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平安を感じるか？恐れを感じるか？
コロナウイルスパンデミック（新約聖書：ピリピ人への手紙4章6～9節）2020.04.09

https://www.youtube.com/watch?v=Se7yRkhhyJ0&t=60s

アロハ～！　私たちの週中のライブストリーム、聖書の学びへようこそ。いつもより早い時間に始めます。今、
ハワイ時間の午後5時です。私たちは、木曜日の夜は、この時間に行うことを決めました。
西海岸にいる人々のために、いつもよりちょっと早い午後8時です。そして東海岸は、まだ起きているなら、午
後11時です。これが、私たちの木曜日の夜の聖書の学びの新しい開始時間です。
週中の、聖書の学びです。今夜、今蔓延している恐怖について、主が私に語らせようとしておられるのを感じま
す。このコロナウイルスの危機に対する恐怖心の高まり、具体的には、将来に関するものです。
これから未来はどうなっていくのか、その先にあるものが何なのか？　私はあの有名な言葉を思い出します。
「私たちには、将来何が起こるか分からない。しかし、クリスチャンとして、私たちは誰が未来を握っているの
か知っています。」そしてそれは確かに、こんにち私たちが生きている現代に当てはまります。問題の真実は、
神だけが未来をご存知な事。そして、神だけがこれがどのように終わるかをご存知で、そしておそらくもっと重
要なのは、これがいつ終わるかをご存知だという事。そして、幾人かの方が、聞かれる事と言えば、「これは
収束さえするのか？」という事でしょう。その間、私たちは日々、それについて取り組んでいます。そうするこ
とで、平安になることもでき、恐れを感じることもできるのです。それが今夜、私が皆さんと話したいもので
す。実は、ここ数週間、主はこのことを私の心に刻みつけられました。主にお聞きしたところ、これが今夜、
私たちの為の御言葉であることは明らかでした。私は以前このことを共有しました。この分野での自分の葛藤
についてを率直にお話してきました。
恐れの霊に支配される事がどんなものか、私にはよくわかっています。私を支配し、私を打ち負かし、恐怖で
がんじがらめにし、麻痺させられるのです。私は、これをあまりにもよく分かっています。しかし感謝なこと
に、私は今、神の恵みによって、証することができます。私には勝利があります。神の平安によって。だからと
いって、恐怖心が出てこないわけではありません。時には恐れを感じます。しかし今は、そうなっても、私は聖
書的に、現実的に、それを置き換える方法を知っています。平和の神からの、神の平安に。それを今夜、共有
したいと思います。繰り返しますが、非常に実用的に。使徒パウロの書簡へ皆さんの注意を引かせていただき
ます。聖霊によって、ピリピの教会宛に書かれた手紙です。
「ピリピ人への手紙4章　6節から9節」を読みます。皆さん、お手元に聖書を開かれ、一緒について来てくださ
い。使徒パウロが手紙を書いていて、またそうする上で、彼は聖霊によって、本当に私たちに提供しているので
す。心配、不安、恐怖を感じる時、どうやって勝利をおさめるのかを。私は今日はちょうど、お店に行って来
ました。チェックアウト時、床に「X」マークがあります。6フィート(180㎝)離れている必要がありますか
ら。...私は、カウンターの後ろの女性を祝福したかったのです。だから、ただ彼女に尋ね始めました。「ねえ、
あなたはこの状況にどうやって忍耐されているのですか？」
彼女の表情はまるで...　ストレス、イライラ、不安が手に取るように見えました。彼女は言いました。「みん
な、とてもイライラしているの。」「私たちは自分を守るために、これをしなくちゃいけないの。」
「みんな食料品を買わなくちゃいけないわけだけど、私たちはこれを行う必要があるの。」「私たちは、ショッ
ピングカートを拭いて、消毒しなくちゃいけないの。」「私たちは、6フィート離れてなくちゃいけないの。」
私は、私の前の人が完全に荷物を袋に入れ終わって帰ってしまうまで、レジにも進めませんでした。私は会計
の場所に進むことさえできませんでした。だから私は彼女に言ったんです。「あなたはこのすべてに、どうやっ
て持ちこたえているのですか？」そして彼女は、「ええ。できる限り最善を尽くしています。」と答えました。
だから私はこう言いました。「あのね、あなたはすごくよくやってますよ。続けて頑張ってくださいね。」「私
はみんなの苛立ちが募ってるのを知っていますよ。」「不安もとても高まってます。」「人々は非常に恐れ、非
常に怖がり、とってもイライラしてる。」そして、彼女が言ったのは、「ああ、あなたには想像もつきません
よ。」「私は客として、あなたを手こずらせないようにしたかったんですよ。」「今日はお疲れ様でした。」と
伝えました。清算が終わってから、私は帰り際に、
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「今日はこの後、ずっと祝福されますように！」と彼女に言うと、彼女はただ微笑みました。そのやりとりの
間に、彼女が微笑んだのはその時でした。ところで。。。私たちは以前、このことについて話しましたが、そ
れは人々を、イエスに近づけるための本当に素晴らしい方法です。毎日誰かをイエスに近づける。それで次回、
私がそのお店に行く時には…　また行くことになりますから...　ちなみに私はマスクをしていました。妻が私に
マスクを作ってくれたのです。私はそれをして、昨日銀行に行きました。私は銀行強盗みたいに見えました。も
ちろん、私だけではありませんでしたけど。他の誰もがマスクをしていました。しかし、私のは手作りです。そ
れは白ではありません。スカーフみたいに見えるんです。顔を隠そうとしてるみたいに。まあ、いいでしょ
う..　6フィート離れて、私は銀行の窓口に進みます。またもや、良い経験であり、良い機会でした。その話は
今夜の最後にしたいと思います。ではピリピ4章6節から、使徒パウロは次のように書いています。

ピリピ4章6節
「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。」
「そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、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。」（7節）

8節、非常に重要です。

「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に、また、何が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。」（8節）
「あなたがたが私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば、平和の神
があなたがたとともにいて下さいます。」（９節）

平和の神からの、神の平安であることを知るのが重要です。そして、ここでパウロは、それが実際にどうやって
可能であるかを説明しています。人生の状況に関わらず、平安を持つことが。皆さんが直面する危険な状況や、
未来の不確実性に関係なく。私の話を最後まで聞いて下さることを期待しています。

どうかしばらくお付き合いください。私は質問をしたいと思います。そして、質問はこれです。
『今起こっていること全ての中で、あなたの最大の恐怖は何ですか？』ちょっと考えてみて下さい。
今、このコロナウイルスから起こるあらゆる状況で、あなたが最も恐れているものは何ですか？さて、その最大
の恐怖を取りあげて、言わば、この「ピリピのテンプレート」を使ってみましょう。今皆さんが持っておられ
る、その特定の心配、その特定の不安、その特定の恐怖に、実質的にそれを適用してみましょう。それが経済
的なことだとしましょう。まず、長年に渡り、神が提供下さった全てのことを感謝します。彼は一度もあなたを
見捨てられませんでした。彼はいつも与えて下さいます。あなたが必要としているすべてを、神は常に提供して
来られました。彼は、昨日も今日もそして永遠に変わることのない神です。神の民は決してパンを乞うことはあ
りません。あなたがそれを必要とする場合は、神は誠実に、それを提供してくださいます。ですから、まず、長
年の生活の中の神が与えて下さった事に感謝してください。そして、私が非常に適切で、非常に健全なことだと
も思うのは、皆さんの人生の中で、先行き良く見えなかったときのことを思い出して、神が、彼だけがお出来
になる方法で、土壇場で、いつもとてもご誠実に、目に見えない宝庫から、あなたが決して知ることのできな
かったような方法で、提供して下さり、そして神は、それを皆さんの想像がつかないほど、豊かに、過剰に、
与えて下さいました。神はあなたの祈りに過剰に答えてくださいました。そして、神がそうされたのは、ご自身
だけが栄光を受けるためです。ですから、それらのことを考え、神がいつもそうやって与えてくださった時のこ
とを感謝してください。そして皆さんが神にそのことに感謝したら、当面のニーズを満たして下さるように、神
に具体的にお願いしましょう。主はご存知ないわけではありません。主は、ご存知です。
つまり、「指示的な祈り」と呼ばれていて、私たちは祈るのですが、私たちの祈りにどう答えるべきか、神に、
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指示や説明をするのです。「主よ、この郵便で届いた請求書を見て下さいましたか?」神は全知です。もちろ
ん、郵便で届いた請求書をご存知です。彼はまた、皆さんの銀行残高も知っています。彼はまた、郵便で届いた
その請求書が、皆さんの銀行残高以上であるのもご存知です。神は、それに気付かせてもらう必要はありませ
ん。皆さんは、主にお願いしさえすればよいのです。
「主よ、これが私には必要です。あなたは私に約束されました。私に御言葉によって約束されました。」
「あなたは私のすべての必要を満たすと約束して下さいました。」「これが私には必要なのです。」「どうか主
よ。これを与えて下さい。」そして、彼はお与えになります。彼はなさいます。
もう一歩踏み込んで、この恐怖について話しましょう。これはとても現実的な恐れです。これは私がよく受ける
質問の一つです。電子メールであれ、時には我々のソーシャルメディアの投稿へのコメントであれ。主を愛し、
主の帰りを待ち望んでいる人がたくさんいます。使徒パウロがテモテに書いた手紙のことを考えます。そして、
彼は競走を走ったと言います。彼は走るべき道のりを走り終えた、と。そして、彼には、義の栄冠が用意されて
います。そして、彼だけでなく、主の現われを待ち望み、待ち焦がれ、うずくほどに熱望するすべての人達にも。
彼の現われを待ち望む人達とは、栄光の中で、義の栄冠が用意されている人たちです。だから、何ともほろ苦い
のです。なぜなら私たちは、主に戻って来て欲しいからです。確かに、特に今世界で起きていることを見ている
と、私たちは、主の現われが今までになく、近づいていることを知っています。主の現われは、戸口にまでも来
ています。そして、教会の携挙が差し迫っており、いつでも起こりえるのです。特に、すべてのものが進んでい
る方向を見ると、そう言えます。この世界的な危機は今、世界政府によって管理されています。黙示録で語られ
ている7年間の患難に関する限り、これはまさに、完璧な嵐です。私たちは、携挙は7年間の患難前に起こらな
ければならないと知っています。最終的には７年間の患難中に成就する事が、今、実現し始めているのが見えて
いて、そして携挙がその前に起こるのなら、私たちはどれほど近づいているのでしょうか。だから繰り返しま
すが、それはほろ苦いのです。なぜほろ苦いかというと、私たちの愛する人達の中に、主を知らない人がいる
からです。または、彼らが主から遠ざかっているから。そして、主が戻って来られた時、彼らは取り残されるこ
とになるからです。そして、それは現実の恐れです。それは非常に現実的な本物の恐れなのです。私は、まず皆
さんを励ましたいのです。そして皆さん、私と一緒にこれを考えてほしいのです。これは、主が長年に渡って私
を導いてくださっている事です。それは本当に私の心を落ち着かせ、計り知れないほど私を助けてくれました。
それはまず、皆さんが愛する以上に、神が、彼らを愛しておられることに感謝すること。あの息子、あの娘、あ
の孫、あの孫娘、あの愛する人、あなたが祈ってきたご家族。
あなたが彼らのために祈れば祈るほど、彼らはどんどん離れて行っているように感じる。神は、皆さんが望ん
でいるよりももっと、彼らが天国に入る事を望んでおられることに感謝してください。それが、事実です。なぜ
最初に感謝することが重要なのですか?　なぜなら、使徒パウロが、私たちにこの3本の柱からなるアプローチ
を与えてくれているからです。私は「方式」という言葉を使いたくないのですが、ある意味ではそうなんです。
これは、3本立てというか3段式です。まず、すべての事について、神に感謝します。皆さんは、神に感謝できる
事がたくさんあります。そこから始めましょう。あの息子、その娘を神に感謝します。彼らは主からの贈り物で
す。時には、そんな風に思えないことは分かります。しかし、彼らは主からの贈り物です。そして皆さんが彼ら
を愛せる以上に主が、彼らを愛しておられるのです。そして主は、皆さんが望んでいる以上に、彼らにご自分と
の正しい関係を持ってほしいと思っておられます。そのために神に感謝してください。それは大事な事なので
す。そして、神が、あなたが愛する以上に彼らを愛しておられるのを感謝した後、その後、非常に具体的に彼に
願うのです。具体的に、というのは、「主よ、私は彼らの人生において器になっていません。」「彼らは私か
らは受け取りません。」「彼らは実際に私を遮断しました。」「だから、主よ、彼らが受けいれる誰かを彼ら
の人生に送ってください。」「もしかしたら、彼らと福音を分かち合う友人かもしれません。」「YouTube動
画か何か、オンラインのものに導いてください。」「福音を聞けるオンライン礼拝に導いてください。」「主
よ、あなたはそれをなさることがお出来になります。」主にとって難しいことは何もありません。ところで、私
たちが何でも神の御心に従って求めるとき、私たちにはこの約束、この保証があります。

「何事でも神のみこころにしたがって願うなら、神は聞いてくださるということ」（ヨハネ第一5：14）
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もう一つ、私は皆さんを励ましたいと思います。それはローマの第8章32節にあります。実際のところ、私がこ
れを言うのに皆さんが飽き飽きされませんように。しかし、ローマ8章は、とても素晴らしいです。本当に悩ん
でいる人、あるいは神の愛を疑っている人には最高の章です。彼らはサタンの非難の重圧に、押しつぶされそ
うになっているかもしれません。と言うのも、ローマ8章1節は、いきなり、この壮大で輝かしい約束から始ま
ります。

「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。」
（ローマ8：1）

そして、ローマ8章28節。非常によく知られています。
「私たちは知っています...」私たちは望んでいるとか、思っているとか、希望しているのではなく、

「神を愛する人たち、すなわち、神のご計画にしたがって召された人たちのためには、すべてのことがともに
働いて益になることを、私たちは知っています。」

（ローマ8：28）
そして、ローマ8章29節。その目的が何であるかを教えてくれます。その目的とは、私たちをイエス・キリスト
のかたちに一致させることです。そして、その試練を通して、その困難を通して、その痛みと苦しみを通して、
神は皆さんをイエスに似た者に創り上げていかれます。皆さんは、それを通り抜けるのです。そして、皆さんは
生ける者の地で主のいつくしみを見ることになるのです。詩篇27章13-14節は本当に私にとって、人生句であ
り、約束でした。ダビデは、もうほとんど諦めかけていたと書いています。彼は希望を失っていた、と。そして
彼が言っているのは、

「もしも私が　生ける者の地で主のいつくしみを見ると信じていなかったならー。」（詩編27：13）

私は気がくじけていただろう。完全に絶望していただろう。そして、彼はその詩の中で自分自身に語り掛けて
います。とても尊いです。言葉足らずではありますが、そんな風に言わせてもらえれば。
彼は自分自身に言います。

「待ち望め主を。雄々しくあれ。心を強くせよ。待ち望め主を。」（詩編27：14）

まもなくだから、ただ心を強くしろと。落胆しないで、恐れに譲るな。ローマ8章32節では、私にとっては...ど
う言えばいいんでしょうか？　それは.....つまり、これはきっぱりと、ファイルを閉じるものであるべきなので
す。すべての疑い、すべての恐怖、すべての心配、すべての不安に関して。主の御座に請願して、主に泣き叫ぶ
とき。皆さんの叫びの声に、主は、耳を傾けておられます。彼はいと高きところで聴いておられます。そして、
ここに理由があります。32節、ローマ8章32節。これを聞いてください。

「私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして、...
これは修辞的です。...御子とともにすべてのものを、私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。」

（ローマ8：32）
パウロがここで何を言っているのか分かりますか？　それはまるで、、私はこのように言うのが嫌いですが、ま
るで聖化された嫌味のようなもので、「冗談でしょ！？」「マジですか。」

「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。」（ヨハネ3：16）

彼はあなたのために、彼のひとり子を惜しまれなかった。もし彼がそれをなさるのなら、彼がなさらない事な
ど他に何もないではありませんか。つまり、神は、それと併せて、また、そのために、それを踏まえた上で、
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惜しみなく全てのものを与えてくださらないでしょうか？　神が、あなたに何を与えられないでしょう？？　ヤ
コブは、私たちが知恵を求めれば、神は私たちに知恵を下さる、と書いています。
神は、差し控えたりされません。ケチられません。想像してください。神は私たちに彼のひとり子、イエス・
キリストを与え、私たちの罪の代価を全額支払わせるため、私たちのために、死なせたのです。
それで？　神が「オーケー、それまでだ。後は、自分のことは自分でやれ。」と仰ると思いますか？
「わたしは、あなたに、わたしの息子を与えた！」「だから、後はあなた次第だ！」と？？　いいえ！
ご自分の御子をお与えになられるくらいなら、私たちに何を惜しまれるというのですか？　パウロが言ってい
るのはそういう事です。だから、私たちが何かを求める場合、そしてそれが良い場合は、神は私たちにそれを与
えられます。では、良い物でなければ？　彼はそれを差し控えられます。私を信じてください。あなたは非常に
感謝すべきです。彼が、あなたが求めるものをあなたに与えられないことを。
なぜなら、神は初めから終わりを全てご存知だからです。こういう風に言われていまして、私はこれが大好きで
す。これは長年に渡って、私の祈りの生活の中でとても助けになりました。しかし基本的には、こんな感じで
す。神は、いつも、あなたがするであろうと同じように、あなたの祈りに答えてくださいます。神がご存知だっ
た事をあなたが知っていたなら。時に私たちが祈ると、神がこんな風に、
「だめだめ、あなたは、わたしにその祈りに答えて欲しくない筈だ。」こう言われています。神が祈りにこたえ
てくださったことに感謝していますが、しかし、おそらくもっと重要なことは、神が答えてくださらなかった祈
りには、私はもっと感謝しています、と。なぜなら、私が祈ったとおりに、彼がその祈りに答えていたら？　そ
れは悲惨なことになっていたでしょう。神は御心に従って、この保護機能を内蔵しておられます。彼はあなたの
求めるものを与えてくださるでしょう。だから、パウロがピリピ人に言っているのは、「すべてのことを神に感
謝すること」「あらゆることを祈ること」そして、「何も思い煩わないこと」でも、こう言わせてもらえば、
それはまだ半分程度の事です。ポール・ハーヴェイの”The Rest of the Story"/「話の続き」ここに話の続きがあ
ります。なぜなら、彼は8節で基本的には「箴言」が言う通りのことを言っているからです。

「彼は、心のうちでは勘定ずくだから。あなたに『食え、飲め』と言っても、その心はあなたとともにない。」
（箴言23：7）

皆さんが、思考を守らなければならないということを理解することがとても大切です。思考は戦場であり、サ
タンは思考にアクセスしてきます。サタンは、あなたの頭の中に不安や心配の恐ろしい考えを入れるでしょう。
だから、パウロは基本的にこう言っているのです。「私たちは自分の思考を厳しく律しなければならない」私
たちは、すべての心配、すべての不安、すべての恐怖を、神の御言葉に対して真実なものに服従させなければな
りません。すべての思考を服従させる。あらゆる心配な思い、恐怖の思い、どうしよう。どうしよう。どうし
よう。それを簡単に入って来させて、テーブルを整え、夕食に招いてはいけません。ダメです。それを捕らえ、
調べ、厳しく吟味するのです。「これは本当なのか?」と。
パウロが言っています。「真実なこと、尊ぶべきこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、
称賛に値しないことなら」それらを、あなたの心と思考の土壌に植えさせてはいけません。
それが発芽し、芽を出して成長しないように。何が起こるかというと、私は個人的な経験から話すことができ
ます。今まで何度、、、私は皆さんに率直になります。幾たび、その恐ろしい考えが「もしも、、、」
それが私の思考の中に入ってきて、私はそれを育て、養い、それについて考え始めます。考えれば考えるほど、
それはどんどん大きくなります。そして、大きくなればなるほど、神が小さくなっていくのです。逆に言えば、
私が「これらのこと」を考えれば、考えるほど...　なぜなら、

「彼は、その欲望が示すとおりの人間だ。」（箴言23：7/新共同訳）

私の神が大きくなればなるほど、それらの心配は小さくなります。さて私は皆さんに、警告する必要がありま
す。...それは有名な格言「言うは易く、行うは難し」です。それは本当です。言うは易く行うは難しです。それ
が「心を律する」ということです。私たちは子供たちを躾します。それは難しいです。皆さんが、律される必要
があります。皆さんが思考を律しなければなりません。ちなみに「律する/規律」という言葉は「弟子」という
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言葉に由来しています。皆さんの心を訓練する必要があります。皆さんが、心を躾なければなりません。そし
て、自分の思考生活において非常に厳しくなければなりません。特に最初は簡単ではありません。しかし最終
的には、それが平和の神からの、神の平安をもたらします。ヨハネの福音書14章27節。これは本当に興味深い
ものです。イエスが言われている言葉に注目して欲しいと思います。イエスが使われている言葉が、私たちに手
がかりを与えてくれます。私たちが、現実的に、実用的にこの平安を持つことができるのはどうしてか。イエス
は仰います。「わたしはあなたがたに平安を残します。わたしの平安を与えます。」

「わたしは、世が与えるのと同じようには与えません。」（ヨハネの福音書14：27）

世が与える平安があるというのを暗示しています。でも、それは、非常に不安定な平安です。そして、イエスは
仰っています。「わたしが与える平安は、世が与えるような平安ではありません。」それから彼はこう言いま
す。皆さん、彼の言い方、彼が何を言うかに留意してください。彼は「let/させる」と仰います。これキーワー
ド。「あなたがたは　”心を騒がせては”　なりません。”恐れを感じては”　なりません。」別の言い方をすれ
ば、責任は私たちにあるという事です。心を　”悩ませては”　いけません。
心が恐怖でいっぱいになることを”許して”　はいけません。言い換えれば、私たちは心を　”悩ませることが”　
できます。私たちが子供たちを躾しない場合に、彼らに間違ったことを　"させる/許す"のと同じことです。同じ
ことが私たちに当てはまります。私たちは、自分の心を間違った道に　”行かせ”、”悩ませて”　しまうのです。

「恐れてはなりません。」(恐れを許してはなりません。）マタイの福音書6章。

これは、まあ、私には..　心配や恐れに関して、聖書の中で、最もパワフルな聖句の一つかもしれません。皆さ
んは、こんな風に見たり、言ったりできると思います。パウロはピリピの人々への手紙の中で、その「方法」
について言っていることを、イエスが、ここマタイの福音書の中で、その「理由」を教えてくれています。言い
換えると、パウロが言っているのは：これが心配しない方法、恐れない方法。イエスがここで言っているの
が：心配することなど何もないんだという理由。何事も恐れるべきではない理由です。これが理由です。聞いて
ください。

「ですから、わたしはあなたがたに言います。...　…何を食べようか何を飲もうかと、自分のいのちのことで心
配したり、...何を着ようかと、自分のからだのことで心配したりするのはやめなさい、いのちは食べ物以上の
もの、からだは着る物以上のものではありなせんか。」

（マタイ6：25）
私はこの描写が大好きです。
まるで救世主のユーモアのセンスのスナップショットです。彼は、美しい丘の上を飛んでいる鳥を指さしてい
て、目の前には、ガリラヤ湖が広がっています。そして、彼はこれらの鳥を指さして言います。

「空の鳥を見なさい。....種蒔きもせず、刈り入れもせず、倉に納めることもしません。」（マタイ6：26a）

それって、コワイですよね？　一群の鳥が、ミミズをたくさん捕って、鳥小屋に納めたら？繰り返しますが、そ
れはそれを説明するためのおかしいユーモアのあるやり方ですが、しかし、彼が言いたいのは、彼らはそれを
しないということです。彼らはそれをする必要はありません。なぜでしょうか。「あなたがたの天の父は養っ
てくださいます。...」そして、皆さんが何も心配してはいけない理由はここにあります。

...「あなたがたはその鳥よりも、ずっと価値があるではありませんか。」（マタイ6：26b）

私は確かにそう願っています。私は、間違いなく私が鳥よりも価値があることを願っています。言い換えれば、
神はすべての鳥にすべての必要性を提供くださるなら、そして、私がその鳥よりも価値があるなら、なおさら、
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彼はどれほど私を養ってくれるのでしょうか。マタイ6章27節。これが面白いのです。

「あなたがたのうちだれが、心配したからといって、少しでも自分のいのちを(背丈を一尺でも)延ばすことがで
きるでしょうか。」

（マタイ6：27）
つまり、あなたが背が低いなら、、、これが差別的な表現なのはわかっています。最近ではどう言いますか？
「垂直方向に不自由な人」？何でも構いませんが、どうやって、背を延ばせますか？どうやって髪の毛を増や
せますか？　私がどんなにそれを望んでも...つまり、心配しても何の役にも立たないのです。
心配とは、揺り椅子のようなものだと言われています。何かをさせてくれるが、どこにも行けない。
それって私たちのようなものですよね。心配して、恐れると、私たちは、行ったり来たりします。どうすればい
いの？.......私はどうすればいいの？.....それは何も達成しません。実際、私はあえて言いますが、生理学の領域
に入りたくはありませんが、しかし、それは事実です。これが本当かどうか、ご自分で調べてみてください。
しかし、あなたが恐れ、不安で、心配しているとき、そしてストレスを感じているときは、実際に病気を撃退す
るための体の免疫力を消耗させてしまうのです。いかがでしょうか？あなたが恐れている、まさにそのことで
す。だからこそ、ピリピ人への手紙の学びの時...　これは少し前のことですが、たぶん去年だったと思います。
「心配に殺される前に、心配を殺す」というタイトルを付け説教しました。それは誇張ではありません。文字
通りに、心配と恐怖は、物理的にあなたを殺すことができます。それが免疫系に与える損傷のせいで。そして、
その後、病気と闘うことができなくなりますから。
だから、それは何も成し遂げません。さて、28節。イエスは食べ物から、着る物へと話して行かれます。
「私は何を着ようかしら？！」

「なぜ着る物のことで心配するのですか。……野の花がどうして育つのか、よく考えなさい。...働きもせず、紡
ぎもしません。」

（マタイ6：28）
すみません、またしても笑ってしまいましたが、私にはこれがユーモラスなんです。私は丘の中腹の花々を指し
ておられるイエスを想像することができます。おそらく、花々が開花し、咲いていている春に。ただただ美しく
て、香りがよくて、色鮮やかなんです。イエスが、「この花を最後に見たのはいつですか？」と仰っているよう
なものです。そして、彼らが焦っていて、「あ～あ～あ～...」「何を着ていこうか？これは私の色じゃない！」
「先週も着てたのに！」そしてイエスは仰います。

「しかし、わたしはあなたがたに言います。….栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装ってい
ませんでした。」

（マタイ6：29）
それから、非常に興味深いのが、30節

「今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださるのなら、…あなたがた
には、もっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。」

（マタイ6：30）
繰り返しますが、私は救い主が嫌味な口調でそう仰っているとは決して思いません。「ああ、あなたがたは信
仰が薄い！！」そういう救い主を想像できません。私は彼が、思いやりのある口調で言われていると想像しま
す。ただ共感的な、憐れみの口調で、こういう風に仰っています。「神はこんなに大きい方なのに、なぜあなた
がたの信仰はそんなに小さいのですか？」「ええ。でも牧師先生には失礼だけどコロナウイルスの件は？」「こ
れは本当に大きい事で、本当に悪い事です。」よろしい。では、それは神よりも大きいですか？　それは神より
も「悪い」ですか？　私はこれが適切な英語ではないことを知っています。神がさらに上をやれる方だと断言
します。神は良い方です。そして、神は皆さんを養われます。
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彼がその花を養っておられるなら、つまり、あなたはそこに花を見ています。花はどのくらいもちますか？　私
は妻に花を買うときに思いますが、彼女は花が大好きです。それが彼女の愛の言葉です。彼女は、33年前に結
婚して、早い段階で、それを非常にはっきり言いました。
「私は花が大好きです。」「あなたは、自分の奥さんを祝福したいですか？」「では、私に花を買ってくださ
い。」だから、私は地元の花屋の株を持っています。彼女に花を買います。しかし、あまり長くもちません。数
日でしなれてしまいます。萎れて、枯れて、終わりです。私の最初の反応は...私はできる限り質素にしているの
で、「なんてこった。バレンタインデーに、バラの花束に100ドル遣った。」「2月16日には、萎れてなくなっ
ちゃった。」イエスはそう仰っているんです。同じ言い方ではありませんけど。
彼曰く「これらの花々は今日ここに咲いているが、明日には、枯れてしまう。そんな短期間に、もし神がその
花々をその美しさ、素晴らしさで着飾らせるなら、ソロモンでさえ、その花ほど美しく素晴らしい服を着てい
ませんでした。そして、あなたがたはその花よりもどれほど価値がありますか？」
「神がその花にそうなさって下さるなら、彼はあなたのためにどれほどの事をしてくださるのでしょうか？」心
配しても、意味がないでしょ？　31節はそれを要約しています。

「ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、心配しなくてよいのです。」
（マタイ6：31）

「これらのものはすべて、異邦人が切に求めている物です。…あなたがたにこれらのものすべてが必要であるこ
とは、あなたがたの天の父が知っておられます。」

（マタイ6：32）
彼は、家賃の支払い期限をご存知です。彼は、皆さんが食料品を購入する必要があることをご存知です。
彼は、皆さんに食べ物が必要なこと、頭上の屋根、食べるもの、着るものが必要なことをご存知です。
彼は、ご存知です。皆さんに必要な全てをご存知です。さて33節、よく知られている節です。
文脈にそって理解すれば、これもまた、はっきり決着をつけ、心配と恐怖についてのファイルを閉じるものであ
るはずです。イエスが仰います。

「まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。」
（マタイ6：33）

この概念に付随するのは、「それは最初に求めるな。」誰かがこう言うのを何度聞いたことがありますか？あ
るいは、皆さん自身が言ったことが？「自分の用事が終わったら、主に仕えます。」ただ、そうはいきません。
第一に神の国と神の義を求める事です。まず第一に、です。それが優先事項です。それが、皆さんの人生の中心
的な焦点です。あなたが他のことばかりに集中して、神の国とその義が二の次になっていたら、逆になっていま
す。それは反対です。それでは決してうまくいきません。そして34節。

「ですから、明日の事まで心配しなくてよいのです。明日の事は明日が心配します。苦労はその日その日に十
分あります。」

（マタイ6：34）
誰かがこう言っていたのを聞きましたが、素晴らしいと思います。「今日は、昨日あなたが心配していた明日
だ。」これについて考えてみてください: 今日：昨日、あなたは明日のことを心配しました。さて明日になる
と、それは、あなたが昨日心配していた今日なんです。言い換えると、明日のことを心配して、今日を台無しに
しないでください。明日は、明日になればちゃんとあります。そして日常的に直面している問題がすべて一緒に
ついてくるのです。特にこの危機にあっては。イエスが仰っていることは、
「今日、明日の心配を借りてこないように。明日を心配して、今日を台無しにしないでください。」
今日は、あなたが昨日心配した明日です。あなたは昨日、今日のことを心配して１日を台無しにしました。そし
て、今日を見てください。その心配が何か良い事になりましたか？あなたはさらに髪がなくなった。私にはそ
れを証明する傷跡があります。その心配には、どんな利点がありましたか？　あなたはあまりよく眠れませんで
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した。やっと眠りについたのに、目が覚めました。そのあと、もう眠れませんでした。
あなたは、考えていたからです。心配し、不安になり、恐れていたからです。色々と。ちなみに、それらは...　
決して起こらないことなんです！　実際に調査をしたそうです。私たちが心配する事が実際にどれくらい起こる
かを。たしか、私たちが心配すことの85%以上が決して起こらないのです。心配したのが、全くの無駄だった。
心配して過ごす1分は、無駄な1分。残りの15％は？　何人かの方は、こう思ってますから。「今、85％と言い
ましたね。」残りの15％は？　そうしたら、どうなるのか？
ああ、これはさらに良いです。皆さんが心配することの残りの15%は、それは起こったんですけど、皆さんが考
えたより、全く悪くはなかった。そして、あなたにはそれに対処するための神の恵みがありました。なぜな
ら、神の恵みは十分だからです。時に神は、皆さんに優しく思い出させてくださるでしょう。神は、皆さんに明
日のマナを今日という日に与えないことを。労苦はその日その日に、十分あります。明日のマナが必要なので
すか？　そのマナは明日、与えられます。主のあわれみは朝ごとに新しいからです。

「(朝早く）私はあなたを捜し求め　私の魂はあなたを渇き求めます。」（詩編63：2）

私は第一に神の国と神の義を求めます。分かりました。主よ、私は学んでいます。私は、「もう学びました。」
と言えればいいのですが、自分の拘りのせいで、私には難しいことです。私は持てる時間の中で、できるだけ早
く、できるだけたくさんのことを終わらせるのが好きなんです。私は時間を無駄にするのが嫌です。できるだけ
多くのことを片付けたいんです。だから私はとても...読むべきメールがたくさんあって…やるべきことがたくさ
んあって…私のリストは...結構なリストなんです。...だから私は学んでいるところです。どんなメールにも返信
する前に、また、ショートメッセージに返信する前に、それから留守録を聞きもしないうちに、私はただ主と
共に座り、こう言います。「はい。主よ、私の受信トレイにお気づきですか？約500通の電子メールが来ていま
す。私はそのためにあなたの恵みが必要です。」
「主よ、あなたはこの状況をご存知ですか？　私はこれに対処する必要があります。私は何が起こっているの
か分かりませんが、この件で私を助けてくださいませんか？　私には本当にこれに関してあなたの助けが必要
ですから。」私はそのことで気に病んだりしません。私はそれについて心配しません。心配すると悪化するだ
けです。だから主よ……私のすべての心配をあなたに委ねます。

私はあなたが私のことを気にかけてくださるのを知っているからです。（第一ペテロ5：7）

では締めくくりに、結論です。将来が非常に不確実であることは事実ですが、私は、大きな不確実性が大きな
チャンスを生み出していると言わせてもらいます。そして、その意味を説明します。これは、クリスチャンとし
ての私たちにとって、信仰の面で成長する絶好の機会です。信仰において、主との関係、主との親密さ、主との
時間の中で、より成長し、もっと深く入って行くために。つまり、このロックダウンの間、この隔離の間、こ
の世界的なシャットダウンの間に。必要がない限り外出できなくて、要職についている方は休めなくて、これ
はいつまで続くのか?　これはどのように終わるのか? 皆さん、これは、なんて素晴らしい機会でしょう。主と
共に過ごせるなんと素晴らしい機会でしょうか。主が皆さんに示したいと思っておられることに驚くかもしれ
ません。今、主はあなたの注意を引いています。今、あなたは時間があります。「私は忙しいんです。」とは言
えませんよ。忙しいって、何をしてるんです？
こんなことを言うのをお許しください。でもNetflix（オンラインDVDレンタル）を見るのに忙しいのですか？　
皆さんには時間があります。前よりも時間があるのです。その時間を利用するなんと素敵な機会なんでしょう。
そしてまず、神の国、神の義を求めてその時間を過ごしてください。...実際、私はこのように言います。この期
間に主が皆さんの人生に語りたい、皆さんに示したいと望んでおられる事に、皆さん、快く驚かれるでしょ
う。それというのは、私がこう言うのは、私がその盃を味わってきたからです。それは、、、非常に、、、皆さ
んは夜寝る時に、楽しみにするようになります。子供の頃、クリスマスイブの日、クリスマスの朝が待ちきれな
かったことを覚えていますか？　私は申し上げます。それはあなたにとって、とても大切なものになるので、夜
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寝るとき、朝起きるのが待ち遠しくなります。なぜなら、皆さんは主と一緒に時間を過ごせるからです。それは
義務ではなく、特権なのです。
それは神との親しい時間なのです。詩篇16章11節だったと思います。ダビデが書いています。

「満ち足りた喜びが　あなたの御前にあり楽しみが　あなたの右にとこしえにあります。」（詩編16：11）

また、信仰の成長だけではなく、恐怖に支配された世界に向けて、信仰を分かち合う素晴らしい機会でもあり
ます。この恐れの霊。今や世俗的な放送でも、そのような言葉を使っているのが耳に入ってきます。「恐れの霊
が街に降りてきました。」人々はとても恐れていて、でも私たちには答えがあるのです。
そして、私たちがそのような暗闇の中で光となる絶好の機会です。さて、最後に。これが最後の最後です。私が
はっきりと認識しているのは、主がいつも私の思考の最前線に持ってこられるものですが、私がここに立って
ライブ配信を使って教えている時はいつでも、このビデオを見ている人で、本当に苦しんで奮闘している方がお
られるかもしれないことです。すでに仕事を失ってしまわれた方。もしかしたら、あなたは事業主で、事業がダ
メになったかもしれません。つまり...トンネルの先に光はない。とにかく絶望的に思えます。そして絶望しかあ
りません。そして、あなたは本当に気落ちし、本当に落ち込んでおられます。私はただあなたを励ましたいので
す。これが単純すぎないことを願います。イエスがその答えです。どうか彼を知ってください。イエスがあなた
の全てになるまで、あなたはイエスさえいればいいことが決して分からないでしょう。私に許されている時間内
に、私が他には何もせず、唯一、私の特権として、できるだけ早くあなたをイエスの下へ連れて行くことだけを
するなら、そうすれば、十分なのです。イエスのところへ行ってください。イエスのもとへ行ってください。彼
が答えです。祈りましょう。

お父様、ありがとうございます。主よ、私は、恐怖にとらわれてこれを見ている人たちのために願います。未来
への恐れ、未知、不確実性、世界が直面している危険な確実性。主よ、あなただけがお出来になる方法で、あ
なたご自身を明らかにされることを祈ります。あなたが与えてくださると約束された平安を彼らに与えて下さる
ことを。その平安は、超越し、凌駕するもので、超自然の領域にあり、超自然的な平安が彼らの思いを落ち着
かせ、心を安定させ、精神を落ち着かせ、彼らを安定させ、備え、導き、励ましてくださいますように。主よ、
あなたが御子（イエス）を惜しまれなかった事に感謝します。
そしてあなたは、私たちのために、何も惜しまず与えることを望んでおられます。あなたが私たちにとって良い
と知っておられるものを。主よ、ありがとうございます。イエスの御名のよって祈ります。
アーメン　

神の祝福がありますように。日曜日のハワイ標準時間の朝9時。復活の日曜日の礼拝をライブ配信します。再
度、午前9時、ハワイ時間です。本当にお教えすることを楽しみにしています。...復活の日曜日の説教のタイト
ルは、「過越の預言」です。非常に興味深いです。皆さんがご参加されることを願っています。その時まで。神
の祝福がありますよう。
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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

平安を感じるか？恐れを感じるか？（新約聖書：ピリピ人への手紙4章6～9節）2020.04.09　 /10 10


