ノア

神とともに歩んだ人
「これはノアの歴史である。
ノアは、正しい人であって、その時代にあっても、
全き人であった。ノアは神とともに歩んだ。」
創世記 6 章 9 節
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「神とともに歩んだ人」

ノア
CFNJ 聖書学院国際部長

グドール ジェラルド師
「これはノアの歴史である。
ノアは、正しい人であって、その時代にあっても、
全き人であった。ノアは神とともに歩んだ。」
創世記 6 章 9 節
■大型ハリウッド映画「ノア 約束の舟」が６月１３日 ( 金 )
より日本全国で公開されました。アメリカなどでもすでに
公開されており、見た人々のレポートを読むと、聖書には
記されていない創作がかなり盛り込まれており、聖書が伝
えるメッセージとは異質なものが伝わってくるとのこと
です。しかし同時に、アメリカでは公開後、聖書アプリなど
で、ノアについて記されている創世記６章～９章を読む人
の数が激増したそうです。日本でも、かなりの数の人が映
画を見ることになると思いますので、聖書を神の言葉と信
じるクリスチャンとして、ノアについて正しいメッセージ
を伝える必要を強く感じるとともに、イエス・キリストの
福音を伝えるチャンスにもなると思っています。

ノアの時代

■ノアが生きていた時代とはどのような時代だったので
しょうか？イエス様が、マタイ２４章３８節で次のように
説明しています。
「洪水前の日々は、ノアが箱舟に入るその
日まで、人々は、飲んだり、食べたり、めとったり、とついだ
りしていました」と。ここで言われていることは、どれをと
ってもそれ自体は悪いことではありませんが、「それだ
け」、「それがすべて」になってしまっていることが問題だ
ったのです。人は元々、神と交わることのできる、霊的存在
として造られました。アダムは直接神に造られ、エバとと
もに、エデンの園で直接神と交わり、文字通り神とともに
歩みました。ノアは、アダムから数えると 10 代目の子孫で
す。今の時代１０代目と言うとかなり離れているように感

じますが、ノアの時代は人間が９００歳代まで生きるくら
い長生きしていましたから、そんなに離れていなかったの
です。最初の人アダムの生涯は、ノアの祖父メトシェラと
２４３年、ノアの父レメクと５６年重なっているのです！
（図Ａ参照）ですからノアは、自分の祖父や父親から、彼ら
がアダムから聞いたであろう、エデンの園の美しさや神と
の交わり、禁断の実を食べたこと、その後神が皮の衣を作
ってくれたこと、そして園から追い出されたことなどを直
接聞けたのです。そのような「生き証人」が当時いたのにも
かかわらず、
「地上に人の悪が増大し、その心に計ることが
みな、いつも悪いことだけに傾いた」( 創世記 6 章５節 ) こ
とに驚きを禁じ得ません。人間は自分たちを「肉だけの者」
にしてしまい、霊に導かれて、
「神とともに歩む者」がほと
んどいなくなってしまったのです。
「正しい人はいない。一
人もいない。」( ローマ３章１０節 ) と聖書に書いてある通
りです。
■神がその当時生きていたすべての人を洪水で滅ぼした
ことを残酷だと思う人がいます。しかし、それは本当に残
酷なのでしょうか？もし神が介入せずに人間をそのまま
にしておいたら、人間はますます悪くなり、互いに傷付け
合うだけだったでしょう。神が洪水を起こさず、人間があ
と一世代生きていたら、その結果倍以上の人が死んでよみ
に下ることになったでしょう。ですから、神が洪水を起こ
したことは、恵みの行為と言えます。しかも神は、１２０年
もの間、ノアとその家族を通して箱舟を作らせ、当時の
人々に救いの道を提供したのです。
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ノアに対する主の恵み
■創世記 6 章８節に「ノアは、主の心にかなっていた」
（新
改訳）とあります。これを読むと、ノアは正しい生き方
をしていたので、神の好意を得たというふうに読み取れ
ますが、へブル語からの直訳では、
「ノアは主から恵みを
受けた」と訳されます。英語では、” Noah found grace in
the eyes of the Lord” と訳され、「ノアは主の中に、自分
に対する恵みを見出した」となります。ここで使われて
いる「恵み」という言葉は、へブル語の「ヘーン（
）」
で、
「愛顧、好意、恵み」
などの意味があります。この言葉は、
優越者の劣等者に対する過分の愛顧を意味し、この創世
記６章９節のように、神の人間に対する恵みを表現する
のに旧約聖書で使われる言葉です。聖書中のどの人物を
見ても、その人の祝福の源は主の恵みです。ノアを通し
ての救いの計画の土台は、ノアの正しさにあるのではな
く、主の恵みにあるのです！ 同じことが新約聖書のマ
リヤに関しても言われています。「こわがることはない、
マリヤ。あなたは神から恵みを受けたのです。
」
（ルカ１
章３０節）使徒パウロも次のように言いました。
「ところ
が、神の恵みによって、私は今の私になりました。」
（Ⅰ
コリント１５章１０節）私たちクリスチャンもそのよう
に告白しましょう。「私は神の恵みによって、今の私にな
りました」と。
■１９９７年にメキシコのアミスタッド・プエブラとい
う教会に行きました。この教会は周りの教会よりもずば
抜けて大きく成長し、５０００人位のクリスチャンが集
まって礼拝していました。その教会の牧師の一人である
セルヒョ牧師に「この教会の成長の秘訣は何ですか？」
と聞きました。私は、
「こうこう、こういうことをしたの
で成長しました」という答えを予想していたのですが、
セルヒョ牧師はこう答えました。
「神の恵みですよ」と。
「私
の祝福の源は神の恵みです、と言わない人は信用しませ
ん」とさえ言いました。この教会の尊敬すべきところは、
この神の恵みに積極的に応答して生きてきたことだと思
います。実はノアもそうでした。彼も自分に注がれる神
の恵みを無駄にせず、その恵みに積極的に応答して生き
たのです。

主の恵みに応答したノア

■創世記６章９節に「ノアは、正しい人であって、その
時代にあっても、全き人であった」とあります。これは
ノアが完全無欠で、罪や失敗がないという意味ではあり
ません。洪水後のノアの罪が９章に記録されています。
ここでいう「正しい人」とは、ノアの心の方向が全面的
に主に向いていたということです。主に向いている限り

は「全き人」でした。自分に注がれている主の恵みに感
謝して、ノアは正しい歩みをしました。創世記６章９節
で使われている「正しい」と同じ語が詩篇１章６節で使
われています。
「まことに、主は、正しい者の道を知って
おられる。」ノアは、詩篇１篇にあるような歩みをしたの
です。ノアは、
「悪者のはかりごとに歩まず、罪人の道に
立たず、あざける者の座に着かなかった」
（１節）のです。
ノアは「主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ず
さんだ」（２節）のです。ノアは「水路のそばに植わった
木のように、実がなり、葉が枯れず、何をしても栄えた」
（３
節）のです。４節～６節に描かれている悪者の道と何と
対照的でしょうか。ノアが「義を宣べ伝えた」（Ⅱペテロ
２章５節）にもかかわらず、悔い改めなかった当時の人々
の姿が描かれています。創世記６章９節に「ノアは、そ
の時代にあっても、全き人であった」とあります。
「地上
に人の悪が増大し、その心に計ることがみな、いつも悪
いことだけに傾く」（6 章５節）時代にあっても、ノアは
時代に流されず、勇気を持って正しい歩みをしました。
日本のクリスチャンは、日本の中では少数派ですが、ノ
アはそれとは比べものにならないほどの少数派でした。
なにせ、当時の世界のすべての人の中で、８人だけが正
しく歩んだのですから。ノアの生きていた時代と今の時
代はよく似ています。イエス様もマタイ２４章３７節で
そのように言われました。ですから私たちはノアの生き
方に励まされて、同じように生きるべきです。悪の増大
する世の中であっても、少数派であっても、神の絶大な
恵みに応答して、ノアのように正しく生きましょう！

神とともに歩んだノア

■聖書には、「ノアは自分の心のおもむくままに歩んだ」
とか、「ノアはゴーイング・マイ・ウェイだった」などと
は書いてありません。ただシンプルに、
「ノアは神ととも
に歩んだ」(６章９節）と書いてあります。神とともに歩
んだということは、神の声に耳を傾け、神の導きに従っ
て歩んだということです。これは一言で言うと簡単に聞
こえるかもしれませんが、忘れないでください、ノアは
１２０年もかけて箱舟を造ったということを。ノアは長
～い間、神の声を聞き、その命じておられることを実行
に移したのです。
「ノアは、すべて神が命じられたとおり
にし、そのように行った」
（６章２２節）。１２０年と言
えば、私たちの人生以上の長さです。ノアから、一生涯、
一日一日、神とともに歩む励ましを受け取ってください。
ノアは男性だからピンとこないという女性の方がいるか
もしれませんが、そういう方は、ミセス・ノアのことを
考えてください。１２０年間、夫に与えられたビジョン
を信じ、夫と家族のために食事を準備し、服を繕い、洗
濯し、箱舟に乗ってからは、動物の飼育をもしたであろ
うミセス・ノアの長きに渡る忠実さを覚えてください！
私たちもノアやミセス・ノアと同じように、神さまの声
に耳を傾けて、神さまとともに歩みましょう。神さまと
ともに歩むということは、神さまとの親密さを表してい
ます。神さまとともに、語り合い、交わり、食事をする
ということです。イエス様が黙示録３章２０節でそのこ
とを言っておられます。乾いた地に巨大な船を造ったノ
アは多くの場合あざけられたでしょう。落胆することも
あったでしょう。しかし、神とともに歩むことによって
ノアは常に神に励まされ、喜んで神に従ったに違いあり
ません。
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牧会 ・ リーダー訓練コース （ALPS) 授業
この記事は学院のアルプスコースで教えられた講義の要約
です。今回を含めて合計３回のレポートで記載され、今回
が最終回となります。

ストレスの理解と管理の仕方③

「休息の重要性」
ブルース・マクドナルド博士

「すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところ
に来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。わたし
は心優しく、へりくだっているから、あなたがたもわたしのく
びきを負って、わたしから学びなさい。そうすればたましいに
安らぎが来ます。わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は
軽いからです。」マタイ 11 章 28 節～ 30 節
■ブルース・マクドナルド博士は、 「リーダーシップ」、 「マネージメント」、 そして、 「職
業的ストレス認識と予防」 の教育セミナーを提供する、リニューアル・コンサルタンティ
ング社の経営責任者です。 日本をこよなく愛し、 毎年のように CFNJ 聖書学院に来
て、 講義をしてくださいます。 夫人のマリリンさんと結婚 33 年、 二人の息子さんと
二人のお孫さんがおり、 アメリカで最も古い町、 バージニア州ウィリアムズバーグに
在住しています。

人類の生活は本当に簡単になったのか？

することは簡単ではありません。多くの人々はアルコールに頼
り、更なるストレスを身に招き、アルコール依存の無力な奴隷
となっています。これに対して効果的なストレスの調節は、ア
ルコールではなく休息にあります。休息はストレスを減少させ
バランスを与えます。しかし、その人自身にとって必要な休息
と活動のそれぞれの必要量が違います。」
結果として、前述の意見は、人が考慮すべき３つの適切な質
問を提起します。第１に、休息とは何か？第２に、リラクゼーシ
ョンをどのように定義するか？第３に、それは人から人へと
様々な形で表現されうるものか？というものです。

何千年もの長い間、多くの人は、狩猟によって生活を維持す
るよりも、その大部分は農業に従事し、農村の社会の中で生き
てきました。その生活は、時代と場所によって異なりますが、と
ても質素であり、又、過酷な労働でもありました。ですからそれ
を果たすためには規則正しい生活のサイクルが要求されまし
た。これは漁師であれ、家畜を飼育するものであれ、法律家であ
れ、あるいは宗教家であっても同じでした。しかしながら、この
ような規則正しい生活のサイクルは、その後起こった産業革命
とその後の発展によって劇的に変化しました。その最初の変革
は１８世紀の中頃に起こり、これに続く発展は１９世紀後半に
聖書的見地では、旧約聖書（七十人訳）のギリシャ語翻訳は
起こりました。その発展により人類は、多くの便利な生活用品
と「カタポーシス」(κατάπαυσι)
を手に入れる事が出来ました。電話、自動車、テレビ、飛行機、白 「アナポーシス」(άνάπαυσι)
という用語を使っています。どちらの用語も「休息」、
「労働を休
熱電球、コンピュータ、インターネットなど、これらの急進的新
止する事」。
「元気を回復する事」として定義されます。したが
製品によって人々の生活は劇的に変化し、生活をより簡単にす
って、聖書からの考察は、人は日中働き、夜にはリラックスすべ
る事が可能となりました。企業は競争を勝ち抜くために、次々
と新製品を作り、顧客の要求に応えようと努力します。そして、 きというものです。人はこの活動を６日間続け、そして、７日目
には労働を休止しなければいけませんでした。この労働を１日
いかに自社の製品が便利で生活を簡単することができるかを
完全に休止する事は、
「サバス（安息日）」、又は、ギリシャ語では
アピールします。しかし、これで本当に人々の生活は複雑さか
」と呼ばれました。
『六日間は自分の仕
ら解放されたと言えるでしょうか？いやむしろ現代人の生活 「サバトン ( Σάββατον)
事をし、七日目は休まなければならない･･･（Σάββατον）
』
はより複雑になり、多くの緊張感やストレスを抱え込む事にな
っていると思われます。現代人は確実に以前の時代の人達より （出エジプト２３章１２節 )『六日間は仕事をしてもよい。しか
し、七日目は、主の聖なる全き休みの安息日 (άνάπαυσι)
であ
も多くのストレスのもとにあります。では人はこんなに混乱し
る…』
（出エジプト３１章１５節）同様に、御言葉には休息のい
た環境の中でどうやったらリラックスできるでしょうか？
くつかの表現があり、この記事ではその中の２つのものに重点
をおきたいと思います。まずは前半の部分で肉体的な休息につ
ハンス・セリエ博士はこのように言いました。
いて取り上げます。
「あなたのストレスの量が増えているとき、それを下げて調整

安息日の神
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身体的な休息

もともと、人間の体は２４時間内のある時点でリラック
スすることを必要としています。この場合、睡眠が休息の最
も重要な表現です。例えば、あなたの身体は毎晩７～８時間
の睡眠が必要です。長い期間これを無視すると、その結果と
して、肥満、糖尿病やガンといった形で体が衰弱してしまう
でしょう。世界保健機構もまた、睡眠不足が免疫系を低下さ
せることを示しています。その一方で、カリフォルニア大学
バークレー校での睡眠と神経画像研究室によると、適度な
睡眠をとることで 20％～30％記憶力を向上させるという
利点があるのです。フォーチュンスモールビジネスは、対象
の起業家のうち８４％が、眠っているときに、ビジネスアイ
デア、あるいは仕事に関する問題解決のアイディアを得た
という報告をしたと記述しています。また多くの研究が、日
中に短い仮眠を取ることはとても助けになることを示唆し
ています。例えば、元スタンフォード大学の睡眠研究者の
マーク・ローズカインド博士は、午後の２０分程度の仮眠
によって生産性が５４％まで増加することを示唆しまし
た。同様に、ドイツ・デュッセルドルフ大学では、一日中働
き続けた人よりも、20 分程度の仮眠をとった人のほうが短
期的な記憶力が良くなることを明らかにしました。結果と
して、適切な量の睡眠をとることで、人はより賢明に作業す
る事ができ、より生産性が向上し、より健康的なライフスタ
イルを保つより良い機会を得るのです。
身体的休息の別な形としては、音楽を聴いたり、団体ス
ポーツに参加したり、家族や友達と時間を過ごしたり、恋愛
したり、教会の礼拝に出席したり、学びのセミナーに参加し
たり、自分の大好きなテレビ番組を見るなど、個人によって
様々な方法のリラクゼーションがあります。あなたもまた、
一週間を通してある種の身体活動が必要です。バランスの
とれたライフスタイルを保つためには、長距離を歩く、自転
車に乗る、ウェイトトレーニングやジムでの有酸素運動な
どのエクササイズが週に３～４回は必要です。しかし、これ
をしばらく休んでしまうなら、新しいトレーニングプログ
ラムを開始する前に、あなたのホームドクターを探すこと
を強くお勧めします。

霊的な休息
休息の二番目の形は、霊的なものです。預言者イザヤはこ
の実践をこう言うことによって学びました。
『主が私にこう
仰せられたからだ。
「わたしは静まって、わたしの所からな
がめよう。照りつける暑さで暑いころ、刈り入れ時の暑いと
きの露の濃い雲のように…」』
（イザヤ書１８章４節）
『神で
ある主、イスラエルの聖なる方は、こう仰せられる。
「立ち
返って静かにすれば、あなたがたは救われ、落ち着いて、信
頼すれば、あなたがたは力を得る…』
（イザヤ書３０章１５
節） 前の段落を詳細に読むと、ヘブル語の文章から２つの
考えが引き出されます。１番目は「休息（Shāqat）」という語
で、これは静かである、安定している、平和であることなど
を意味します。これはまた争い、戦争、困難、不安や心配がな
いという意味を含みます。２番目は「住む場所 (Mākôn)」と
いう語で、天国あるいは神殿を言います。したがって、イザ
ヤ書から読み取れることは、休息という語は住む場所と近
い関連があるということです（ハリス、1980）。更にこれは
創世記２章にも描かれています。神様はご自身の業を終え

て７日目に休まれ（３節）、ご自身の創造の最高傑作である
アダムとその妻エバを、住む場所、エデンの園におかれたの
です。
（７節～８節）ここにある原則を理解することは難し
いことではないでしょう。安息のひとつの形として、何らか
のかたちで静けさを体験する特別な場所を見つけることが
人間には不可欠です。この場所は、個性や好みに応じて、各
人ごとに異なりますが、植物園、山の中、水辺、ある建物や大
聖堂、自宅の裏庭やあるひとつの部屋などに見出すことが
できるかもしれません。実際、私には、自宅に特別な部屋が
あります。旅に出ていないときは、その場所で毎朝祈りと読
書の時を持ちます。それだけではなく、オッター連峰と呼ば
れるヴァージニア州シェナンドア山脈にも特別な場所があ
ります。私と妻のマリリンは、リラクゼーションのためにそ
の場所（二人のエデンの園）にしばしば旅します。北海道中
央部の山々や渓谷は、シェナンドアのものとよく似ていま
す。このことは、私が前回日本を訪れた 2013 年の旅のとき
に見ることができました。

聖霊の宮としての身体

最後に、上述のことを思い起こすならば、キリストを信じ
る者は、神が住まう場所です。
（1 コリント６章１９節～２０
節 ) このことを覚えるなら、人々が自分の肉体および霊的
な体をどのようにケアすればよいかを発見することは不可
欠なことになります。アイルランド人科学者であり現代化
学の創始者である故ロバート・ボイル（1627 ～ 1691）は、
このことを踏まえて、こう言いました。
『彼または彼女が住
む場所として、これほどまでに荘厳に建てられた豪邸に、理
性的な魂がその完璧なまでに見事な構成を知ることなしに
住むことは、非常に不名誉なことである。』
結論として、過去 3 回の記事にわたり、このプロジェクト
ではストレスの意味を定義し、人が様々な緊張のレベルを
いかに認識する事ができるかを検証してきました。人体に
与えるストレスの影響、そして、いかに、またどこで安息と
静けさを得ることができるかを事前に知ることによってど
れほど日々直面する心配を減らすことができるのかといっ
たことを見てきました。ご購読を感謝します。

ブルース・マクドナルド博士

「ストレス・セミナー開催」

「ストレスの理解と管理の仕方」というテーマで、マクドナルド
先生がセミナーを開きます。ぜひご参加ください。

●牧師・教会リーダー対象セミナー 2014 年 10 月 2 日（木）午後
年 10 月 4 日（土）午後
●一般対象セミナー 2014
（詳しい時間は検討中です。）

※詳しくは、学院事務局にお尋ねください。
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周年記念会

学院創立

＆

入学式
2014 年４月 13 日

「わがたましいよ、 主をほめたたえよ。 主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。」
詩篇１０３編２節

ＣＦＮＪ聖書学院は、 神様の恵みにより３０
周年目を迎え、 ２０１４年４月１３日 （日曜日）
に、 記念式と入学式を同時に行うことができ
ました。 当日は学院関係者を始め、 多くの
支援者の方々や卒業生たちとともに、 この２
９年間に主がなされたすべてのみわざを覚
え、 共に感謝と賛美のいけにえをささげ、
喜び祝うことができました。 ３０期生として入

学した８名のフレッシュな新入生も、 この特
別な時に主に導かれて入学できたことを喜
び、 それぞれが感謝のコメントを記していま
す。 日本の救い、 神の国の拡大のために、
これからも学院の働きと学生たちを覚えて、
とりなし祈り支えてくださいますよう、 心から
お願い申し上げます。 皆様の上にも主の恵
みがとこしえまでもありますように。

７

（よしむら かずき）兵庫県

■学院 30 周年という、素晴らしい年に入学できた恵みを神様に感謝します。
同級生が進路を決めて行く中、私は自分の進路について祈っていました。私はてっきり大学に進学す
ると思っていました。でも神様から示された道はこの世の道ではなく、献身への道でした。
親元を離れ、北海道での寮生活は不安な面が沢山ありますが、日々、主に聞きながらここでの学びを
大切にし、主の兵士としての訓練を日々頑張っていきたいと思います。

仲宗根 昇平

（なかそね しょうへい）

神奈川県

■私がＣＦＮＪ聖書学院に入学しようと思った動機は、純粋に神様にすべてを明け渡すためです。昔
から、幾度も神様に委ねる事を実践してきましたが、また自分勝手な生活に戻り、またそれを実践して、
また ... この繰り返しばかりで、不安定な自分に何度も悩まされました。
その中で、神様第一にするためにこの学院で学ぶことを決意しました。決め手となった聖句は、マタ
イ６章３３節（神の国とその義とを・・・）です。新しい生活が始まって、約１ヶ月程経ちますが、
すでに神様が私の内側を造り変えてくださっているのを感じました。
これから、もっと多くの祝福が待っていることを期待しながら、前進していこうと思います！

大久保 恵頼

（おおくぼ やすよ）青森県

■私が学院に来た一番の理由は、神様に用いられる器として成長するためです。与えられた賜物が何
なのかということも明らかにしたいですし、またそれを極め、最上のものを神様にお返ししたいです。
また、私はキッズやユースなど、次の世代を担う子ども達に重荷があります。それぞれの年代に合わ
せた礼拝の仕方や、関わり方、弟子訓練の方法などを学びたいと思っています。その他にも学院では、
自立した生活の中で訓練を受けたり、様々な人間関係の中で気付かされることが沢山あると思います。
そのことを喜び、
自分を磨き、
どんどん成長していきたいです。そしていつも神様お求め、
御言葉に触れ、
感謝と喜びをもって、学びに励みたいと思います。

齋藤 諒

（さいとう りょう）青森県

■今までの私は虚無感にとらわれ、何もする気がお
きませんでしたが、ここでの生活により、聖霊様に
満たされ、主が新しく生まれ変わらせて下さると信
じ、この学院に入学しました。何卒よろしくお願い
します。

山本 佳代’

（やまもとかよ）札幌市

■ハレルヤ！１８年育ってきた北海道の大地で、2 年
間学院で学べる神様の深い恵みに感謝します。学院
で学べることは、本当に神様の導きと奇跡としか言
いようがありません。環境、健康、これまでの人生、
すべてに於いて主が守ってくださいました。この学院に集められた素晴らしい仲間と出会えたことも、
私にとって大きな恵みです。神と人とに喜んで仕える者として、私を清め、さらに造りかえてくださ
いますように。すべて主に期待し、信頼します。

福島 嗣文

（ふくしま しもん）

島根県

■私は信仰の確立と人間的成長を求めて来ました。だから、
将来牧師になりたくて来た訳ではありません。ですが、こ
こでの学びを大切にしたいです。

吉田 智武

（よしだ ともたけ）茨城県

■主イエスの至上命令の一つ「福音を宣べ伝えること」
、た
だこの使命を担いたく、訓練を受けさせていただくため参
りました。ここに至るまでには葛藤もありましたが、決断
と覚悟を与えて下さったことを主に、そして助言や祈りを
通し今も支えて下さっている方々に心より感謝し、全力でこれからの日々を歩み続けます。

仲宗根 泉里

（なかそね せんり）神奈川県

■私は目標や夢やビジョンが何であるかを考え悩んでいました。大学受験も考えていましたが、志望
校を確定できませんでした。どうすればよいか分からず神様に進路を委ねて導きを熱心に祈り求めま
した。水曜祈祷会のとき、神様から御言葉の幻で箴言 4:1 が示されて私は神学校に進学すると決心し
ました。いくつかの神学校を調べて体験入学をしました。そしてギデオンが試したように、神学校の
推薦許可が牧師からおりるなら受験し、おりないなら他の神学校を考えようと、主の御心のしるしを
神様に祈りました。推薦書類を提出後、牧師は進学を許可して下さり、道が全て開かれて CFNJ 聖書学
院に入学することができました。

３月７日（金）

吉村 一輝

８

WORLD PRAYER SHARE LETTER

愛するとりなし手の皆様へ

世界の為の祈り

イスラエルに神様が与えた権利を認める
■1947 年 11 月に国連が公式にイスラエル国家を認め、1948 年 5 月には公式
宣言されたにも関わらず、今日、パレスチナの指導者たちのように、いくつ
かのグループがユダヤ人国家を認めることに反対しています。イスラエル首
相のベンジャミン・ネタニヤフ氏はユダヤ人国家としてのイスラエルを公式
に守るために新しい法律を成立させたいと願っています。それは、ユダヤ人
の母国としての国家イスラエルという立場にとっての『継続的な拠り所』を
与えるものです。
■祈り：旧約聖書で何度も示されているように、イスラエルが存在する権利
および、その国土が主によって彼らに与えられていることを、人々と国々が
認めるように祈りましょう。

アメリカの国家的祈りの日
チャールズ＆ダイアン グリコ

■2014 年 5 月 1 日、一年に一度開催される第 63 回国家的祈りの日に、アメ
リカ中にいるクリスチャンが、祈り、神様の祝福を求めて共に集まりました。
４万以上の祈りのイベントが開催され、何百万人もの人々が参加しました。
そこで人々は、『わたしの名を呼び求めているわたしの民がみずからへりくだ
り、祈りをささげ、わたしの顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、
わたしが親しく天から聞いて、彼らの罪を赦し、彼らの地をいやそう』（歴代
誌第二 7:14）と命じておられる神様に従い、霊的復興（リバイバル）のため
に悔い改めて、祈りました。
■祈り：これほど多くの参加者が集められたことを主に感謝しましょう。
■祈り：また、アン・グラハム・ロッツ（ビリー・グラハムの娘）が『国家
の問題への答えは政治的、軍事的、経済的、または教育的なものではありま
せん。答えは、神の御前に私たちが頭を垂れて、罪を謙遜に悔い改めて神に
叫び求めることです。』と語ったことに、世界中の人々が従うことができるよ
うに祈りましょう。正義は国を高めます。（箴言 14:34）

ウクライナ大統領は牧師

■著名なバプテスト教会の牧師であり、最高議会野党議長でもあるオレクサ
ンドル・トゥルチノフが数ヶ月前、ウクライナの大統領代行に指名されました。
彼は高潔で誠実な指導者として認められており、国家の一致といやしを強く
求めています。
■祈り：内戦と外部からの圧力に直面しているウクライナ国内で、国家的祈り、
赦しと和解を求めているウクライナの福音派の人々と共に祈りましょう。神
様だけがそれらの問題を解決できます。

中国における聖書

■中国の公的立場はキリスト信仰に反対していますが、聖書は入っていく道
を見出しており、クリスチャンの数が増大しています。百歳ぐらいのある女
性は、長い間イエス様に従ってきていましたが、自分自身の聖書を持ったこ
とがありませんでした。彼女が初めて自分自身の聖書をついに受け取ったと
き、群衆のただ中で、彼女の喜びの光があふれました。彼女になぜ微笑んで
いるかを聞いたところ、『どうして微笑まずにいられましょう…私の聖書を宝
のように大切にします。』と語りました。

どうして微笑まずにいられましょう
…私の聖書を大切にします！

■祈り：中国のために日本やそのほかの場所で印刷された聖書が、近隣のキ
リストにある私たちの兄弟姉妹の霊的に飢え渇いた心と知性に届くように祈
りましょう。

９

30周年記念 夏休み集中短期コース

CFNJ Summer School

ＣＦＮＪサマースクール
２014 年 7 月 14 日（月）～ 8 月 8 日（金）

「耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。」
黙示録 2:7

今年の夏は装いも新たに、「CFNJ サマースクール」が開校されることになりました。一週間単位で、実績ある
働きを行っている神の器であるゲスト・スピーカーをお招きし、週替わりのテーマでじっくり教えていただき
ます。北海道の爽快な夏を味わいながら、御霊が今諸教会に言われることを聞きにいらしてください。

講師 / 林 幸司師
Ｗorship
「賛美礼拝」

週目

東京メトロチャーチ牧師。アメリカ
ＣＦＮＩ卒。

７/14（月）～ 18（金）

Ｗord

週目

講師 / 久保田 文吾師

「伝道・弟子作り」

キングダムシーカーズ 牧師。東京都出身。
元リバイバル新聞編集長。ハガイ・インス
ティチュート国際コース卒業

７/２２（火）～７月２５日（金）

Ｗonders

週目

講師 / スコット・ダウマ師

「聖霊の賜物の活用」
横浜グレイスバイブルチャーチ主任
牧師。エブリネイションアジア代表。

７/２８（月）～８月１日（金）

Ｗorld

週目

講師 / スティ―ブン・ケイラー師

「あなたがたのからだを、神に受け入れられる、聖い、生きた供え物としてささげなさい。
それこ
そ、
あなたがたの霊的な礼拝です。
（ローマ 12:1）
」
毎週、毎日献げられる神様への礼拝が、聖霊の臨在に満ち、主とのすばらしい交わりの時になるな
ら、
主の祝福・恵み・癒しと奇跡・救いを体験することでしょう。
そして、
健全な教会が建て上げら
れていくと信じます。
このクラスでは下記のテーマで学びます。
どうぞご参加下さい。

・ 健全な教会形成のための賛美礼拝
・ 聖書的土台と霊的備え
・ 礼拝者としてのライフスタイル
・ 目的にかなったワーシップチームの編成

・ 牧師と他の奉仕者とのコミュニケーション
・ 様々な規模の集会の計画と実施
・ バンドクリニック
・ 職人からコーチへ

●メインテーマ／「バアルに膝をかがめない 7000 人と、エフーの軍勢」

主の再臨が近づく終わりの時代に、聖霊は日本に大きな打ち破りを起こしています。この
時代に置かれた私たちの使命を知り、キリストの弟子としてしっかりと歩むため、御言葉
をひもといていきましょう。特に列王記の時代の記述から主の戦略を学び、今の日本にお
いて主が備えている「バアルに膝をかがめない 7000 人」そして「エフーの軍勢」の啓示を
分かち合います。また、勝利者としての成長のプロセス、花嫁なる教会のビジョン、天の
御国の鍵、ダビデの幕屋、ユダヤ人と異邦人、世界宣教、などのトピックを軸に、御霊の
導きにそってシェアしていきたいと思います。その他、参加者に合わせて臨機応変に教え
ていきます。
クリスチャン・ライフとは、力に関するものです。神の力、それは私たちを変革し、他の人々
が変革されるのを見るための権限を与えるものです。もちろん、力の源は聖霊です。この授
業は聖霊についての聖書的知識を適切に知ることができるようになることに基礎を置きま
す。
「使徒の働き」から、初代教会時代の信者たちがどのように聖霊と関係を持ち、聖霊が
どのように働かれたかを見ます。聖霊について単に学ぶだけではなく、聖霊と深い関わりを
持って歩むとき、いかに私たちが勝利と喜びの中を歩むことができるかを体験するでしょう。
私たちが聖霊の声を聞き、聖霊の力の中でミニストリーをすることができるようになるため
に、聖霊の賜物を活性化するための時間もとります。そして最後に、聖霊がどのように私た
ちに力を与え、弟子を作り、神の御国を前進させるのかを見ていきます。

●ティーチングテーマ／「グローバル･ゴスペル」世界宣教の普遍的原則
このシリーズでは、福音宣教に必要とする聖書の重要な真理について学びます。
日
本の地域教会の中でも、地の果てまで出て行ったとしても、神様のご計画は普遍で
変わりません。
それは、オリジナル･ゴスペルを伝えること、ヘルシーチャーチを建て
ること、
クリスチャン･リーダーを育成することについてなどです。

「ワールド・クリスチャンになろう！」
ホープ・チャーチ（千葉県船橋市）主
任牧師。『ヘルシーチャーチ』著者。

８/４（月）～８日（金）

※すべての講義は、英語で通訳されます。

■期 間：2014 年 7 月 14 日（月）～ 8 月 8 日（金） ※お申し込み、お問い合わせは、学院事務局までご連絡ください。
■費 用：
円）単位の
全４週～ 30,000 円・1 週間～ 8,000 円（※一時限（800
・1
受講も可能です。
授業料
） 時限～ 800 円
■時間割：
■授業は午前中のみです。
朝の礼拝

9:00 から 15 分間

休憩時間

20 分間

１時限目 ９:20 ～ 10:30
２時限目 10:50 ～ 12:00

１人部屋 / 32,000 円
宿泊費 １ヶ月
（30泊）/ ２人部屋 / 28,000 円

食
費 １ヶ月（16日間）
(毎週土・日・月は各自で）

/

12,800 円

(火～金の昼夕食分）

１人部屋 / 18,000 円
・１週間
（７泊） /
２人部屋 / 14,000 円

１人部屋 / 3,000 円
・１泊
/ ２人部屋 / 2,000 円

3,200 円 ・１日800 円 合計
・４日間
/ (火～金の昼夕食分）
/
(火～金の昼夕食分） (２人部屋）

/

全４週 / 72,000 円
１週間 / 25,000 円
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CHRIST FOR THE NATIONS JAPAN BIBLE SCHOOL

！
新入生募集中

あなたも学んでみませんか？
20１４年度９月から

（２０１５年1月からも入学出来ます）

学院の特徴

ホームページを
ご覧ください！

cfnj.com
毎朝の賛美礼拝
充実した学ぶ環境
世界各地からのゲスト講義
個人能力を伸ばす為の多彩な選択科目
卒業後のアメリカ留学制度
２年に１度の海外宣教
バランスのとれた学ぶ科目
超教派
コース

アルプス（牧師リーダー）コース
・ドラマコース
１・２年コース ★演劇
★タンバリンクラス
★ドラムクラス
短期コース
★ピアノクラス
通信・聴講制度 ★英語クラスほか

体験入学も
可能です。
授業料、宿泊費、

食費込み

地域のゴミ拾い

ＣＦＮＪ聖書学院の強みは、聖書
学生の活動 の学びと実践がバランス良く
在校生の感想
行われている事です。
実習は学院での実践の場です。地域を祝福し、イエス様を伝え
る為に伝道活動などを行っています。公園伝道、グループホーム
伝道、地域のゴミ拾い、未信者の為の伝道カフェなど、学院主催
の多くの企画を行ってきました。1 人 1 人を未来のリーダーとし
て建てあげ、様々な領域でのブレ
イクスルーを体験出来る場として、
主が「実習」を用いて下さってい
ま す。皆 さ ん もＣＦＮＪに 入 学 し
て、深い学びと実践を楽しみませ
んか？お待ちしております。
札幌大通り公園伝道

※詳しい資料ご希望の方は、学院事務局までお知らせ下さい。

