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2 巻頭言

サンライズミニストリー代表　金城重博

2016年のキーワードとしてある人は、「騒」と言ったそうだ。まことに騒 し々いことが次々起こった年であった。マタイ24

章、ルカ21章、マルコ13章に世の終わり、キリストの再臨の前兆が描写されている。一つ一つ、次々に起こっている。確実

に預言は成就している。頻発する自然災害､社会の道徳頽廃､戦争‐軍備､民族と民族の争い､政治界の腐敗､キリスト教会

における偽リバイバル等 …々

｢われわれが生存している時代は、厳粛にして重大である。神のみたまは徐々にではあるが、確実に地からとり去られ

つつある。神の恩恵をあざける者たちの上に、災害や刑罰がくだっている。海陸の災害、社会の不安状態、戦争の警報な

どが危機をはらんでいる。それらは、最大の規模をもった事件が近づいていることを予告している。悪天使たちは勢力を

結集して、陣地を固めている。彼らは最後の大危機のために強化されつつある。まもなくこの世界に大変化が起ころうと

しているが、最後の運動は急速なものとなるであろう｣。教会へのあかし・第９巻・11(1909年)

2016年の大ニュースの第一位に､私が挙げたいのが､米大統領選で不動産王のトランプの逆転勝利である。その意味

は預言を研究する者にとって大きいので、取り上げてみた。調べれば調べるほど不思議なことばかりである。

過激派IS「イスラム国家｣によるテロ事件の続発。シリア問題はほぼ安定しそうだが、地球規模でどんなことが起こる

か予断を許さない。

　北朝鮮、中国の核実験、軍事拡大、それは、日本にも影響を与えつつある。韓国の政治腐敗も驚きであった。

｢ポピュリズム｣の台頭も見逃せない。　

｢ポピュリズム（英: populism）とは、一般大衆の利益や権利、願望、不安や恐れを利用して、大衆の支持のもとに既

存のエリート主義である体制側や知識人などと対決しようとする政治思想、または政治姿勢のことである。日本語では

大衆主義や人民主義などと訳されるほか、政治指導者、政治活動家、革命家が大衆の一面的な欲望に迎合して大衆を

操作する方法を指し、大衆迎合主義とも訳される｣。ウィキペディアより

世界の暴動は下記の引用文を思い出させる:

｢同時にまた無政府主義が、いっさいの律法を、―神の律法だけでなく、人間の法律までも廃しようとしている。富と

権力の集中、多数の者を犠牲にして少数の者だけで富をにぎろうとする巨大な団結、自分たちの利益と権利を守ろうと

する下層階級の団結、不安と暴動と流血の精神、フランス革命をひきおこしたのと同じ教えの世界的なひろがり、―こ

うしたすべてのことが、フランスをゆり動かしたのと同様の争乱に全世界をまきこむのに役立っている｣。教育(1903年)､

Ｅ.Ｇ.ホワイト

　教会内部の背教も嘆かわしい。しかし、我々は「望みをいだく捕われ人」(ゼカリヤ9:12 )であることを覚えよう。ま

た新たな年､2017年が与えられた。「だから、…目をさまして慎んでいよう」（１テサ5:6）。

｢我々には外からよりも、内部からはるかに恐れるものがある｣。ISM122

神の民として決して決して忘れてはならないことは、花婿なるキリストは花嫁なるご自分の教会のために今なお最後

のとりなしの働きをしておられることである。「シオンの義が朝日の輝きのようにあらわれいで、エルサレムの救が燃える

たいまつの様になるまで、わたしはシオンのために黙せず、エルサレムのために休まない」。イザヤ62:1

｢神は騒 し々いこの世界の上に、王として君臨なさっている。神の目には万事が一目瞭然としており、偉大なる、静寂

な永遠のかなたから、最善とみられるところを命令されるのである｣。ミニストリー391
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トランプ米大統領誕生

でアメリカと世界はど

こに向かうか？

トランプ氏の勝利 「驚くべき番狂わせ」
―その意味するもの

聖書の預言の目で見てみよう。

ぎりぎりまで、多くのメディアは、ヒラリー・ク

リントの勝利を報じていた。民主党のヒラリー・クリ

ントンと共和党のドナルド・トランプが対決したが、

2016 年 11 月 8 日にアメリカ合衆国大統領選挙が行わ

れた｡多くの世論調査を覆し大統領および副大統領は、

いよいよの終盤戦でトランプの優勢が明らかになって

突然、トランプの勝利が発表された。

今までの大統領選でこれほど、候補者間の ､ののし

りあいを見たことはない。異例な大統領選であった。

米国、日本のほとんどのメディアも ､クリントンが

勝利することを予測していた。それが外れたので、メ

ディアはこの際大いに反省したようである。

まさかのトランプ大統領の誕生である。過去の大統

領選で正確に結果を予測してきたネイト・シルバー氏

が主宰する「FiveThirtyEight」が予測していた通り、

300 議席近く、低くても 280 議席前後でのヒラリー・

クリントン勝利かと思っていたが、結果は見事に外れ

てしまい、「218対289」でトランプ氏の勝利に終わった。

http://blogos.com/article/197400/

｢ トランプ勝利でマスコミ大敗北 !!｣ とも言われた

が、トランプの勝利を予測していたのは日本でもごく

少数の評論家であった。 

あまりにも過激な発言を繰り返し、候補者を誹謗、

中傷するようなトランプがまさかと思っていたアメリ

カ国民は選挙が終わっても、嘆きと怒りのデモをあち

らこちらで起こした。

私もトランプが勝利するのではないかと予想はして

いた。なぜか、その理由を挙げてみたい。

①トランプのスローガンは「もう一度強いアメリ

カ」

②カトリックの支持

③イスラム問題

④エキュメニカル運動を推進

⑤親イスラエル

その1：トランプのスローガン
「もう一度強いアメリカの復活」
●キリスト教福音派の支持

PROPHETIC

ニュースウォッチ｜

News Watch

NEWS WATCH 時事ニュース
預言的
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アメリカは黙示録 13:11 ～ 18 に預言されているよ

うに、プロテスタントの国である。王 ､皇帝 ､法王の

いない共和政体、宗教の自由という二大原則によって

興った国は、どこの国よりも祝福された偉大な国と

なった。預言によると ｢小羊のような二つの角を持つ

獣 ｣、政教分離の国として ｢海から出てくる (人口の

密集した -黙示録 17:15) 国でなく、「地から出てくる

(人口の少ない )」ところに起こってくる国であった。

ところが、「龍のように物を語る」国に豹変すると言

われている。

よく評論家たちは、中国の台頭で ､アメリカは疲弊

し、やがて覇権が中国に移るという人もいるが、確実

な聖書の預言によると ､旧教－ローマ法王教との癒着

で、米国は ｢新世界秩序 NWO｣ を構築するほどまでに

力を行使することになっている。｢地と地に住む人々

に、致命的な傷がいやされた先の獣を拝ませ ｣「地に

住む人々を惑わし、かつ、つるぎの傷を受けてもなお

生きている先の獣の像を造ることを、地に住む人々に

命じた」。

このままいけば、アメリカは破たんに突き進むと言

う評論家たちがいる。

しかし、聖書の預言によると、アメリカが「先の獣」、

すなわちローマ法王教の「権威のしるしである日曜日」

には国民を休ませる日曜休業令を発令して後である

と、Ｅ .Ｇ .ホワイトは言っている。それまでアメリ

カは強いアメリカを維持するであろう。というよりも、

ここにきてトランプのスローガン「アメリカ第一主義、

偉大な国」の復活で黙示録 13 章の預言が成就するこ

とになろう。

｢ 私たちは、急速にその時に近づいている。プロテ

スタント教会の父祖たちが最も激烈な迫害に耐えて抵

抗してきた偽宗教を支持するために、プロテスタント

教会が世俗の権力と一致するときに、法王制安息日は、

教会と国家の結合した権力によって実施される。これ

は国家的な背信であって ､ 国家的破綻に終わるほかは

ないのである ｣。Ev 235（1899 年）

｢ 合衆国が法令を実施し、教会の制度を支持するた

めに、その権力を用いるまさにその時、新教の国アメ

リカは法王教の像を形作る。そして、国家的背教が起

こり、その結果は国家的破滅をもたらすのみである ｣。

ｽﾀﾃﾞｨﾊﾞｲﾌﾞﾙ新 586（7BC976　S.T.1910 年 3 月 22 日）

トランプは、古き良きアメリカ、「強い、偉大なア

メリカ」と叫びつつ、国民を鼓舞している。

「アメリカが第一。再び偉大な国にする」。

治安政策では、「不法移民、ギャング、暴力や薬物

の流入を食い止めるため、メキシコとの国境に巨大な

壁を築く」と、トランプ氏は述べた。また、「アメリ

カを悩ませる犯罪や暴力はもうすぐ終わる。（私が大

統領に就任する）2017 年 1 月 20 日から、アメリカは

再び安全な国になる」と宣言した。

「今回の党大会は、私たちの国が危機に瀕している

瞬間に行われている」と、トランプ氏は語った。「警

察が攻撃され、都市ではテロが起きている ｡これらは

まさに私たちの生活を脅かしている。この危険性を理

解しないどんな政治家も、私たちの国を導くには適し

ていない」｡

Politics 誌 Jan. 23, 2016 
 
｢ トランプは言った『私はクリスチャンである。プロ

テスタントである。長老教会員である。…私が大統領

になれば、あなた方は大きな力を持つことになる。あ

なた方の必要とする人物は他にない。あなた方を最も

よく代表する人物を持つことになるのだ。それを覚え

てほしい』｣。http://www.businessinsider.com/donald-

trump-christianity-merry-christmas-2016-1

福音派諮問機関というものがあり、これは、トラン

プにアドバイスを与える理事たちのことである。その

中には、福音派 ､カリスマ指導者たちの錚々たるメン

バーの名が連ねられている。影響力のあるキリスト教

指導者がリストアップされているが、長いので割愛す

る。yahoo ニュース .http://bylines.news.yahoo.co.jp/na

kaokanozomu/20161027-00063742/

｢ エバンジェリカルの指導者でモラル・マジョリティ

を組織したジェリー・ファルエルの息子で、リバティ

大学の創設者のジェリー・ファルエル・ジュニアは予

備選挙が始まる前の 2016 年 1 月にトランプ候補支持

を明らかにしている。この支持が、敬虔なエバンジェ

｜ニュースウォッチ
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リカルだったテッド・クルーズ候補に致命的な打撃を

与えることになった。ファルエルは、『政治は血なま

ぐさいスポーツ（bloody sports）だ。一種の戦争だ』

と語っている。彼は、極めて現実主義的で、政治的な

動きをするエバンジェリカルの一人である。2016 年７

月にニューヨーク市で開催された宗教集会で、ファル

ウエルはトランプ候補を『歴史上の岐路に立つ偉大な

我が国を指導する神が選んだ人物である』と紹介して

いる。この集会でエバンジェリカルはトランプ支持を決

めた｣。

白人キリスト教福音派、トランプ

氏に勝利手渡す　８１パーセント

が支持

｢ この選挙では、大勢の白人の福音派キリスト教徒

がトランプ氏に投票し、極めて重要な役割を担った。

米ＡＢＣニュースの出口調査によると、白人福音派の

８１％がトランプ氏に投票しており、クリントン氏に

投票したのは１６％だった。これは、元大統領のジョー

ジ・ブッシュ、元大統領候補者のジョン・マケイン、ミッ

ト・ロムニーの各氏（いずれも共和党）が獲得した

以上の福音派票だという ｣｡http://www.christiantoday.
co.jp/articles/22538/20161110/white-evangelical-hand-
victory-to-donald-trump.htm。

ぎりぎりまでヒラリー ･クリントンを支持していた

人たちの嘆きと失望感がどれほどであったかも報道さ

れた。あちらこちらで暴動も起こったほどであった。

●カリスマキリスト教福音派の指導者ケネ
ス・コープランドの発言

コープランドは、フランシス法王の使者として遣わ

されたトニー・パーマー司教の集会で「我々アメリカ

の指導者らは ､法王の一致の呼びかけに答えます」と

言った人である。彼は、法王フランシスに招かれてバ

チカンに行った。驚くべき彼の言葉：

Kenneth Copeland: Christians Who Don’t Vote 

For Trump Are ‘Going To Be Guilty Of Murder’

｢ ほんとにまじめに言います。もし投票しなければ

(トランプに )､ この放送が終わるまでに、あなた方

は、殺人犯となるのですよ。あなた方は、神に対して

罪を犯すことになるのですよ。…この国は神の国です。

誰もこの国を神から奪い取る者はいない。誰であろう

と、男女を問わず、民主党、共和党 ､社会主義、共産

主義であろうと、この国を取ることはできません！お

分かりですか。全能の神がこの国の頭であり、国民で

はない！ナザレのイエスこそ合衆国の主であられるの

です」。

その２　カトリックの支持

キリスト教福音派の諮問機関が後押しするだけでな

く、カトリック諮問グループも後押しをしていたので

ある。トランプは ､カトリックの指導者たちに次のよ

うなメッセージを発していた：

Charisma News より：カトリック諮問グループ

｢カトリック諮問グループとの話し合いで…私が大統

領に選ばれたら、カトリック教会とカトリックの信徒

にとって重要な問題について、カトリックの司教たち、

会議、アメリカの敬愛する二人の指導者たちと共に働

くことを楽しみにしています。…カトリックの皆さん

にメッセージがあります：私はあなたがたのためにあ

ります。カトリックにとって大事な問題があるとき、

あなた方と共に立ちます。私はあなた方のために戦い

ます。…私はカトリックと共に立ち、あなた方のため

に戦います ｣http://www.charismanews.com/politics/elections/60437-

read-the-letter-donald-trump-wrote-to-catholic-leaders
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［ボストン　２０日　ロイター］ 
 
- ロイターとイプソスの世論調査によると、米大統領

選で共和党候補指名を目指す不動産王ドナルド・トラ

ンプ氏に対するカトリック教徒の共和党員支持率が、

上昇している。

２月１８日に、ローマ法王フランシスコがトランプ

氏のメキシコ国境における壁建設計画について質問さ

れ「架け橋でなく壁を作ることだけを考えるような人

はキリスト者ではない」と発言。トランプ氏はこれに

対し、法王が他人の信仰を評価するのは「不名誉なこ

と」と反論したが、後に法王は「良い人」であり、お

そらくメディアの伝え方が悪かったのだろうと述べて

いる。一方、法王庁の広報担当者は、法王はトランプ

氏を名指ししたわけでも有権者を誘導しようとしたわ

けでもないと釈明した。

米国では 4人に 1人、約 8160 万人がカトリック教

徒（米紙ウォール・ストリート・ジャーナル）｡

選挙の前半では ､ヒスパニック系のカトリック教徒

の 84％はクリントンを支持し、トランプ支持は 12％

に留まったと言われていたが、後半には白人カトリッ

クの支持率がぐんぐん増し ､約 60％となった。

不思議ではないか。ヨーロッパで ､カトリックの恐

ろしい迫害を逃れ政治と宗教の「自由」を求めて、プ

ロテストとしての国を創立したのに、ここにきて ､4

人に一人はカトリック、国会議員のほとんどは ､イエ

ズス会か、ジョージタウン大学 (イエズス会 )卒とい

う。最高裁判官の 9人のうち 6人はカトリックで、3

人はユダヤ人という。http://www.christianitytoday.

com/ct/2010/mayweb-only/29-22.0.html

どうしてこれほどプロテスタントは変質したのであ

ろうか。カトリックが変わったのであろうか。

｢ ローマ教会は決して変わらないということがこの

教会の自慢の種であることを忘れてはならない ｣。大

争闘下 340

「今日ローマ・カトリック教は、プロテスタントか

ら、過去の時代よりもはるかに好感をもってみられて

いる」。大争闘下 318

カトリックが変わったのではなく、プロテスタント

が変化してきたのである：

｢ カトリック教は以前ほどプロテスタントと広く隔

たってはいないという主張が、プロテスタントの諸国

において唱えられてきたことには、理由がないではな

い。そこには変化があったのである。しかしその変化

は、法王制の中にあったのではない。なるほどカトリッ

ク教は、今日存在しているプロテスタントによく類似

している。それはプロテスタントが、宗教改革者の時

代以後、ひどく堕落してしまったからである ｣。大争

闘下 329

カトリックがプロテスタント・アメリカにどれだけ

浸透しているか、写真を見るだけでも一目瞭然である。

恒例のチャリティー夕

食会は、イエズス会の主

催である！ヒラリー、ト

ランプの真ん中にいるの

は、ドーラン枢機卿であ

る。枢機卿という地位は、

法王の次の位にあり、法

王にもなり得る資格を有

する非常に権威の高い地

位。

カトリックは、プ

ロテスタント ･アメリ

カに、国民だけでなく、

政治界にすっかりしみ

込んでいる。副大統領

のバイデン（左）はイ

エズス会士、下院議長

のベイナー (右）も熱心なカトリック信者。 

●イエズス会とのつながり
トランプは、フォー

ダム大学（英 : 

Fordham University）

アメリカ合衆国ニュー

ヨーク州に立地する

イエズス会系の名門

私立大学に 2年間

通っていた。http://

blogs.berkeley.
edu/2016/07/31/the-
two-jesuit-educated-
in-the-presidential-
ticket/

娘のイヴァンカ・ト

ランプも、ジョージタ

ウン大学に２年在籍し

た。

ヒラリー・クリント

ン側の副大統領候補の

ティム・ケインもイエ

｜ニュースウォッチ

2000 年アメリカ合衆国大統領選挙で
当選した共和党のジョージ・W・ブッ
シュ (右）と敗れた民主党の現職 (当
時）副大統領アル・ゴア (左）

2008 年アメリカ合衆国大統領選挙で
当選した民主党のバラク・フセイン・
オバマ (左）と敗れた共和党のジョン・
マイケン (右）
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ズス会士である。

｢ さまざまな偽装のもとに、イエズス会の会員たち

は、国政にまで手を伸ばし、国王の顧問の地位につい

て、国家の政策をまとめた。また、人々の様子を探る

ために、そのしもべとなった。彼らは、王侯、貴族の

子弟のための大学を設立し、一般の国民のための学校

を建てた。…. イエズス会は、ヨーロッパに急速にひ

ろがった。そして、彼らの行ったところは、どこでも

法王権が勢力を回復した ｣。大争闘上 294

フランシス

法王を囲んでい

る人達は、最も

影響力のあるキ

リスト教福音派

の指導者たちで

ある。最右のト

ニー・パーマー

司教は、「プロ

テストはもう終

わった ｡皆さん

もカトリックでしょう」と言った人。しばらくしてオー

トバイ事故で死んだ。

ナショナル・カトリック・リポーター
Thomas Reese  | Nov. 10, 2016

アメリカは、民主党 vs 共和党、黒人 vs 白人、ヒス

パニック系 vs アングロ ､田舎人 vs 都会人、大学青年

vs 無学歴、男性 vs 女性、富豪 vs 貧乏 ､さらにはキリ

スト教派の分断で病んでいる。カトリック教会は深刻

な分断を癒すことで積極的に役割を果たすことができ

る。

｢プロテスタント諸教会は世の関心を求めたために、

誤った愛がその目を見えなくした。彼らはどんな悪の

中にも善いものがあると信ずることは正しいことであ

る、と思い込んでいる。だからその必然的な結果とし

て、ついにはすべての善いものの中に悪なるものを信

ずるようになるのである。かつて聖徒たちに伝えられ

た信仰を守って立とうとしないで、彼らは今や、いわ

ばローマに対して無情な意見を抱いていたことを陳謝

し、自分たちがかたくなであったことに対して許しを

求めているのである ｣。大争闘下 329

その３　イスラム問題に関して

ダニエル

11:40 ～ 45 ま

では終わりの

時代の壮絶な

戦いを預言し

ている。これ

から二つの世

界的な戦いが

起こると思わ

れる。①「北

の王」とイス

ラム勢力との戦い（ダニ 11:40-43 参照）。②「北の王」

と神の民との戦い (ダニ 11:44 参照 )。11 章を見ると

十字架以前は地理的にイスラエルを中心として「北の

王」「南の王」の戦いを表しているが、十字架以降は

「北の王」「南の王」は地政学的、霊的な表現に変わる。

詳しくは ､アンカー 46 号を見て頂きたい。十字軍と

イスラムの戦いが「終わりの時」になって ､アメリカ

の主導する有志連合国とイスラムとの戦いを描写して

いる。「南の王」とは言語では「ネゲブ」､すなわちイ

シマエルの子孫の住む索漠たる地域であるが、イスラ

ム勢力が「北の王」に「戦いを挑んでくる」ことになっ

ている。すでにイスラム過激派は欧米諸国ばかりでな

く、アジアにも広がっていて世界をおびえさせている。

しかし、これから本格的な戦いが展開されるであろう。

「北の王＝法王教＝バチカン」は、軍隊を持っていな

いので、その同盟国であるアメリカ主導の有志連合国

は一致してＩＳ「イスラム国家」撲滅に出ると思われ

る。怒りをあらわにしているトランプ政権がどう出て

くるか要注意である。12:1節のミカエルが立ち上がり、

全人類の恩恵期間が終了するときまでの諸事件が次の

ように描写されている：

｢ ダニエル 11:40 終りの時になって、南の王は彼

(法王教 )と戦います ( 攻撃します‐NKJV)。北の王は、

戦車と騎兵と、多くの船をもって、つむじ風のように

彼 ( 南の王 ) を攻め、国々にはいっていって、みなぎ

りあふれ、通り過ぎるでしょう。

11:41 彼はまた麗しい国にはいります。また彼に

よって、多くの者が滅ぼされます。しかし、エドム、

ニュースウォッチ｜ 7

News Watch



8

モアブ、アンモンびとらのうちのおもな者は、彼の手

から救われましょう。

11:42 彼は国々にその手を伸ばし、エジプトの地も

免れません。

11:43 彼は金銀の財宝と、エジプトのすべての宝物

を支配し、リビヤびと、エチオピヤびとは、彼のあと

に従います。

11:44 しかし東と北からの知らせが彼を驚かし、彼

( 北の王＝法王教 ) は多くの人を滅ぼし絶やそうと、

大いなる怒りをもって出て行きます。

11:45 彼は海と麗しい聖山との間に、天幕の宮殿を

設けるでしょう。しかし、彼はついにその終りにいた

り、彼を助ける者はないでしょう。

12:1 その時あなたの民を守っている大いなる君ミ

カエルが立ちあがります。また国が始まってから、そ

の時にいたるまで、かつてなかったほどの悩みの時が

あるでしょう。しかし、その時あなたの民は救われま

す。すなわちあの書に名をしるされた者は皆救われま

す。

アメリカ国民がトランプを次期大統領に選んだ要因の

一つは、彼が徹底的にイスラム国と戦うと公約しているか

らだろう。ヨーロッパ諸国だけでなく、アメリカ国民もIS

過激派による連日の恐ろしい事件に恐怖と不安を抱いてい

る｡メキシコとの国境に大きな壁を作るとか、難民受け入

れを拒否し、移民を追放する等の過激な発言が好まれ、特

に白人の票が多く流れた。中東などから押し寄せてくる難

民に寛容であったドイツもフランスも、難民問題で苦しん

でいる。

「俺は（アメリカとメキシコの国境に）でっかい壁

を造る」と宣言。これが米国版「万里の長城」だとし

てマスコミに取り上げられた。そして、ローマ教皇フ

ランシスコが彼の発言に苦言を呈するという異例の事

態を引き起こした。

トランプは報道機関向けに、「アメリカに入ってく

るイスラム教徒の全体的かつ完全な締め出しを提案す

る」と表明した。

「イスラム国家」IS（またの名を ISIS）によるテロ

が急増している。　

米国においてイスラム人口は急速に伸びている。　

｢イスラム教の信者であるムスリムは、現在、世界に

約 16 億人いるといわれている。全世界の人口の 4分

の 1を占め、そのうち 10 億人がアジアに居住 ｣(2016

年 07 月 13 日 )。

2015 年に起こったテロのすべてではないが、７７％

はイスラム国と関係していると言われている。

●自爆テロの 99.5% はイスラムテロリスト
に よ る。 http://ijr.com/2016/01/514130-if-anyone-
says-islam-doesnt-have-a-radicalism-problem-show-them-
this-one-stat/

下図は、宗教的なテロリズムの増加を示している。
http://ijr.com/2016/01/514130-if-anyone-says-islam-
doesnt-have-a-radicalism-problem-show-them-this-one-stat/

注意すべき点は、イスラムにも多くの素晴らしい穏

健派の人々がいるということである。しかし、イスラ

ムの過激派が多くのテロ攻撃をしていることは否めな

い。

●　ロシアのプーチン大統領もトランプ氏と
IS「イスラム国家」撲滅で「協力」

アメリカのト

ランプ次期大統

領は「オバマ氏

より優秀な指導

者」と何度も称賛

していたロシアの

プーチン大統領

と選挙後､IS「イスラム国家」撲滅のために協力するこ

とを電話で話しあったそうだ。http://www.jiji.com/jc/

article?k=2016121500120&g=use

｜ニュースウォッチ

宗教的

政治的

民族分離主義

イスラムを阻止せよ



9

News Watch

ニュースウォッチ｜

ドナルド・トランプ次期大統領の閣僚人事が少しず

つ明らかになりつつある。国家安全保障担当補佐官に

はマイケル・フリン元国防情報局（DIA）局長、CIA 長

官にはマイク・ポンペオ下院議員、そして湾岸戦争か

らアフガン、イラク戦争まで中東での実戦経験が豊富

なジェームズ・マティス元中央軍司令官を国防長官に

指名すると発表した。

閣僚の正式な任命は新大統領の就任と上院の承認

を待つことになるが、いずれもイスラム過激派の脅威

について警鐘を鳴らし続けてきた中東政策の強硬派

だ。この人事は、過激思想の拡大がアメリカの安全

保障にとって最大の脅威であり、イラン合意を批判

し、イスラム国とは徹底的に戦うと言い続けたトラン

プの公約に沿ったものである。http://toyokeizai.net/

articles/-/148107

絶えないイスラム過激派の自爆、

銃殺、爆撃テロ

またまたイスラムテロによるトラック突
入事件　ベルリン
欧米諸国の激怒！

ベルリン中心

部で１９日、大

型トラックが買

い物客らでにぎ

わうクリスマス

市（いち）に突っ

込み、１２人が

死亡した事件で、ドイツのメルケル首相は２０日午前

１１時（日本時間午後７時）に会見し、「残酷で理解

しがたい行為だ。テロ攻撃とみなさざるを得ない」と

犯行を強く非難した。2016 年 12 月 20 日　朝日新聞

【ワシントン時事】トランプ次期米大統領は１９日、

声明を出し、ドイツのベルリン中心部でトラックがク

リスマスマーケットに突入して多数が死傷した事件に

ついて「恐ろしいテロ攻撃」と非難した。さらに「過

激派組織『イスラム国』（ＩＳ）や他のイスラムテロ

組織が聖戦と称して、キリスト教徒を殺害し続けてい

る」と強調した。

トランプ氏はまた、「テロリストと彼らのネットワー

クは地上から根絶しなければならない。（これは）自

由を愛するパートナーと共に実行する使命だ」と述べ

た。（2016/12/20-11:59）時事通信 -2016/12/19

フランスのテロトラック事件
見物客に突っ

込んだトラッ

ク。事件から一

夜明け、現場検

証が進められた

＝ 2016 年 7 月

15 日、フランス・

ニース【ＡＦＰ

＝時事】

フランス南部のリゾート地・ニースで１４日午後

１０時半（日本時間１５日午前５時半）ごろ、フラン

ス革命記念日を祝う花火を見物していた人の列にト

ラックが突っ込み、８０人以上が死亡、１００人以上

が負傷した。※下写真はドイツのメンケル首相 ､フラ

ンスのオランド大統領

「イスラム国を破壊する」 オバマ大統領 テ
ロとの戦いを主導､ 有志連合国を率いる
と表明！

「いかなる理由があろうともテロは許されません。

断固批判します」。安倍首相演説に猛反発＝日本を

十字軍扱い―「イスラム国」2015/1/20( 時事通信 ) 
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6146669

米国史上最悪の銃撃事件に！　フロリ
ダ乱射、４９人死亡　
2016 年 6 月 13 日

米フロリダ州オーランド

のナイトクラブで１２日未

明（日本時間同日午後）に

発生し、１００人以上が死
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傷した銃乱射事件で、米捜査当局は動機や背後関係の

解明を急いでいる。死亡した容疑者の男は過激派組織

「イスラム国」（ＩＳ）に忠誠を誓っていたとされ、Ｉ

Ｓが運営するラジオ局は事実上の犯行声明を出した。

ロシアの駐トルコ大使射殺　警官がア
レッポ空爆に抗議か 2016 年 12 月 20 日

「アッラー・アクバル（神は偉大なり）」などと叫ん

でいたと言う。

その４　トランプはエキュメニカル

　　  運動を推進

トランプがキリスト教諮問機関とカトリックの諮問

機関を持っていること、主要なキリスト教会と、白人

カトリックの支持を得たこと、副大統領にカトリック

であり福音派であるマイク・ペンスを選んだこと、イ

エズス会の主催の晩さん会での演説 ､彼自身がイエズ

ス会の大学に通ったこと等々を見ると、キリスト教一

致を強く求めて政治を変え、古き良きアメリカ ､強い

アメリカを推進していることは明らかである。それは

ローマ教会が望んでいることであり、イエズス会が望

んでいることである。

●なぜ、トランプは､ 強硬な保守派として知
られるインディアナ州知事のペンスを副大統
領候補に選んだのか｡

A ‘born-again, evangelical Catholic’「生まれ変

わった福音派カトリック」　RNS という宗教誌より：

彼は、カトリック

として育ち、グレイ

ス福音派教会に加わ

り -保守派という背

景からカトリック－

福音派折衷という経

歴の持ち主だ。そう

いうときに、フランシス法王は「福音派とカトリック

の一致」を呼び掛けて「この分断は悪魔の働きである」

と訴えたのだ。副大統領候補ペンスは「カトリック青

年牧師となり、司祭になりたかった」とあるインタ

ビューで答えている。

｢ プロテスタント教会内の大きな信仰の差異は、ど

んなに努力しても一致を図ることはできないというこ

との決定的証拠であると考える人が多い。しかし、こ

こ数年にわたって、プロテスタントの諸教会内におい

て共通の教義を土台として合同しようとする気運が強

く動き出している。このような合同を達成するために

は、たとい聖書的見地からどんなに重要なものであっ

ても、すべての者が一致しない問題点は、必然的に放

棄されねばならなくなる。

１８４６年、チャールズ・ビーチャーは、ある説教

の中で次のように言明した。『福音主義のプロテスタ

ント諸派の牧師たちは、単なる人間的恐怖にはなはだ

しく打ちひしがれているだけでなく、根本的に腐敗し

た状態のもとに生き、動き、呼吸している。そして、

常に、自分たちの性質のあらゆる卑しい要素に訴えて、

真理については沈黙し、背教の勢力にはひざをかがめ

ている。これは、ローマが行ったことではなかったか。

われわれもまた、同じことをしているのではなかろう

か。そして、われわれは、前途に何を見るであろうか。

それは、もう１つの全体会議、世界大会、伝道同盟、

そして共通の信条ということである。』これが達成さ

れるならば、その時には、完全な合同を確保するには、

ただ１歩進んで暴力に訴えればよいのである」。大争

闘下 164

｜ニュースウォッチ
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ニュースウォッチ｜

このエキュメニカル (一致 )運動が完結すると、ど

んなことになるだろうか？今や、アメリカの憲法に謳

われている政教分離が崩される危機に直面している。

教会と国家の分離は

すべての宗教的自由の

基礎である。命をかけ

てメイフラワー号でア

メリカ大陸に逃げてき

たプロテスタントは、

建国の精神を失いつつ

ある。ドナルド ･トラ

ンプは、「IRSコードに『ジョンソン (元大統領 )の改

正案』を取り除き、それによって『分離の壁』を元に

戻し、教会にもっと力を与えるように働くつもりだ」

と言っている。政教分離を廃止すると言っているのだ

｡http://hollywoodlife.com/2016/07/21/donald-trump-no-
separation-church-state-rnc-speech/

そうなると黙示録 13:14,15 の預言が成就すること

になる：

黙示録 13:14,15　さらに、先の獣の前で行うのを許

されたしるしで、地に住む人々を惑わし、かつ、つる

ぎの傷を受けてもなお生きている先の獣の像を造るこ

とを、地に住む人々に命じた。それから、その獣の像

に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえで

きるようにし、また、その獣の像を拝まない者をみな

殺させた。

｢ この象徴の持つ、小羊のような角と龍のような声

は、ここで表されている国家の宣言と実行との著しい

矛盾を示すものである。国家が『物を言う』とは、そ

の立法および司法権の活動のことである。米国は、そ

のような行為によって、国家の方針の基礎として宣言

した自由と平和の原則を裏切るのである。それが『龍

のように』語り、『先の獣の持つすべての権力』を働

かせるという預言は、明らかに、それが、龍やひょう

に似た獣によって象徴される国々が表した狭量と迫害

の精神を持つようになるということを予告している｣。　

大争闘下 161

｢ 米国の主要な教会が、その共通の教理において合

同し、国家を動かして教会の法令を施行させ、教会の

制度を支持させるようになるその時に、プロテスタン

ト・アメリカは、ローマ法王制の像を造り、その必然

の結果として、反対者たちに法律上の刑罰を加えるこ

とになるのである」。大争闘下 164

｢ アメリカ合衆国の憲法は、良心の自由を保証して

いる。これ以上貴重で根本的なものはない。法王ピオ

９世は、１８５４年８月１５日の回勅の中で『良心の

自由を擁護するという不合理で誤った教理あるいはた

わごとは、きわめて有害な誤謬、すなわち、国家にとっ

てほかの何よりも恐れねばならない病毒である』と

言った。同じ法王は、１８６４年１２月８日の回勅の

中で、『良心の自由と、宗教上の礼拝の自由を主張す

る者』また『教会は暴力を用いてはならないと主張す

るすべての者』をのろった ｣。大争闘下 320

元東京大学教養学部教授 ､西部 邁は、アメリカは

破綻に向っていると 11/10 のプライムニュースで発言

した。Ｅ .Ｇ .ホワイトは何と言っているか？

｢ プロテスタント教会の先駆者たちが最も激烈な迫

害に耐え抜いたことに反して、この教会 ( カトリック

教会 ) は、偽りの宗教を支持するために世俗の権力と

結合するであろう。この時、教会と国家の結合した権

力によって法王教の安息日が強制されるのである。こ

れは国家的な背信であって国家的破綻に終わるほかは

ないのであるという結果のみである ｣。終末時代の諸

事件 77

黙示録 13:11 － 18 まで今こそ注意深く研究すると

きではないだろうか。

その５　親イスラエル　

アメリカは親イスラエルであることはよく知られて

いる。

｢ トランプ氏、エルサレムをイスラエルの
首都と認めると首相に約束」２０１６年９月
２６日　ロイター：

米大統領選の共和党候補ドナルド・トランプ氏は

２５日、イスラエルのネタニヤフ首相とニューヨーク

で会談し、自分が大統領に選出された場合、米国はエ

ルサレムをイスラエルの首都と認めると伝えた。
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またイヴァンカの夫

ジャレッドはユダヤ人

で熱心なユダヤ教徒と

言われている。イヴァ

ンカと結婚した時に、 

イヴァンカもユダヤ教

に改宗している。イヴァ

ンカは、トランプ・オーガナイゼイションの副社長を

務める ｡夫のジャレッドは、ハーバード大学の優秀卒

業生、超金持ちである。大統領選では勝利に貢献し、

新政権にも絶大な影響を与える強い顧問として残ると

見られている。

さて、トランプ内閣の組閣が始まった！

セブンスデー・アドベンチスト信徒であり、神経外

科医のベン・カーソン氏（６５）を、住宅都市開発長

官に起用すると発表した。次期政権の閣僚級人事では

初の黒人となる。

トランプ、閣僚人事から見る「超危険」

な政権

｢ トランプ政権の正体が、少しずつ見えてきた。ア

メリカファースト（米国第一主義）をキャッチフレー

ズに『移民排斥』『保護貿易主義』『インフラ整備』といっ

た、大衆の望んでいる政策をずらりと並べた『ポピュ

リズム（大衆迎合主義）選挙』の勝利だが、英国のブ

レグジット（ＥＵ離脱）と同様に、世界はいよいよ超

保守、極右が選挙に勝つ時代に入ってきた。

そんな中で、これまではっきりして来なかったトラ

ンプ次期米国大統領の政治が、徐々にではあるが見え

てきた。閣僚人事のアウトラインが分かってきたこと

で、トランプ政権がいかに危険で、世界が築いてきた

秩序を根底からひっくり返す存在になるリスクがある

ことが分かってきたのだ」。http://bylines.news.yahoo.

co.jp/iwasakihiromitsu/20161219-00062548/

News Watch

｜ニュースウォッチ

 サンライズミニストリー  検索

Online Sermons

インターネットでも
　　　　ご覧になれます。

https://www.youtube.com/channel/UC_MrvUh7GCW2yGpWmYNSGxA

Sunrise Ministry   |     Youtube Channel

  https://www.facebook.com/srsministry?ref=hl
Sunrise Ministry   |   Facebook
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「取り戻そう！健康長寿 沖縄」

金城マーク ( 自然療法医 ) －米国シアトル在住

※かつては南国沖縄が健康長寿全国一位であった
が、今やその座は長野県に取って代わっている。現在
沖縄は、最下位の 47 位に落ちた。半世紀前、長野県
の平均寿命は、全国ワースト 1位であった。さらに、
脳卒中による死亡率も同じくワースト1位であったが、
現在は健康寿命がトップ。長野県は 1960 年半ばごろ
から全面的に健康増進への取り組みを始めた。健康増
進に関する部署を作り、県をあげて長生きに関する活
動に力を入れてきた。健康増進計画「健康グレード
アップながの 21」を掲げて健康長寿ナンバーワンの
実現を目指した。「PPK運動」はユニークで有名。こ
れは、病気に苦しむことなく、元気に長生きし（ピン
ピン PINPIN）、病まぬままにコロリ (KORORI）と人
生を終えようという意味の標語で、その頭文字をとっ
たもの。ライフスタイルが欧米化した沖縄も再び健康
に目覚めるべき時が来た。11月 22 日にでだこホール
で三回にわたって講演をしてもらった。第一部は､「小
児期から免疫アップ」第二部は「認知症予防法」につ
いて。本誌では第三部を掲載する。

皆さん、こんばんは。沖縄長寿が後退傾向にあるの
を、どうにか元に戻したいですね。日本では、沖縄は
一番の長寿県から最低に落ちてしまいました。本当に
10 年、15 年の短い期間でした。しかし世界的な視野
で見てみますと、日本は今でも世界一の長寿国です。
沖縄は 47都道府県の中で、1位から 47 位に転落した
としてもまだ、世界的視野から見れば、長生きの島と
いえるわけです。まだ希望はあります。本当の意味で、
「一番の長寿県―沖縄」にするにはどうしたらいいか
考えてみましょう。

長寿の国

長く生きたいな
ら、このおばあちゃ
んのように生きた
いものです。80歳、
90 歳になっても、
まだ海辺に行って
いろんな仕事をし
ます。このように
活発に生活してい
る長寿の方は素晴らしいです。
この写真は2005年に出版され
たナショナルジオグラフィッ
ク誌に掲載されたものです。
その雑誌の表紙に沖縄のおじ
いちゃんの写真が載っていま
した。この人は毎日砂浜に行っ
て運動をする人でした。40 代
の人でこのような逆立ちをで
きる人はどれほどいるでしょ
うか？ あまりいないと思いま
す。このおじいちゃんは 86 歳だそうです。ナショナ
ルジオグラフィック誌で、世界中で長寿のグループと
して採り上げた三種類の人たちがいました。

その一つがイタリアのサルディニア人、第二グルー
プが沖縄県民、第三のグループが宗教のグループです。
世界中に散在していますが、中でもアメリカ・カリフォ
ルニア州のロマリンダに住んでいる人たちを対象に特
集を組みました。セブンスデー・アドベンチスト（SDA）
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教会の人たちですが、ロマリンダには医学校もありま
す。アメリカでも宗教団体が運営している唯一の医学
校だと思います。SDAの人たちは世界中どこにいても、
その地域の人たちよりも長生きすることで知られてい
ます。

ナショナルジオグラフィック誌の記者たちがこの三
つのグループの人たちを対象に調査した結果、いろん
な共通点があることが分かりました。上の図のような
ことが三つのグループの人たちは共通していました。

「タバコを吸わない、家族
を第一にする、毎日活動的、
社交性を保っている、果
物・野菜・全粒の穀類を食
べる」。世界の違うところに
住んでいるこの人たちに、
このような共通点があるこ
とが分かりました。また各
グループの人たちにはそれ
ぞれ特色があり、沖縄の人
たちは「生涯の友人を持つ」
特色を持っていました。ナ
ショナルジオグラフィック
誌の中でも言及されていま
したが、沖縄の人のほとん
どが「模

も あ い
合をする」と書か

れていました。いろんな形
で沖縄の人たちはお互いに
助け合うというのです。経
済的にも困った人がいた
ら、皆で助け合う、これは

沖縄人の特色として挙げられていたものです。もう一
つの特色は「少食」でした。日本人は欧米人と比べる
と全体的に少食です。これは良い特色なのです。お腹
いっぱいで動けなくなるまで食べるのは良くないので
す。できるだけ少なめに食べることが大事です。最後
の特色は「人生に目的を持つ」ことです。皆高齢者に
なっていって、年をとっても自分が社会や家族や親戚
に何か貢献ができる、そのような生きがいを見つける
ことなのです。

多くの先進国において高齢者の人たちは、何もする
ことがなくなってただ老人ホームに入れられ、時を過
ごすのです。テレビを見たり、誰の役にも立つことな
く、生きがいを見出すこともできず、無為に時を過ご
すという人たちが大勢おられます。しかし、沖縄のお
年寄りに関しては、まだ家族と一緒に暮らし、家族の
役に立つために子供たちの世話も手伝う―そのように
貢献しているのです。生きがいを見つけているのです
ね。このような特色が沖縄の県民に見られたと報告し
ています。

サルディニア人の特色は、「赤ワインを飲む」とあ
りました。これは医学雑誌に載ったことがありますが、
食事の時に 1－ 2杯少量の赤ワインをたしなむのは心
臓にとっては良いという報告が出ています。統計的に
は真実のように思われます。ただし、心臓に良いのは
ワインに含まれているアルコールではありません。リ
スベラトロールという物質が赤ワインに含まれてい
て、それが心臓に有効なのです。アルツハイマー病の
講義で申し上げましたが、アルコールは脳細胞を破壊
してしまいます。たとえ控え目に飲んだとしても、そ
れでも脳にはダメージがあります。赤ワインを飲むよ



15

 

取り戻そう！健康寿命  沖縄｜ 15

り、赤ぶどうを食べたほうがはるかに有効なのです。

「赤ぶどうのジュースはどうですか？」と尋ねる人
がいますが、私自身研究して分かったのは、赤ぶどう
のジュースにはあまりリスベラトロールが含まれてい
ません。リスベラトロールは赤ぶどうの皮の部分に含
まれています。赤ワインを作る時は、ぶどう全部を潰
して発酵させます。皮の部分からリスベラトロールが
ジュースの中に浸透していくのです。グレープジュー
スを作る時は、潰してすぐに濾します。すぐに濾して
しまうので、皮からリスベラトロールがジュースの部
分に行かないで、そのまま捨てられてしまいます。で
すから、赤ぶどう全体を皮のまま食べるなら、リスベ
ラトロールを摂取することが出来るのです。

サルディニア人の二番目の特色、「配偶者と仕事の
重荷を分かち合う」、これは良いことだと思います。
聖書には「人はひとりでいるのはよくない」とありま
す。互いに助け合う相手がいるならば、本当に良いこ
とだと思います。これは研究で証明されていることで
すが、統計的には、結婚している人たちは、していな
い人たちよりも長生きする傾向があるのです。ただし、
相手が誰かにもよります。夫と妻がいて互いに仕事の
重荷を負い合うというのは、健康的であり、健全であ
り、それが祝福となって長寿につながるのです。

三番目の特色に、
「ペコリーノチーズ
を食べる」とあり
ます。私は個人的
にチーズを食べま
せんので、ペコリー
ノチーズがどのよ
うなものか分かり
ませんが、このチー
ズにはオメガ 3が
多く含まれている
ようです。オメガ
3 の脂肪分はアル
ツハイマー病に有
効だと分かってい
ます。身体全体の
健康にとっても非

常に良いものです。ただし、チーズよりももっと良い
ものでオメガ 3を摂取する方法があるのです。チーズ
は飽和脂肪酸も多く含まれています。これを大量に食
べると実際は良くはないのです。代わりに植物性のオ
メガ 3を含んでいる食品が多くあります。私の一番の
お気に入りは、亜麻仁です。

第三のグループであるアドベンチストの人たちの特
色の一つに、「ナッツと豆をよく食べる」とあります。
ナッツには良い栄養素が多く含まれています。確かに

脂肪分も多く含まれているので、大量に食べるのは控
えたいと思います。しかし、心臓病を抱えている人に
とっては、一日に一握りのナッツを食べるのは有効だ
と分かっています。カロリーを多く含んでいるので、
多く食べるのは良くありませんが、少量は非常に有効
です。豆もよく食べます。

アドベンチストの特色の一つに、「安息日を守る」
というのがあります。一週間に一日、土曜日を礼拝日
として休みをとっています。どんなに忙しくても、周
りの状況がどうであろうが、一日休みをとって教会に
行き礼拝をします。互いに励まし合ったりします。こ
れも特色の一つとして、ナショナルジオグラフィック
誌に取り上げられているのです。

最後の特色が「信仰心」となっています。健康なラ
イフスタイルには「信仰心」も重要な位置を占めてき
ます。つまり自分の心の持ちようということですが、
恐怖心、不安、うつ、怒りのような感情を抱えていま
すと、喫煙よりも健康に有害なのです。「信仰を持つ」
ということは、感謝の気持ち、喜び、平安、愛のよう
な感情につながります。このような肯定的な感情は健
康にもプラスになっていきます。聖書に「心の楽しみ
はよい薬である」という言葉があります。「信仰心」は、
最も重要な健康の原則の一つであると、私は考えてい
ます。

私はアメリカ中でも、パプアニューギニアやアフリ
カにも行って健康講話をして回っています。いろんな
ところで健康の話をするたびに、自分は沖縄生れであ
ることを語ります。そして自分はセブンスデー・アド
ベンチストの家庭に生まれ育ったことも言います。こ
の三つのグループの二者に属するのです。「もし私が
サルディニアに引っ越したら、120 歳生きられるかも
知れないなぁ」と思うわけです。私は自分が沖縄出身
であることを誇りに思っています。

ところが、今年の夏沖縄に来た時、沖縄の長寿の
地位が最上から最低にまで落ち込んでしまったことを
聞き、大きなショックを受けました。アメリカに行っ
ても「長寿の島、沖縄出身です」とあまり大きな声で
言えなくなってしまったのです。何とかして「沖縄の
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長寿№１」を取り戻さなくてはいけないのです。しか
し、先ほども申し上げましたが、日本全体が長寿国で
す。これは 2007 年に出された興味深い研究です。平
均寿命が一番長い国は日本で 82.3 歳です。日本人一
人当たりに費やされる 1年間の医療費は 2,358 ドル
（約 20 万円）とあります。アメリカ合衆国は 29 位か
ら 31 位のあたりに位置しています。アメリカ国民の
平均寿命は 77.9 歳、日本の平均寿命より 5歳ほど短
いです。しかもアメリカ人一人に費やされる 1年間の
医療費は 7,498 ドル（約 70 万円）で、日本の 3倍に
も匹敵するのです。にもかかわらず、アメリカ人の平
均寿命は日本人よりはるかに短いわけです。

どれだけ裕福か、高い医療技術があるかではないの
です。医療技術、薬学、手術の技術においてアメリカ
は世界のトップです。にもかかわらず、日本よりもア
メリカの平均寿命ははるかに短いのです。

ただし、昔からそうであったわけではありません。
これは 1960 年からの統計ですが、五つの国（日本、
フランス、ドイツ、スウェーデン、アメリカ）の女性
を対象に行った調査です。「女性の平均寿命の傾向」、
縦の線は平均寿命です。1960 年の時点で、五つの国
の中で日本は最下位でした。当時 1位がスウェーデン
でした。中間はアメリカでした。時が経つにしたがい
1970 年代に入り、日本は中間に位置するまでに上がっ
て来ました。1980 年代の後半から 1990 年代にかけ
て、日本は五ヶ国の内のトップに躍り出ました。アメ
リカは最下位に転落してしまったのです。この 30 年
の内に何が起こったのでしょうか？ いろんな説があり
ます。詳しくは分かってはいないのです。

このグラフは日本全体と沖縄を対象に 100 歳以上
の人の占める割合を表わしています。縦線は 10 万人
の内の 100 歳の人の割合を示しています。今から 50
年ほど前の 1960 年代は、日本全体でも沖縄でも 100
歳以上のお年寄りが非常に少なかったことが分かりま
す。1980 年代、90 年代経て、2000 年に入ります。
黄色は沖縄の 100 歳以上の 10 万人当りの割合で、日
本全体も伸びていますが、日本全体と比べても、沖縄
ははるかに 100 歳を超えるお年寄りの割合が高いこ
とが分かります。かなりの右肩上がりです。そして突
然上昇がストップします。2010 年で上昇が止まって
2013 年から下がってきています。これからどうなっ
ていくのでしょうか？ 

沖縄は女性が一番長生きであるとして世界中で知
られています。ギリシャのイカリヤ島ですが、お年寄
りの認知症の割合が最も低い地域として知られていま
す。先ほど取り上げたサルディニアは、100 歳以上の
男性が最も多い地域だそうです。アメリカ・カリフォ
ルニアのロマリンダは、北アメリカに住む一般アメリ
カ人よりも寿命が平均 10年長いそうです。

しかし、この状況はいつまで続くでしょうか？ 
2005 年にナショナル・ジオグラフィック誌で取り上
げられた後に、何年かたってこの三つの場所に記者が
戻り、調査したそうです。イタリアのサルディニア人
に関して言えば、彼らも平均寿命が落ちてきているそ
うです。沖縄の平均寿命も落ちてきています。後で書
かれた記事では、SDAだけがこの三つのグループの中
で、長寿の地位をこれからも保てそうな人たちだと書
かれていました。しかし、後々の研究では、SDAの人
たちであっても、かつて保ってきた寿命が落ちてきて
いることが分かって来ています。

いずれにしても、世界的に寿命が落ちてきている原
因は何なのでしょうか？ 現代人の食べる物に原因があ
ることがはっきりして来ています。特に都会での若者
たちが、両親やおじいちゃんやおばあちゃんと同じよ
うな食事をしなくなってきているのです。

1900 年代後半から 2000 年にかけて、沖縄の長寿
が 1位から 4位くらいに落ちて、最終的には 26 位に
なっています。この記事を今年の夏に見たのですが、
「あぁ、これは良くないなぁ」と思いました。ところ
が現在は最下位にまで転落しているのです。沖縄の今
の状況は世界では、「沖縄ショック」として知られて
います。平均寿命が転落した沖縄を、世界がかたずを
のんで見守っています。私たちのおじいちゃんやおば
あちゃんたちが実践していた生き方が変わってきてい
るのです。その結果、平均寿命の低下となっているわ
けです。

■日本

▲アメリカ

沖縄

日本
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アフリカのケニアでのマサイ族へ

の伝道旅行：

今から一緒に旅
をしてみたいと思
います。私はアフ
リカのケニアにボ
ランティア活動で
行ったことがあり
ます。アフリカの
中でも美しい場所
です。ケニアの南
東の端、タンザニ
アとの国境辺りに
マサイ族が住んで
います。ここには
私たちが動物園で
しか見ないような

野生動物がたくさん住んでいます。そこで伝道活動、
奉仕活動をし、その後でサファリ ( 探検旅行 ) をしま
した。写真は私が自分で撮ったものです。このような
野生の動物が目の前にいました。ジープに乗ってサ
ファリをします。チーターはアフリカでもめったに見
られないそうです。大きな象が目の前にいました。ワ
ニ、ライオン、赤ちゃんライオンと母ライオンが戯れ
ています。

マサイ族の人
たちに伝道活動
をしている様子
です。マサイ族
の人たちは友好
的で素晴らしい
人たちです。と
ころが世界で最
も短命な人たち
として知られて
いるのです。男
性の平均寿命が
たったの 43 歳
です。女性が少
しだけ長くて 45
歳です。マサイ
の人たちは統計
的に、日本人あ
るいは沖縄の人
の半分しか生き
られないのです。
マサイ族の人た
ちと生活してい
た時に出逢った
中でこの人が一

番長寿の人ではないかと思います。彼女に年齢を訪ね
ても自分でも何歳か分かりませんでした。このくらい
の老人はどこにも見当たりませんでした。見た限り 80
～ 90 歳くらいのおばあちゃんかなぁと思いましたが、
左側にいる男性はマサイ人の医者で、彼の証言による
と彼女は 60歳くらいだそうです。マサイの人が 60歳
に達すると長寿なのです。

マサイ族の人た
ちの健康状態をチ
エックしてあげま
した。マサイ族の
多くの人たちが高
血圧をかかえてい
ました。胃の痛み、
胃の病気を抱えて
いる人が大勢いま
した。仲間に歯科
医がいて歯の治療
もしました。

マサイ族の人た
ちがなぜこんなに
も短命か？ そこ
にいて理由のひと
つとして分かった
ことは、水を飲ま
ないのです。代わ
りに何を飲むかと
言いますと、牛乳
と混ぜた牛の血を
飲むのです。彼ら
は牛を多く飼って
います。銀行などはありませんから、彼らは家畜が多
くいればいるほど裕福なのです。牛の首をほんの少し
切って血を抜きとります。少し切るだけですから牛は
死にません。それを牛乳と混ぜて、彼らはこれを好ん
で飲みます。「水を飲んだらいいでしょう」と私が勧
めると、「水は美味しくない」との答でした。確かに
アフリカでは、きれいで美味しい水は手に入りにくく
なっています。そのような水の問題をかかえています。

彼らに健康講話もしました。そこで植物性中心の食
事をすることを勧めました。「もっと野菜や果物を食
べましょう」と。健康講話をしている近くで、牛を殺し、
その肉を刺してローストしていました。彼らの食事は
肉中心なのです。少しだけトウモロコシと穀類を食べ
ます。ほとんどの場合肉だけで、飲み物は先ほどの血
の飲み物です。そういう訳で彼らの寿命は短いのです。

彼らに「なぜ、血を飲むんですか？」と尋ねると、
元酋長だったような人が立ち上がり答えてくれまし
た。「マサイは強くなるために、血を飲むんだ！そし
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て強い戦士になるために、血を飲むんだ！」と。彼ら
は他民族から恐れられていたほどの勇敢な戦士です。
いわゆる狩猟民族です。

ここに滞在していた時聞いた話です。少年期から大
人になる時、ある儀式のようなテストをするそうです。
大人になるためには 1頭ライオンを殺さなくてはなら
ないそうです。若い人たちが近くにいましたので、「あ
なたはライオンを殺したことありますか？」と尋ねる
と、「はい、もちろん！」、「あなたもか？」、「えぇ、
もちろん問題ないですよ、ライオンを殺すことは何て
ことないですよ」とのことでした。さらに「どうやって、
ライオンをやっつけるのですか？」と尋ねると、興味
深い話をしてくれました。

ライオン狩りに出かける前に、みんなで集まり互い
に見つめ合って、「もし狩りに行くのが怖い人がいた
ら、家へ帰りなさい。怖いのは恥ではないから、大丈
夫」と言うそうです。なぜなら、一人でもその中に恐
怖心を持っている人がいたら、狩りのグループの全体
を危険にさらすことになるのです。狩りの対象のライ
オンを見つけたら、「あれにしよう！」と決めて、み
んなでとり囲み逃げられないようにするのです。彼ら
一人ひとり赤いブランケットを着ていますが、そのブ
ランケットを片腕に巻きます。別の手には長いナイフ
を持っています。ライオンは追いつめられて、辺りを
見渡し一人ひとりを見ます。ライオンは怖がっている
人を探しているそうです。一人でも怖がっている人が
いたとすると、ライオンはすぐ分かってその人を攻撃
するそうです。その人がライオンを殺すことに失敗し
たら、その囲いの輪からライオンは逃げてしまいます。
その時他の人も傷つけられるかも知れないのです。

しかし追い詰められたライオンが見渡して、怖がっ
ている人が誰もいないと分かると、仕方なく誰か一人
を選んで、その人を飛び越えようとするそうです。自
分のところに向かってきたと分かった人は、ライオン
の口にブランケットを巻いた腕を突っ込み、ナイフで
ライオンの首を切ります。「これは簡単だよ」と言う
のです。マサイの人たちはほんとうに勇敢な戦士なの
です。

「あなたたち、怖い動物は何ですか？」と尋ねると、
「象が一番怖い！」と答えました。もし怒った象に追っ
かけられ、その時一人だったら、助かる見込みはない
そうです。象に踏み潰されてしまい、パンケーキの厚
さまでぺちゃんこにされるそうです。そして誰にも見
つからないでそのままになってしまいます。だからラ
イオンよりも象がはるかに怖いと言うのです。

彼らは血を飲むことによって、血の気が多くなり、
戦闘的な性質が掻き立てられます。それを聞いて私は、
「確かにそうですよね、これを飲んで勇敢な気持ちに

なるかも知れないけれど、それでも寿命を縮めてしま
うんですよ」と言いました。聖書の中で、「清い肉で
あるならば、肉を食べることは良し」とされています。
しかし、「動物の血を食してはならない」と書かれて
います。ですから、ユダヤ人たちは今日でも、血の入っ
た肉は決して食べないのです。神様は「血は特に身体
に悪いから」と言われています。ですから、「血を飲
むとこれで勇敢になるかも知れませんが、寿命は縮ま
りますよ」と言いました。そして、「私は世界で最も
長寿の場所、沖縄から来た者です。幸福に長く生きた
いのだったら、食生活を変えて下さい」と訴えました。
アフリカでは良い水を得難くなっているので、ボラン
ティア活動で井戸などを掘る活動をしているのです。
マサイの人たちを助けるためには、多くの課題が残さ
れています。

沖縄の健康

沖縄の話に戻りましょう。「沖縄ショック」―世界
で叫ばれています。沖縄の男性の肥満率は日本一で、
20歳から 69歳の男性の 45.2％は肥満だそうです。

・1995 年　沖縄の男性の寿命は、日本で４位
・2000 年　26位に転落
・2005 年　47都道府県中 25位
・2016 年　男性 47位（最下位）、女性 46位 !!

20 年の短い期間で、上位から下位の下位―最下位
に転落してしまったのです。沖縄県民の脂肪摂取量が
非常に多くなったことを説明しましょう。

沖縄の食事の脂肪摂取量の割合：

・1960 年代―10％
・1970 年代―25％
・2000 年代―30％－欧米の食事と同率

食事の三分の一が脂肪なのです。アメリカも食事の
約 30％脂肪分が占めています。もし私たちがアメリ
カ人のような食べ方をすると、アメリカ人のように死
ぬことでしょう。しかも私たちアジア人が、欧米人の
ように食事を摂るとしたら、アメリカ人よりも短命に
なってしまうでしょう。遺伝学的に言って、農耕民族
である私たちは欧米人のような肉食には耐えられない
のです。沖縄は日本全国で、昆布の消費量が最も多い
県だったのですが、30 ～ 40 年の間に 30％も消費量
が落ちてしまいました。

しかも野菜の消費量は日本では最下位だそうです。
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だとすると、沖縄の人は日本人の中でもジャンクフー
ドを多く食べているということです。健康的な食事を
一番食べていない県民なのです。平均寿命がトップか
ら最下位になってしまったのも、当然のことだと思い
ます。

聖書の中の健康長寿の人々

非常に興味深いことですが、聖書に出て来る人物が
どれくらいの寿命だったかを示したグラフです。横線
のひとつひとつは 100 年を表わします。聖書によると
左から三人目の人はノアです。「ノアの洪水」があり、
それ以前に生存していた人たちは、900 年くらい生き
ていたと記されています。左から二番目はメトセラで
すが、聖書に記録されている最も長寿だった人です。
聖書に、彼は 969 歳まで生きたと記されているんです。
しかし、洪水が起こり、ノアの息子の世代になると、
寿命が 600 歳まで下がってしまいました。洪水から 7
世代の間に、今日と同じまでに平均寿命が 100 歳未満
に落ちてしまいました。

洪水後に何が起こり、こんなにも急激に平均寿命
が下がってしまったのでしょうか？ 聖書の最初に書
かれている「創世記」に天地創造の物語が記されてい
ます。神様が言われた言葉です。「神はまた言われた、
『わたしは全地のおもてにある種をもつすべての草と、
種のある実を結ぶすべての木とをあなたがたに与え
る。これはあなたがたの食物となるであろう』」（創世
記 1:29）。これがエデンの園で人間に与えられた食物
ですが、当時動物性の食事を、神様は人間に与えられ
ませんでした。肉類、卵、乳製品もありませんでした。
植物性の食べ物だけだったのです。

そして罪がこの世界に入ってきた後に、神さまに従
わない人たちが現れて、自分の好き勝手に好むものを
食べるようになりました。こういう人が動物を殺し食
べるようになったのだと思います。神様の計画に従っ
た人たちは肉を食べませんでした。ただし洪水の後

に、神様は人間に肉食を許可されたのです。なぜなら、
世界的な洪水で、植物がほとんど破壊されてしまった
からです。そういった状況で、ノアの洪水後、神様は
人間に清い動物だけ食べてよいと許可を与えられまし
た。その後 7世代のうちに人間の寿命はこんなにも短
くなってしまったのです。

もちろん、肉食以外にも他にいろんな要素があっ
たと思います。世界の気候が激変してしまった状況も
あったと思います。洪水後の人々の社会はもっとスト
レスの多いものになったはずです。ですから、肉食だ
けに限らないと思いますが、いずれにしても肉食が
入って来たことが寿命を縮めた大きな要因になってい
ると思います。

「エピジェネティックス」科学は

証明する

つい最近、新たに登場した科学の分野についてお話
します。それは「エピジェネティックス」という新た
な科学の分野です。「DNAが私たちの運命ではない」
ことをこのエピジェネティックスが解明してくれてい
ます。科学界では、DNAについてはよく知られていま
す。DNAが髪の毛や目の色、どのくらいの身長にな
るかなどを決めたりします。また、どれだけ頭の良
い人になるか、音楽的才能があるかないか…などは
DNAである程度決まって来ます。あるいはどのよう
な病気に罹る傾向にあるかもDNAによります。

最近、DNA にある物質がくっついていることが
分かって来ました。DNA についている物質が、「遺
伝子を ON にしたり OFF にしたり出来る」という
のです。心臓病に罹りやすい遺伝子を持っているか
も知れませんが、専門家によると、DNA について
いる物質が、心臓病に罹る遺伝子を ONにしたり、
OFF にしたりも出来ると言います。ですから、私たち
の運命はDNAだけで決まるものではないというわけ
です。
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ネズミの実験が行われ、この 2匹のネズミは同じ遺
伝子を持っています。どちらのネズミも太りやすい遺
伝子を持っています。毛並みが黄色くなりやすい遺伝
子、糖尿病になりやすい遺伝子、ガンになりやすい遺
伝子をどちらも持っていました。このネズミたちがお
母さんのお腹の中にいた時、母親ネズミの両方に BPA
（ビスフェノール A）を餌に混ぜて与えました。BPA
は発がん性のある物質です。黄色っぽいネズミの母ネ
ズミには、通常のネズミの餌が与えられました。右の
ネズミの母ネズミには通常の餌にコリン、葉酸、ベタ
イン、ビタミン B12 のビタミン剤も加えられました。
右側のネズミは生まれた時、ガンは発病していません
でしたし、太ってもいませんでした。糖尿病もありま
せんでした。毛の色が黄色くもなかったのです。普通
のネズミとして生きることが出来たそうです。同じ遺
伝子なのに右側のネズミの母ネズミにビタミンを少し
加えただけで、悪い遺伝子をOFFにしたのです。

別の実験で、このネズミはいろんな交配で、わざと
頭の悪いネズミとしてつくられました。遺伝子的にも
馬鹿なネズミだったのです。正常なネズミをこのよう
な迷路に入れると、最初は餌のあるゴールを探すのに
時間がかかりますが、何度かこれをさせると、学習し
てだんだん早くゴールにたどり着くようになります。
遺伝子的に頭が悪いようにつくられたネズミは、何度
迷路に入れても学習しないのです。学習できないので
す。

馬鹿なネズミとして生涯を送るであろう頭の悪いネ
ズミですが、この頭の悪いネズミのグループを対象に
して、ほんとうに幼い時期に、良い刺激で学習しやす
い環境に置いたそうです。よく遊ぶためにおもちゃを
与えたり、栄養の豊かな餌を与えたり、ネズミが幸福
に生きられるように環境を作りました。すると、だん
だん育ち大きくなって学習能力がはるかに向上したそ
うです。頭の悪い遺伝子を克服してしまったのです。
驚くべきことに、頭の悪い遺伝子を持って生まれて、
学習能力を上げたネズミが赤ちゃんを産んだ時、遺伝
子学的にはその子供に頭の悪い遺伝子が伝わるはずで

すが、その赤ちゃん
には特別な訓練を受
けさせなくても、よ
り学習能力があっ
て、迷路に入れても
だんだんうまくゴー
ルに行けるように
なったそうです。

親の世代で頭の悪い遺伝子をOFFにすることが出来
た場合は、それを子供に受け継がせることが出来たの
です。そういう訳で、DNAそして遺伝子が運命になら
ないのです。人間に関しては、私たちが選ぶ生活習慣
によって遺伝子をONにもOFFにも出来るのです。

これは人間を対
象にした研究です。
左側にいるおじい
ちゃんがまだ少年
だった頃に、農業社
会で暮らしていて、
昔ですから農業がう
まくいくか行かない
かで生活が変って来
ます。豊作の時には
食べ物がたくさんあ
り、あまりうまくい
かない時は食べ物が
不足します。この

おじいちゃんが幼い時代に、1年間豊作で食べ物がた
くさんあった時たくさん食べ物が手に入りました。そ
の状況があり、孫の世代になって、孫は短命の遺伝子
を受け継いだそうです。実際に短くしか生きられなく
なっていたのです。30 年も短い寿命になってしまっ
たと専門家は言っています。このおじいちゃんの少年
時代にしたことが影響して、何十年も経って生まれた
孫の寿命にかかわったというのです。女性も同様に子
供や孫に情報が伝わって行くそうです。

聖書にも親から子・孫・曾孫へと、3－４代に伝わっ
て行く「のろいがある」と書かれています。聖書には「十
戒」があり、その第２条に「わたしを憎むものは、父
の罪を子に報いて、三、四代に及ぼし、」（出エジプト
20:5）という言葉があります。昔書かれた聖書に「三、
四代」は、今日現代科学で使われるようになってきて
います。学者たちは、私たちの子供の時に行ったこと
が、私たちの孫やもしかすると曾孫まで影響を与える
と、科学的に分かって来ているというのです。

絵の中のこのような栄養素がDNAにくっついてい
る物質をONにしたりOFF にしたりする手助けにな
るというのです。だから、私たちが受け継いだ遺伝子
によらないのです。もちろん私たちが受け継いだ健康
にも親から受け継いだ健康がかかわって来ます。
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この表は日本からハワイに移住した人－日系人を対
象にしたものです。左側の数字は日本に住んでいる日
本人がかかる病気についての死亡率です。日本に住ん
でいる日本人で 10万人に 78人の人が結腸がんで亡く
なっています。日本人でハワイに移住した人は、この
ようなガンに罹る率がはるかに上昇しています。その
確率はハワイ在住の白人とほとんど変わらなくなって
います。同じ遺伝子にもかかわらず、環境や生活習慣
によってこんなにも変わって来るのです。ガンになり
やすい遺伝子は生活によって、ONにもなったりOFF
にもなったりするわけです。ただし、胃がんに関して
は違います。日本に住んでいる日本人の方が、罹患率
がはるかに高いことが分かります。白人は胃がんに罹
る率が低いです。日本人がハワイに移住すると、ハワ
イに住む白人よりは少し高いですが、やはり胃がんに
罹る率が減少します。このことからも遺伝子もかか
わっていることが分かります。一番の要素が、環境や
生活習慣なのです。これが大きな影響になるというこ
とです。

「欠陥のある遺伝子が、銃に弾を込め、ライフスタ
イル（生活習慣）が、引き金を引く！」

ラモント・マードック医師（ロマリンダ大学）

沖縄に住んでいる人たちは良い遺伝子を持ってい
るはずです。ところが自分たちが選ぶ生活スタイルに
よって、良い遺伝子がOFF にされてしまい、病気に
罹りやすい遺伝子がONにされてしまっているのです。
私たちはこのような状況をひっくり返すことが出来る
のです。先ほど紹介した「十戒」の第 2条に「わたし
を憎むものは、父の罪を子に報いて、三、四代に及ぼ
し、」（出エジプト 20:5）とあり、「わたしを愛さない
者には、その呪いが 3－ 4代におよぶ」と言われてい
るのです。しかしその直後に神様はこのようなことも
おっしゃっています。「わたしを愛し、わたしの戒め
を守るものには、恵みを施して、千代に至るであろう」
（出エジプト 20:6）。神様が何千年も前に「わたしの規
則に従わなかったら、呪いが３代、４代にもおよぶ」
と警告なさいました。しかし「戒めを守るならば、あ

なたを祝福して千代も続くようにしてあげます」と言
われました。ですから私たちには望みがあるのです。

ライフスタイル ( 生活習慣 )

沖縄の長寿を引きずり落とそうとしている鎖を、私
たちが断ち切ることが出来るのです。神様が与えて下
さったこれら自然の８つの原則に従うことによってで
す。これは健康的なライフスタイルを８つにまとめた
ものです。NEWSTARTとして凝縮されています。

ゴマ、ナッツ、ピーマン、ブロッコリーなどの野菜
類、穀類、大豆‥等々。私たちはこのような自然の食
品を摂り入れることによって、良い遺伝子をONにす
ることが出来るのです。先ほどの通り、リスベラトロー
ルは赤ワインに含まれていますが、専門家たちはこれ
を少量飲めば心臓に良いと言っていますが、赤ブドウ
をそのまま食べたほうがはるかに良いのです。今日専
門家と言われる人たちでも、往々にして間違うことが
あります。

大洪水の前にノアが「世界を覆う洪水がある」と言っ
た時に、科学者と言われる専門家たちが「そんなこと
あり得ない。今まで雨も降ったことないし、世界中を
覆うほどの水が降って来るのはあり得ない」と言った
のです。しかし専門家たちは間違っていたのです。世
界中が洪水に覆われたことがありました。船に乗り込
んだノアを含む８人の家族だけが助かったのです。当
時の専門家たちは間違いました。

つい最近のことですが、トランプ氏とクリントン氏
が大統領の座を争いました。この時専門家たちはまた
しても間違ったのです。大統領選挙のあった日、私は
教会に向って車を走らせていました。その間ラジオで
ニュースを聞いていました。ニュースの内容は「もう
クリントンの勝利は決まったようなものだ！」でした。
クリントン氏は今勝利の演説の準備をしているところ
だと放送がありました。私は教会の集会に参加して、
2時間くらい経って帰宅の途につきラジオをつけまし
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た。そうすると皆が、「なんということだ？ !」と言っ
ていました。「こんなことあり得ない、どうしてこん
なことになったんだ？」たったの 2時間で状況が全く
ひっくり返ってしまっていて、専門家のおおかたの見
方が間違っていたことが発覚したのです。新聞（New 
York Post）にも「あり得ないことがおこった」と書
かれています。しかし、起こってしまったのです。こ
うしてトランプ氏は、アメリカの次期大統領に選ばれ
ました。

今まで健康長寿についてお話しました。科学者、専
門家たちはいろんなことを言います。ある時は「コー
ヒーは少しずつ飲めば、健康に良いですよ」と言いま
す。翌月別の研究結果が発表され、「コーヒーのカフェ
インは良くない」と言うわけです。1800 年代は肺に
問題をかかえている人にはタバコが有効と考えられて
いました。これは完全に間違いだということを、現代
の私たちは分かっています。医学界の専門家たち、科
学者たちも往々にして間違うということです。

私たちも変化の激しい時代に住んでいます。私はい
つまでも続く、もっと根拠のある堅固なものに立って
いたいと思います。私自身、いろんな調査をして研究
します。わたしのところに来る患者が如何に健康を取
り戻し長生きできるか、それを常に探っています。し
かし健康に関しても、聖書が素晴らしい基礎となって
くれるのです。神様が私たちの身体を造って下さった
と、私は信じています。聖書の中にこの身体をどのよ
うに扱うかという教えが記されているのです。イエス・
キリストが 2000 年前この地上におられた時、人々に
教えを説いてまわるよりも、人々の病気を癒やすこと
に時間を費やされました。今日の私たちにも神様はこ
のようなメッセージを残しておられます。

「「愛する者よ。あなたのたましいがいつも恵まれて
いると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、また
すこやかであるようにと、わたしは祈っている」（Ⅲ
ヨハネ２）。

神様は皆さんを永遠にわたって救いたいと望んでお
られるのです。そして今現在も幸福で健康であるよう

にと、神様は望んでおられます。皆さんが今晩、幸福
で健康に生きられるように、何かヒントを得られたこ
とを願っています。沖縄におられる皆さんが、長寿を
取り戻すことが出来るのです。皆さんが選ぶライフス
タイルによって変わって来るのです。皆さんが受け継
いだ遺伝子が運命を決めるものではないということで
す。ありがとうございました。

もっと詳しくお知りになりたい方は CD と DVD もあ

ります：

＊ 2016 年 秋 の 講 演 会「 取 り 戻 そ

う！健康寿命沖縄」　金城マーク

C43-23　CD3 枚組 800 円
D43-23　DVD3 枚組 1,500 円 ( 字幕付）

｢現代はすべての人間にとって、圧倒的に興味深い
時である。統治者や政治家たち、信頼と権威の座を占
める人々、各階層の識者たちは、われわれの周りに起
こっている出来事に注意を集中している。彼らは国家
間の関係を見守っている。彼らは地上の勢力が緊張度
を増しているのを観察する。そして彼らは、重大で決
定的な何事かが起ころうとしており、 今や世界は、 驚く
べき危機の瀬戸際に立っているのを認めるのである。
こうした事柄については、聖書、そして聖書だけが、
その正しい見解を示しているのである。ここにわれわ
れの世界の歴史の、大いなる最後の光景が示されてい
る。その出来事はすでにその影を投げ、接近する音は
地を震わせ、人の心を恐怖におののかせている｣。国
と指導者下 144
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歩く運動の効用

Ｅ . Ｇ . ホワイトは、現代医学にずっと先んじて、
いろんな分野について神の霊感によって書いていまし
た。肉食の害、精神と肉体の密接な関係､ その他、健
康の法則、真の病気の治療についての彼女の記述は驚
くべきものがあります。

その一つに戸外で歩くことの効用について彼女は
1897 年にすでに次のように言っていました：

「歩くことほど、全身に有益なことを証明してくれ
る運動は他にない。女性が健康体であるならば、屋外
での活発な歩行は、他のどんなことよりも健康維持に
貢献してくれる。散歩は、病人の健康を回復するため
の最も有効な治療法の一つである。足だけでなく、手
や腕の運動にもなる」健やかな生き方 p130。

「歩くことの代わりになり得る運動はない。それに
よって、血液循環は大いに改善される。…それが可能
なすべての場合において、歩くことは病気に冒された
身体の回復にとって最善である。なぜなら、この運動
によって身体のすべての器官が働くからである」同上
ｐ 129。

｢戸外の無料で天の活力を受けつつさわやかな空気
の中を歩く朝の運動、花や小さな果実や野菜を栽培す
ることは、健康な血液循環に欠かせない。それは、風
邪、咳、脳と肺のうっ血、肝臓や腎臓や肺の炎症、ま
たその他多くの病気に対する最も確かな安全保証であ
る｣ 同上 P130。

※ジョギングを流行らせた米国の軍医ケネス・クー
パーは、くるぶしの損傷を受けてから､「歩くことは
最善の運動」と言ったそうだ。

http://tokumoto.jp/2015/10/11842/より。

BDNF は ニ ュ ー
ロン回路を構築、維
持しているタンパ
ク質の一種なので
すが、なんとこの
BDNF( 脳由来神経
栄養因子）は運動に
よって増加することがわかっているのです。

しかし、この BDNF は加齢とともにどんどん減っ
ていくのです。

ミドル世代が運動を怠ると、たいへんなことになり
ます。有酸素運動をしなければ、脳のはたらきを悪化
させてしまうのです。

この栄養素は加齢とともにどんどん減り、認知症の
方ほど減り方は著しくなります。つまり、脳の萎縮が

歩く運動の効用｜



24 ｜歩く運動の効用

進んでいる人ほど、この栄養素が少なくなっているこ
とがわかります。アメリカのピッツバーグ大学では、 
55 歳から 80 歳までの健常な男女 120 名を、有酸素
運動と、有酸素ではない運動を行うグループに分け、
海馬との関わりについて１年、比較調査を行いました。
その結果、有酸素運動ではないグループは海馬が減っ
ていたのに対し、有酸素運動を行ったグループは維持
するどころか、海馬の体積が増大したのです。つまり
有酸素運動をすると、脳にとって大切な栄養素がつく
られ、それが海馬の体積を大きくして認知機能を高め
るということがわかったのです。

ピッツバーグ大学の調査で、運動が海馬の体積を大
きくしていることがわかりました。有酸素運動によっ
て BDNF が作られるのですから、私たちは普段から
もっと歩くべきなのです。車やエスカレーターを使う
のをやめて、自分の足で歩行すれば脳と体の健康を取
り戻せるのです。

有酸素運動の効果はこれだけではありません。有酸
素運動はさらに、「認知症」を引き起こす原因の 「アミ
ロイドベータ」を壊す酵素を発生させたり、脳への血
流を増加させたりします。また感情をコントロールす
る物質を増やしたり、動脈硬化の原因となる物質や遺
伝子を傷つける物質を追い出すなど脳のために良いこ
とだらけなのです。有酸素運動が脳にもたらす効果は、
このようにすばらしいものがあります。そして、その
効果は 、わずか 30 分の有酸素運動で得られることが
わかっています。

この「有酸素運動」
が脳を活性化し、認知
症の改善や予防にまで
大きな効果を上げてい
ることが報告、注目さ
れていますが、なぜ「有
酸素運動」が脳に良い
のでしょうか。

それは、脳細胞のエネルギー源ともいえる重要な栄
養素「BDNF（脳由来神経栄養因子）」という物質が、
有酸素運動によって体内につくられるからです。この
栄養素は記憶の働きをつかさどり、脳の中枢を担う「海
馬」に大きく関わりを持っています。

有酸素運動の効果はこれだけではなく、さらに大切
なことは、一定の心拍数で有酸素運動をすること。

歩くことでも、ジョギングでも、水泳でも 30 分程
度で効果がありますから、無理のない時間と程度で有
酸素運動を楽しむとより健康になると考えられます。

せっかくがんばっても、疲れて次回につながらない
のはもったいないことなので、身体に無理な負担をか
けず、できる日は少なくとも 30 分は続けてみましょ
う。

TV で歩くことの
効果を何人かに実
験した結果を報道し
ていました。歩け
歩け運動を始めて、
BDNF を測定した
ら、2 日目は減って
います。2,3 日経っ
ても効果はないとあきらめる人がいますが、3日、4
日と増えて、6日目はぐんと効果が上がっていました。

その実験は継続、持続する事が鍵であることを証明
しました。まさに「継続は力なり」です。

※　「健やかな生き方」、「食事と食物に関する勧告」
は、サンライズ・ミニストリーから購入することがで
きます。カタログをご覧ください。

B23-1　 食 事 と 食 物 に 関 す る 勧 告
　　　　エレン・ホワイト著　　1,500 円

B23-2　健やかな生き方　エレン・ホワイト著　

600 円
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Amazing Facts (驚くべき事実)ミニストリー

は 1965 に、ジョー・クルーズによって創設され

た。彼の死後、ダグ・バチェラーによって引き

継がれ、最も強力な伝道機関の一つとなってい

る。

｢つむじ風を刈り取る ｣は、1985 年に出版さ

れた。セブンスデー・アドベンチストの現状を

嘆く警告のメッセージ！

１．ラオデキヤ －好ましくない混合

ジレンマに苛
さいな

まれたことがおありでしょうか？ 

私は今、丁度そのような状況にあります。過去 38

年間、私は、この美しいメッセージを説教し、人々

に対して、キリストの家族に加わるように呼びかけ

てきました。これ以上の満足と報いのある仕事は

ありません。最後の 20 年間は、全時間を福音伝道

に費やしました。私の公衆伝道によって一年間に

200 名を主のみ国に招き入れるという特権に与
あずか

らせ

ていただきました。主によって集会に集められた

人々が、神のみたまによって、その人生が変えら

れていくのを見守ることは、何と心躍ることでしょ

う。他に幾千という人々がアメイジング・ファクツ

(Amazing Facts) の書き物や、ラジオ・テレビの働

きによって収穫されています。私は御再臨の日ま

で、これをやり続けていきたいと思っております。

私のジレンマに話を戻してみましょう。残りの

教会の教会員について、どうしたらよいのか、当

惑させられているのです。私の伝道はおもに公衆

伝道に向けられていて、新しい人々を真理に刈り

取ることでした。私の著した 36 冊の本の内、ただ

一冊だけが特にＳＤＡ信徒向けのものです。他の

ものは特に一般の人々が、我々が大切にする預言

解釈と教理を理解するためのものです。明らかに

今私が書いているこの本は、既に教会員になって

おられ、私のように御自身を神様に捧げられてい

る方々に宛てたものであります。

私は伝道講演会で、米国、カナダの各地に行き、

そこで忠実な多くの人たちと友だちになる機会に

恵まれました。それはとても心温まる体験でした。

当然その経験の中で、一般の教会員たちが勝利し

ようとしている霊的問題を直接垣間見ることが出

来ました。預言の最後の教会に属する方達は皆良

い人達で、これ以上のグループは世界のどこを探

してもいません。それ故に、サタンが猛烈に憎ん

でいるグループもこれ以外にないわけです。サタ

ンは女と女の末を、彼らが神の戒めを守り、イエ

スの証を持っている故に憎んでいるのです。

黙示録の中では、我々の教会を「残りの子ら」

と呼んでいますが、預言的 7つの教会の記述のな

かでは他の名を充てています。キリストの戻って

来られる直前の教会はラオデキヤという意味ある

タイトルが付けられています。私たちは神から最

後に呼び出されたという歴史的かかわりを否定し

ません。と同時に、使徒ヨハネが生き生きと描写

したその性格をしっかりと認めることをあまり熱

心にやってきませんでした。ヨハネはこの教会を、

肉と霊の奇妙な混合と描写しました。明らかにそ

の妥協の姿勢によって盲目にされているのです。

Amazing Facts (驚くべき事実)ミニストリー

は 1965 に、ジョー・クルーズによって創設され

た。彼の死後、ダグ・バチェラーによって引き

継がれ、最も強力な伝道機関の一つとなってい

る。

｢つむじ風を刈り取る ｣は、1985 年に出版さ

れた。セブンスデー・アドベンチストの現状を

嘆く警告のメッセージ！

Reaping the Whirlwind
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それは、吐き気を催す生ぬるい状態を認識できない

でいるように見えます。

「わたしはあなたのわざを知っている。あなたは

冷たくもなく、熱くもない。むしろ、冷たいか熱い

かであってほしい。このように、熱くもなく、冷

たくもなく、なまぬるいので、あなたを口から吐き

出そう。あなたは、自分は富んでいる。豊かになっ

た、なんの不自由もないと言っているが、実は、あ

なた自身がみじめな者、あわれむべき者、貧しい者、

目の見えない者、裸な者であることに気がついてい

ない。そこで、あなたに勧める。富む者となるため

に、わたしから火で精錬された金を買い、また、あ

なたの裸の恥をさらさないため身に着けるように、

白い衣を買いなさい。また、見えるようになるため、

目にぬる目薬を買いなさい」（黙示録 3:15 － 18）。

終わりの時にサタンが仕掛ける特別な罠につい

て、我々は主から事前に知らされているとは、何と

幸いなことでしょう。事前に警告されているばかり

でなく、もしかすると致命的となるその状態からの

治療法が神によって保証されているのです。主は目

薬を目に、裸を覆うために白い衣を、苦境を乗り越

えるために金を提供して下さる。言い換えるなら

ば、誰も生ぬるいラオデキヤ状態に留まる必要がな

いのです。真の証人が言います：－

「すべてわたしの愛している者を、わたしはし

かったり、懲らしめたりする。だから、熱心になっ

て悔い改めなさい。見よ、わたしは戸の外に立って、

たたいている。だれでもわたしの声を聞いて戸をあ

けるなら、わたしはその中にはいって彼と食を共に

し、彼もまたわたしと食を共にするであろう」（黙

示録 3:19、20）。

自らを欺き、忠実さから逸脱したラオデキヤ教

会を神が愛して下さるとこれらの聖句に書かれて

います。何と素晴らしいことではないでしょうか。

主は彼らに彼らの病を癒す解決策を受け入れるよ

うに、主に戻って来るようにと願っておられます。

明らかで単純な言葉で語られます。「悔い改めなさ

い。そして私があなたの心に入れるよう心の扉を開

きなさい」と。ここに、完全な回復への処方箋を見

出すのです。イエスにある人は、義と信仰と聖霊を

心に受けるのです。見下げられた、みじめな貧し

い盲目で裸であった者が、今や勝利の経験をして、

ついに主のみ座の側に主と隣りあって座るように

と導かれるのです。何という未来でしょう！

どうかラオデキヤへのメッセージは「悔い改め」

と、キリストに「心を開く」ようにということだと、

心に留めて下さい。しかし何を悔い改めるというの

でしょうか？ 明らかにこれらの人々は自分達が罪

を犯していることが分からないで、深い昏睡状態に

陥り、「自分は富んでいる、何も必要がない」と言

う！ 生ぬるい水はくつろぎを与え、眠気を催させ

る。ラオデキヤの人々は絶望的で失われた状態にあ

る。「実は、あなた自身がみじめな者、あわれむべ

き者、……目の見えない者、裸な者であることに気

がついていない」（黙示録 3:17）。それがラオデキ

ヤの本当の問題なのです。彼らは見えない。最も悲

劇的なのは、教会の世俗的状態が哀れなものである

ことを、彼ら自身が理解していないことなのです。

彼らはこのまま事が進んで行くのを心地よく思っ

ています。世俗化がラオデキヤの人達の耳を支配し

ていて、何のことにも反応しなくなっています。神

のお嫌いになる忌まわしいこの状態を悔い改める

必要があると、多くの記事や本が書かれています。

しかし、状況はより悪くなっているように見受け

られます。何故？ 何故聞かれないのでしょうか？ 

私はそれらの印刷物の訴えを分析してみました。そ

してそれらはとてもよく書かれています。しかし、

より深くそれらを学んでみた時、それらのもののほ

とんどが何を悔い改めるのかを語っていないのが

分かったのです。何故反応が少ししかないのかが、

私には突然はっきりしたのです。これらの雄弁な悔

い改めへのアピールに反応がないのは、ラオデキヤ

の人々が見えないためなのです。彼らは罪を見分け

る能力がないのです。「罪」というような漠然とし

た言葉は、彼らに通じないのです。彼らには「罪」

が定義され、描写され、説明される必要があるので

す。我々はしばしば、ただ一般的な訴えをすれば、

詳細は聖霊がその続きを引き受けて細かい点を彼

らに教えて下さるとみなしてきました。

私は証の書を深く調べて、ホワイト夫人が勇敢

に罪を罪と呼び、率直な証言をしない者を強く非難

していることを発見しました。それから私は恩恵期

間が閉じられる時に、神さまが警告のラッパを鳴ら

す見張りの者に、はっきりした音を出して盲目の

者、ねむたがり屋のラオデキヤさえも、目覚め損な

うことがないようにと期待しておられるのが分か

り始めました。人々が半ば眠っている時には、特に

より強烈な刺激を与え、現実に戻すことを求められ

るのです。

ラオデキヤ状態は何と危機的なことでしょう

か？ 眠れる聖徒たちを目覚めさせる働きは、何と

重要なことでしょう。ホワイト夫人は書いていま

す：

｢ わたしは、真の証人のあかしが、その半分も注

意されないのを見た。教会の運命がかかっている厳

粛な証が全く無視されていないにしても、軽視され

ている。この証は、深い悔い改めを呼び起こすべき

ものである。それを真に受け入れるすべての者は、



それに従って清められるのである ｣ 初代文集 438-

439｣(1T181)｡

確かにメッセージの正しい理解に、これ以上強

く我々の心に印象づける言葉はないでしょう。「大

声をあげよ」「許すな！ 罪を罪と呼ぼう」。この要

を得た証言は、教会に与えられています。罪を罪と

はっきり呼ぶというのは、どういうことでしょう

か？ それは姦淫を罪であると言い、盗みを罪であ

ると宣言することでしょうか？だとするならば全て

世界中のアドベンチストの牧師は、我々の教会歴史

全体を通じてずっと、忠実に行ってきました。しか

しホワイト夫人は、彼女の時代にそのような牧師は

「少ししかいない」と述べています（Testimonies, 

Vol.5,300）。これは我々の時代と違いがあるので

しょうか？ 率直な証が教会全体でなされているで

しょうか？ それならばなぜ、ふるいがずっと以前

に起っていないのでしょうか？ 彼女は言っていま

す、「彼らは、それに反対して立ち上がる。そして、

これが、神の民の間にふるいが行われる原因となる

のである」（初代文集 438）。

まじめに考えてみましょう。教会内で嘘を罪と

みなす、姦淫を罪とみなす、安息日を破ることを罪

とみなす牧師に反対する人はいません。誰もそのよ

うなことはしないでしょう。教会内の誰もが見張り

人は、そのような行動に反対し、そのような行為を

悪と定める説教をすることで受け入れられます。ラ

オデキヤへの率直なメッセージに反対する理由は、

罪を明確にするからだけでなく、教会で罪を犯して

いる者の罪が何であるかということを露
あらわ

にするから

です。神の僕は書いています：

「彼らは、耳ざわりのよいことを話してもらいた

いと望む。もし、個人の間違いに触れたら、厳しす

ぎると不平を言い、彼らは、間違いを犯している者

たちに同情する。…切ることは真理に任せよう。ど

うして牧師たちがもっと成功しないかという理由

は、彼らは感情を害しないか、無作法にならないか

を恐れ、真理の標準を下げるためであることを示さ

れた」。Spiritual Gifts, Vol.2, 284, 285

ラオデキヤへの真の警告は、罪が教会員の間で ､

教会の機関内でさえ行われていると大胆に宣言して

います。

｢ そのような神の怒りをもたらす事柄は、正され

なくてはならない。教会全体の責任であります」。

レビュー・アンド・ヘラルド 12 月 23 日、1890 年

｢ もし地上の宮が清められる必要があるとすれ

ば、それは今のバトル・クリークの機関にも必要

です。ラオデキヤのメッセージをはっきりと明確

に語ることができるように、謙遜になって神を求

めようとはしないのでしょうか。危機を見張り、警

告を発する物見はいないのですか。….『私の民に

その背きを、ヤコブの家に、その罪を告げよ』｣。

Testimonies to Ministers, 296

｢ バプテスマのヨハネは、卑しい職業の人にも上

層階級の人にも公然と罪を指摘した。彼は王たち、

貴族の人にも聞こうが拒絶しようが、真実を語っ

た。彼は個人的に要点をついて話した。彼はサンヒ

ドリンのパリサイ人たちに、彼らの宗教が形式的で

あることをけん責した。…. 彼はヘロデと妻である

ヘロデヤの結婚に言及して、その結婚は合法的でな

いと語った。…. 我々はヨハネの使命のように、率

直になされなければならない。彼は王の不義をけ

ん責した。ヘロデの姦淫をけん責した ｣。Selected 

Messages, Bk.2,149-151 

この記事はある人達にとって心地よいものでな

く、不快な読み物であろうと思います。だれもラオ

デキヤへの警告が、人々を心地よくさせるものであ

るとは言ってきませんでした。もしそれを整え、自

分たちが気持ちよくなるまで変えてしまったら、そ

れはもはや、ラオデキヤへの率直な証とはならない

でしょう。預言は「ある者は反対して立ち上がるで

しょう」と言っています。

それは、神の真のメッセージは不和、分裂をお

こすということを意味するのでしょうか？ まさに

その通りであって、そのような率直な証の結果、神

の民の中で分裂が起こります。これに耳を傾けて下

さい： 

｢ 神の御霊の心を鋭く探るあかしは、神が教会を

その腐敗から清める手段に戦いをいどんできたイス

ラエルから分けるであろう。間違いは間違いと呼ば

れなければならない。重大な罪は ､正しくその名前

で呼ばれなければならない」。Testimonies, Vol.5, 

676

しかし今、私は自分のジレンマに話を戻してみ

たいと思います。教会内に存在する特別な罪を指摘

した者で、教会から攻撃されなかった者がいたで

しょうか？真のラオデキヤの警告が与えられたと

き、憤慨され、多くの者から否定されるのが常では

なかったでしょうか？誰も罪を指摘されたがりませ

ん。そして教会も個人も、皆神経をとがらします。

これが“率直な証”の記事が欠けている理由ではな

いでしょうか？ 警告は与えられ、罪は暴露されな

ければなりません。そして、それは愛と誠実さをもっ

てなされなくてはなりません。

私はこれらの現実的問題について、苦悩し、祈

つむじ風を刈り取る｜ 27
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りました。私はそのことを考えれば考えるほど、確

信しました。他の良心的牧師たち同様、ラオデキヤ

の生ぬるさ ､悩ませる根本的問題が、容易に見えて

くるのです。ラオデキヤ教会は全く世俗的でもな

く、全く冷えているのではないのです ｡キリストに

すべてを捧げているのでもなく、熱心なのでもな

い。そこには混合があり、多くの者たちに倦怠感と

無関心の雰囲気が作り出されているのです。中途半

端な馴れ合いがあります。

私は世俗との妥協の全容を描き、ラオデキヤ

状態の本当の原因は何かという本を著わすべきで

しょうか？私は多くのセブンスデー・アドベンチス

ト信徒が“新神学”の危機として知られるように

なった事柄と、その悲劇的結果について神様から示

されたように感じました。それは信徒と牧師の両方

を巻き込んでいます。私の最大の心配は、私の同僚

の牧師たち―その多くは献身的で、忠実な者たちで

す―が、私の単刀直入な対応が曲解されて、彼らに

遠回しの攻撃を与えるのではないかということで

した。また、私の愛する教会が、脅威的で強い言葉、

それは私が眠っている会衆に必要であると感じて

いたものでしたが、それが誤って解釈されないでほ

しいということでした。

後につづく章を読んでいただき、主が私に課せ

られた問題と信じているものを、一緒になって強調

していただきたいのです。私は自分の教会を、その

教会員を、そしてその指導者を愛しています。私は

あなた方がこの本を読まれた後、以前にも増して残

りの教会を愛し、愛する主から我々を離してしまう

罪を憎むようになられるようにと祈ります。

我々が生ぬるさと妥協について心を集中させる

時、見逃せない二つの面があります。まず第一は、

教会は共同体であるから ､その一部で起きたこと

は、他の部分にも影響を与えます。第二は、ラオデ

キヤ問題は、サタンが残りの教会を転覆させようと

する遠大な計画の一部であるということです。教会

という共同体の中には、いろいろ複雑に関連し合っ

た繊細で霊的な因果関係が存在します。

何故彼は ､教会全体に影響を及ぼすために ､教

会の一部門に ､ある状態を作り出すのでしょうか？

この力強い真理の砦 (とりで )を徐々に壊していく

という ､長期戦略なのでしょうか？ サタンの目的

を完成させる出来事と状況の極悪非道な操作を分

析することは、魅惑的であり、時には恐ろしい経験

でもあります。サタンが侵入してきていることは明

らかであります。それは真理を薄めることはできま

すが、すべての地獄の勢力をもってしても生ける

神の教会に対抗して、勝利することはできません。

我々の教会はもう一つの教派ではありません。これ

は預言の運動であり、地に落ちた真理を再び回復す

るよう運命づけられた教会であり、倒れることも、

失敗することもないのです。が、サタンの最後の

攻撃の激しさ故に、教会は今にも倒れそうになり

ます。しかし、倒れません。それは生き残り勝利

します。ふるいの時や試練の時に忠実に耐えた人々

は教会と共に勝利します。私は ､サタンの策略を暴

露することが、我々の前におかれていて、将来も置

かれるであろう恐ろしい落とし穴を避けさせるよ

い準備となりますようにと祈るものです。

２．教理についての疑問を分析する

今日、残りの教会の中に、教理に関する疑問に

ついて多くの議論があることを不思議に思われな

いでしょうか？ 何故多くの牧師が、聖所に関する

教理、律法、預言の霊に関する神学的問題について

悩んだ末、信仰を捨てて行ったのでしょうか？ い

くつかのグループが、大グループから外され、自

由な標準と修正された信仰をもって、独立した“交

わりの教会”を組織するに至りました。他の者は、

教理や標準はほとんど全部無視している大きな一

般の日曜日を守る教会に加わりました。

これらの新しいアドベンチストたちが、歴史的

SDA 主義の大黒柱に対して持ち出して来た議論は、

私が 1947 年に神学院を卒業した時に用いられたも

のと同じでした。この決まりきった反論は、私が

講演会を開く度に猛烈に反対する福音主義の伝道

者たちから幾度も繰り返し受けていました。私は

“Church of Christ‐キリストの教会”の牧師から、

安息日問題、聖所、そしてホワイト夫人についての

公開討論会を開くようにと、しばしば挑戦を受けま

した。時々彼らは私のテント会場に立って反対の意

見を述べました。しかし ､我々の信仰の敵の攻撃に

よって、SDA の誰一人として、会衆の中の一番弱い

ものですら、信仰が混乱させられることはありませ

んでした。

その頃いくつかの背信があったのですが、メッ

セージに対する疑いによるものではありませんで

した。長い年月にわたって、私は他の教会に加わっ

た元 SDA を見たことはありませんでした。残りの教

会を去る者がいたとすれば、それは肉欲の力であ

り、世の中や悪のためであって、教理に対する信仰

を失ったためではありませんでした。

最も不思議に思うことはこれです。40 年前には

なかったことですが、今日、何故我々をかき乱す

同じあきあきする議論がなされるのか？ 私はこれ

に対する答えを、一連の聖句の中に発見しました。

聖書は教理に対する疑いの明らかな理由を説明し

               ｜つむじ風を刈り取る
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ています。そしてそれは預言の霊によっても裏付け

されています。ヨハネはそのことを見事に要約し

ています。「彼らは世から出たものである。だから、

彼らは世のことを語り、世も彼らの言うことを聞く

のである。しかし、わたしたちは神から出たもので

ある。神を知っている者は、わたしたちの言うこと

を聞き、神から出ない者は、わたしたちの言うこと

を聞かない。これによって、わたしたちは、真理の

霊と迷いの霊との区別を知るのである」。Ⅰヨハネ

4:5、6

この言葉は、世と妥協する者は真理と誤りとが

分からない、とはっきり言っています。偽物と本物

を見分ける繊細な能力は世から離れていることに

よるのです。

パウロはローマ書 12 章 2 節で「この世と妥協し

てはならない。むしろ、心を新たにすることによっ

て、造りかえられ、何が神の御旨であるか、何が善

であって、神に喜ばれ、かつ全きことであるかを、

わきまえ知るべきである」と同様のことを断言し

ています。新国際訳（NIV 訳）はこう言っています。

「そうするなら、神のみ心を試し、確認することが

できる」と。どうかこのことを心に留めていただ

きたいです。神のみ旨と、教えを理解するために、

世から離れなさいと言うのが聖書の健全な教えで

あるということを。

コリント人への手紙でパウロは書いています：

「ところが、わたしたちが受けたのは、この世の霊

ではなく、神からの霊である。それによって、神

から賜わった恵みを悟るためである」（Ⅰコリント

2:12）。

これらの聖句の中に一貫して流れている美しい

真理が見えるでしょうか？世の霊を受けている間

は、神のことを理解することは出来ない ､世と真理

の理解は相いれない，両立しがたいものなのです。

「神のみこころを行おうと思う者であれば、だれで

も、わたしの語っているこの教が神からのものか、

それとも、わたし自身から出たものか、わかるであ

ろう」（ヨハネ 7:17）。

ここで大教師イエスは、主の教理が真実であっ

たと分るためには、「主の御心を行ないなさい」と

言っておられます。“主の御心を行なう”とは、ど

ういう意味でしょうか？ ヨハネは書きました、「世

と世にあるものとを、愛してはいけない。もし、

世を愛する者があれば、父の愛は彼のうちにない。

………世と世の欲とは過ぎ去る。しかし、神の御

旨を行う者は、永遠にながらえる」（Ⅰヨハネ 2:15

－ 17）。

ヨハネが神のみ旨を行なう者は、世を愛するも

のではないと言っていることを見落す人はいない

でしょう。そしてイエスは ､これこそ教理が正しい

かどうかを知る唯一の方法であると言われていま

す。

この原因と結果の関係はホワイト夫人の書き物

で支持されているでしょうか？

｢多くの者の心は、世俗の風習、感化によって

暗くなり ､混乱させられて、光と闇、真理と誤り

を識別する能力が破壊されているように見える ｣。

Testimonies, Vol.5, 62                                                                        

これらの言葉は、近年、我々の教会内の神学的

発展と照らし合わせると ､新しい重要性を帯びて

来ます。聖書によると、二つのことがいつも一緒に

存在します。世的妥協と教理上の疑いです。そこ

でとても興味深い質問がわきます。これらの二つ

の要素は、SDA 教会に近年観察されたでしょうか？ 

我々の教会の中で徐々に世俗に従っていく傾向と、

“新神学”の危険に突き動かされている事実はない

でしょうか？ 

教会の世俗化に対して伝統的姿勢が弱められて

きていることを、誰も否定できる者はいません。テ

レビの致命的影響のもと、アドベンチストの生活ス

タイルは崩れ、うやむやになってきています。我々

がかつては受け入れ難く、耐えられないこととして

避けていたアドベンチスト主義は、もはや信仰の忠

誠とは考えられなくなっています。多くの場合、教

会はその立場の変化を公にしていません。しかし、

標準は下げられ、失われつつあります。それらは公

の信条として残ってはいますが、多くの牧師、行政

者、伝道者たちによって、年々確実に軽視されてき

ています。衣服、食事、什一、映画、コーヒー習慣、

安息日遵守、そして離婚に関してあきらかな信念の

ゆるみがあります。

世俗への迎合を擁護する者たちの主張について

はよく知っています。「社会は変化している」と彼

らは言います。そして「我々は周りの人たちに接す

るために、自分たちの生活様式を適応させなくては

ならない」と言います。我々を取り囲む文化が、は

なはだしく変化していることは明らかであり、我々

のメッセージを伝える方法を変え、それに適応させ

る必要は確かです。であったとしても、あるものは

変えられてはならないと深く思います。私は進歩と

いう名目のもとに、神が意図されなかった真理を修

正したり、ゆだねたりするようなことがあること

に、少なからぬ恐れを感じています。

私はアドベンチストの若者が劇場に群がったり、

つむじ風を刈り取る｜
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その親たちがきわどいテレビを何時間も見ていた

りするのを知る時、教会において、品位のない服

装や装飾品を見かけたり、講壇からバビロン化し

た音楽を聴く時、SDA 内の離婚率が世間のそれと同

様であることを知る時、それらを進歩とどうして

も呼ぶことができません。あなたが何と呼ぼうと

も、どうぞ、それを進歩とは呼ばないで下さい。

悲しむべきことに、我々が長い間保持してきた

アドベンチストの原則は、教会の中で自己満足に

陥ったのです。我々は公の出版物を監視すること

を怠って、現在の教理的なジレンマを引き起こす

幾種類もの種が蒔かれてきたのです。

古い真理を微妙に軽視する説教や書物の影響に

よって、現在のような信仰の妥協をもたらす様々

な問題が教会に侵入してきました。不幸なことに、

既にかなりの圧力を受けて妥協するように青年た

ちが標的にされ、新自由主義の影響にさらされて

います ｡青年たちこそ、確信を持つように特別な

励ましを必要としているのです。どのように、どこ

でそれが始まったかにかかわりなく、教会生活の

どの段階にも染み込んでいます。教会員にどのよ

うな結果が及ぼされるでしょうか？ 我々は風を蒔

いた結果 ､つむじ風を刈り取っているのです。しっ

かり線を引いて固く標準を保つ勇気がなかったた

めに、かつてはわれわれの独自性と強さを構成し

た美しい原則が弱められてしまっています。この

世を愛することによる深刻な結果は、我々の霊的

感覚を鈍らせています。今や刈り入れの時であり、

我々の愛する教会が受け入れられ得る限界を越え

ています。しかし、終わりはまだ来ていません。

神がお引きになった線に戻すための勇気と強さを

修得できないならば、荒廃は続くでしょう。

霊感の書は、世俗との同一化は、真理を理解す

る能力を不能にすると言っています。これは、教

理上の疑いに門を開き、信仰の動揺を招きます。

それは起こっているでしょうか？ 起こっている

ことを我々は知っています。ある教会は世俗化と

ともに、“新神学”に惑わされてしまいました。

現在、二つの状態が並列して存在していること

を知って、誰も驚いてはいけません。そして、そ

れはふるいによってその状態が解決される時まで

続くのです。ホワイト夫人は何度も何度も、迫害

の試練が大きくなると、信じられないほどの教会

の衰退が起こるであろうと、生々しく描写してい

ます。もしあなたがホワイト夫人の言われたこと

を、また、その結果どうなるかを知りたいと思う

なら、次の驚くべき率直な声明とその背景を考え

てみて下さい。これら、よく知られた引用文のど

の中においても、ホワイト夫人は、教会からの脱

出は ､世との妥協 ､一致からもたらされると言っ

ています：

「すべての人に試練がやってくる時は、あまり

遠くはない。われわれは偽の安息日を守るように

強制される。それは、神の戒めと人間の戒めとの

間の争いである。一歩一歩世俗の要求に屈伏して、
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

世俗の習慣に妥協した人々
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

は、その時、嘲笑、侮辱、

投獄と死の脅威にさらされるよりは、地上の権力

に従ってしまうのである。その時、金が不純物か

ら分離される。真の敬神深さが、ただうわべだけ

の見せかけからはっきりと区別される。われわれ

が輝かしさを賛美した多くの星が、その時暗黒の

中に消えていく。聖所の飾りのようなふうをして

はいたが、キリストの義をまとっていなかった人々

は、その時裸の恥をさらす」。国と指導者上巻 156

｢ 我々は最も厳粛な時代に住んでいる。以前に

私に与えられた幻で、今、真理を信じると自称し

ている者の少数の者だけがそれによって清められ、

救われるという驚くべき事実を見せられた。…. 彼

らは世と妥協し、偶像を抱き、霊的に死んでしま

うであろう ｣。1T608,609

「あらしが迫って来る時、第三天使の使命を信

じると公言していながら、真理に従うことによっ

て清められていなかった多くの者が、その信仰を

棄てて反対の側に加わる。彼らは、世俗と結合し、

その精神を抱くことによって、ほとんど同じ見方

で物事を見るようになっている。そして、試練が

来ると、彼らはすぐに、安易で一般うけのする側

を選ぶのである。かつては真理を喜んだところの、

才能ある雄弁な人々は、その力を用いて他の人々

を欺き迷わす。彼らは、以前の兄弟たちにとって、

最も苦い敵となる。安息日遵守者が法廷に呼び出

されて、信仰について答える時に、これらの背教

者たちは、サタンの最も強力な手先となって、彼

らを中傷し非難する。そして、偽りの報告やあて

こすりによって、彼らに対する権力者たちの怒り

をかき立てる」。大争闘下巻 378

｢ 平和と繁栄の時にやり損ねた働きを、教会は最

も落胆させられる、険悪な環境下の、恐るべき危

機の時にやらなければいけなくなるであろう。世

俗との一致のため、これまで沈黙し、差し控えて

いた警告を、信仰の敵からの最も恐ろしい反対の

もとに発しなければならない。そしてその時、み

わざの進展を着実に遅らせる影響力を与えてきた、

浅薄で、保守的な階級は信仰を放棄するであろう ｣。

5T 463（1885 年）

｢世と結合している者たちは、世の型を受け、獣
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の刻印に備えているのである。自己に信頼せず神

の前にへりくだって真理に従って魂を清めている

者たちは、天の型を受け、額に神の印を受ける備

えをしているのである ｣。5T 216

 ここに、我々は徐々に世俗化する者たちが、文

字通り教会の活力を食い尽くしてしまう結果を見

るのです。預言者は、世俗化と信仰の喪失がついに、

“大部分の者”が信仰を完全に捨てるに至ると告げ

ています。今我々が見ているゆっくりとした流れ

は、やがて、背教の洪水となるでしょう。霊的疑い、

教理の混乱と背教は、世俗と教会を分離している

壁を壊すことにつながっていくでしょう。

我々は今、聖書と預言の霊のあかしから流れて

くる、繰り返される共通の真理のテーマに一致を

見ることができるでしょうか？ 我々はポイントか

ら目をそらしてはなりません。これらはたくさん

の引用文のほんの小さな一例でしかないのです。

これらの霊感による言葉の中でたぶん、最も衝

撃的な内容は背教する者の数でしょう。信者の大

部分が実際には信仰を捨て、安息日を犠牲にする

でしょう。驚くべきことではないでしょうか？ そ

して、教会の中で徹底的に成功するためのサタン

の策略は何なのでしょうか？

３．世俗浸透のくさび

この一連の流れは、神の勧告の言葉にはっきり

と述べられています。サタンは、自分自身のため

に研究をしていない、騙 (だま )されやすい聖徒

たちの間に、悪賢くも、境界線の妥協を持ち込み

始めました。このあやふやな逸脱は、徐々に広がっ

て世俗との共存がなされていきました。預言者は

言いました :―

｢ 教会の霊的状態における変化が徐々に、そして

ほとんど感知できないようにやってきた。世の賞賛

や友情を求めるにつれて、信仰は衰え、熱心さは

けだるくなり、死んだ形式主義が燃えるような献

身に取って代わった。世に向かって一歩進むにつ

れ、神から一歩離れた。誇りと世俗的な野心に執

着するにつれて、キリストの精神から離れ、競争心、

不和、及び争いが入ってきて、教会を惑わし弱め

るに至った ｣。5T 240, 241

変化は常にわずかであったため、牧師たちは律

法主義者と呼ばれたり、さばき人だとレッテルを

貼られることを恐れて、この問題をほりさげよう

としませんでした。城壁に立つ見張り人たちを黙

らせるために、サタンは注意深く準備をして、抵

抗する説教者たちを誰でも ､信仰による義の敵と

見せかける計画を立てました。

サタンは実に抜け目なく、安息日遵守者が細か

いところまで守るのは、律法主義に囚 (とら )わ

れているためだという考えを、徐々に持ち込みま

した。多くの忠実な牧師たちは、聖化について説

くことに罪意識を持ち始め、アドベンチスト教会

で行われる説教の強調点が、奇妙に変化していき

始めました。

神の律法に服従した生活を送る責任について説

く説教が少しずつ減っていきました。間もなく、

キリストの御性質を表わしている律法そのものが、

信仰による義の敵であると言われるようになりま

した。ある指導的神学者たちは「律法を犯すこと

が罪である」という聖書の定義を否定し始めまし

た。律法を犯すことが罪なのではなく、罪とは“関

係を断つこと”であると宣言しました。このよう

な巧みな言葉の遊びは一部真実ですが、一部は間

違っており、多くのものを聖なるもの、正しいも

の、善なるものを軽蔑するように導いていきまし

た（ローマ 7:12）。服従は必要であり、可能である

となおも信じるクリスチャンは“行いによる”、“働

きによる救いを信じる者”と遠回しに言われ、た

しなめられました。

浮いた泡はすくい取られ、説教の内容はこの解

放された神学に基づいて説かれ、義認と十字架の

みを認め、福音と同じように必要な服従は言われ

なくなりました。キリストが服従を含め全てを成

して下さった、我々の側は単に信じ愛することだ

けである、と言うのです。ホワイト姉によって描

かれたそのものが、ラオデキヤ教会に当てはまる

のです。

｢ かつて宗教生活は困難と言われ ､ 自己否定が要

求されていた。今は、すべては安楽なものとされ

ている。なぜだろう。神の民と自称する暗黒の君

と妥協してしまったからである。率直なあかしの

リバイバルがなければならない。天への道は救い

主の時代と同じように今も平坦ではない。我々の

すべての罪は捨て去られなければならない。我々

の霊性の進歩を妨げるような道楽趣味はやめなけ

ればならない」。5T222

このような勧告は ､この新しい ､いわゆる“信

仰による義”の主張と両立できません。アドベン

チストの青年たちは、罪について考えすぎること

なく、特にそれらに勝利しようとしないようにと

警告されました。彼らは自分の短所を見れば見る

ほど、ますます律法に従おうとする ｢行い ｣によ

る救いに頼ろうとする誘惑に遭うからと信じ込ま

つむじ風を刈り取る｜
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されました。このようなことは、本当の福音の否定

であることは明らかです。このような人受けのする

安易な福音に染まり、多くの牧師たちは世俗の要素

が秘かに教会を侵食することに反対する説教をし

たがらないのは当然ではないでしょうか。

信頼のおけないいかがわしい企てが教会に侵入

するため地下工事がなされてきたことがお分かり

になったでしょうか？ 真の信仰が復興する手段を

崩壊させたのは誰でしょう？ 多くの人は、初めに

真に回心した時の証を持っています。そして、律法

主義の鎖から逃れたのです。しかし、不思議なこ

とに、この新しい自由な感情の波に乗った人たち

は、標準が引き下げられることを気づかう者たちを

徐々に批判するようになります。彼らは行いの変革

や改善の行為を含むすべての行いについて、強硬に

反対の声をあげる者となりました。彼らにとって、

衣服の制限や音楽のビート等といったことは、行な

いに関わることであって、どうでもよい事でした。

そして過去において、信仰による義は、一般的にお

ろそかにされていたと皆が認めていたので、この新

しい興奮すべき主張は、急速に受け入れられていき

ました。教会における世俗化の拡大を疑問視するも

のは、“律法主義”と呼ばれ、彼らはたちまち沈黙

させられました！ 新しいムードが、アドベンチス

トの生活スタイルに入り込んで少しずつ発展して

いきました。

神の民の心は徐々に管理されたテレビ、結婚指

輪、程々の化粧、良質の映画、3％のカフェイン、

控えめな水着と半ズボン、特別ケースの結婚、そし

て男女別のない衣服の習慣等に慣らされ、預言され

たように教理の混乱が発展し始めました。

……

残りの教会に侵入してきた世俗と戦う必要を説

く本が何冊書かれているでしょうか？ 問題の大き

さと、預言の霊がそのことについて語っている量

を考えるならば、この点について書かれた本がもっ

と多くあって当然です。もしあなたが、警告と忠告

を軽んじた結果を見たいと思われるならば、次に

アドベンチストの大きな集会に出席する時、あな

たのまわりを見まわしてみて下さい。キャンプミー

ティングは観察に好都合の 機会です。何を見ます

か？ それは宗教の集まりであっても、バビロンの

街に集まった人々と外見上の違いは見つけられな

いでしょう。違いを見つけようとしたら、それはむ

なしく終わるでしょう。

最近のキャンプミーティングでのこと、美しい

クリスチャンの母親が、とてもぴったりしたジー

ンズをはいて歩き回る 10 代の娘と話をしていまし

た。母親は最近改宗した人です。主人は神を信じな

い共産主義者でしたが、娘の挑発的な装いに厳しく

反対しました。しとやかさの欠けたこの装いが無神

論者の主人にははっきり分かったのですが、教会の

指導者には分からなかったので、この母親は困惑し

てしまいました。このようなことを世に晒 (さら )

す盲目さはなんと評されるでしょうか。間違って

いると分っていて、それに耐えているうちに、もっ

と見えなくなっていくのです。

……

本当に問題なのは妥協を続けることで、我々の

多くが真理と誤謬が分からなくなっていることで

す。教会内の改革の働きに反対して、彼らはこんな

ふうに答えます。「自分のやっていることのどこが

悪いのか分かりません」。これ程絶望的な言葉はあ

りません。唯一聖霊のみが、盲目であることさえ

気づいていない盲目の人の目を開くことができる

のです。彼らは彼らの必要を理解さえしたら、罪、

盲目の治療法を探すでしょう。しかし悲しい言葉、

「どこが悪いのか分かりません。見えません」が繰

り返し聞こえてきます。

……

サタンは残りの教会を支えている大きな柱に

ついて疑問を持ちだす丁度良い風潮を作り出して

いったのです。幾人も世の教育を受けた神学者たち

の知性偏重主義は、忠実なアドベンチストの信仰に

対しての大いなる脅威となり始めてきました。こ

の攻撃はある人々にとって驚きでした。なぜなら、

その信仰に関する主な中傷が教会内で起こるとは、

誰も思っていなかったからです。以前背信したデス

モンド・フォードの考えが、彼の個性と力強い言

葉に魅了された若い学生たちによって吸収されて

いったのです。

………

｢ サタンは、第三天使の使命の宣布が妨げられる

ような事態を考え出した。私たちは、彼の策略と手

段に注意しなければならない。真理の調子を下げた

り、この時代に対するメッセージを抑制したりして

はならない。第三天使の使命を強化し、確立しなけ

ればならない。黙示録 18 章は、真理をあいまいな

言葉ではなくて、大胆な力をもって伝えることの重

要性を示している。…. 第三天使の使命の宣布にあ

たって、あまりにも遠回りしてきた。メッセージは、

当然なされるべきはずの明確さをもって伝えられ

なかったのである ｣。伝道上 312

…
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私は真理が川を下るように、ますます引き下げ

られていく傾向に問題を感じ、心を悩ませていま

す。あるアドベンチストの伝道者は、聞く者を恐れ

させるからと言って獣の印について、もはや説教す

ることをしません。よりよく知っているべき人たち

の中に、警告を与える代わりに、エキュメニカル (教

会一致運動 )の態度が、その秘かな影響力を広げて

います。

最後の闘争の大いなる問題に関して黙っている

権利は私たちにはありません。愛と機転は必要です

が、伝えるべき事は伝えなくてはなりません。すべ

ての民は、誤解の余地のない言葉で真理を聞かせら

れるべきです。だまされることのないようにしなく

てはなりません。時々、我々はより多く教育を受け

ることで、より正義のために立つことを恐れるよ

うになるようです。磨かれ過ぎると我々の態度が

洗練され過ぎてしまうということがあるのでしょ

うか？ 神様がいつものように答えて下さっている

と、私は信じます。

公に我々の真理を伝えるより、世間に対する受

け (public relation) を重視する制度化に傾く危

険がないでしょうか？ それが、現在起きているの

です。アメイジング・ファクツのラジオ放送が、セ

ブンスデー・アドベンチストの四つの大学放送か

ら、終わりの時代の率直なメッセージを伝えている

からという理由で外されました。ただ２局だけが、

日々全メッセージを伝えています。以下に記すのが

契約を断った大学放送局のマネージャーからの通

達です :

「あなた方のプログラム参加キャンセルの背後に

は、色々の理由がありますが、最大の理由はプログ

ラムの内容が、我々の気楽な放送計画と合致しない

ためであります。」

「私たちはまず第一に、アメージング・ファクツ

の提供するものが、もっと間接的なものであると理

解していました。セブンスデーの問題と、その教理

を強く主張することで、それを修復しようとする立

場は、大学でわれわれが働きかけようとしているも

のと、方向性と動機とが合致しません。我々の局

を通じて近隣の人や友人の生涯にとって直接の衝

撃となることは、我々にとって賢明なこととは思っ

ていません」。

「私たちはここ大学で、これ以上放送を続けるこ

とはできません。プログラムは多くの良いことを勧

めていると思います。しかし、我々が行っている外

部への働きかけには合いません」。

「我々は世俗の聴衆に働きかけようとしていま

す。あなたがたのプログラムは宗教的過ぎます」。

これらの手紙は ､まさにホワイト夫人が言って

おられるところの、我々の最終時代の警告のメッ

セージを弱めることのないようにという注意が正

しいことの証拠となるものです。“耳ざわりの良い

もの”にする時ではありません。今の時代に真理を

公言する方法を備えて下さったのに、我々はそれ

を使うことを恐れるのです。世俗の放送局が、我々

に彼らの施設を使うように依頼してきたのですが、

アメージング・ファクツは ､SDA が所有し運営して

いる四つの局からはやってはいけないと告げられ

たのです。もし我々が今、我々の立場を知られるこ

とを恐れているとすれば、「殺すこと」を命じられ

たとき、一体どうするというのでしょう？

エリヤの精神を持ったバプテスマのヨハネの態

度と比べて、ホワイト夫人は書いています :－

「最大の危機において、エリヤの神は、沈黙させ

得ない使命の伝達者を起こされるのである。……厳

しい譴責の声が聞かれるのである。神の任命を受け

た人々が、大胆に教会と世俗との結合を非難するの

である」（国と指導者上巻 155 ページ）。

「かつてなかったほどの悩みの時」が、まもなく

われわれの前に展開する。それだからわれわれに

は、１つの経験―今われわれが持っておらず、また

多くの者が怠けて持とうとしない経験―が必要な

のである。現実の困難というものは、予想したほど

ではないということがしばしばある。しかし、われ

われの前にある危機の場合は、そうではない。どん

なに生々しく描写しても、この試練の激しさには、

とうてい及ばない。この試練の時に、人間は、みな、

自分で神の前に立たなければならない。『主なる神

は言われる、わたしは生きている、たといノア、ダ

ニエル、ヨブがそこにいても、彼らはそのむすこ娘

を救うことができない。ただその義によって自分

の命を救いうるのみである』(エゼキエル 14:20 )」

大争闘下 396。

つむじ風を刈り取る｜
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讃美歌に見る ｢霊魂不滅思想 ｣

聖書は、人の死は眠りであると教えています。すぐ
天国に「昇天」したり、地獄にいったりすることは決
してありません。死後は無意識で理性も感情もありま
せん ( 伝道 9:6)。クリスチャンは再臨の時に復活しま
す ( １テサ 4:13-17､ 1 コリント 15 章）。これを第一
の復活と言っています。悪人は千年期の後に復活しま
す。これを第二の復活と言います ( 黙示録 21 章 )。セ
ブンスデー・アドベンチストの主要教理の一つです。
しかし、讃美歌に死んだらすぐ天国に行くというよう
な思想があるということの危険性を指摘して下さった
方がいましたので、この機会に、取り上げてみたいと
思いました。

昔から慣れ親しんでいたために､ 気にせず歌ってい
た讃美歌に､ 霊魂不滅説的思想が入っているなら､ 考
えなければなりません。讃美歌の意味を理解して歌い
たいものです。霊魂不滅説、日曜礼拝を信じていても､
彼らは与えられていた光に従って最善を尽くして主を
賛美したので、彼らの動機を裁く権利は我々にはない
と思います。パウロは｢神は、このような無知の時代を、
これまでは見過ごしにされていたが、今はどこにおる
人でも、みな悔い改めなければならないことを命じて
おられる」と言っています ( 使徒 17:30)。

１．讃美歌 260「ちとせの岩よ」

この歌は、実に素晴らしい歌であると思います。
生きているときも、死を迎える時も、裁きの時
もイエスの功績のみが頼りであることを歌って
います。裁きの日に自分の清められた行いを神
の前に出して認められることはできません。天
国へ行っても聖徒たちは自分のうちに善、聖が
あることを意識しません。「あなただけが聖なる

かた」(黙示録 15:4)と歌うのです｡ カトリック
は「今、神の恵みによって、キリストを信じる
信仰によって義とされるのであり、義認された
者の行いは聖霊による行いだから、その行いに
は価値がある」と言います。しかし、ルターや
ウエスレーは、聖徒たちのどんな良い行いにも
何の功績もないと言いました。4節は、「知らぬ
黄泉にも」となっていて＝ when I soar to worlds 

unknown－私は未知の世界に舞い上がるとき､
すなわち死んで昇天する時という意味にも取れ
るかもしれません。英文では、「巡礼の旅を終
えるとき、最後の敵に勝利する者は、未知の世
界に舞い上がるとき、ちとせの岩よ、わが身を
かこめ」となっていて、SDAはキリストの再臨
の時にその経験をすることを知っています。非
聖書的な教えが混ざっている場合どうしたらい
いでしょう。説明して 4節は抜かして歌うか、
讃美歌を歌う前に説明するといいと思います。

２．讃美歌320「主よみもとにちかづかん」

特に 4 節

この歌は、葬式にもよく歌われる有名な歌。確か
に霊感不滅、死後昇天ともとられます。しかし、死は
「仮

か り ね
寝」なので、再臨の時にめざめて主のみもとに行

くとも取れるのでは？いずれにしてもくれぐれも霊魂
不滅という印象を与えないように気を配りたいもので
す。

SDAの通夜に出席したことがありますが、そのとき、
司会者は、遺族と教会員を慰めるためでしょうが、「こ

               ｜讃美歌にみる「霊魂不滅思想」

金城重博
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の方は昇天しました」と言っていました｡ こういう表
現はしてはいけないでしょう。

３．讃美歌 489　「きよき岸辺に」　１節

きよき岸辺に　やがてつきて､
天つみくにに　ついにのぼらん
その日数えて　玉のみかどに
友もうからも　我をまつらん

死ぬとき、友や親族が天国で私を待っているという
教えは間違っていますね。

４．讃美歌 294　「みめぐみゆたけき」　

４節

　　世の旅はてなば、死のかわなみをも―日本人には
死者が渡るとされる三途の川を思い出させる。

　恐れず超えゆかん　みたすけたのみて

これも説明を要する歌でしょう。英文では次のよう
な意味です。「この地上で私の業を終える時、あなた
の恵みによって勝利した時、たとい冷たい死の波が押
し寄せても、私は逃げない。神がヨルダンを渡る私を
導かれるから」と。川のように流れる人生の最後の事
実、死｡「最後の敵として滅ぼされるのが、死である」
（1コリント 15:26）とも表現されています。死という
敵を恐れず勝利するということであれば、違和感はな
いでしょうが、三途の川を通って天国に行くと取られ
る可能性もありますね。特に日本人には。

その他にもこのような霊魂不滅の思想が盛り込まれ
ているのに気がつくでしょう。その都度注意していき
たいとおもいます。

●　歌詞で同じ言葉を繰り返し、繰り返しすること
も注意されています。

例えば「ジーザス、ジーザス、ジーザス」など｡「神
のみ名をみだりに唱えてはならない」

●　歌詞は良くても、ビートの入ったロック調､ジャ
ズ調も気をつけたいです。畏敬の念を忘れてエンター
テイメント的のようであってはならないと思います。

第一天使の使命の最初の言葉は神に対する畏敬を教え
ています。今日、キリスト教諸教会でも、SDA教会で
も第一に受け入れるべき使命ではないでしょうか。「神
を恐れ、神に栄光を帰せよ」！

讃美歌 241 は､ 実に第一天使の使命の神髄ではない
でしょうか？

｢見よ、世をこぞり神に背く、み名を畏るる思いは
失せ…

神を頼めるみ民すらも…惑わされて…真理を守る力
は弱く…」なっています。

｢さはあれ神に選ばれたる　聖徒はさめて…｣ み国
の春を望み待ちましょう。

｢神の律法が、その正当な位置に回復されて初めて、
神の民と称する人々に、初代教会の信仰と敬虔のリバ

3 3 3 3 3

イバル
3 3 3

が起こり得るのである｣ 大争闘下 209｡

●　お勧めの本：「世俗社会における聖音楽」（無料）

｢ 歌唱における人の声は、神の栄光のために用いら

れるべきものとして託された才能である。義の敵は、

この才能を自分の働きのために大いに利用する。人々

の祝福となるべきこの神のたまものをサタンは乱用さ

せ、間違った適用のしかたをさせて、彼の目的ために

奉仕させている。この声の才能は、神の大目的の働き

にささげられるときに祝福となる ｣。EV498
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サンライズ ミニストリー刊行誌

Anchor 　  アンカーNo.58

　発行人　金城 重博

〒905-0428　　　　　　　　　
沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471
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郵便振込番号: 02080-0-12121

サンライズミニストリー

www.srministry.com
TEL (0980)56-2783

FAX (0980)56-2881

　「アンカー」：目的と編集指針　
　私たちは次のことを信じて　

　アンカーを出版しています。

1．我々SDAの働きと使命は三天使
の使命である。(6T 384, 2SM 142)

2．三天使の使命は人々をキリスト再
臨に備える特別な最後の使命で
ある。(9T 98,　大争闘下 140)

3．三天使の使命は人々の心を至聖
所に向ける。そこにおいて信者は
最後の、特別な贖い清めを受け
る。(初代文集 414, 5,7)

4．我々は神のご計画されたこの特

別な祝福、特別な経験を拒み
続けてきた。特に1888年以来
(RH26,1890年)

5．ダニエル書8:14の聖句は再臨信
仰の土台であり、み業の完成はこ
の聖句の正しい理解にかかってい
る。(生き残る人  々422, EV 221, 
5T 575)

6．エレン・G・ホワイトは聖書の預言
者と同様の霊感が与えられた預
言者である。(1SM 36)

7．最後の時代の嵐に押し流されな
いようにさせるアンカー(錨)は、三
重の使命、聖所、安息日、人の性

質、イエスの証(預言の霊)等であ
る。(黙12:17、19:10,22、初代文集417, 
1T 300)

8．アンカーはリレーの最終走者の意
味もある。この世代は福音の働き
が信者の中に、外の世界に完成す
る最後の時代である。不信仰によ
って、150年も時が延ばされ、イ
エスの十字架の苦しみを増してい
る。(大争闘下 182, 教育 328)
　信仰による義認の体験によっ
て、再臨を早めることをキリストは
待っておられる。再臨とみ業完成
をこれほど遅らせているのが我々
神の民であるとするならば、我々の

今日の、義務は何か、約束のものを
受ける条件は何なのかを研究し、
共に備えたい。

9．セブンスデー・アドベンチストは最
後の「残りの民」である。たとい教
会がどんなに背教しようとも、近
い将来、「最後の試練」(黙13章)
が来る時、多くの者がふるわれ、代
わりに諸教会から真実な多くの者
が出てきて最後の純潔な「女の残
りの子ら＝レムナント」を構成し(
黙18章)、永遠の福音宣伝は短期
間に終わると信じる。激しいふる
いの経験をして、純潔な教会とな
り、永遠の神の目的がこの教会に
よって達成されると信じている。

讃美歌集＆CD
契約の虹
讃美歌 160 選

日本基督教団讃美歌、聖歌、リバイバル聖歌、他から
160曲を選びました。音程が高い調は低くして歌いやすく
しています。全160曲を収録した音楽CDもあります。

歴史と聖書の預言 
各時代の大争闘　E ・ G ・ ホワイト

「各時代の大争闘」の再版で、カラーの写真､ 絵入りの、
読みやすい新しいレイアウトです。現代の真理の書籍中、
最も重要なこの本を至るところで秋の木の葉のように散ら
しましょう。あらゆる欺瞞の中にある現代人に正しい識別
力を与え真の希望を与える必読の書。

1冊で   950円/冊
10冊以上で  850円/冊
50冊以上で  650円/冊

100冊以上で   500円/冊
  商品番号：B20-4　A5サイズ　　   　　　　　　　　　　　　　　

歴史と聖書の預言
各時代の大争闘　E ・ G ・ ホワイト

100冊以上で   

書
籍
案
内
　

  商品番号：B70-1 A5サイズ、歌集   1,600 円

：BC70 -1  歌集＆CDセット 5,000 円
：C70 -1  CD8枚組 4,000 円

日本人の宗教心ー
何が信仰の対象か
及川　吉四郎

日本人は多民族、宗教も多宗教、「ごっ
ちゃまぜ宗教」「チャンポン神」と著者は言ってはばかりま
せん｡ 日本の神道、仏教がいかに変容して来たかに特に
メスを入れ、聖書の絶対唯一､ 創造神に立ち返る以外に
救いはないと著者は訴えています。

 　　　　　　　　　1,500 円
  商品番号：B13 -3  A5サイズ

まんが聖書大旅行　
　     1～3巻
　デイビット ・ キム

マンガ聖書大旅行の第1巻では、天地創造からの物語、2巻
ではヨセフとモーセの物語、3巻ではイスラエルのエジプト
脱出が描かれています。漫画で分かりやすい聖書の物語です。

まんが聖書大旅行
　     
　デイビット ・ キム 　　　　　　　　　各750 円
  商品番号 ：B42 -5  1巻   A5サイズ、175頁

：B42-6　2巻　A5サイズ、175頁
：B42-7　3巻　A5サイズ、175頁　

闇は光に
勝たなかった
辛　啓勲 著 

李　根完　訳　

聖書と原語と歴史的事実から徹底解説するお勧めの本！同
じ聖書を用いながら、どうしてこんなに多くのキリスト教
派があるのでしょうか？天国、地獄、煉獄｡ 死んで後の状態。
日曜礼拝は聖書的か？等 

 　　　　　　　　2,000 円
  商品番号：B40-23

聖書と原語と歴史的事実から徹底解説するお勧めの本！同

  商品番号：B40-23

ダニエル書に輝く福音
津嘉山　繫　

ダニエル書の預言をわかりやすく説
いています。

 　　　　　　　　　500 円
  商品番号：B30-7

NEW!


