶つがいのきしみを直して歩く老人の
話を読んだことがある。どんなにギシギシ音を立てて
いたドアも、その老人が通った後は、スムーズに開け
閉め出来るようになったそうである。その老人は、手
に油差しを持っていて、耳障りな音を立てる蝶つがい
に油を差して回っていたのである。もし私たちが、自
分を中心にものごとを見ることを止めて、きしみを立
てている人間関係の中に愛の油を注ぐことを意図的に
実行し始めたなら、どんなに素晴らしい結果が生まれ
ることだろうか。
　2018 年がどのような年になるか、今から楽しみに
なってきた。

電子版も好評発売中。
定期購読もできます。
harvestdigital.shop



「城壁の祈り」はサンプルには掲載していません。インターネット上

で公開すると、情報提供者に不利な状況を生む可能性がある祈りの

課題があるためです。ご了承ください。
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城壁の
　見張り人の祈り
城壁の
　見張り人の祈り
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Why Bad Things Happen To Good People And What Can Be Done about 

It: A Christian Perspective
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　　 まとめ

まとめと結論

　私たちは人生においてさまざま
な試練に遭います。時には耐えら
れないほどの問題に直面し「なぜ
私にこんなことが起こるの？」と
尋ねずにはいられないことがあり
ます。人類の歴史を通して多くの
先人たちがこの質問に取り組み、
さまざまな答えを出してきまし
た。そのような答えはある程度の
癒しをもたらしますが、次の大き
な問題に直面するとまた同じ疑問
を持つようになります。

　聖書は「痛みも苦しみもない世
界」が来ることを約束しています。
新天新地と呼ばれる新しい秩序で
す（黙示録 21：1 ～ 4）。その完
成の時までは「悪いこと」は起
こり続けますが、希望が絶えるこ
とはありません。「あなたがたは、
世にあっては患難があります。し
かし、勇敢でありなさい。わたし
はすでに世に勝ったのです」（ヨ
ハネ 16：33）とイエスが語って

いるからです。そして、聖書が教
える法則に従って生きる時、私た
ちは人生の試練を乗り越えていく
ことができます。使徒パウロはこ
う語っています。「あなたがたの
会った試練はみな人の知らないも
のではありません。神は真実な方
ですから、あなたがたを、耐えら
れないほどの試練に会わせること
はなさいません。むしろ、耐えら
れるように、試練とともに脱出の
道も備えてくださいます。」（第一
コリント 10：13）

　さて、ここまで人生に起こる試
練に対してクリスチャンとしてで
きることをいくつか論じてきまし
た。まず、私たちには神のことば
である「聖書」が与えられていま
す。「聖書」は私たちを養い、導
くことができます。聖書的な世界
観や考え方が自分のものになっ
てくると、試練に対する姿勢が変
わってきます。二番目に、神と「顔
と顔を合わせるように」向き合い、
静かな時間を過ごすことです。時
間に追われるようにではなく、落
ち着いて神との関係を深める時、
私たちは慰めを受け、気づきが与

えられ、知恵が与えられ、癒しが
与えられます。これは聖霊なる神
のお働きです。三番目に互いに話
を聞くことができる２、３名のク
リスチャンの「リスニングパート
ナー」との関係を深めていくこと
です。お互いの重荷を負い合い、
この世の旅路に勝利をおさめて歩
む力を得ることができます。

　「みことば」「祈り」「交わり」
この 3 つがクリスチャン生活の
基礎です。ここに立ち帰れば良い
のです。ただ、この基礎をもっと
深いレベルで理解し、体験する必
要があります。この世においては

「なぜ良い人に悪いことが起こる
のか」という質問の答えを完全に
得ることはないでしょう。しかし、

「みことば」に従い生きる時、人
は霊的に、そして精神的に成長し、
苦しみの中に神の目的を見出すこ
とができるようになります。そし
て「なぜ悪いことが起こるのか？」
という堂々巡りの質問から解放さ
れ、「この人生の苦しみの中で『神
の栄光』はどのように現されるの
だろうか？」という質問をするよ
うになるのです。

著者　　　　： 矢吹 ケン
翻訳・共著　： 中川　洋

なぜ良い人に悪いことが起きるのかなぜ良い人に悪いことが起きるのか
 その時クリスチャンとして何ができるか

なぜ良い人に悪いことが起きるのか
 その時クリスチャンとして何ができるか

第 33 回 

著者　　　　： 矢吹 ケン
翻訳・共著　： 中川　洋

5 章



エピローグ

　他の全てのことがうまく行かな
いとき、霊的に成長していくプロ
セスを歩むことは、人にとって生
きがいになります。霊的に成長し
ている時は、毎日が新しく感じら
れ退屈することはありません。し
かし、クリスチャン人生は短距離
走ではなく、マラソンのようなも
のです。レースを走り終えること
のほうが、どれだけ早く走るか、
短距離をどううまく走るかよりも
大切です。

　ある人は、生まれ持った才能に
よって、しばらくは自力でクリス
チャン人生を送ることも出来るで
しょう。またある人たちは、根気
と意思の強さで長年走り続けるこ
とができるかもしれません。しか
し、やがて人間的な力ではどうす
ることもできなくなり、「燃料切
れ」の状態になる時がやってきま
す。努力すればするほど、クリス
チャン人生が難しくなります。意
欲を失い、幻滅して、中には信仰
を失い悲観的になる人もいます。
しかし逆に、そこでさらに深い世
界に飛び込み、クリスチャンの力
である「神の恵み」を見出す人も
います。
　

　「神の恵み」は、受け取る資格
がない者が、願う気力さえ失って
いる時に、神ご自身の好意によっ
て私たちに注がれるものです。そ
れは私たちが何か良いことをした
からではなく、無条件で、一方的
に与えられ、決して耐えることが
ない神の愛によるものです。

　サマセット・モームの自伝小説
「人間の絆」を読んだとき、彼の
キリスト教理解と描写には「恵み」
の側面が欠けているという印象を
受けました。小説の中では「神の
基準に適

かな
う」ことが強調され、主

人公のフィリップは自分がその基
準に到達することができないこと
を悟り、信仰を捨ててしまいま
す。私は、クリスチャンと名乗っ
ている人々の中にも「神の恵み」
の理解と体験が乏しい方が多くお
られることに危機感を持っていま
す。重荷を負い、密かに「自分は
罪に定められている」と思いなが
ら暮らしているクリスチャンがお
られます。「キリストは自分の罪
のために死なれた」と告白はする
のですが、自分の罪は赦されてい
ないかのように生きてしまうので
す。またある人たちは、天に入る
に相

ふ
応
さわ

しい行動ができているかど
うか、常に不安を抱えながら生き
ています。

　しかし、クリスチャン人生は「神
の恵み」で始まり「神の恵み」で
終わります。全てのものは消え去
りますが「神の恵み」だけは消え
去ることがありません。「神の恵
み」は人の最も弱いところまで下
り、そこから引き上げ、人に新し
い命を注ぐことができます。キリ
ストの血が拭い去ることができな
い罪はなく、キリストの十字架が
癒すことのできない傷はありませ
ん。私たちが自分のプライドや恥
を捨て、「神の溢れんばかりの恵
み」によって導かれるならば、神
が修復することのできない人生な
どないのです。「神の恵み」の本
質が分かると 、それが信じられ
ないほど良いものだということが
解ります。それは人間の理性を超
えた神の栄光の現れだからです。

つづく

＊矢吹ケン先生の著書『Why Bad Things 
Happen To Good People And What Can Be 
Done about It: A Christian Perspective』 は
Amazon.co.jpでお求めいただけます（英
語版のみ）。

【お知らせ】

　矢吹ケン先生と中川洋先生の共著『良
い人になぜ悪いことが起こるのか―そ
の時クリスチャンとして何が出来るか』
は、来月号が最終回となります。これま
での連載をまとめ、書籍としてオンデマ
ンド出版予定です（2018 年 3月上旬頃
発売予定）。どうぞご期待ください。

 

　　5  

　牧会を引退し、現在はアジア系アメリカ人クリスチャン・カウ
ンセリング・センター(AACCS)のカウンセラー。早稲田大学卒。
フラー神学校で神学修士、カリフォルニア州立大学ロサンゼル
ス校で心理学修士を取得。40 年にわたりメンタルヘルスカウン
セリングに携わり、「リスニング・ワークショップ」を日本とアメ
リカで開催。

矢吹 ケン（恵二）
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東京定例会アンケートより

■  （ヘブル19）「万人祭司」のメッ
セージは今まで以上に迫力があ

り、また真理に満ちた内容で、心が燃えま
した。ぜひこの内容をバイブルスタディのメ
ンバーで共有したいと思います。

■  （ヘブル20）試練にあったときに打ち勝
つ3つの秘訣。とても素晴らしい解説でし
た。人間は決して強くありません。そのこ
とを思うと、「神を恐れることこそ守りであ
る」と気づかされました。霊的覆いの中に
自分を置くことの大切さを学びました。

再臨待望聖会アンケートより

■ バール氏のメッセージと証しに感謝です。
神様の計画が着実に進められていることを
実感し、鳥肌の立つ思いです。イスラエル
の救いが完成する時が近づいていること、
携挙、再臨が近いことを感じています。

■ インターネット時代に生きる私たちが出
来ることや、いまイスラエルで行われてい
る働きがよくわかり、良かったです。サムエ
ルさんの賛美も素晴らしかったです。次の
CDの発売も楽しみにしています。

■ イスラエルでいま起きている神様の御業
に感動しました。敵を愛し、「同胞の救い
のためなら自分の命も惜しくないと」おっ
しゃったバールさんの力強いことばに、思
わず涙が出ました。

その他、こんな声もいただきました。

■ 矢吹先生のシリーズを学び、教えられる
ことがいくつもあって、とても助けられてい
ます。アガペーの愛の厳しさと、犠牲のバ
ランスを私も保ちたいと願いました。

■ メッセージステーションを聞きだしてか
ら、私の信仰が変化しました。今までは自
分の願いを聞いてもらうための祈りが多く、
祈りが聞かれなかった時には、落ち込むこ
との繰り返しでした。神様への畏敬の念が
足りなかったのだと思います。今は神様の
御心を行わせてくださいと、祈るようにな
り、心がとても自由になりました。

■ 『クレイ聖書解説コレクション・イザヤ書』
の解説素晴らしかったです。時代背景や来
るべき世界を思いながら読む！ かつて先生
が、本来のキリスト教ではない世界に今の
キリスト教界はなってしまっている、と語ら
れたことが少しづつ分かって来ました。

本社〒110-0005　台東区上野 7-14-5
TEL03(3842)3361 FAX03(3842)3427

株式会社

上野の森キリスト教会

日光オリーブの里

恵 友 学 園

J T J 宣 教 神 学 校

メッセージ：中川健一 
 「ヘブル人への手紙」

JELA（ジェラ）ミッションセンター 1F
渋谷区恵比寿 1-20-26　JR 恵比寿駅東口より 3 分

聖書講解メッセージ 　

1月16日（火）
60分でわかる旧約聖書（33）「ミカ書」

　いつもお祈りくださり、ありがとうございます。
今年も 12 月 28 日（木）～ 1 月 5 日（金）の予定で、
第 66 回聖地旅行に出かけます。恵比寿での定例会
は、12 月 31 日（日）と 1 月 1 日（月）がお休み、
1 月 7 日（日）と 8 日（月）が、新年最初の集会と
なります。
　新年初めの大阪月例会は、『ミカ書』を取り上げ
ます。ぜひお越しください。

　2018 年秋開催予定の聖書塾第 38 期（東京）の
受講生を募集中しています。興味のある方は聖書塾
のホームページ（www.harvestseishojuku.net）
にアクセスしてください。

◤東京定例会

◤大阪月例会　　　　　毎月（火） 10：30 －12：30

■ 12 月 28 日（木）～1 月 5 日（金）　第 66 回聖地旅行
■ 12 月 3 1日（日）、1 月1日（月）　   東京定例会　お休み
■   1 月   7 日（日）、8 日（月）　　　   東京定例会新年スタート
■   1 月   14 日（日）、15 日（月）　　　 東京定例会
■   1 月  16 日（火）　　　　　　　　  大阪月例会
■   1 月  21日（日）、22 日（月）　　　 東京定例会
■   1 月  28 日（日）、29 日（月）　　　 東京定例会

　本年も、ハーベスト・タイムの働きを祈りと献金
によってお支えください。クレジットカードによる
献金も可能です（www.harvesttime.tv）。 感謝。

1月奉仕予定 
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毎週 日 15:30　月 10:30

2 月 6 日、3 月 6 日、4 月 10 日、5 月 15 日、
6 月 12 日、7 月 24 日、8 月お休み、9 月 4 日、
10 月 2 日、10 月 31 日（再臨待望）、12 月 11 日

2018 年　月例会スケジュール

※新年スタートは1/7（日）・8（月）

　ホテルグランヴィア大阪 20F　JR 大阪駅直結
　TEL 06-6344-1235



1415 Warner Ave. Suite A, Tustin, CA 92780
Tel.714-258-9111 Fax.714-258-9110
http://usa.harvesttime.tv
E-mail: harvesttime@earthlink.net

（毎月１回１日発行　定価１部 50円）【郵便振替】 00150-2-188306 ハーベスト・タイム    【スルガ銀行】 裾野支店（普）2536395 ハーベストタイム

〒 410-1115 静岡県裾野市千福が丘 1-21-85
TEL 055-993-8880 FAX 055-993-8883
ホームページ http://www.harvesttime.tv 
Ｅメール　　info@harvesttime.tv

皆様のお祈りとご献金によって、たくさんの方にメッ
セージが届けられています。応援ありがとうございます。

銀行振込・郵便振替のほ
か、クレジットカードで
も献金できます。

銀行振込・郵便振替のほ
か、クレジットカードで
も献金できます。

http://www.harvesttime.tv/about/donation/

「メッセージステーションアプリで日々聖書の学
びをさせて頂いています。同じ教会の姉妹にも何
人か紹介しました。私一人で聴くのは勿体なくて、
教会で学びが出来たら良いなと思うきょうこの頃
です…。」（視聴者の声より）


