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サーチライトでお世話になっている Pastor Jon のご長男、ピーター・ジョン氏が、先日、末期の癌でホ

スピスに移られました。ホスピスに移った翌日、Pastor Jon がバイブルスタディーの最後に語った、命

に関するメッセージとお祈りです。Pastor Jon とご家族のために、お祈り下さい。 
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ベストセラーになった、ある有名な牧師の著書、タイトルは 

“YOUR BEST LIFE NOW”（今、あなたの人生は最高だ） 

彼であれ誰であれ、その人の人生で、今が最高であるのなら、本当に可哀想だと思います。 

私たちの人生の最高はこれからです。 

この世が全てではありません。 

もちろん、祝福があります。確かに、喜びがあります。 

しかし、今があなたにとって最高の人生なら、本当に可哀想だと思いますよ。 

言い方を変えましょう。 

もし今があなたの人生で最高なら、私はあなたのことが心配です。 

あなたは転落して、地獄へ向かっているという事を意味しているのですから。 

私たちの最高の人生は、今ではありません。 

私たちは豊かな人生を送り、その人生には数々の祝福があります。 

人生を通して、良いことがあります。 

それでもこれは、私たちの人生の最高ではありません。 

分かりますか？ 

 

パウロはそれを言っているのです。 

罪は人生を破綻させます。 

義とは、罪から離れ、聖潔、聖さの中を歩むこと。 

彼は言っています。見て下さい。 

その行き着くところは永遠のいのちです。（ローマ 6:22） 

それは、何世紀、何千年、年を増すにつれ、どんどんドンドン強く、大きく、明るさを増し、私たちは

栄光から更なる栄光へ、また更に大きな栄光へ、そこから更に最大の栄光へと変えられるのです。 

今のこの人生は、私たちの最高の人生ではありません。 

 

そして彼は最後にこう言っています。 
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罪の報酬は死です。（ローマ 6:23） 

これが、罪の行き着くところ、不純が導く先であり、死へと続くのです。 

人間関係を破壊し、家族を壊し、平和を、喜びを、全てを破壊して、最終的には、地獄そのものへ続き

ます。 

今の人生があなたの最高なら、 

あなたが今のために生きているなら、 

いかにして、今成功するか？ 

いかにして、今幸せになるか？ 

いかにして、今それを掴むか？ 

・・・せいぜい頑張って下さい。 

 

罪の報酬は死です。 

しかし神の賜物は、私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちです。（ローマ 6:23） 

永遠のいのち。 

天国。てんごく・・・天国。 

昨日の午後、ピーター・ジョンをポートランドから連れて帰りました。 

ポートランドでの 5 日間は、忘れられない豊かな時間でした。 

とてもよく喋り、とても明快で、とても洞察に富んでいて、感謝に満ち、感謝が溢れていました。 

イエスが、ご自分が言う通りの方であることに。 

神の賜物が、イエス・キリストによる永遠のいのちであることに。 

 

彼は今ホスピスにいます。 

今日の彼はしんどそうで、厳しい状況で。 

なので、今日は、彼は明快ではありませんでした。 

明日は良くなるように願っていますが。 

今日は、熱が上がってとてもしんどそうでしたが、でも、彼の言葉が非常に興味深かった。 

彼はアマンダにこう言いました。と言っても、アマンダに言っていたのではないのですが。 

彼が口にしたのは、「ジェシー！ 食べ物を取りに行こう！ カートにいっぱい入れて逃げるんだ！」 

天国にいる妹のジェシーに話していたのです。 

ジェシーは私の長女で、16 歳の時に天に召されました。 

息子は頭の中で、娘と一緒にジャクソンビルのお店で買い物をしているのですね。 

彼はずっと、本当に穏やかで勝利しています。 

昨日、家に帰る途中、彼が私に言うんです。 

私たちは、何かニュースの話をしていたのですが、 

「新聞を読んだり、ニュースを見るのが今みたいに、こんなに楽しいと思った事はないよ。お父さん、

僕はここを去るんだ！ 僕は出て行くよ。後のみんなは頑張ってね！」 

私たちは笑いました。 

ピーター・ジョンは、神が超自然的に何かを行われない限り、医療ではもう手の施しようがありませ

ん。 

ですから、息子は天に向かいつつあります。 
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それがいつなのかは、私たちには分かりません。 

今は、3 週間から 12 週間の間だと言われていますが、もっと長くなるかもしれないし、短いかもしれ

ません。ただ、彼は行く用意ができています。 

とても穏やかで、ここ数日は昼も夜も一日中、話をして過ごしています。病院にいますから。 

この、洞察、平安、期待感。 

彼は人生の中の全ての点と点を繋げているのです。 

「お父さん、これは小包になってるんだ。それが綺麗に包まれていて、今、リボンが結ばれようとして

いる。完璧だ！」 

「ほら、僕の腸が漏れ出た時・・・」30 フィート（10ｍ）の大腸が病室の床に流れ出た時の話です。 

「あれ、すごいと思わない？」 

「 2 年前、あれが起こるのを、主は良しとされた。」 

「そして僕は天国の幻を見た。僕はあれを握りしめてるんだ。あれは本物だよ！ 早くあそこに行きた

い！」 

 

ピーター・ジョンは 20 年間ずっと、休みなく病気と闘ってきました。 

脳の手術を複数回、クローン病、内臓の腫瘍、その上、袋を着けなければならず、腸が出て来たり。 

そして今は、癌が広がっています。 

 

驚くべきすごいこと。 

私は、ピーターはもうすぐ、最高の人生を生きると思っています。 

彼は勇敢に闘いました。今も勇敢に闘っています。 

彼は競争を走り抜いてきたのです。 

私は彼のメッセージや教えが大好きです。 

しかし、どんなメッセージや教えよりも、痛みや苦痛、困難、試練を乗り越えている彼の姿以上に、強

烈なインパクトを与えるものはありません。 

そして今、喜びに満ちながらこの人生を終わり、次の人生に入ろうとしています。 

 

私から皆さんへ。 

私たち家族とピーターのためにお祈り下さり感謝します。本当に必要ですから。 

私たちは、ただ神の優しさに感動し、感謝しています。 

主が私たちの救い主であり、羊飼いであられることに。 

私たちの王、私たちの愛であられ、この時、ピーターと共に歩いて下さっていることに。 

どうか、彼のために続けてお祈り下さい。 

ピーターの体力が少し戻って、皆さんにお話しできる機会が与えられることを、彼も私たちも望んでい

ます。 

それが可能かどうか、私には分かりませんが、もしかすると叶うかもしれません。 

でも、そうでなくても、彼は言葉だけでなく、生き方を通して多くの真理をシェアしてくれました。 

皆さんのお祈りに感謝します。 

 

ここのところずっと大変で、私の大切な友、仲間であるスタッフとも過ごす時間が中々ありません。 
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この全てを乗り越えるのがちょっと大変で。 

私はピーター・ジョンを本当に愛していますから。 

皆さんも殆どがそうだと思います。 

私は彼と 1976 年にこの教会を始めました。彼はまだ 1 歳でしたけど。 

ピーターは、彼の母親のテリーと一緒にここに来たのです。 

今、彼は母親に会うのを楽しみにしています。 

（※母親のテリーさんは、ピーター氏が５歳の時に事故で天に召されています） 

 

以上が今の状況です。 

皆さんにも少しお知らせしておきたいと思いました。 

 

私はピーターと一緒にいたいですし、一緒におれますし、いなければなりませんから、ここにもいたい

けど、もしいなければ、その時は皆さん、（＊涙をこらえて）皆さん、ご理解下さると思っています。 

皆さん、この時期、私に、私たちに寄り添って下さってありがとうございます。 

私たちはお祝いしているんです。 

今の私はそんな風に見えないのも分かっていますが、私たちは喜んでいます。 

私は息子を本当に愛していますし、寂しくなりますが、でも、彼が天に帰ることを嬉しく思っているの

です。 

主がものすごい、ビックリの奇跡を行われるなら、私は大賛成ですし、それを今も祈っていますよ。 

ただ、同時に、私たちが今いる道は、ピーターが平安に入る道のようだと気づいたのです。 

これが、このクリスマスのときに、私たちに起こっていることです。 

 

皆さん、よろしければ、ピーター・ジョンのために一緒にお祈りして頂けますか。 

ご起立いただいて、そして、手を繋いで下さい。 

 

罪の報酬は死であることを、私たちは知っています。今日、それを読みました。 

主よ、死があらゆるところにあります。 

惑星は死につつあり、宇宙は巻き戻され、私たち全員が衰えつつあります。 

しかし私たちは、あなたが下さった賜物、受け取る者への賜物が永遠のいのちであることを知っていま

す。 

新しい世界、新しい天、新しい地、新しい体。 

この礼拝堂に立って、主よ、そのことを感謝します。 

ありがとうございます。 

お父様、言葉では言い表せないほどの賜物を感謝します。 

あなたがご自分の御子を与えて下さったから、私たちには御子、救い主イエス・キリストによる、永遠

のいのちがあるのです。 

 

お父様、ピーターのために祈ります。 

彼がベッドで様々な苦しみに直面している時も、あなたがその手を取って、いのちの力となり、共に歩

んで下さっていることを感謝します。 
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お父様、もしあなたが選ばれるなら、今夜にでも、この状況を覆すことがおできになることを私は知っ

ています。 

あなたにはそれが可能であることを、私たちは知っています。私は固く信じます。 

私たちは、ピーターが、医療的には非常に困難な状況を乗り越えるのを見てきました。 

あなたも、彼が見事に乗り越えるのをご覧になりました。 

私たちは、あなたに指示したくはありませんから、ただ、ピーターと共に、アマンダと共に、私たち全

員があなたの御心を求めます。 

 

主よ、あなたは見ておられ、あなたはご存知です。 

ピーターは今、あなたの元に行くことを望んでいます。 

ですから私たちは祈ります。 

ピーターにとっては、とても厳しい一日でしたが、今夜、どうか彼の魂を和らげて下さい。 

そしてお父様、あなたの臨在、深い平安、あなたのビジョン、あなたからのビジョンを感じ取ることが

できるように、彼の内なる人を満たして下さい。 

 

お父様、アマンダのために祈ります。 

主よ、彼女がピーターと共に歩んで来た何十年、結婚第一日目から、これらの試練がありました。 

彼女が彼と子供たちに与えているように、特別の祝福を彼女にお与え下さい。 

お父様、どうか必要な力を与え続け、彼女の人生の力となって下さい。 

 

また、ベイリー、サディー、シャーロット、タルゥラのために祈ります。 

お父様、みんな、あなたの娘、王の娘、イエス様の娘です。 

どうか、彼女たちが平和、シャロームの覆いの中で守られていることを知りますように。 

敵の攻撃にさらされて疑ったり、不安になったり、落ち込んだり、そういったことがありませんよう

に。 

彼女たちを祝福して下さい。 

お父様、家庭の中をあなたの平安で満たして下さい。 

彼女たち全員の人生に、あなたの御心がなされますように。 

 

ピーターが直面しているこの特別なときに、どうかあなたが彼を導いて下さい。 

どうか彼に、祝福に次ぐ祝福をお与え下さい。 

どうか彼を祝福して下さい。 

主よ、あなたが彼の力となり、健康となり、いのちとなって下さい。 

私は、彼が立ち上がるのを見たいのです。 

このシーズンのひと時でも、この教会で共に過ごせたらと思いますが、あなたはご覧になっていてご存

知です。 

 

あなたが私たちの父で、本当に良かったと思っています。 

考えも及ばないことですが、あなたは私たちが思う以上に私たちのことを思って下さり、私たちが自分

を愛する以上に愛して下さり、私たちを私たちよりもご存知ですから。 
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私の息子と、彼の家族を祝福して下さい。 

イエスの御名によって。アーメン。 

 

もう一つ、言ってもいいですか？ どっちにしても言いますが。 

このステージにある人の、どんどん衰弱していく様子を見ていると、時として疑問が浮かんでくるでし

ょう。 

「これは一体何なんだろう。」 

「その人が天に帰るのなら、どうして主は、すぐに連れて行かないんだろう。」 

「なぜホスピスなどの、こういう段階を通る必要があるんだろう。」 

 

その理由をお伝えします。少なくとも、私が確信していることです。 

使徒パウロはこう書いています。 

たとえ私たちの外なる人は衰えても（衰弱し、崩れていきますが）、内なる人は日々（来る日も、来る

日も、来る日も、来る日も、という意味です）新たにされています。（Ⅱコリント 4:16） 

死にゆく人は衰え、弱っていく。 

昨日、車の中で、ピーターが私に言いました。 

彼がそんなことを言ったのは初めてです。  

「不思議だよ。命が体から去りつつあるのを感じるんだ。今までもずっと病気だったし、色々なことが

あったけど、今回はいつもと違う。体から命が去るのを感じてる。」 

3 回繰り返しました。   

彼は否定的な感じでそう言ったのではなく、ただ、「興味深いこと、いつもと違うことが起こってい

る。命が体から去りつつある」と言ったのです。 

肉体的にそれが起こっている時、外の人は衰え、命が終わりつつあると同時に、秤の反対側では、同じ

割合で内の人が磨かれ、準備が整えられている。 

ピカピカに磨き上げられ、永遠に入る準備、天国に連れて行かれる準備が整えられています。 

 

愛する人が逝きつつあるのを見ていると感じるでしょう。 

「主よ、どうしてこんなに時間がかかるのですか？」 

「どうしてもっとシンプルに、さっと連れて行ってくれないのですか？」 

 

私は、内の人が磨かれるレベルにまで、外の人が衰える行程は、助けになると思うのです。 

外の人は衰えていき、同時にその過程で、内の人は磨かれ整えられて、表彰式の日に向けて輝きを増し

ていくのです。 

私たちはそれを見て、とても辛いことのように思いますが、しかし永遠から見ると、ピーターの内なる

人、或いは、あなたの知り合いの方の内なる人が磨かれ、どんどん輝き、明るさが増しているのだと思

います。 

神は絶対に意地悪ではなく、決して残酷でもなく、心が固いのでもありません。 

これには目的と理由があるのです。 

 

天国で、みんなが言います。「あぁ主よ、あなたの裁きと判断は、正しく真実です。」 
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ですから、あなたの知り合いの方も、ピーター・ジョンも状況はどうであれ、みんな磨かれ、表彰式に

備えているのです。 

素晴らしい日になりますよ！ 

God bless you！ 


