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こんばんは。私たちの週半ば聖書の学びへようこそ。 
始める前に、皆さんにあるものを見せたいと思います。私はここで少し前置きをする必要があります。 
私はしばしば教壇からこの教会がいかに素晴らしいかを話しています。そして、この教会がどれほど愛情深い
か。そして、このような愛溢れる教会の牧師であることが私のどれほどの特権であるかを。さて、数週間前
に、私は何度か次のことを口にしました。私が皆さんをどれだけ恋しいかと。なので、私はここがどのような
教会であるかを皆さんに見せたいと思います。これは、私たちの教会の人々の写真です。 
自分たちの写真に添えて、聖句や励ましの言葉を送ってきてくれました。写真からは見えませんが、しかし、写
真や看板の多くの裏側には、映像・音声チームへの励ましの言葉もあります。なので、今の状況ではこれは最高
の策なんですね。私は実際に考えていて、そしてちょっとためらっていました。なぜなら、この礼拝堂は３００
席なので、私の懸念は、「もし皆が写真を送ってきたら…？」「私たちは写真を置くのに、席が足りないだろ
う」と。だから、少なくとも、皆さんに申し上げたいと思います。皆さんの励ましに感謝します。皆さんがここ
に来れないのを寂しく思われているのを私は知っていますし、あなたの不在もとても寂しく思われています。主
の御心であれば…そして私たちはそうなるように祈っていますが、もう少ししたら、これらの写真が必要なく
なるように。主の御心ならば、皆さんがもうすぐここに戻って来れるように。なので、そうなるように心を合
わせて祈ることにしましょう。 

それでは、始めましょう。今夜は非常に難しい話題についてお話したいと思います。なぜ神は、私たちが今日
世界で経験していることを許しているのかについて。確かに、神は全知で、遍在で、全能で、すべてが可能で、
すべてを知っていて、どこにでも存在できます。そして確実に、神はこれを止めることや、または、これがここ
まで継続するのを許さないこともできたでしょう。しかし神は、彼の主権の中で、それが適ったことだと思っ
ておられ、そして、私たちが経験していることが起こるのを許可されました。それが、私が今夜話したいこと
です。実際に、私たちは古くからの難しい質問に取り組んでいきます。なぜ神は苦しみを許されるのか？　殊
に、神の民の人生において。私が告白しなければいけないのは、私たちがヨブ記と、その後、詩篇を学ぶまで
は...　これは木曜日の夜にやっていたことで、聖書を書ごと、章ごと、節ごとに見ていくのですが、このパンデ
ミックの前に、私たちは、箴言28章まで来ていました。28章を終えたと思います。ところで、私たちが、週半
ばの聖書の学びをいつ再開するのかについて、疑問に思っている人々のために、今、言及しておくのが良いで
しょう。私たちは計画を立てており、私はそれを行うことについて祈っています。私が感じているのは、少なく
とも今回は、主は、私たちが今夜取り上げるような話題を、私に取り組ませようとしていることです。主の御
心であれば、木曜日の夜の聖書の学びを再開することを願っています。箴言を終えた後は、伝道者の書に入り
ます。私はその書も、とても楽しみにしています。しかし、私たちが特にヨブ記を学んでいた時に、それから、
その後の詩篇を学んでいた時、私はその時に、本当にこの疑問をより良く理解し始めました。神が愛に溢れて
いるなら、なぜ神は世の中で悪と苦痛と苦しみを許すのかという疑問について。私の書斎に、オズワイルド・
チェンバーズの解説書があります。それはヨブ記の解説であり、興味深い書名です。「より良く戦うための困
惑」という書名です。私はヨブ記に関する彼の解説から皆さんと共有したいと思います。「苦しんでいる多くの
魂が、慰めと励ましとを見つけるのは、ヨブ記のような書においてだろう。」「なぜなら、苦しみの理由を説
明する試みが全くなされていないからだ。」それは興味深いです。そしてそれは、ヨブ記の学びを通して、私が
理解するのが最も難しいことの一つでした。それは、神が、ヨブ記全体を通して、ヨブが尋ねるこの「なぜ」
という質問に一度も答えないことです。チェンバースは続けてこう書いています。「苦しみに関連する問題は、
一見して、その説明がないように見えるという事実から生じる。天の御父が私たちを取り扱われる上で、即時
の説明がないものごとがある。不可解な摂理があって、それは限界まで私たちを試し、合理主義が単なる精神
的な姿勢であるにすぎないことを証明している。聖書と私たちの常識は、人の人生の基盤は、合理的ではな
く、悲劇的であることに同意している。その問題全体が、ヨブ記における私たちの焦点である。」 
良い表現が見つかりませんが、私が受け止めなければならなかったことの一つは、私は、主との私自身の個人
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的な歩みの中で、前述の「なぜ」という質問に対して、全く説明と答えがなくても満足しなければならなかっ
たということです。そこに至ったのは、次のことを理解することによってでした。神は無限です。私、私たちは
有限です。無限である神が注ぎ出し、有限である人間を満足させるのは不可能です。有限の存在として、私たち
が理解し、探り、包含することが決してできないのは、愛なる神の無限の主権と知恵と人格です。実際に、特
にヨブ記を通して、それは少し強烈になります。神が突然、現れて、ヨブに質問をし始めるのです。こんな感じ
です。「わたしが天と地、海とその中にあるものをすべて創造したとき、あなたはそこにいたのか？」基本的に、
この書の最後にたどり着く頃には、この「なぜ」という質問に対する答えがないのは、はっきりとしていて、
それには正当な理由があります。 
私たちは天のこちら側では、苦しみの理由を決して理解できないのです。しかし、私たちはその目的は理解す
ることができます。説明します。そして私はそれをさらに一歩進め、こう提案します。苦しみの理由を理解しな
いことは、苦しみの目的を理解することへと私たちを導くのです。だからこそ、聖霊が私を導いてくれたのだと
思います、この難しい話題について話すという方向へと。これは決してこの題材を網羅する学びではないことを
ご了解ください。しかしながら、以下は私たちの苦しみにある5つの目的です。私はこれが苦しみの「なぜ」に
関し、何らかの形で役立つことを願っています。言い換えると、苦しみと試練、また、この人生の困難と苦難
の中で、またそれらを通して、神がもたらされること、目的です。１つ目は、それが私たちの注意を引くという
こと。ある人々にとっては、それは私たちを主の元へ向けさせるものであり、そして、他の人たちにとって
は、それは彼らを主の元へと帰らせるものです。私は、神が私たちの注意を引くために、苦しみを許されるの
は、そうでもなければ、私たちが見たり学んだりしなかったであろうことを私たちに教え、示すためだと思い
ます。言い換えれば、もし苦しみや困難がなかったら、私たちは主を求めず、その結果として主の近くに引き寄
せられなかったでしょう。事実を言えば、物事がうまくいっている時は、私たちは皆、迷い出しがちです。そ
れが、神がしばしば、苦しみと困難を許すことが適切であり、必要であると考えられる理由です。たとえ、私
たちを神の元へと連れ戻すという以外に理由がなかったとしても。私はダビデを思い出します。 
詩篇119編67節で彼はこう言います。 
苦しみにあう前には、私は迷い出ていました。しかし今は、あなたのみことばを守ります。 
それには苦しみが必要でした。 
３節あとの71節。 
苦しみにあったことは　私にとって幸せでした。それにより　私はあなたのおきてを学びました。」 

（詩編119:71） 
主との歩みの中で、私は、自分が時折、困難と試練と苦しみのことを主に感謝しているのに気づきました。な
ぜなら、神が私の人生に許されたものが無かったら、私は神が私に見せたかったものを見ることはなかっただ
ろうからです。神が、私の人生に語りかけてくれたことを聞くことはなかったでしょう。 
私は苦悩の中で、またそれを通して、神が教えようとしていたことを学ぶことはなかったでしょう。他の方法で
は教えられなかったことを。なぜなら、ある人が言ったように、順調な時には私はただ流されて従ってしまう
傾向があるからです。しかし逆境に陥いり、私の全ての注意が神に向けられている時は？　神が私を独占できる
のは、その時です。あなたも同意されると思いますが、神が、私たちを独占されるとき…　神は今、私たちの
注目を集めています。確かに、この危機は多くの人を目覚めさせました。そして神はそれを、神にしかできない
方法で人々の注意を引くために用いたのです。そして今、神は私たちに示し、教えてくださっています。この状
況がなければ、私たちが見ることも学ぶこともなかったことを。時において、苦しみの中で、そして苦しみを通
して、主が我々に見てほしいと願っていることは、神が私たちを守っておられるということ、確かに、私たち
を準備させていることです。でも、私を守ってくださっているという方がおそらくもっと重要でしょう。説明し
ます。それは実際に、私たちの苦しみや苦悩の第二の目的につながっていきます。しばしば、神が苦難を許し、
試練を許し、危機を許されるのは、私たちをより大きな危機から守るためです。私たちはイスラエルに行くた
びに、船に乗ってガリラヤ湖を対岸まで渡ります。私にとっても、同行の多くの人にとっても、それは旅のハイ
ライトの一つです。私はいつも、ガリラヤ湖の真ん中で、船の上でするあの特定の説教を楽しみにしています。
それにはたくさんの理由がありますが、その最たるものは、それが人生の嵐を取り扱うからです。マタイの福音
には、とても興味深い記述があります。イエスが、「急いで」弟子たちを船に乗せた時のことです。彼は反対側
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で彼らに会うおつもりですが、承知の上で、彼らを船に乗せ、嵐の中のガリラヤ湖に送り出します。それはマタ
イの福音書第14章にあります。22節から32節までを読みます。いくつかの点に注意していただきたいのです
が、ここで何が起きているのかを理解するのに密接な関係があることです。2 2節では、「すぐに
（immediately）」とあります。その言葉を記憶して置いて下さい。 
後ほど説明します。 
マタイの福音書第14章 
22 それからすぐに、イエスは弟子たちを舟に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆
を解散させられた。 
この詳細についても、同様に後で説明します。 
23 群衆を解散させてから、イエスは祈るために一人で山に登られた。イエスはよくそうしておられましたね。
夕方になっても、一人でそこに居られた。 
24 舟はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。 
ところで、これは珍しいことではありませんでした。ガリラヤ湖では、嵐がどこからともなくやってきて、突然
襲ってくることがあります。 
26 イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは『あれは幽霊だ』と言っておびえ、恐ろしさのあまり
叫んだ。 
27 イエスはすぐに彼らに話しかけ、『しっかりしなさい。わたしだ。恐れることはない』と言われた。 
「するとペテロが…」私はペテロが大好きです。すごく酷評される男と言ったら...天国で、ペテロに謝罪しなく
てはならない人がたくさんいると思いますよ。 
28 するとペテロが答えて、『主よ。あなたでしたら、私に命じて、水の上を歩いてあなたのところに行かせて
ください』と言った。 
29 それで、「イエスは『来なさい』と言われた。そこでペテロは舟から出て、水の上を歩いてイエスの方に
行った。 
30 ところが強風を見て怖くなり、沈みかけたので、『主よ、助けてください』と叫んだ。 
私はここが大好きです。なぜなら、これは3語の祈りですが、イエスはこの3語の祈りに答えてくださるからで
す。これは私に大きな慰めと励ましを与えてくれます。なぜなら、それは祈りの長さではなく、祈りの強さのゆ
えだからです。ところで、それは説教には当てはまりませんよ。それは祈りの長さのことであり、説教のことで
はありません。彼はこの3語の祈りを叫び、「主よ、助けてください！」 
31 イエスはすぐに手を伸ばし、彼をつかんで言われた。 
イエスがペテロにこう言うとき、それが軽蔑的な口調だとは決して思わないでください。私は、非常に愛情の
ある声音だったと思います。 
31『信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。』 
32 そして二人が舟に乗り込むと、風はやんだ。 
さて、みなさんは間違いなく、私と同様に、この特定のくだりが色々な形で教えられるのを聞いたことがある
しょう。しかし、私はこれを別の点から見て、質問の型式で指摘したいと思います。イエスがそんなに急いで弟
子達を舟に乗せ、対岸に向かわせたのはなぜなのか、ということです。ところで、ネタバレですが、良いニュー
スです。彼らは対岸に辿り着きました。たしかに、彼らはガリラヤ湖の真ん中で嵐に見舞われましたが、それ
でも、彼らは神の御旨の真ん中にいたのです。私がそのことに触れた理由は、私たちは、時々大きな間違いを
犯すことがあるからです。逆境や苦難、試練、人生の苦しみが神の御心ではないと私たちが解釈するときです。
それほど真実からかけ離れているものはありません。あなたは試練や人生の嵐の真っ只中にいても、あなたの
人生のための、神の御旨の真っ只中にいることがあるのです。神は時々あなたを故意に、嵐の中に送り込まれ
ることがありますなぜなら、神にはそれによって達成したいことがあるからです。 
それでは、なぜ、急ぐ必要があったのかという質問に戻りましょう。私は福音書の中で、救い主が遅刻しそう
になったり、急いだりしているのを見たことがありません。どちらかと言えば、彼はゆっくり時間をかけられ
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るようです。私は彼が急いでいる姿を見たことがありません。ここ以外では、急いでいる彼を見ることはあり
ません。なぜでしょうか？それが問題です。なぜイエスは、緊急性をもって弟子たちを舟に乗せたのでしょう？
彼らがこの生死に関わるほど危険な嵐に直面することを知っていながら。私が信じているのは、ある人が示唆
したことで、そのように教えられているのを聞いたことですが、私にとっては目からウロコでした。こうです。
それは、イエスが彼らを守りたかったからです。さらに危険なものとなっていたかもしれない嵐から。彼らが生
き残れなかったであろう嵐から。もっと危険な嵐とはどういう意味ですか?さて、これが、群衆に食事をさせた
後、「すぐに」起こったことであるのに留意してください。弟子の一人としての立場から、私と一緒に想像して
みてください。あなたは大勢の群衆といます。男性の数だけ書かれています。聖書を教える人たちの中には、女
性や子供たちも入れると、おそらくそこには約2万人の人々がいただろうと言う人たちもいます。そして、イエ
スが教えています。そして今、彼らは空腹になってきました。皆さんは、奇跡的に群衆に食事が与えられた話を
知っていますね。皆さんは弟子としての自分を想像できますか。 
魚とパンがあって、イエスが祈って、それを祝福し、それを裂くと、それは奇跡的に増えました。弟子たちは
今、それを群衆に配っています。そして、毎回、その群衆の中にいた誰かが、籠の中に手を突っ込むと、もっと
増えていました。それは奇跡です。みなさんは弟子の一人として、それを経験することを想像できますか?　そ
して突然、イエスはそこを離れたいと望まれます。私は去りたくない。これはすごい。私はここにいたい。ここ
でメガ・チャーチを始められますよ。この奇跡に与った二万人がここにいる。なのに、なぜ湖の向こう側に行
きたいのですか？　ああ、なぜなら、ここにいたら...　あなたはもっと危険な嵐にさらされるからだ。高慢(プ
ライド)の嵐に。最後に確認したところでは、まだ、 
高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立ちます。（箴言16:18） 
彼らをあの舟に乗せて、向こう岸に行かせようと救い主が急がれたのは、彼らを高慢から守るためだったのだ
と思います。私は自分の人生の中で、いくつかの非常に困難な試練を経験しましたが、その試練を通り過ぎて、
振り返ってみると、私は神に感謝しています。もう二度と経験したくはありませんが、しかし、私は神に感謝し
ています。なぜなら、神が私にそれを経験させていなかったら、私は自分の人生や、自分の心に何が起こってい
たかわかりませんから。常に晴れていて、嵐がない場所を何と呼ぶか知っていますか？　嵐のない場所。すべて
が晴れわたり、暖かく、暑い。それは砂漠、不毛な砂漠と呼ばれます。神が他の方法では成し遂げることので
きないことを達成するのは、人生の嵐です。だから、その試練は、より大きな試練からあなたを守るためのも
のなのかもしれません。これを視ている人の中には本当に苦しんでいる人がいると思います。それはもっとも
なことだと思います。今はあなたには見えていないかもしれませんが、大いに可能性があるのは、神がそれを
許しておられるのは、私たちが今体験している嵐よりももっと危険なものから私たちを守っておられるから
だ、ということです。これは、私たちを苦難の第三の目的に導きます。そこにつながっていくのは、それが、私
たちにとても必要な主への遜った依存をもたらしてくれるからです。私が信じるところであり、また、私自身の
経験でもあるのは、人生の嵐は、神の前に謙虚さをもたらし、神への依存をもたらします。聖書全体を通して、
神が大きく力強い方法で用いられた男性や女性に、この例を見ることができます。その一つが使徒パウロであ
り、私にとっては、最高の例の一つです。いかに彼が苦しんだか、彼が経験したすべてのこと、彼は非常に苦し
みました...　それが彼の中に、この謙虚さと主への謙虚な依存を生み出したのです。 
コリント人への手紙第二12章6節～10節は、多くの人に馴染みのある一節です。彼はコリントの教会に手紙を書
きながら、6節で言います。 
コリント人への手紙第二12章 
６ たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者とはならないでしょう。本当のことを語るからです。しか
し、…私は誇ることを控えましょう。 
次に、その理由です。 
７ その啓示があまりにもすばらしいために、私について見ること、私から聞くこと以上に、だれかが私を過大
に評価するといけないので、 
彼は何のことを言っているのですか? ああ、非常に興味深いです。パウロは14年前に自分に起こったことについ
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て話しています。実際、彼は14年間、そのことを誰にも話してもいませんでした。そして、ついにそのことにつ
いて話すとき、パウロは三人称で語っています。彼は、「私は天に引き上げられた一人の人を知っている」と言
います。神はその人を天に引き上げて、待ち受けている栄光を見せました。パウロが誰について話しているか
知っていますか。彼自身のことです。まあ、言っておきますが、それは人をかなり横柄にすることができるで
しょう。それは...私自身の話として言いますが、それは、ちょっとした霊的な高慢につながってしまうこともあ
るでしょう。「神が私を選ばれて、私を天に連れて行かれて、待ち受ける栄光を見せてくださったんだ。」それ
は素晴らしい啓示で、パウロは続けて、「言い表すこともできない」ものだと言っています。語り始めることも
できない...説明しようとすることさえ、けしからぬこと！「神が私に見せてくれたのですよ」「私に！」した
がって、これらの優れた啓示と一緒にセットになって来たものは、「高慢にならないように、」パウロは自ら
の高慢になる傾向を痛感していたのだと思います。 
７ ...私が高慢にならないように、私は肉体に一つのとげを与えられました。...私を打つためのサタンの使いで
す。 
8 この使いについて、私から去らせてくださるようにと、私は三度、主に願いました。 
9 しかし主は、『わたしの恵みはあなたに十分である。わたしの力は弱さのうちに完全に現れるからである』と
言われました。 
それが主の答えだったのです。彼は神に叫び、主に嘆願し、このとげを取ってくださいと嘆願しています。あ
あ、ところで、肉体のとげが何であるかについては、多くの推測があります。神は、やはり、その主権と無限の
知恵において、その「とげ」が何であるかを教えてくれませんでした。正当な理由からです。なぜなら、それが
何だったのかを具体的に言われていたら、そして、それが何であれ、それが私たちが格闘しているものでなかっ
たなら、私たちはそれを真剣にとらえないでしょう。「とげ」が何であったのかを具体的に明かさないことに
よって、それは言ってみれば、自由回答形式になっています。 
私たちの生活の中での「とげ」が何であれ、その空白を埋めることができるように....神は、再び、その無限の
知恵の中で、あなたと私を、謙虚に神に頼る者とさせておくため、知らせずに置くことを適切と考えられたの
です。神に頼らせておくために。神の恵みは十分です。そして、ここが大事なことです。 
神の力は弱さのうちに完全に現れるのです。パウロは言います。 
9 ...ですから私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。 
10 ですから私は、キリストのゆえに、弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。 
ところで、今のは10節です。私がそれを指摘するのは、私の人生に10節があるかどうか分からないからです。
私はあなた方の前に立って、正直に、率直に、「私は弱さを喜ぶ」と言えるかどうか、分かりません。いいえ！
私の中にあるすべてのものが弱さに立ち向かいます。私は、自分自身の力で強くなりたいのです。侮辱について
はどうですか?パウロは、「侮辱や苦難や迫害や困難を喜ぶ」と言っています。そして、その全てを喜ぶ理由を
説明しています。彼は言います。「私が弱いときにこそ、私は強いからです。」あえて言うならば、使徒パウロ
は、神が彼の祈りを聞き入れなかったことを神に感謝するに至っていました。このとげを取り除いてください
という祈りです。なぜなら、そのとげは、毎日、絶えず思い起こさせてくれたからです。彼が、神の恵みを必要
とし、神の恵みに依存していることを。必要を十分に満たす神の恵みを。自分自身が一番の敵だという表現
を、何度も聞いたことがあるでしょう？自分の力で、私たちは何かを成し遂げ、一定の成功を収めます。それか
ら、特に牧師として...私の牧師としての経験からお話します。私たちは、それが私たちに関係していると考え始
めます。私たちには、私たち自身に、特別な何かがあり、そのために私たちが祝福されている、とか、私たち
のミニストリーが祝福を経験してきたのはそのためである、と。言っておきますが、神はとても誠実で、優しい
お方です。神は、言ってみれば、私たちを地に連れ戻し、絶え間なく思い出させてくれます。イエスが言ったよ
うに、「私を離れては、あなたは何もすることができないのです。」あなたは何もできません。だから、この「と
げ」が何であれ..ところで、それはとても強烈であったに違いありません。なぜなら、パウロはそれを絶えず彼
をひどく苦しめる「サタンの使い」として描写しているからです。彼を苦しめたんです！　彼はいつも苦しめら
れていたんです。それが彼のうちに生み出したのは…神がいかにパウロを用いることができたかという点で、そ
れは「かなめ」であったとまでも、言わせてもらいます。言い換えれば、あの「とげ」がなかったら、神がパ
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ウロを、これほど強力なかたちで用いることができていたかどうかは疑問です。 
私は、チャールズ・スポルジョンのことを思います。彼は肉体的には重度の痛風に苦しみ、精神的にも精神疾患
や重度のうつ病を患い、大きな苦しみを受けていました。そのために、彼の息子は..聞いてください、これは非
常に興味深いです。彼の息子は、スポルジョンの偉大な説教を、彼の大いなる苦しみに帰しました。つまり、
あの「とげ」がなかったら、偉大な使徒パウロは存在しなかったでしょう。大いなる苦しみがなかったら、偉
大な説教はなかったでしょう。彼[息子]は、こう言っています。「父のように、無尽蔵の多様性と、機知に富ん
だ知恵をもって説教できる人は、誰もいなかった。」スポルジョンには、すばらしいユーモアのセンスがあっ
たと言われています。実際、彼の説教にはとても…ユーモアがあふれていました。こういう話があります。説教
の後に、ある女性が彼に近づいて、彼のユーモアについて質問をしました。彼は彼女に、こう返答しました。「親
愛なる姉妹よ、私はどれほどユーモアを控えていることか。」彼にはそのような機知がありました。彼の息子
は続けて言います。「....精力的な宣教、愛に満ちた懇願、明晰な教え、その他多くの資質を備えていて、」
「少なくとも私の考えでは、父は説教者の王子と見なされなければならない。」 
私の蔵書にはチャールズ・スポルジョンの著書があります。それは、実際には、どちらかというと伝道者向けの
本です。私は、最低でも月一回はそれを読まなければならず、時にはもっと頻繁に読んでいます。この本を書い
たのは、この杯を味わった人物で、とげを持ち、苦しめられ、大いに苦しむことがどんなことかをよく知って
いる人間です。しかし、彼はまた、先人、使徒パウロのように、それがなかったら、神には許可がなかっただ
ろう、ということを受け入れて、理解していました。そのような言い方をしたくはないのですが、もっと良い
言い方がないので....。この苦しみがなかったら、神は彼を用いるための許可を持っておられなかったでしょ
う。ここで、スポルジョンが自らの重度のうつ病に関して言った言葉を引用します。彼は体調を崩し、精神的に
も落ち込んで、一度に三ヶ月間も説教壇に姿を見せないことがあったと言われています。それはとても暗く、と
ても深刻になるのでした。引用します。 
「鬱病の発作は大抵の人を襲う。」「陽気であっても、私たちは時には落ち込まなければならない。」 
「強い者は、常に精力的であるとは限らないし、賢い者は、常に準備ができているとは限らない。」 
「勇敢な者は、常に勇気があるとは限らないし、陽気な者は、常に幸せであるとは限らない。」 
「荒波が何の損傷も与えないように見える鉄の男がちらほらといるかもしれない。」 
「しかし、錆は間違い無く、彼らさえも腐食する。」 
「そして、平凡な人については主がご存知で、」 
「彼らが塵に過ぎないことを彼らに知らしめる。」 

さて、ここで4番目に入ります。それは、他の人を慰めるために、独特に、私たちを位置づけることです。私た
ちには、誰かの人生に口を挟む権利が生じない、と思います。彼らが直面していることを自分が経験するまで
は....娘のノエルが亡くなったときのことをよく思い出します。辛くて、辛くて、苦しくて、..私たちが経験した
中で、最も辛くて、本当に辛かったことの一つです。当時..私は、第二コリント第１章のことを知ってはいまし
た。3節から7節を読みます。このくだりを知ってはいましたが、実際にそれを経験してはいませんでした。そし
て、神の驚くべき恵みと、慰めと憐れみと癒しを受ける者となるまでは、私は、子供たちを失った多くの人々に
奉仕することはできなかったでしょう。彼らに何と言えばいいのでしょう？どうやって彼らの人生に語りか
け、励ましてあげればいいのでしょうか？と言うのも、彼らが経験していることを私は経験したことがないから
です。パウロの言うことを聞いてください。 
第二コリント第１章 
3 私たちの主イエス・キリストの父である神、あわれみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神がほめたたえられます
ように。 
4 神は、どのような苦しみのときにも、私たちを慰めてくださいます。それで私たちも、自分たちが神から受け
る慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。 
5  私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。 
6 私たちが苦しみにあうとすれば、それはあなたがたの慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれ
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ば、それもあなたがたの慰めのためです。その慰めは、（ここが重要です）私たちが受けているのと同じ苦難
に耐え抜く力を、あなたがたに与えてくれます。 
7 私たちがあなたがたについて抱いている望みは揺るぎません。なぜなら、あなたがたが私たちと苦しみをとも
にしているように、慰めもともにしていることを、私たちは知っているからです。 

神は時に、試練、嵐、苦悩をお許しになることがありますが、それは神が、私たちのために準備してくださっ
ているもののために、私たちを整えておられるからです。つまり、私たちが将来に、奉仕し、励まし、慰める人
のためです。その同じ試練を経験した時に、私たち自身が受けたような慰めをもって。 

さて、これが最後の目的につながります。　最後ですが、重要なものです。今夜の残りの時間をこのことに費や
したいと思います。なぜなら、私にしてみれば、これが....このように言わせてください。この危機が全能の神
の御手によって許された最大の理由であると私が信じているものです。愛なる神が、これを許されたのです。私
はそれが、このような時における、主要な理由の一つだと思っています。 
それは私たちに指し示すため、もっと良い言い方をすれば、天で待っている栄光に向かって、私たちを向き直
させるためです。私の人生において、試練が私に教えてくれたことは、天国で過ごす一秒は、地上での苦しみの
一生よりも、限りなく多くの価値があるということです。比べるにも値しません。この人生の試練、この人生
の嵐は、待ち受けている栄光と、同じスケールで比較するにも値しません。私の信じるところであり、私自身
の経験でもあるのは、神はしばしば、嵐や危機、苦悩、苦難を許されることがありますが、それは、この世と、
この世の物事をどんどんきつく握っていく私たちの手を緩めさせるためです。栄光のうちに私たちを待っている
もののために、私たちを準備させ、安定させるためにです。先ほども言いましたが、重要なことは、この地上
での苦しみが無かったら、私たちは天国の栄光を楽しみにしないでしょう。地上で物事がうまくいっていると
き....天国は...それほど...　　どういう風に言えばいいのでしょう...私たちは、ここ地上での状況が困難なときほ
どには、天国を望みません。地上で物事がうまくいっているときは、天国ということになると、切迫性がない
のです。私はあの讃美歌を思い出します。昔からある不朽の有名な讃美歌『目をあげて主のみ顔を』賛美歌にあ
るように、「目をイエスに向け　そのみ顔見れば（私はこれが好きです...）」「栄光と恵みは照り　地のものは
消え去る」 
ローマ人への手紙第8章。私はこの章が大好きです。何度も言っていますが、あなたがもし神の愛を疑うことが
あれば、神があなたのために持っている計画を疑うなら、この章、ローマ人への手紙第８章を時間をかけて読
む必要があります。特に、敵があなたの人生の中に罪悪感と非難の基盤を構築していて、彼が絶えずあなたを非
難し、神と神の愛からあなたを遠ざけているのであれば、なおさらです。 
ローマ人への手紙8章1節は、初っ端から始まります。パウロは御霊によって言います。 
ローマ人への手紙8章 
1 こういうわけで、今や、キリスト・イエスにある者が罪に定められることは決してありません。 
もう罪悪感はなく、非難もありません。彼はあなたをとても愛しています! 何も、誰も、あなたを神の愛から引
き離すことはできません。高さも、深さも、御使いも、支配者も、暗闇の力も、どんな被造物も.... 
どんな物も、神の愛からあなたを引き離すことはできません。そして、もちろんあの有名な聖句、ローマ人へ
の手紙8章28節。パウロは言います。 
ローマ人への手紙8章28節 
すべてのことがともに働いて益となることを、私たちは知っています。 
この危機の中で、非常に明らかになってきたことの一つは、どう考えても、本当に、本当に悪いことから、神
が多くの良いことを引き出しているということです。ですから、パウロは16節でこう言っています。聞いてくだ
さい。 
ローマ人への手紙8章 
16 御霊自身が(聖霊のことです)私たちの霊とともに、私たちが神の子どもであることを証ししてくださいま
す。子どもであるなら、相続人でもあります。 
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あなたは自分が相続人であることを知っていましたか? 
...神の相続人であり、キリストとともに共同相続人なのです。 
「...私たちはキリストと、栄光をともに受けるために」聞いて下さいね。いいですか。 
「苦難をともにしているのですから、…」 
そして、18節でこのように言っています。 
私は考えます。私はこれを調整し、調査し、これを結論づけました。パウロさん、どう結論づけたのですか？ 
18  今の時の苦難は、やがて私たちに啓示される栄光に比べれば、取るに足りないと私は考えます。 
再び、第二コリントです。私たちが第二コリント人への手紙を読んだ時のことを覚えていますか？私たちとあの
書を一緒に学んだ皆さん...なんとすごい書、なんという手紙でしょう！第4章7～12節にパウロは書いていま
す。 
第二コリント人への手紙第4章 
7 私たちは、この宝を土の器の中に入れています。それは、この測り知れない力が神のものであって、私たちか
ら出たものではないことが明らかになるためです。 
そして、8節です。 
8 私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることは
ありません。 
9  迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。 
あなたはパウロがここに列挙しているようなことをかなり感じているかもしれませんね。ストレスがたまって、
苦しめられ、窮し、迫害され、見捨てられ、倒され...しかし、神は...あなたは苦しめられるかもしれませんが、
窮しません。神はそれを許されません。途方に暮れても、行き詰まりません。神はそれを許されません。迫害
されても、見捨てられません。神はそれを許されません。倒されても、滅びません。神はそれを許されませ
ん。神が最終決定をされます。もう一度、このヨブ記の話に戻ります。 
神がサタンに一定のことしか許可しないというのは、とても興味深いことです。神が最初に許可しないかぎ
り、サタンはヨブに対しては何もできなかったのです。さて、これはあなたの背筋を震わせるかもしれません
が、なぜなら、ご存知のように、ヨブ記の第一章では、サタンはそこにいて、明らかに神の王座に近づくこと
ができます。そして神は、「何をしているんだ？」と聞きます。サタンは「私は地上を歩き回って調べていただ
けです。」と答えます。神は、「おまえは、わたしのしもべヨブに心を留めたか？」と聞きました。サタンは、
「はい、見ましたよ」と答えます。「彼は本当に正しい人間だろう？」「ええ、そうですね。」「彼のような
人間はいない。」「そのとおり。」その時にサタンが言うんです。「そんなの当然ですよ。」「あなたが彼を祝
福しているんですから。」「少しヨブにちょっかいを出させてくれれば、」 
「彼はあなたを呪うに違いない。」神は….「いいだろう。」神はサタンに言います。 
「あなたにできるのは次のことだ。」「しかし、それだけだ。」 

さて、ここからが本題です。神は、敵が私たちに何かをすることを決して許されません。最終的に、それが私た
ちの益となり、神の栄光のためにならない限りは。ヨブ記がどのように終わるか、ヨブにとってどんな終わり
方をするか知っていますね？　最後は、神の栄光のため、そしてヨブの益となるためだったのです。それがどん
なにおぞましく、どんなに困難なことであったとしても、それは神の栄光と、ヨブの益のためであり、それは、
私とみなさんにも当てはまることです。神は、苦難、困難、危機が起こることを許容しますが、最終的には、
それは私たちの益と、そして神の栄光になるのです。 

締めくくりに、最後に私がお話ししたい聖句は、やはり第二コリントのものです。この聖句で終わりにしたい
と思ったのには理由があります。コリント人への手紙第二4章16～18節です。パウロが言います。問題の結論、
とでも言うことができると思います。 

コリント人への手紙第二4章 
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16 ですから、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていま
す。 
そして、彼は次にこう言っていますが、私はこれに異議を唱えます。「私たちの一時の軽い苦難は、」 
一時の軽い苦難？？　マジで?　一時の軽い苦難?　　そうです。 
17 私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べものにならないほど重い永遠の栄光を、私たちにもたらすので
す。 
18 だから、私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見え
ないものは永遠に続くからです。」 
繰り返します。イエスに目を向けてください。(目を上げて　主のみ顔を）そうすれば、目に見えるこの現世の
ものが不思議とぼんやりしてくるからです。この危機が何かを達成し、何かを成し遂げているとしたら、それは
次のことです。それは、人生のはかなさ、堕落した世界の現実、そして、永遠の世界のリアリティーを露わにし
ました。祈りましょう。 

天のお父様、感謝します。あなたの真理の御言葉に感謝しきれません。あなたのいつくしみ深さ、あなたの
愛、あなたの性質、あなたのご本質。主よ、私はまたしてもこの危機にさえも感謝しています。それは…これ
は...良い状況には見えません。これからの数週間、数ヶ月...その余波...その影響...基本的に世界経済全体を
シャットダウンしたことによる影響...多くの人が仕事も無く、生計も立たず、恐怖に縛られた生活をしていま
す。私はそれを軽視するつもりはありません。しかし、私はあなたに感謝しています。なぜなら、あなたは本当
に慈しみ深く、あなただけができる方法で、そして今もしておられるように、この危機から、多くの素晴らしい
ことをもたらしているからです。それがあなたに感謝したいものです。私は、視てくれている人の中で、本当に
苦労している人、傷ついている人のことを感謝したいです。なぜなら、私は知っているからです。あなたが彼ら
に、ご自身を顕すことができることを。改めて、新たに、....この危機の以前には、そうすることができなかっ
たかもしれないようなかたちで。彼らが、本当にあなたがどういうお方かを見ることができるように。神であ
るあなたを....あなたが、どれほど真実なお方であるかを...主よ、ありがとうございます。すべてのことを働かせ
て、益としてくださることに感謝します。主よ、このことがもたらした影響に感謝します。イエスの御名によっ
て。アーメン。アーメン。 

神の祝福がありますように。 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
メッセージbyJDFarag牧師カルバリーチャペルカネオヘ 
http://www.calvarychapelkaneohe.com/ 
CalvaryChapelKaneohe47-525KamehamehaHwy.Kaneohe,Hawaii筆記hukuinn7

『なぜ神は、このすべてを許されているのか？』2020.04.30       /9 9


