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「心配しないで！」（新約聖書：ピリピ人への手紙4章6節～8節）2020.05.21
https://www.youtube.com/watch？ v=lvz5RCdCP2g

『心配しないで！』こんばんは、私たちの週半ばの聖書の学びへようこそ。今夜、私は皆さんと『心配』につ
いて話したいと思います。具体的には、心配と不安の両方に関し、その聖書的な答えと、解決策についてです。
私は過去に、この心配に関する領域での私自身の気質について、何度もお話ししました。
また、長年にわたって、神が私の人生の中でいかに力強く働いてくださったか。私は次のように告白しなけれ
ば、良く言っても率直さに欠け、悪く言えば不誠実になるでしょう。私はこの分野で勝利を得ている一方、ま
だ、心配と恐怖の両方と格闘する時があるということです。しかし、今は、私はどうすべきかを知っています。
そして、それが今夜、私が皆さんにお話ししたいことです。そのために、聖書のピリピ4章を開いていただきた
いと思います。６節から8節を読みたいと思います。6節と7節を詳しく見ていくことにしますが、6節から8節を
読みたいと思います。使徒パウロは、ピリピにある教会に手紙を書いています。

ピリピ4章
6何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神
に知っていただきなさい。
7そうすれば、すべての理解を越えた神の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって守ってく
れます。
8最後に、兄弟たち。すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛
すべきこと、すべて評判の良いこと、また、何か徳とされることや称賛に値することがあれば、そのようなこ
とに心を留めなさい。

ピリピのこの箇所は、実際に私にとって、長年にわたって本当に私が、この心配と不安という分野で、勝利し
続けることが出来ている方法です。私が今夜したいと思っていることは、まず、心配の深刻さをお話し、その
後、心配に対する聖書的な解決策を示す事です。その理由は、放置しておくと、心配は私たちの健康に深刻な
損傷を引き起こす傾向があるからです。特に、私たちが今置かれているような危機の時には。心配はストレスを
引き起こし、それが更に免疫系、消化器系、心臓、さらには精神的健康にもダメージを与えます。私の書斎に
一冊の本があって、それはとても古い本なのですが、私はそれを棚から出し、ほこりを吹き払って、最近読み
直しました。アーチボルド・ハート博士の『アドレナリンとストレスの隠された繋がり』です。その中で、彼は
ストレス、不安、心配が身体の様々な部分に及ぼす影響を要約しています。脳から始めます。全般性パニック、
不安症、偏頭痛。心臓：頻拍、結滞、血圧の上昇、動悸、胸骨の軽度の痛み。これを読んでいるだけでも、私
の心臓の鼓動が少し速まってきました。
高血圧から来るめまい、立ち眩み、動悸。胃腸：不安や心配やストレスの影響は次の通りです。全般的な胃部
不快感、吐き気、胃酸過多、胸やけ、何らかの大腸炎、消化不良と胃もたれ。私が思うに、私たちが心配する
なと命じられている主な理由の1つは…なお、私たちは心配しないように命じられています。実際、パウロがこ
れを書いた際、二重否定で書いていて、それは実際には命令です。「心配してはいけない。」それはこういう考
えです。「心配してはいけない。」「何事も心配するな。」それほど、強い語気なのです。そして、それには理
由があります。それは不安や心配となる時に、その背後にある理由です。私が本当に信じていて、自分自身の人
生でも経験したことは、私たちが心配したり、不安に心を奪われないように命じられている主な理由の1つは、
それが私たちに与えるダメージのためです。感情面、肉体面、心理面、精神面、さらには霊的な面でも。神は私
たちをとても愛しておられます。神は私たちが、必ず伴う痛ましいツケに不必要に苦しむ事を望まれません。
このために、私たちには、心配や不安の問題に対し言わば聖書的な処方箋があるのです。第一ペテロ5章7節
で、使徒ペテロはこう書いています。

「あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい。神があなたがたのことを心配してくださるからで
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す。」（1ペテロ5:7）
これは、こういう考え方です。あなたは、この大きな重荷を負って、その重みで圧迫されている。それはあなた
の心に重くのしかかっている。あなたはそれについて考えるのを止めることが出来ない。あなたはその心配を止
めることが出来ない。ペテロはこう言ってます。それを降ろし、捨て去って、神に渡しなさいと。なぜでしょう
か。なぜなら、神はあなたを大事に思われるから。彼はあなたをとても愛しているから。彼はあなたに…地上
における親の立場から、考えてみて下さい。子供たちが重い荷を負っているのを見ると、私たちはどう感じま
すか？ 　子供たちが苦労したり、悲しんだり、不安であったり、心配したり、落ち込んでいるのを見ると、私
たちの心は引き裂かれます。親は、子供が悲しんでいるのを見る以上に辛い事はないと言われていますが、それ
は本当に真実です。ましてや、私たちの天の父にとっては、どれほどでしょうか？ 　極端な単純化のように聞
こえるかもしれませんが、お許しください。しかし、祈りはすべての心配に対する治療法です。これは基本的に
使徒パウロと使徒ペテロが両者ともに言っていることです。言い換えれば、私たちがすべてについて祈り、主に
すべてをゆだね、そして、あらゆる事を神に感謝するなら、その結果、私たちは何事も心配しなくなるでしょう。
すべてについて祈り、あらゆることを神に感謝する。そうすれば、あなたは何も心配をしなくなる。神は、彼
だけができる方法で、不安を平安に置き換えて下さいます。それは平和の神からの、神の平安である、とパウロ
は言います。神はそれを、人間の理解を超える平安に置き換えて下さいます。ある翻訳の表現では、それが私た
ちの心と思いをキリスト・イエスにあって保つ、とあります。何年も前に、私は航空業界の草分け時代の話を聞
きました。世界一周飛行をしていたパイロットの話です。彼が離陸場から発って、約２時間後のこと、飛行機の
中から、ある雑音が聞こえて来て、彼には、それが大型ネズミのかじる音だと分かりました。彼は、飛行機が
地上にいた間に、大型ネズミが潜り込んでしまった事に気づきました。彼に分かっていたのは、そのネズミが
飛行機の重要なケーブルやコントロール装置をかじっているかもしれない事でした。彼は心配でもあり、不安
でもありました。当然のことです。最初、彼はどうしていいか分かりませんでした。彼が離陸したのは2時間前
のことです。そして、次の着陸地点まで2時間以上あります。そして彼は、ネズミがげっ歯動物であることを思
い出しました。それは、高い所で生きるようには創られていません。ネズミは地表面、さらには地下で生きる
べく創られています。そこで、パイロットは上昇し始めました。彼は1,000フィート昇り、さらに1,000フィー
ト、そしてさらに1,000フィート…彼が20,000フィート以上昇った時、かじる音は止まったのです。ネズミは死
にました。ネズミはこの標高の大気中では、生き残ることが出来ませんでした。2時間以上経ってから、パイ
ロットは無事に飛行機を次の地点に着陸させました。そして、案の定、彼が見つけたのは、死んだネズミでし
た。
皆さんはおそらく、私がこの話から何を言いたいのか、すでにお分かりでしょうが、ここが要点です。心配と
いうネズミがあなたを殺す前に、心配というネズミを殺す。どうやって？ すべての心配を、「祈りの大気圏」
に持って行くことによってです。そこでは、心配のネズミは生き残れません。先週、長々とお話しした事です
が、次のことを理解することが重要です。「祈りとは何か？ 」「祈りとはどういうものではないか？ 」と言っ
た方が良いかもしれません。祈りとは何ですか？ 　祈りとは、ただ主に語ることなのです。それが祈りです。
私たちは神に話しかけ、神も私たちに語り返されます。彼は御言葉を通して私たちに話しかけます。...それは、
何と言うか…まあ、これは私が今まで聞いた中で一番良い描写ですので、これを使いましょう。祈りとは、ま
るで電話のようです。私たちが電話に向かって話す。それが祈りです。その電話や携帯電話にはイヤホンがあっ
て、それが私たちが聞く所であり、神が私たちに語られるのです。祈りは、独白というよりは対話です。それは
あなたと主との、絶え間ない意識的な交わりです。
絶えず、いつも、一日中、ただ主に話しかけることです。神にすべてを述べて、具体的な願いをもって、御座に
願い求めます。そして、具体的な願いだけでなく、感謝の心と感謝の姿勢をもって。これこそが、敵が手を尽く
し、手段を選ばず、クリスチャンを祈りから遠ざけようとする理由です。その理由は、敵は、祈りが決め手であ
ることを知っているから。
私は何年も前に、もう一つ素晴らしい説明を聞きました。それは、喧嘩にたとえられます。2人の対戦相手がい
て、その戦いは大体において、ほぼ互角です。その競技場は言わば、ほぼ平等です。一方がナイフを取り出すま
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では。さあ、それですべてが変わります。なぜか？ 　なぜなら、そのナイフが決め手だからです。そこで、対
戦相手は今、そのナイフに焦点を当てています。そして相手の手から、そのナイフを奪おうとします。なぜ
か？ なぜなら、彼はそのナイフが決め手であることを知っているからです。それは祈りというナイフです。祈
りは決定的要素であり、敵は、クリスチャンの人生から祈りというナイフを取り除くために、できる限りのこ
とをします。
祈りは祈り手を変えます。言葉遊びではありません。私たちは「祈りが状況を変える」と言います。実際には、
祈りは祈り手、祈っている人を変えます。私たちの中で起こる変革に相対して。私たちが願いを神に知らせる
時…神はそのように意図されたのです。言ってみるなら、神は私たちをそのように創られたのです。このため
に...　私にはとても興味深くて、何だか面白いなと思うのは、宗教とは関係ない研究において、ある種の瞑想に
は、物理的、感情的、精神的な利点があると言われることです。私は…「え、何？！」それは聖書に書かれて
います！生理学的、神経学的な変化が起こるのです。それは神から与えられたもので、神は私たちをそのよう
に創ったのです。だからこそ、私たちが祈るとき、平安があり、落ち着きがあるのです。平和の神からの、神の
平安が。

さて、私たちは祈るときに、神に情報提供しているのではありません。代わりに、私たちが祈るとき、私たち
は神に倣う者とされていくのです。
だからと言って、主に本音を打ち明けることに何ら問題があるわけではありません。神がご存知ないわけでは
ありません。時には、私たちは、何が起こったのか神に分かっていないかのように祈ります。
だから、こう言います。「主よ！あのですね…」主は知っておられたんです。時には、あなたの本音を打ち明け
て、主に泣き叫んでもいいんです。私たちが祈るとき、私たちは自分の危機を神のレンズを通して見るのです。
危機というレンズを通して神を見る代わりに。私は率直に告白せねばならないのですが、私は幾度か、この危
機的状況にやられてしまって、私は聖霊に、言わば、突っついてもらう必要がありました。聖霊のあのかすかな
細い声で。私があまりにも、今起こっている事に注目し過ぎているのを思い知らせてくれました。私は焦点
を、別の方向に向け直す必要がある、と。なぜなら、私たちが危機のレンズを通して神を見ると、危機が大き
くなり、神は小さくなってしまいます。逆に、神のレンズを通して危機を見ると、私たちの危機は小さくなり、
神が大きくなります。祈りが、状況に対する私たちの見方を変えるのに加え、祈りはまた、私たちに過去の状
況を思い出させる効果もあります。「何でも思いつく限りの事を神に感謝する」と言ったパウロの真意はこれ
だと思います。事実、「感謝する」という言葉は、「考える」という言葉から来ていて、言わせてもらえば、そ
れはまた意図的なものです。なぜなら、過去に経験した危機的状況のことを全て振り返って考えるという、こ
のプロセスが…あなたが困難な状況にあって、大きなストレスを受け、とても不安で、非常に心配している時、
神だけが神だけに出来るかたちで、常に誠実にそうして下さる通りに、あなたを助け出して下さいました。私
は、時にはあなたに出来る最善のことは、過去のその様な時について考えることだと考えます。神は….ギリギ
リの時もありますが、いつも誠実に助け出してくれました。そして、過去のそのような時のことを神に感謝し、
それを現在の状況や危機に重ね合わせるのです。私はダビデのことを思います。神がライオンと熊から彼を護っ
て下さったことを思い出すと、この無割礼のペリシテ人は、全く問題にはなりませんでした。なぜか？ 過去に
神がしてくれた事のためです。私はいつも、ダビデのあの場面のことを考えます。ちなみに、ダビデはあの時ま
だとても年若かったんです。彼は戦場に姿を現します。父親が彼を戦場に送ります。ダビデの兄が3人そこにい
たからで、最年長はエリアブでした。その兄弟関係は非常に面白いものでした。私は、エリアブは末弟に対す
る腹立たしさと恨みを心に抱いていたのだと確信しています。ダビデは八人息子の末っ子でした。彼が、イスラ
エルの王となるべく油を注がれた人物だったからです。それは、その時代のその文化に、あらゆる面で逆らう
事でした。その時代には、いつも長男が跡取りと決まっていました。エリアブは確実に「本命候補」でした。
サムエルがエッサイの家に来たとき、エリアブが油注がれる者のはずでした。しかし、そうなりませんでした。
そこで、ダビデが戦場に現れ、そこに兄弟三人、エリアブがいます。ダビデに「お前はここで何をしているんだ」
と言うのはエリアブです。「お父さんに言われて来たんだ。」「早く家に帰れ！このチビ助！」エリアブは、
とても軽蔑的で否定的で、ダビデを見下しています。私はラクダにとまったハエになって、このやり取りを聞い
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てみたかったです。ダビデはそこで、この無割礼のペリシテ人が神の名を冒涜しているのを一回だけ聞きまし
た。それは容認できませんでした。彼にすれば、一回聞くだけで十分でした。彼の兄弟やイスラエルの軍隊、
さらに悪いことに、イスラエルの王サウルは、四十日四十夜それを聞いていました。
ダビデはそれを、一度だけ耳にします。そして言います。「これは放っておけない、私があいつと戦う！」それ
で、彼らはダビデをサウルの前に連れて行きます。サウル王は説得して思いとどまらせようとします。ダビデは
サウル王に言います。「王様、まことに失礼ながら…」ダビデは、非常に礼儀正しかったに違いありません。
彼は言います。「お聞きください。神は過去に、私の手に熊を引き渡され、私の手にライオンを引き渡されま
した。」「この無割礼のペリシテ人などは、無に等しいです。」そして、彼は打ち負かしました...とても興味深
いんですが、ダビデは、彼のことを一度も「ゴリアテ」とは呼びません。彼がゴリアテと呼ばない理由は、「ゴ
リアテ」がチャンピオンという意味だからだと思います。ダビデは、彼のことを「神の名を冒涜する無割礼の
ペリシテ人」としか呼びません。

繰り返しますが、過去の戦いを思い出すのは、私たちにとって、とても健全なことだと思います。それらの過
去の心配事、そして、神がいかに誠実にあなたを救って下さったかを...祈りが私たちを変える方法が、もう一つ
あります。それは祈るという行為自体の結果として生じる平安と関係しています。唯ただ心を静かにして、心を
落ち着けて、神に向かって叫ぶ。それは詩篇の中に見られます。私たちはこれについて、よく、特に詩篇の学び
の中で話しています。詩篇の作者...　通常はダビデですが、実際には、他の詩篇作者も同様です。彼らは初めの
うちは、神に向かって叫んでいます。どんな危機だとしても、それはすごく酷くて、彼らは眠ることができない
ほどです。彼らはいつも泣いています。彼らは神に叫びながら、涙でベッドを濡らしています。そして、その詩
が終わる頃には、神に叫んでいた彼らは、神を賛美しています。しかし、ここが要点です。状況は何も変わって
いません。危機はまだ続いています。状況は変わっていません。彼らが変わったのです。私たちの心と思いを守
る平安は、理解によって得られるものではありません。どうか理解して下さい。パウロが人間の理解を超えた
平安だと言っているのは...　時には、私たちは理解をする時に、安心することができます。「ああ、分かりまし
た。　これで安心できます。」パウロが言っているのはそういう事ではないのです。これは、理解から得られる
平安ではありません。それは、平安の神からの神の平安で、理解できていなくても得られるものなのです。こ
れは多分、オンラインで見ているどなたかの為の言葉だと思います。特に、今の世界で私たちが置かれている
状況に関連して。これは、よく知られた箴言ですが、箴言3章5節、6節は、よく歌われ、引用され、暗記される
ものです。そこに織り込まれているものに注目して欲しいのです。5節は、

箴言3章
5心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りに頼るな。
6あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。　主があなたの進む道をまっすぐにされる。

「神が解決して下さる」という概念です。しかし、3つの前提条件があることに注意してください。ピリピ人へ
の手紙4章でパウロが言っている事と似ていますね。この3つの前提条件。もし、あなたがすべての事を祈り、
あらゆる場合に神に感謝し、何事も思い煩わないなら、そうすれば、つまり、その3つの前提条件が満たされた
ら、そうすれば神が、この平安を与えてくれます。理解から来るものではなく、理解をよそに、理解を超えたも
のとしてです。その様な平安が与えられるのです。

さて、ここには同様の型板のごときものがあります。3つの前提条件です。第一に、主に依り頼む。第二に、自
分の理解(悟り)に頼らない。そして第三に、すべての道で主に服従する、或いは、主を認める。それは祈りその
ものです。神のもとに行き、すべての道であなたの悩みを全て委ね、すべての祈りを神に捧げるのです。その三
本柱の前提条件が満たされたとき、神はそれを解決して下さるのです。しかし、問題があります。パウロが言う
ように、すべてについて祈り、何でも神に感謝すれば、私たちは何も心配しなくて済む。我々はそれを逆にして
います。私たちは神に何も感謝せず、私たちは何事についても祈らず、何でも心配します。ここでも同じことが
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言えます。面白いです。「自分の理解に頼るな。すべての道で主を認めよ。」私が主のもとに行き、主を認め、
主に頼り、主に従うのはいつでしょうか。私が理解できない時ではありませんか？ 　どうしたらいいか分から
ない。私はヨシャファテのことを思います。先週も少し彼のことを話しました。第二歴代誌20章。彼はただ神
に向かって叫びます。どうにもならない状況でした。その祈りの中で彼は、適切なことをすべて言っているので
す。主よ、これはどうにもなりません。私たちには理解できません。私たちは何をすべきか分かりませんが、
私たちの目はあなたに注がれています。神はそれを聞くだけでいいのです。
こんな言い方をしていいでしょうか...　私はこのように考えます。神は、それに抗うことはできません。私たち
がそこに行きつく時…私たちが自分の限界に達して、降参する時…「主よ、私には理解できません」「どうし
たらいいか分かりません。」「これはどうにもなりません。」「私はあなたに頼ります。あなたに叫んでいま
す。」「私は、心からあなたに依り頼んでいます。」私たちがそうする時、主がそれに抵抗できるとは思えませ
ん。主は駆け付けて、解決して下さる。
パウロが、新約聖書の原語であるギリシャ語で「不安」や「心配」の意味で使っている言葉は、実際には2つの
単語を合わせたものです。単語の最初の部分は、”引き裂かれた”、または”分離された”、または”分割”を意味し
ます。そして、原文にある語の後半部分は、「心(思い)」を意味する語になっています。言い換えれば、不安に
なったり心配したりするのは、文字通り、思考が分裂しているという事です。
あるいは、ヤコブの言うように、二心であるとも言えます。ヤコブの手紙第一章、5節から8節を読みます。
「あなたがたのうちに、知恵に欠けている人がいるなら、」
あなたには理解できません。主よ、私には知恵が必要です！私は何をすべきかを知らねばなりません。
私はあなたを信頼します！私はあなたに叫んでいます！私はあなたに私の悩みをすべて委ねます！

ヤコブの手紙第一章
5あなたがたのうちに、知恵に欠けている人がいるなら、その人は、だれにでも惜しみなく、とがめることなく
与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。
6ただし、少しも疑わずに、信じて求めなさい。なぜなら、疑う人は、風に吹かれて揺れ動く、海の大波のよう
です。
7その人は、主から何かをいただけると思ってはなりません。
8そういう人は二心を抱く者で、歩む道すべてにおいて心が定まっていないからです。

こんな感じです。あなたは行ったり来たり、ああ、どうしようかな？ 私はどうすればいいの？ どうすればいい
んだろう？ それは引き裂かれた心、分裂した心、二心です。もし私が、クリスチャンである私たちが決して心
配すべきでない理由のうち、主なものは何だと思うかと尋ねられたら、それは、心配しても、全く何も達成さ
れないという事でしょう。このようなことを聞いたことがあります。心配して過ごす１分間は、無駄な１分間
だ。ある人が的確に言ったように、心配は揺り椅子のようなものです。行ったり来たりはするが、どこにも辿
り着けない。それだけでも十分に悪いと思いますが、心配しても何にもならないだけでなく、私たちが心配し
ていることの大半は実際には実現しないのです。ジョセフ・ゴーウェイ博士が行った興味深い研究があります。
（名前を正しく発音できているでしょうか....）私たちが想像する災難のうち、実現しないものがどれくらいあ
るかについて調査したものです。その中で被験者は、長期間にわたって彼らの心配事を書き留めるように求め
られ、そして、彼らの想像上の不幸のうち、実現しなかったものを特定するよう求められました。その結果、
被験者が心配した事の85％は起こらなかったことが判明しました。85％です。心配性の皆さん、(自覚してらっ
しゃるでしょうが)「残りの15%は？ 」と思ってますね。尋ねてくれてありがとう。この研究で判ったことは以
下の通りです。実現した15％のうち、79％の被験者に分かったことは、自分が予想していたよりも上手く困難
に対処できた事、または、その困難によって、価値のある教訓を教えられたことです。と言うことは、あなた
が心配する事の97％は、恐怖心が、誇張と誤解によってあなたを痛めつけているのに過ぎないのです。
私が思うに、この臆病の霊こそが、まさに、特にこのような時に、サタンがしようとする事です。心の中の不
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安や恐ろしい考えで私たちを苦しめるために。サタンは私たちの心を読むことは出来ませんが、私たち心の中
に思いを入れることは出来ます。彼が私たちの心にその恐ろしい思いや不安を植え付け、それが柔らかな土壌
と相まって、私たちがそれを受け入れ始め、それが発芽し、芽を伸ばし、成長していくと、やがてそれは、苦
い実を結んで終わります。しかし、神は…しかし、

テモテ人への手紙第二1章
7神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。

ちなみに原語には「規律ある心」という概念が込められています。そうすると、ちょっと色合いが変わってきま
す。なぜならそれは、私たちが心を律する必要がある事を示唆しているからです。私たちが子供を躾けるよう
に、私たちも思いを律する必要があります。だから、そういう思いが出てきて、私たちがそれに苦しめられ、
それが原因で不安になり、それを恐れて、その事で行ったり来たりしているなら、私たちは自分の思いを服従
させ、自分の思いを律する必要があります。信仰は恐怖のアンチテーゼです。ある人が言ったように、信仰の錨
を持って生きなければ不安の海を漂うことになる。問題は、「どうやって？ 」というものになります。以下は
主が、私自身の恐れ、不安や心配に対する私自身の葛藤について、私に教えて下さったことです。それは、恐怖
心を信仰に置き換えねばならない、ということでした。そのための非常に実践的な方法があり、ローマ人への
手紙10章17節に記されてます。聞いて下さい。

ローマ人への手紙10章
17ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことは、キリストについてのことばを通して実現するので
す。

言い換えれば、信仰が、神の言葉を聞くことによってもたらされるのであれば、問題はこうなります。恐怖や
心配が湧いてくるのは、敵の言葉を聞くことによる、と言うのが理にかなっていないでしょうか？ 　もう一度
別の言い方をします。神の言葉を聞けば聞くほど信仰が深まります。逆に言えば、敵の言葉を聞けば聞くほど、
恐怖が増します。信仰はあちらから来て、恐怖はこちらから来る。私たちが大きな過ちを犯し、危険を冒すの
は、このような理由からです。私たちの心が律せられていなく、心にどんな考えも許してしまう時に。何が皮肉
な事かと言うと…どう言えばいいんだろう…健康オタクの方.......そんな言い方をするべきではないのでしょう
が....私は、みなさんを大変尊敬してますよ。妻がそうなので、感謝の気持ちでいっぱいなのですが....誰かが健
康に気を配って、体に入ってくる食べ物に気をつけないと...と言うのも、私たちは労を厭わず、身体の中に入っ
て来る物については、とても注意しています。しかし、私たちの心に入って来るものに対しては、少しも気にし
ません。つまり、身体的な健康に関しては、私たちはとても注意しています。でも、私たちの精神上の健康はど
うでしょうか？  私たちの心は、どうなのでしょうか？ 　コリント人への手紙第二10章5節で使徒パウロが書い
ている言葉です。

コリント人への手紙第二10章
5私たちは様々な議論と、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒して、また（よく聞いて！）、すべ
てのはかりごとを取り押さえて、キリストに服従させます。

あまりダサくならないといいのですが......以下が私の見方であり、自分の経験から、こう言います。さあ、ある
思いが浮かびます。サタンはあなたに、ある思いを植え付けます。「もしも…」もし、彼らがあなたの家に来
て、あなたに検査を強要したら？ さらに悪いことには、予防接種を受けろと？ 私はこんなになってます。「あ
あどうしよう～～～」そして、心配、恐れ、不安、恐怖も、恐ろしさも、何もかも！それとも、「ちょっと待っ
て、やめろ！そこまで！そんなに急ぐな！」私はその思いをとりこにして、「停止しろ」と命じます。「これが
キリストの御言葉に合致しているかどうか、それに従っているかどうかを見てみよう。」なぜなら、そうでは
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ないなら、「出て行け！」

では、先ほどの実例に照らし合わせてみましょう。ほら、私はその事を心配しなくていいんです。私は、その思
いをとりこにします。その考えは入ってくるのを許されません。それは神の御言葉に相容れず、従わないからで
す。なぜなら、私は御言葉から知っているからです。7年間の患難の前に、教会が携挙されることを。この黙示
録13章の預言では、反キリストが大きい者にも小さい者にも、富んでいる者にも貧しい者にも、すべての者に
この刻を受けさせ、それがなければ、彼らは売買し、生きていく事ができません。私はそれが神の御言葉と相
容れないのを知っています。ところで、日曜日はこの問題についてもう少し詳しくお話しするつもりです。どう
やら、これは問題のようですね。このワクチン義務化の問題ですが、ここ数週間、私たちは時間をかけて、詳
しくこの問題について話してきました。というわけで、今週の日曜日、少し別のアプローチを取り、この問題
に取り組みたいと思います。しかし、もしあなたがそのような事に関して心配しやすく、恐れやすかったり、そ
の様な事に関して不安になりやすいなら、私はあなたを励ましたいです。あなたはその思いをとりこにするので
す。それは主からのものではありません。神は、私たちに臆病の霊は与えられません。それが恐れであるな
ら、それは主からのものではありません。それが平安ならば、それは主からのものであるし、それが信仰な
ら、それも主からのものです。

ローマ人への手紙12章2節で締めくくりたいと思いますが、それには理由があります。理由はすぐに分かると思
います。まず前置きとして言っておきます。クリスチャンとして私たちは、よく言われるように、「赤子を湯水
と共に捨ててしまった」と思います。（大事なものを無用なものと一緒に捨ててしまった）その意味を説明し
ましょう。私たちは何と言うか、精神的、心理的なものを敬遠するようになりました。なぜなら、信仰の心理
的側面に重点を置く人たちと一括りにされたくなかったからです。しかし、神は心理学の神です。
私たちは、「心と魂と『思い』を尽くして主を愛せよ」と命じられています。私は、クリスチャンたちは、また
しても自己を危険にさらし、思考の大切さを軽視してきたと思います。脳、脳の健康、精神的健康を。ここでパ
ウロが言っていることを、聞いてください。

ローマ人への手紙12章
2この世と調子を合わせてはいけません。むしろ、心を新たにすることで、自分を変えていただきなさい。そう
すれば、神のみこころは何か、すなわち、何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようにな
ります。

最後にこう言わせてください。その後、祈ります。それは洗脳ではありません。脳を洗うのです。脳と心を浄
い、清め、新しくするのです。でもどうやって？ 神の御言葉によって。神の御言葉で。神の御言葉の水が、清
め、浄い、新たにします。

これが最後だと言いましたが、あと一つ。　それから祈ります。これは、オンラインで見ているどなたかのた
めかもしれませんね。この危機のせいで、あなたが恐怖ですくんでしまっているなら、本当にあなたを励ました
いと思います。信仰は聞くことから始まり、御言葉を聞くことによるのです。テレビは消した方がいいかもしれ
ません。私もそうしました。それは以前に告白しました。私はこの件についてとても率直にして来ましたか
ら。何度もありましたが、特に最近はよく何もかも消さなければならない事があります。全てをシャットダウ
ンして。ただ御言葉に集中し、そして御言葉を私の中に浸透させます。それには私の心を変え、新たにする効果
があります。もっと重要なのは、特に夜、寝る前に、ああ、私は心を落ち着かせなければなりません。ですか
ら、神の御言葉で心を新たにすることは、とても健康的で、精神的に健全なのです。あなたが御言葉の中に入
り、御言葉があなたの中に入る。詩篇を読むのに時間を過ごし、知恵が必要なら箴言を読んで下さい。ところ
で、近々、箴言の学びを再開します。主の御心であれば。皆さんの忍耐に感謝します。箴言を読み終えるのが楽
しみです。28章で止まってましたので、29章から再開ます。箴言は31章しかありません。その次は、伝道者の
書です…..とにかく、最後にもう一度だけあなたを励ましたいと思います。恐れる必要はありません。心配する
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必要はありません。不安になる必要はありません。祈りましょう。

お父さま、感謝します。主よ、私たちがあなたの御言葉、御言葉にある約束をいただいていることに感謝しま
す。信仰がどのようにして訪れるかを思い出させてくれるために。主よ、あなたの平安を感謝します。世が与え
るものではなく、あなただけが与える事ができ、それを与えるためにあなたが来られた平安です。主よ、本当
に辛い思いをしている人のために祈ります。全く無理もないことです。主よ、どうか彼らを元気づけ、新しく
し、そして励まし、強めて下さい。主よ、あなたがすべてを掌握しておられる事を感謝します。あなたが神であ
る事、あなたが御座についておられる事を。そしてすぐに、もう間もなくあのラッパが鳴り響きます。キリスト
にある死者が先によみがえり、生き残った私たちが引き上げられ、空中でお会いすることになります。主よ、私
たちは待ち切れません。早く来てください。イエスの御名により、アーメン、アーメン。

神の祝福がありますよう....
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