
「心配ごとを神にゆだねる」
―心配ごとがあるなら、どう対処すればよいのか―

心配ごとがあるなら、 こう祈りましょう。 「神よ、 もしそれが私に

は変えられないことなら、 それをそのまま受け入れる安らかな心を

ください。 また、 私に変えられることなら、 変えようと踏み出す勇

気をください。 そして、 その違いを見定めることができるように、 あ

なたの知恵をください。」 多くの人たちは、 このように祈って平安を

得てきました。 この祈りは、 聖書の真理に基づいています。 しか

し、聖書はもっと多くのものを私たちに与えてくれます。 神は、 「心

配ごとがあるなら、それをわたしのところに持ってきなさい。」 とおっ

しゃっています。 そして聖書は、 この神がどのようなお方なのかを

雄弁に語っているのです。

この冊子の著者であるデービッド ・ エグナーは、 人を疲れ果

てさせる不安とは一体何なのかを明らかにしています。また、神は、

人が心の平安や勇気、 そして知恵を、 ご自分の中に見出すように

願っておられる、 ということを、 人が心から信じるための基盤につ

いても語っています。

マーティン ・ Ｒ ・ デ ・ ハーン
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「心配でたまらない」

英夫さんと妻の恵子さんは心配でたまりません。 英夫さんが

３７年間勤めてきた工場の生産量が２５～３０％カットされるかもし

れないという噂が、 何ヶ月もささやかれていました。 もし本当なら、

英夫さんのような中間管理職も含めて、 多くの人がリストラの対象

になるのは確実です。 そして、 今月末にリストラが実施されるらし

いという情報が、 会社側から漏れてきました。

ふたりは、 先行きの不安で気が滅入っていました。 将来につ

いての疑問が次々と心に浮かんできました。 「リストラされたら食べ

ていけるのか。 家のローンはどうすればよいのか。 収入がないの

に、 年金や健康保険、 生命保険の毎月の掛け金をどうやって支

払えばよいのか。 ５６歳でどんな再就職先があるのだろう。 恵子も

働きに出なければならないのか。」 月末が近づくにつれ、 英夫さ

んは口数が減り、 内にこもりがちになりました。 恵子さんは恵子さ

んで、 夜中に目が覚めて眠れない夜が続きました。 彼らは、 本当

に心配していました。

英夫さんも恵子さんもクリスチャンです。 教会の礼拝には欠か

さず出席し、 霊的に成熟したクリスチャンであると自認しています。

この夫婦は、 クリスチャンは心配すべきではないと思っています。

牧師は、「神様が、あなたがたの面倒を見てくださいますよ。」 と言っ

てくれました。 彼らもそう信じていますし、 それについて祈りもしま

した。 しかし、 依然として不安はなくなりません。

私たちも、 多かれ少なかれ、 このふたりと同じような境遇にい

ます。 人は、 心配ごとを抱えて生きているのです。 たとえば、 アメ

リカでは、精神的な病気の第一位を 「心配」 が占めています （マ
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イナース・マイヤー・ホーキンズ著 『心配のない生活』 １７ページ）。

心配とは、 パニックになりそうな状況に置かれたときに体験する心

理状態で、 口の中が渇く、 息苦しくなる、 涙が止まらない、 など

の症状を引き起こすことがあります。 また、 原因がはっきりとはわ

からないが、 すべてを破壊してしまうようなひどいことが起こるかも

しれない、 という漠然とした恐怖感がいつまでも続く状態だ、 と言

う人もいます。 さらに、心配とは、他の人が自分のことを好きになっ

てくれないのではないか、 また、 自分の服装や話し方を嫌うので

はないかと恐れることだ、 と言う人もいます。

「心配すべきではないという信念が、 

新たな心配の種になることがあります。」

あるクリスチャンの母親は、 イエスを自らの救い主であり主だと

告白しないまま成人した自分の子どもたちがこのまま救われないの

ではないかと思うと心配でたまらず、 カウンセリングを受けました。

彼女は、 夜中に目が覚めると、 そのことを考えてしまいます。 神

が子どもたちを救ってくださると自分が本当に信じているか、 何度

も自分に問いかけました。 彼女は、ついに心配で何もできなくなり、

そんなことではいけないと思いました。

クリスチャンは、 イエス ・ キリストを神と信じる信仰のおかげで

心配ごとなどない、 というわけではありません。 クリスチャンも、 他

の人たちと同じように社会から様々なプレッシャーを受けて生活し

ています。 また、 クリスチャンだからこそ心配になることもあります。

「クリスチャンの親として、 また、 妻として （あるいは夫として）、 失

敗してはいけない。」 とか、 「近所の人たちの前にも立派に生きな
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ければ。」 と考え、 それができるのだろうかと心配になります。

自分は心配性だ、 と思うと、 それが新たな心配の種になった

りします。 心配してはいけないとわかっていても、 心配してしまい

ます。 そのようなときは、 どうしたらいいのかわかりません。

本冊子は、 聖書的かつ実際的な視点から、 心配ごとへの対

処法を分かち合うために書かれました。 そもそも心配ごととは何で

しょう。なぜ人は心配するのでしょう。聖書はそれについて何と言っ

ているのでしょうか。 これらを理解すれば、 心配ごとをバネにして

霊的に成長できます。
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心配ごととは何か

心配ごとにどう対処すべきか、 その答えを知るために聖書を

調べてみましょう。 しかしその前に、 「心配」 ということについて、

まず基本的なことがらを押さえておくのが良いでしょう。

心配ごととは何か。 　何かを心配するというのは、懸念、不安、

あるいは恐れを感じることです。 このような気持ちは、 何か悪いこ

とが起こるかもしれないという予感と関連しています。 たとえば、「帰

宅した夫が、 不機嫌だったらどうしよう。」 とか、 「あの大学に行っ

ても、娘の将来は大丈夫か。」 とか、「この家を購入しても、住宅ロー

ンを払っていけるのか。」、 あるいは、 「地震が来ても生き残れるだ

ろうか。」 などと思うことです。

心配性の人たちは、 今このときに生きているのではなくて、 ま

だ来ていない将来に生きています。 これから起こるかもしれないあ

れこれを長々と考えては、 最悪の事態を想像し、 恐怖を感じてい

ます。

「心配性の人たちは、 

『もし～が起こったらどうしよう。』 

と考えながら生きています。」

「心配」 を意味する言葉として、 新約聖書の中で主に用いら

れているギリシャ語の単語は、 「メリムナオ」 です。 これは、 「不安

であること」、 「悩んでいること」、 あるいは 「集中できないこと」 な

どの意味です。イエスは、「自分のいのちのことで、何を食べようか、

何を飲もうかと心配したり、 また、 からだのことで何を着ようかと心
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配したりしてはいけません。」 と言われましたが （マタイ６ ： ２５）、

ここで使われている言葉が 「メリムナオ」 です。 また、パウロが、「何

も思い煩わないで、 …」 と言ったときに用いた言葉もこれです （ピ

リピ４ ： ６）。 心配性の人は、 心配ごとで頭が一杯になっているか、

心配ごとに気をとられていて集中できません。 何をしていても、 心

のどこかで心配しています。

どのような人が心配するのか。 　だれでも心配します。 心配

と無縁な人は、 ひとりもいません。 この世に何の心配もないと言う

人は、 自分のまわりで起こっていることに目をつぶっているだけで

す。 責任感のある人なら、 その責任を果たせるかどうかが気にな

るはずです。 だからこそ、人はいろいろなことを成し遂げるのです。

世界中で最もすぐれた指導者と言われる人たちの中にも、 心配性

の人がいました。 アレキサンダー大王、 ジョージ ・ ワシントン、 そ

してウィンストン ・ チャーチルなどがそうです。

興味深いことですが、 すぐれた業績を残した多くの人たちは

心配性でした。 失敗してはダメだという思いが、 彼らを駆り立て懸

命にさせます。 一方、一見のんきそうな人たちもやはり心配します。

心配ごとを顔に出さないだけです。 そうです。 心配しない人など、

この世にはいないのです。

何が心配なのか。 　「心配ごととは、 将来起こるかもしれない

ことを、 いま起こっていることに重ね合わせることだ。」 と言う人が

います。 心配とは、 将来起こるかもしれないことが、 何か悪い結

果をもたらすかもしれない、 という懸念に心を奪われることです。

心配する原因を分類すると、 以下の３つのカテゴリーになります。

１.　恐れ　犯罪の恐ろしさを実感するために、 ニューヨークや

ロサンゼルスのような大都市に住む必要はありません。 人気 （ひ

とけ） のない暗い夜道をひとりで歩いて帰宅するなら、 「ひったく
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りに襲われたらどうしよう。」 と心配しなければなりません。 安心し

てほっとするのは、 無事に家に着き、 玄関の鍵を内側からかけた

ときでしょう。 心配の原因として挙げられる第一番目は、 自分の身

が危険にさらされることです。

人の目を恐れる人もいます。 そのような人は、 他人から良く評

価されたいとか、 そつなく振舞いたいと願っています。 ですから、

不慣れな状況や多くのことをいっぺんにするように強いられる状況

に置かれると、 自分が人の期待にそえるかどうか心配になります。

このタイプに属する人は、 他の人からの承認が得られないかもし

れない状況を避けようとします。 また、 他の人から見捨てられるの

ではないかと心配する人もいます。 そのような人は、 妻 （あるいは

夫） や友人から 「あなたを決して見捨てない。」 と何度も念を押し

てもらわなければなりません。

２.　選択　多くの人は、 決断しなければならないとき、 不安に

なり心配します。 そして、 間違った選択をしないように最善を尽く

します。 この行動パターンは、 選択肢がふたつ与えられていて、

その両方ともが同じように良いときにも起こります。 たとえば、 山田

健一さんが、 ふたつの学校の教員採用試験に合格し内定をもらっ

たとしましょう。一方の学校は、福利厚生の条件が良いのに対して、

他方は、 より教えがいのある教科を担当できるうえ、 野球部の監

督にもなってほしいと言われました。 山田さんは、 誤った選択をし

て後悔してはいけないと考えて心配になりました。

３.　過去の体験　心配の原因として考えられる第三番目のも

のは、 「過去の体験」 です。 若い人の中には、 父親との関係や、

教師に対する悪い思い出などが原因で、 権威を行使する立場に

立っている男性とうまくいかない人がいます。 そのような人は、 上

司と話し合わなければならないとき、 いつも心配になります。 目上
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の者によって、 また恥をかかされるのではないかという恐れに打ち

負かされそうになるからです。

心配になると、 否定的な結末を思い描いて頭の中が一杯にな

ります。 恥をかいたり痛い目にあったりしないかと恐れます。 大事

な人や物を失いはしないか、 あるいは、 自分のしたいことが邪魔

されるのではないかと不安になります。 心配になったとき、 次のふ

たつの行動のうちのいずれかを選択することができます。ひとつは、

心配の原因である問題を避けることです。 ただし、 これをすると、

ストレスは増えるだけです。 もうひとつは、 問題を直視し、 適切な

行動を起こして、 そのあとはもうくよくよしないことです。

「心配になるのは、 

神の力強い肩に背負われていた重荷が、 

人間の弱い肩へ移ったときです。」

心配について聖書は何と言っているのか。 　聖書は、 ２種類

の心配について語っています。 ひとつは、 否定的な心配で、 人

に害をおよぼします。 もうひとつは、 肯定的な心配で、 人に益を

もたらします。 このふたつの違った意味を持った 「心配」 は、 新

約聖書では、 「メリムナオ」 という同一のギリシャ語で表現されてい

ます。 　

聖書に記されている否定的な心配とは、 当惑していらだち、

落ち着きのない状態のことです。 イエスは、「山上の垂訓」の中で、

この種の心配に関して６度も語っておられます （マタイ６章、 本冊

子４６ページ参照）。 イエスは、 衣食住などの日常生活に関するこ

とで心を悩ませてはいけない、 そして、 将来起こるかもしれないこ
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とを心配してはいけないとお命じになりました。 また、パウロは、「何

も思い煩わない」 （ピリピ４ ： ６） ように命じています。 一方、 ペテ

ロは、「あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい。」 （Ⅰ

ペテロ５：７） と指示しています。 本冊子で取り上げている 「心配」

あるいは 「心配ごと」 とは、 上述のような否定的で人をダメにする

種類を指します。

しかし、 心配がすべて悪いとは限りません。 聖書は、 人に益

をもたらすような心配についても書いています。 たとえば、 コリント

人への手紙第二の１１章２８節には、 「日々私に押しかかるすべて

の教会への心づかい」というパウロの言葉があります。 この節で「心

づかい」 と訳されている言葉の原語は、先に紹介した 「メリムナオ」

というギリシャ語です。 パウロは、 コリントの信徒たちのことを心配

していました。 だからこそ、 彼らに手紙を送ったのです。

パウロは、 ピリピの信徒たちにも手紙を書き、 テモテを彼ら

のもとに派遣したいという願いを明らかにしています。 パウロが

彼らのことを 「心配 （メリムナオ）」 していたからです （ピリピ２ ：

２０）。 ここで用いられている 「心配」 という言葉は、 肯定的な意

味を持っています。 この心配によって、 パウロやテモテは、 自分

のためにではなく、 他の人たちのために愛に満ちた行いをしまし

た。 本冊子では、 このような肯定的な種類の心配ごとを、 「気に

かける」 という言葉を用いて表すことにします。

どのようなときに、 心配し過ぎるのか。 　気にかけてしかるべ

きことは色々ありますが、 それが、 気分を落ち込ませる重苦しい心

配に変わるのは、 以下のような場合です。

それが起こったら、 と考え始めたら、 止められなくて眠れ•	

ない。
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ゆっくりくつろぐことに罪責感を感じる。•	

いつも何かを怖れている。•	

ある特定の状況に置かれると、 パニックになる。•	

あることに関して、 自分がどのような感情を持っているの•	

か考えたくない。

他人のせいにする。•	

災害に対する漠然とした恐怖感がいつもある。•	



13 ©2012 RBC ミニストリーズ

なぜ人は心配するのか

使徒ペテロの体験は、 人がなぜ心配するのかを理解する助け

になります。 イエスの弟子たちが、 嵐の中で小船に乗っていたと

きの話を例にとって考えてみましょう。 イエスは、 弟子たちを先に

出帆させ、 ご自分は祈るために山に登られました （マタイ１４ ： ２２

～３３）。 すると、 強風がガリラヤ湖の湖上を吹き荒れ、 嵐の中で

疲れ切った弟子たちは、 漕ぎ進むことができませんでした。 その

とき、 イエスが水の上を歩いて弟子たちの方へ来られました。 弟

子たちはイエスの姿を見て、 非常に恐れました。

イエスが弟子たちに向かって、「わたしだ。 恐れることはない。」

とおっしゃいましたが、 ペテロは疑っていました。 「主よ。 もし、 あ

なたでしたら、私に、水の上を歩いてここまで来い、とお命じになっ

てください。」 （マタイ１４：２８） イエスが、 「来なさい。」 と命じると、

ペテロは信仰によって水の上に足を降ろし、 イエスに向かって歩

き出しました。

しばらくしてから、 周囲を見回すと、 強風に荒れ狂う高波が目

に入りました。 そして、 自分がとても危険な状況に置かれているこ

とを実感し、 この状況を乗り切ることができるかどうか疑い出しまし

た。 そのとたん、 彼の身体は水中に沈み始めました。 ペテロがイ

エスに助けを求めると、 イエスは手を伸ばして彼をつかみ、 船ま

で連れて行ってくださいました。

私たちは、 ペテロと同じです。 ペテロの経験から、 私たちが

心配する理由がわかります。 　
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１.　心配するのは、 人間が弱い生き物だからである。

私たちは、 多くのものの影響から逃れることができません。 病

気になることがあります。 経済状態が変わることもあるでしょう。 車

の故障や航空会社のストで、 足止めされるかもしれません。 飲酒

運転の車にはねられることさえあります。 また、 罵声を浴びせられ

たり、 痛烈に批判されたりして傷つくこともあります。 私たちは、 こ

れらを恐れています。

人は、 弱くて、 その命には限りがあり、 傷つきやすい存在で

す。 肉体的にも情緒的にも、 また霊的にも弱いものです。 色々な

ことで傷ついてしまいます。 人は人以外の何ものでもなく、 だれで

もペテロのように溺れることがあります。 心配になるのは、 人が弱

い存在だからです。

２.　心配するのは、 自分の弱さに気づくからである。 　人は、

ほとんどの場合、 自分は比較的安全だと感じて暮らしています。

家庭を安らぎの場にし、 信頼性の高い車を購入し十分に整備して

使います。 定期的に健康診断を受け、 良い医療保険に加入しま

す。また、常に良い人間関係を維持しようと努力します。私たちは、

肉体的、 情緒的、 そして霊的な分野でも、 自己管理をして平安

に暮らしています。

しかし、 いったん何かが起こると、 自分がいかに弱い存在で

あるか、 身にしみてわかります。 嵐の中で風と波を見て恐れを感

じたペテロと同じです。 それは、 運転中にエンジンが妙な音を立

て始めたときや、 子どもが病気になったとき、 胸に圧迫感を感じ

たり、 原因不明のしこりを見つけたりしたときかもしれません。 あ

るいは、 職場でリストラが始まるという噂を耳にしたときでしょうか。

それが何であれ、 人は、 あるできごとを契機として、 自分の弱さ
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を直視しなければならなくなります。 　

３.　心配するのは、 神が信じられないからである。 　	 自 分

の弱さに直面したとき、 人は二者択一をせまられます。 神をしっ

かり見つめて、 神こそが揺るぎないよりどころであると信頼し、 自

分が感じている不安を神にゆだねるか、自分の力にたよるかです。

水の上を歩いていたペテロの状況は、まさにこれでした。ペテロは、

危険を感じたとき、 イエスを信頼する気持ちが吹き飛んでしまいま

した。 しかし、 自分ではどうすることもできないこともわかっていま

した。

ペテロに向けて語られたイエスの言葉には、 はっとさせられ

る真実が隠されています。 「信仰の薄い人だな。」 （３１節） ペテ

ロは、 イエスを信頼するのをやめてしまいました。 自分の人生 ・

感情 ・ 将来を、 イエスにゆだねられなくなったとき、 不安が頭を

もたげます。 それは罪です。 なぜなら、 もともと神が担われるべ

き責任を、自分で担おうとしているからです。 そのようなとき、人は、

神の力強い御手に自分自身をゆだねることをかたくなに拒んでい

ます。 それでは、 心配になって当然でしょう。
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心配ごとがあるなら、

それにどう対処すればよいのか

順子さんはとても心配性な人でした。 自分でもそれを認めてい

ました。 夫の仕事のことに始まり、 近所の犬、 子どもたちの昼食、

車のガタガタいう音、 家族の医療保険、 教会の託児所、 今晩の

おかずにいたるまで、 あらゆることを心配していました。

順子さんが特に心配していたことは、 夜、 家に泥棒が入らな

いかということでした。 ドアや窓の鍵をかけ忘れていないか、 家中

を何度も点検しないと眠れませんでした。 心配しすぎていると自分

でもわかっていました。

しかし順子さんは、 いまではこのような心配から解放されてい

ます。 ある決断をしたので、 もう心配しなくなりました。 彼女は、

考え方を変えたのです。 すべてをコントロールできないという自分

の弱さを感じるたびに、 このときこそ霊的にも精神的にも成長でき

るチャンスなのだ、 と考えるようにしました。 そして具体的に、 ふ

たつのことをしました。 第一に、 心配ごとへの対処法を聖書から学

びました。 第二に、 心配ごとにとらわれないようにするために、 い

くつかの実際的なことをしました。 もちろん彼女は、 今でも家の戸

締まりをします。 それは、 当然すべきことです。 ただ、 自分を無

力だと感じてパニックになり何もできなくなる、 ということはもうありま

せん。

私たちも、 順子さんのように、 心配ごとを逆手にとって成長す

ることができます。 心配になったら、 この心配は自分を成長させる

ための絶好の機会だと思って、 次の４つのことを実践しましょう。



17 ©2012 RBC ミニストリーズ

ステップ１　神に目を向ける

ステップ２　自分だけを信じることをやめる

ステップ３　親身になってくれる人と話す　

ステップ４　心配ごとを主にゆだねる

ステップ１

神に目を向ける

心配性の人は、 まだ起こって

いないことに気を取られがちです。

自分を弱いと感じ、 最悪の事態を

想像します。 自分の力が及ばない

ようなことに対してさえ責任を感じ

ます。 しかし、 そのような人も神に

目を向けるなら、 自分の弱さに対

する解決策を神のご性質の中に見

出すでしょう。 神のご性質を知るための最良の方法は、 聖書に記

されている神のみことばを読むことです。

神はすべてを統べ治めておられる。 　この世のできごとで、 神

がご存知でないことなどなく、 また、 神のご支配のもとにないこと

などないと聖書は教えています。 「主は天にその王座を堅く立て、

その王国はすべてを統べ治め」 る方です （詩篇１０３ ： １９）。 ま

た 「神はその権力をもってとこしえに統べ治める方」 です （詩篇

６６ ： ７）。 神は、 あらゆるものの上に立ち、 すべてを支配する全

能の主です。

心配性の人は、 物事が自分の思い通りにならないかもしれな

い、 すなわち、 何かひどいことが起こりそうだけれども、 自分には
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それを止める力がないと感じます。 こう感じて心の中に不安が生じ

たら、 神がどのようなお方なのかということについてとても大切な３

点を思い出しましょう。

１.　神はあらゆるところにおられる	 ―	 詩篇１ ３ ９篇 

７節、 エレミヤ書２３章２３～２４節。 　私たちがどこにいようとも神

はそこにおられます。 どれほど自分が孤独であると感じていても、

神は私たちとともにおられます。 神はあらゆるところに存在してお

られます。

２ .　 神はすべて のこ とを知ってお られる	 ―	 ヨ ブ記 

７章２０節、 詩篇３３篇１３節。 　神は、 私たちが恐れを感じ、 意

気消沈し、 怯えることもご存知です。 私たちは、 心配すればする

ほど、 神が私たちの置かれている状況をご存知ないかのように行

動します。 ところが、私たちには、将来何が起こるかわからなくても、

神はそれをご存知です。神は、すべてのことを見通しておられます。

神は、 私たちが何を必要としているのかを知っておられます。

３.　神は全能である	―	創世記１７章１節、 １８章１４節、 マタ

イの福音書１９章２６節。 　心配性の人は、 悪いことが起こるかもし

れないのに、 誰もそれをくいとめる力を持っていないと思っていま

す。 自分の娘が妊娠して未婚の母になったり、 息子が刑務所に送

られたりする事態を、 神でさえくいとめられないと考えます。 しかし、

神の力は限りなく強いのです。 「主に不可能なことがあろうか。」 （創

世記１８：１４）という問いへの答えは、「そのようなことはない。」です。

ウィリアム ・ バッカスは、 『心配ごとの良いところ』 という本の中

で、 スポーツ選手であった義兄のことを書いています。 この義兄

は心臓のバイパス手術を受けました。 手術そのものは成功でした

が、 術後２４時間は危険な状態が続きました。 彼は不安でした。

病院のベッドに横たわり、 バッカスにこう打ち明けたそうです。 「こ
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れまでは、 体を動かそうとすれば体も言うことを聞いてくれて意の

ままになった。しかし、今、自分自身に向かって、『不安を振り払え。』

と言っても、 『自分を追いつめるな。』 と命じても、 思うようにならな

い。」 彼が不安を抑えようとすればするほど、 不安は増大していっ

たのです。

そのようなとき、神がこう語りかけておられるように感じられました。

「すべてを治めているのは誰か。」 彼はへりくだって、「あなたです。」

と答えました。この真理に気づき、それを受け入れて口にしたとたん、

彼の心は平安になりました。

神が重荷を負ってくださる。 　人生の悩みや苦しみが私たちの

心に重くのしかかるとき、 神は私たちに代わってその重荷を担っ

てくださいます。 神は、 私たち以上に、 私たちの健康や、 私たち

の子どもや孫のことを気にかけておられます。 また、 私たちの愛

する人たちが救われることや、 世界の平和も気にかけておられま

す。 神は、 ダビデが熊やライオン、 そしてペリシテの巨人を打ち

倒すのを助けられました。神は、サウル王の殺意を伴った怒りから、

ダビデを守ってくださいました。 そして、 ダビデが敵の国にいると

きも、 その命を守られました。 だからこそ、 ダビデはこう書くことが

できたのでしょう。 「あなたの重荷を主にゆだねよ。 主は、 あなた

のことを心配してくださる。 主は決して、 正しい者がゆるがされるよ

うにはなさらない。」 （詩篇５５ ： ２２）

では、 どうすれば私たちの重荷を神にゆだねられるのでしょう。

どうすれば私たちの重荷を神の肩に置き、 それをそのまま神にゆ

だね続けることができるのでしょう。 その答えは、 すでに知ってい

ることに基づいて行動する、 です。 私たちの神は、 全能の神であ

り、 信頼できるお方です。 私たちは、 このことを知っています。 そ

れなのに、 心配になると、 神を信頼しなくなります。 そして自分を
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神の立場に立たせてしまいます。 それでは、 自分たちの方が何

でも神よりうまくできると言っていることになります。 私たちは、 この

ような気持ちを神に差し出さなければなりません。

「あなたの重荷を主にゆだねよ。 

主は、 あなたのことを心配してくださる。」 

詩篇５５篇２２節

石ころだらけの浜辺を歩いていたときのことです。 小さな男の子

が、 石を集めて袋に入れて運んでいこうとしていました。 しかし、 家

族の人たちが歩くスピードについていけず、 転んでしまいました。

その子には、 石の入った袋を引きずっていく力などありません。 と

ころが、 そうこうしているうちに、 その子の年の離れた兄が弟の様子

に気づきました。 そして、 引き返してくると、 袋ごと弟を抱き上げて

連れて行ってくれました。 この情景は、 私たちが神に向かって両手

を伸ばしさえすれば神がどうしてくださるのかを現わしています。 「あ

なたの道を主にゆだねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。」

（詩篇３７ ： ５）

神は恐れを取り除いてくださる。 　心配とは、 将来を恐れる気

持ちの現れです。 テストでどんな問題が出るのだろうか。 歯の治

療は痛いだろうか。 台風がこの街を直撃するのだろうか。 人は、

将来起こることが自分にどのような影響を与えるかを考えて恐れま

す。

エデンの園でアダムとエバが罪を犯してから、 人は心配するよ

うになりました。 罪を犯した彼らは、 神から隠れようとしました。 神

が食べることを禁じた木の実を食べた報いを恐れたためです （創
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世記３ ： １０）。 「…私は…、 恐れて、 隠れました。」 とアダムは言

いました。

神はまったくの善であり、 この世の悪は、 神がお造りになった

ものではありません。 この事実をしっかり受け止めることは、 恐れ

を追い払う助けになります。 「主はいつくしみ深く、正しくあられる。」

（詩篇２５ ： ８） とダビデとともに言えるなら、 自分に自信が持てま

す。 将来起こるかもしれないことが気にかかるなら、 詩篇の作者

にならい、 「主のすばらしさを味わい、 これを見つめ」 ましょう （詩

篇３４ ： ８）。

神が私たちを愛しておられることを信じて受け入れることも、

恐れを追い払うために役立ちます。 聖書は、 人が本当に恐れる

べきお方は神であると教えています （申命記１０ ： １２、 ２０、 １３ ：

４）。 神を恐れることは、 神を愛することであり、 神を神として受け

入れ、 その大きな愛に安心して憩うことを意味します。 神がお造り

になった被造物を恐れるよりも、 創造主である神を恐れることの方

がはるかに良いことです。 これから起こるかもしれないことを考えて

言い様のない不安に怯えるよりも、 ご自分のひとり子を与えてくだ

さるほど私たちを愛してくださった神を恐れるほうがはるかに良い

のです。

ダビデは、 神が親切で愛に満ちたお方であることを、 自分の体

験から知っていました。 ですから、 こう断言したのです。 「たとい、

死の陰の谷を歩くことがあっても、私はわざわいを恐れません。」 （詩

篇２３ ： ４） 詩篇３１篇は、 友人たちから見捨てられ （１１～１２節）、

しかも敵から攻撃される （１３、 １５節） というダビデの恐ろしい体

験を記しています。 しかし、ダビデは、こう言っています。 「しかし、

主よ。 私は、 あなたに信頼しています。 …私の時は、 御手の中

にあります。」 （１４、 １５節）
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恐れを感じても、それに対処できます。 聖書には、「恐れるな」

という言葉が何度も出てきますが、 それは、 私たちには、 ダビデ

と同じ選択をする責任があるということを意味します。 その責任と

は、 神が親切で愛に満ちたお方であることを認め、 ダビデと同じ

ように、 「それゆえ、 われらは恐れない」 （詩篇４６ ： ２） と告白

することです。

「これから起こるかもしれないことを考えて言い

様のない不安に怯えるよりも、 

ご自分のひとり子を与えてくださるほど 

私たちを愛してくださった神を恐れるほうが 

はるかに良いのです。」

神は私たちを支えてくださる。　ダビデは、 戦争や飢饉、

そして悪い者たちについて語っているときも、 神に信頼を寄せる

者は、 「満ち足りよう。」 と言いました （詩篇３７ ： １９）。 これは、

基本的には、 神にたよる者は恐れたり動揺したりすることがないと

いう意味です。 長い人生の中で、 心配だと感じて当然のできごと

にぶつかったとしても、恐れおののく必要はありません。 なぜでしょ

うか。 神が、 ご自身の力で私たちを支えてくださるからです。

不安になると、 気がかりなことがあるために本来すべきことがで

きなくなります。生命に関わるような重い感染症にかかって入院し、

危険な状態にある３歳の男の子の父親を想像してください。 彼は、

子どもの看病を妻に託して、 仕事に出かけなくてはなりません。 し

かし、 仕事をしていても、 病室のベッドに横たわって病気と闘って

いる息子のことが、 片時も頭から離れません。 息子を戦地に送り
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出したことがある母親なら、 その気持ちがよくわかるはずです。 生

まれて初めてのデートに出かけた娘や、 車で外出したまま遅くま

で帰宅しないティーン ・ エイジャーの息子を持つ父親も同じです。

このようなことで気をもんでいる間も、 神は人を支えていてくだ

さいます。 「あなたの重荷を主にゆだねよ。 主は、 あなたのことを

心配してくださる。」 とダビデは記しています （詩篇５５ ： ２２）。 決

して動揺することのない神が、 人生の旅路で出逢う心配ごとや気

がかりなことに私たちが振り回されないように、 しっかりと支えてく

ださいます。

神はいつもともにいてくださる。 　心配ごとは、 一人ひとりが

背負わなければならない重荷です。 それで私たちは、 心配ごとを

自分一人で背負い込んでしまいがちです。 そして心配すればす

るほど、 孤独感や無力感が増していきます。 しかし、 神の子ども

であるなら、 ひとりぼっちになることも、 見捨てられることもありませ

ん。 ダビデは、 詩篇１３９篇で、 神が私たちとともにおられると語っ

ています。 ダビデはこの聖書個所で、 自分が生まれる前から神は

自分のすべてを知っておられ （１３～１６節）、 また、 どこに行こう

とも、 神の霊からは逃れられないと記しています （７～１２節）。 朝

であれ夜であれ、 陸であれ海であれ、 また、 天であれよみであ

れ、 神はそこにおられます。 そうです。 ダビデは、 神が自分のこ

とをいつも気にかけてくださっていることを知っていました。 ダビデ

は、こう書いています。 「私の父、私の母が、私を見捨てるときは、

主が私を取り上げてくださる。」 （詩篇２７ ： １０） 幼い頃、 両親に

置き去りにされたらどうしようと思った経験は、誰にでもあるでしょう。

大人になっても、そんな幼い頃の恐怖がよみがえるときがあります。

そんなときこそ、 いつもあなたとともにいる、 という神の約束を思い

出さなければなりません。



24 ©2012 RBC ミニストリーズ

預言者イザヤも、 神が自分のことを常に気にかけてくださって

いると知っていました。 イザヤの口を通し、 主はこう語られました。

「恐れるな。 わたしはあなたとともにいる。 たじろぐな。 わたしがあ

なたの神だから。」 （イザヤ４１ ： １０）

ヨシュアも、 それを知っていました。 神は、 ヨシュアにこうおっ

しゃいました。 「わたしは、 モーセとともにいたように、 あなたととも

にいよう。 わたしはあなたを見放さず、 あなたを見捨てない。」 （ヨ

シュア１ ： ５）

モーセも、 そのことを知っていました。 「信仰によって、 彼は、

王の怒りを恐れないで、 エジプトを立ち去りました。 目に見えない

方を見るようにして、 忍び通したからです。」 （ヘブル１１ ： ２７）

イエスの弟子たちも、 それを知っていました。 天に上げられる

直前、 イエスは弟子たちに向かってこうおっしゃいました。 「わたし

は、 世の終わりまで、 いつも、 あなたがたとともにいます。」 （マタ

イ２８ ： ２０）

現代のクリスチャンも、 このことを知っています。 イエスがご自

分の弟子たちにこのように約束されたとき、 その約束は私たちにも

してくださったのです。

今度、 心配ごとに圧倒されそうになったら、 神に目を向け、 次

のことを思い出しましょう。

（１） 神は、 すべてを支配しておられる。

（２） 神は、 あなたの重荷を担うことがおできになる。

（３） 神は、 恐れを取り除くことがおできになる。

（４） 神は、 あなたを支えておられる。

（５） 神は、 あなたを見捨てることなど決してなさらない。
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ステップ２　

自分だけを信じることを

やめる

新約聖書で、 心配ごとにつ

いて書かれている教えの中心は、

「山上の垂訓」 の中にあります （マ

タイ６ ： ２５～３４、 本冊子４６ペー

ジ参照）。 イエスは、 ここで、 私た

ちを心配から解放する 「解毒剤」 を与えてくださいました。 イエス

の話を聞いていた人々は、 信仰心の厚い人たちで、 メシヤを探し

求めてはいましたが、 その到来を受け入れる心の準備はできてい

ませんでした。 この１０節の中で、 イエスは 「心配」 という言葉を

６回も使っておられます。 イエスが当時の人々に語られた教えは、

目まぐるしく変化するストレスだらけの物質主義的な社会の中で必

死になって生きている私たちにも語られているものです。

その教えは、 要約するとこうなります。 「あなたは心配ばかりし

ている。 信仰によって生きているとは言えないからだ。 あなたは、

食べ物や着る物、 そしてその他の 『物』 のことを心配している。

神と神の国とを第一にしなさい。 そうすれば、 心配する必要など

なくなる。」

主イエスは直前の個所で、 地上にではなく天に宝を積むよう

に弟子たちに命じられました （マタイ６ ： １９～２４）。 そのとき群衆

が、心の中でこうつぶやいていたのが聞こえるようです。 「何を言っ

てるんだ。 イエスが言っているように、 いつも天国のことばかり考

えて生きたらどうなる。 きっと飢え死にしてしまうさ。 結局のところ、

人は食べていかなければならないのだから。」 そのとおりです。 そ
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れだからこそ、 心配してはいけない、 とイエスはまず命じられたの

ではないでしょうか （２５節）。

心配の原因	―	マタイの福音書６章２５～３２節。 　この世の生

活に関する思い煩いをやめない限り、 たとえキリストを信じていて

も解放されて天に宝を積むようにはなりません。 イエスは、 生きて

いく上で絶対に必要なものが与えられるかどうか心配する必要は

ないと言われました。 神が、 空の鳥や野の花を生かしてくださるの

なら、 ご自分の子どもたちの面倒をみてくださるのは疑う余地のな

いことです。

私たちには、 働いて、 自分と自分の家族の生活を守る責任があ

ります。使徒パウロは、「働きたくない者は食べるな」（Ⅱテサロニケ３：

１０） と命じています。 イエスは、 何もせずに必要なものが与えら

れるのを待っている人になれ、 と教えているのではありません。 イ

エスがおっしゃったことは、 日々の必要について心配したり恐れた

りすべきではないということです。

実際、 多くの人は、 生きていく上で絶対に必要だとされる以

上のものを求めています。 トレンディなレストランで食事をしたいと

か、 最新のファッションに身を包みたいとか、 身近な人たちよりも

少しだけグレードの高い車や、少しだけ広い家を購入したいと思っ

ています。 その他にも、 世間が重要視するものを手に入れたいと

願っています。 物質主義的な暮らしにあまりにも慣れ親しんでいる

ので、 この世と調子を合わせていけなくなったらどうしよう、 と心配

しています。

しかし、 イエスは、 心配する必要はまったくないとおっしゃいま

す。 主は、 心配ごとが人にとって切実な問題であることはご承知

ですが、 それは不必要だとお考えです。 鳥には餌が必要ですが、

そのことを心配して偏頭痛をおこす鳥などいません。 花は 「美し
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い装い」 で飾られていますが、 外見を気にしてストレス性胃炎に

なる花などありません。 なぜでしょう。 鳥も花も、 天の父なる神が

面倒をみてくださっているからです。

心配の裏に隠された本当の問題	―	マタイの福音書６章３０

節。 　人が心配になる理由は、 イエスの 「信仰の薄い人だな。」

という言葉にはっきりと示されています。 人は、 神を信頼してい

ないので、 心配して疲れはててしまうのです。 神が、 この世を巧

みにコントロールしておられると心から信じられません。 すべての

必要を満たすと、 神がはっきり約束してくださっているにもかか

わらず、 神を信じずに自分の力で何とかしようとします。 そのよう

なとき、 私たちの視線は、 天ではなく地上に向けられています。

神ではなく、 自分を信じています。 将来についての責任を自分

で背負っています。 こんな重要なことを、 神にゆだねることはも

はやできないと感じているのです。

心配の解毒剤	―	マタイの福音書６章３３～３４節。　イエスは、

心配ごととは、結局のところ、その人の優先順位の表れだとおっしゃ

います。 私たちは、 最も重要なことに焦点を合わさず、 食べ物や

衣服の良し悪し、 勝ち組に入れるかどうか、 また将来を自分の思

い通りにできるかどうか、 などを心配しています。 イエスは言われ

ました。 「神の国とその義とをまず第一に求めなさい。 そうすれば、

それに加えて、 これらのものはすべて与えられます。」 （３３節） 信

仰を働かせましょう。 神を第一にしましょう。 そうすれば、 あなたは

天に宝を積むようになります。

イエスがおっしゃったことに耳を傾けるなら、 心配を取り除くとは、

選択の問題であることがわかります。 自分自身ではなく神を信じるな

ら、 不安はやがて消えるでしょう。 神を選ぶか自分を選ぶか、 その

答えは、 私たち自身が出さなければなりません。
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「心配とは、 不信仰が仮面をつけた 

状態です。 心配するのは、 要するに、 

神を信用していないからです。」

食べ物が十分かどうか、 衣服はどうか、 家の広さや車のグレー

ドはどうか、 そして、 老後の生活が保証されているのか、 などが心

配で仕方がないでしょうか。 多くのクリスチャンは、 失敗や辛い経験

を通して、 これらは、 実はそれほど大切ではないということを学んで

きました。 また、 神は約束どおり必要を満たしてくださるお方であると

いうことも学びました。 彼らは、 信仰を養い育てることが結局は一番

大切だ、 と学びました。 人生の試練に立ち向かうとき、 最も必要な

ものは信仰だからです。
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ステップ３　

親身になってくれる人と

話す

パウロは、 ピリピに住むク

リスチャンにあてた手紙の中

で、 心配なときにできることを

記しています。 それは、 自分

の弱さに屈するのではなく、 積極的に行動して心配に打ち勝つこ

とです。

パウロは、ピリピの信徒たちに 「何も思い煩わないで」 いなさい、

と命じました （ピリピ４ ： ６）。 これは、 イエスがガリラヤの丘で命じら

れたことと同じです （マタイ６ ： ２５）。 イエスは、 心配が何の役にも

立たないという事実を明らかにされましたが、 パウロは、 心配するか

わりに祈りなさい、 とピリピのクリスチャンに教えています。 「何も思い

煩わないで、 あらゆるばあいに、 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、 人のすべての考えにまさる神の平安が、 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。」 （ピリピ４ ： ６～７）

パウロは、 ピリピ人への手紙４章６節で、 ３つの言葉を使って、

心配するかわりにすべきことを説明しています。

１． 祈り　パウロがこの聖書個所で用いている言葉は、 神に話

しかけることを意味するときにごく普通に用いられる言葉、 すなわ

ち 「祈り」 です。 この言葉は、 祈りにかかわるすべてのことを意

味していますが、 特に神を礼拝するという側面を強調しています。

神に向かって祈るとき、神の偉大さを認め、神をほめたたえ、敬い、

自分自身をこのお方に捧げることが求められます。 神こそがすべ
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てを統べ治める主であると認めるなら、 心配ごとを神にゆだねるべ

きです。

２． 願い　２番目の言葉は、 「願い」 です。 「願い」 とは、 私

たちが何を必要としているのかを神に伝えることです。 ここで言う

「願い」 とは、 何かを神に真剣に求めることであり、 必死に助けを

求めることです。 また、 自分自身か、 あるいは他の人たちのため

に願いごとを神の御前に差し出すという場合も考えられます。

心配ごとがあるなら、 それを神のもとに持っていきましょう。 神

に助けを求めましょう。神に熱心に願い求めましょう。「求めなさい。

そうすれば与えられます。 捜しなさい。 そうすれば見つかります。

たたきなさい。 そうすれば開かれます。 だれであれ、 求める者は

受け、捜す者は見つけ出し、たたく者には開かれます。」 （マタイ７：

７～８）

３． 感謝　祈りについてパウロが用いている３番目の言葉は、

「感謝」 です。 私たちは、 直面している問題に気を取られ過ぎて

いて、 過去に神が私たちにどのようなめぐみを与えてくださった

かを忘れています。 神がめぐみとあわれみとをもって私たちを取り

扱ってくださったことを忘れています。 しかし、 かつて神にどのよ

うに心を配っていただいたかを思い出すなら、 心が安らかになりま

す。

心配するのではなくて祈るなら、 自分が背負ってしまった重荷を、

全能の神の大きな肩の上に移すことができます。 心配ごとをひとたび

神にゆだねたら、 神が私たちを愛し、 私たちが直面している問題を

真剣に受けとめて処理してくださることを感謝しましょう。 このお方に

は、 私たちの祈りに答える力があります。

神は、 人の弱さを取り扱う力をお持ちですから、 もし何かのこ

とで自分の弱さに悩む人がいるなら、 その弱さを神にゆだねましょ

う。 子どものことや仕事のこと、 あるいは実家のことが気にかかっ
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て夜中に目が覚めたら、 祈りましょう。 心配するのをやめるように、

また、 持っているエネルギーを心配で消耗させるのではなく、 祈

るために用いるように自分を訓練しましょう。 心配はエネルギーの

むだ遣いですが、 祈りは建設的な行為です。 神に向かって、 助

けてくださるように、 確信を与えてくださるように、 新しい道を開い

てくださるように祈りましょう。 そして何よりも、 神にしかできない奇

跡を起こしてくださるように願い求めましょう。

先行きを思うと不安で心が押しつぶされそうになるなら、 神に

祈りましょう。 恐れています、 と神に打ち明け、 その恐れをすべて

神にゆだねましょう。 交差点で青信号を待っている間、 公共料金

が果たして支払えるだろうかと心配になったら、 「経済的な必要を

満たしてください。」 と祈りましょう。 そのあとは、 くよくよしてはいけ

ません。 神があなたの祈りを聞かれるからです。

「神は、 人の弱さを取り扱う力を 

お持ちですから、 もし何かのことで自分の弱さ

に悩む人がいるなら、 

その弱さを神にゆだねましょう。」

ポール ・ ボーデンは、 コロラド州にあるデンバー神学大学院

の刊行物 『焦点』 に掲載した記事の中で、 心配ごとに対処する

ための具体的な方法を提案しています。 まず、 心配ごとの一覧表

を作ります。 何かが心配なら、 それをノートに書き留めるのです。

たとえば、 親の老後のこと、 家の修理のこと、 転職したいことなど

です。 それが何であれ、 とにかく具体的に書き留めます。 何を心

配しているのかをはっきりさせることで、 一歩前進できます。

次に、 心配ごとを書き留めた一覧表をもとにして、 祈りの一覧
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表を作りましょう。 心配していることについて祈りましょう。 心配ごと

について具体的に祈ってください。 そうすれば、 どれほど心配ご

とに支配され、 実行力を奪われずに済むようになるか、 実感する

でしょう。

さらに、 ボーデンは、 祈りの一覧表をもとにして、 行動の一覧

表を作るように示唆しています。 神が知恵と自信を与えてください

ますから、 心配ごとに対処する何らかの行動を起こしましょう。 小

さなことしかできないとしても、 今まで行動する力を奪っていた不

安がなくなり、 それに代わって、 果たさなければならない責任を遂

行するために必要な思考や感情が与えられます。 そして、 この思

考や感情は、 健全でコントロールしやすいことに気づくでしょう。

心配ごとがありますか。 もしあるなら、祈りましょう。 すでに祈っ

た人も、続けて祈ってください。 心配するために使うエネルギーを、

祈るために使いましょう。

ステップ４　

心配ごとを神にゆだねる　

使徒ペテロは、 激しい迫害を受け

ていた人たちにあてて手紙を書きまし

たが、 その中で、 心配するかわりにす

べきことを示しました。 「ですから、 あ

なたがたは、 神の力強い御手の下に

へりくだりなさい。 神が、 ちょうど良い

ときに、 あなたがたを高くしてくださる

ためです。 あなたがたの思い煩いを、 いっさい神にゆだねなさい。

神があなたがたのことを心配してくださるからです。」 （Ⅰペテロ５ ：



33 ©2012 RBC ミニストリーズ

６～７） これを実践するためには、 ふたつのステップを踏む必要が

あります。

１． 自分では変えられないことを受け入れる。 　いらいらした

り怒ったりせず、 また、 心配ごとがあるのにそれを認めないことに

よって現実から逃避したりしないで、 起こっているできごとは、 私

たちの人生の一部だと謙虚に受けとめるべきです。 私たちには、

何が幸福なのかを決める権利はありません。 大いなる神の御手が

与えてくださるものを、 そのまま受け取る謙遜さが必要です。

２． 心配ごとを神にゆだねる。 　心配ごとをどうすることもでき

ない自分の無力さを感じるとき、 その思いを、 全能の神の御手

に渡さなくてはなりません。 思い煩いを神にゆだねるべきです。

神は、私たちの罪のためにご自分のひとり子を死に渡してくださっ

たほど、 私たちを愛しておられます。 そのお方に将来をゆだね

るべきです。 これは、 「自分以外の者は誰もたよるな。 何でも一

番を目指せ。 結局、 たよれるのは自分だけなのだから。」 と、 主

張する現代の思考パターンとは正反対のものです。

これまで、 たくさんの心配ごとを引きずって生きてきましたか。

自尊心や、 こんなことを話すのは恥ずかしいという気持ちが邪魔を

して打ち明けられなかった心配ごとがありますか。 それらを神にゆ

だねましょう。 ずいぶん長いあいだ引きずってきたのですから、 も

う十分です。 これ以上引きずり続ける必要はありません。
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聖書に記されている心配性の人

についての事例研究

イエスが、 マリヤ、 マルタ、 ラザロの三兄弟が共に暮らす家を

訪れたときのことがルカの福音書に記されています （ルカ１０ ： ３８

～４２）。 この聖書個所を読むと、 イエスが、 心配性のマルタをど

のように導かれたかがわかります。 私は、 次のような場面を頭の中

で思い浮かべることができます。

イエスとその弟子たちは旅をしていましたが、 その途中でこの

家庭に立ち寄りました。 大切な客人の世話をするのは、 簡単なこ

とではありません。 マルタが、 台所で、 サラダを作るために野菜を

切り、 食器を出し、 メイン ・ ディッシュを作り、 さらにデザートの準

備をするなどして忙しく働いている間、 マリヤは何もせずにイエス

のそばに座っていました。

マルタは、 主イエスのために、 すべてのことを完璧に仕上げ

たかったのですが、 物事は思いどおりに進みません。 マルタは、

いらいらし、 無力感を覚えました。 ルカの福音書１０章４０節によ

れば、 マルタは、 「いろいろともてなしのために気が落ち着かず」、

居間の方に目をやりました。 マリヤが手伝ってくれることを期待して

いたのです。 しかしマリヤは、イエスの話に夢中で聴き入っていて、

腰を上げる気配はありません。

ついに、 マルタは我慢できなくなって居間に行き、 腰に手を

あてて、 強い口調でこう言いました。 「主よ。 妹が私だけにおもて

なしをさせているのを、 何ともお思いにならないのでしょうか。 私

の手伝いをするように、 妹におっしゃってください。」 （４０節）
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あなたもマルタのような人かもしれません。 あるいは、 マルタの

ような人と一緒に暮らしているかもしれません。 イエスは、 忍耐強

く、 思いやりに満ちた態度でマルタに接しておられましたが、 それ

は私たちにとってすばらしいお手本です。 イエスが何をなさったか

見てみましょう。

まず初めに、 イエスは、 マルタ自身がいろいろなことを心配し

ていることに気づくように配慮されました。 イエスは、 「マルタ、 マ

ルタ。 あなたは、 いろいろなことを心配して、 気を使っています。」

（４１節） とおっしゃいました。 イエスは、 マルタの名前を繰り返し

て呼ばれましたが、 その声は本当に優しい響きのこもったものだっ

たと思います。 イエスは、 マルタが抱えている問題が何であるかを

お示しになりました。 そして、 取り組まなければならない問題があ

ることをマルタが知るようにされました。 客を心からもてなすこと自

体は、 良いことです。 食事をはじめとするすべてが最高のもので

あるように配慮することも、 間違っていません。 イエスは、 マルタ

を裁かれたのではありません。 マルタは、 自分が心配していること

に気づいていませんでした。 イエスは、 彼女がそのことに気づくよ

うに促されました。

次に、 イエスは、 心配するのは選択の結果であることを示され

ました。 マルタは、 もてなしの準備で心を煩わすことを選びました。

そうすることによって、 マルタは、 妹を批判し、 イエスが無神経で

あるとほのめかすような態度で、 イエスに命じることさえしました。

しかしイエスは、 マルタを責めることはなさいませんでした。 その

かわり、 心配することを選んだのはマルタ自身だという事実をお教

えになりました （４２節）。

最後に、 イエスは、 選択肢はふたつあるとマルタにおっしゃ

いました。 それは、 世俗的で一時的なことを選ぶか、 天の御国に
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関することで永遠に関わることを選ぶか、 です。 イエスはマルタに

向かってこう言われました。 「マリヤはその良いほうを選んだので

す。 彼女からそれを取り上げてはいけません。」 （４２節） マルタが

どんなにおいしい食事を用意したとしても、 それはやがて忘れられ

てしまったでしょう。 しかし、 イエスの言葉はマリヤの心に残り、 永

遠の実をみのらせることになりました。

マルタが居間に来て、 マリヤと一緒に座っていたらどうなった

でしょうか。結局、何も食べなかったと思いますか。それは違います。

マルタがマリヤとともに座っていたとしても、 その場にいた人はみ

んな食事をしたでしょう。 もしかしたら、イエスが、「豪華なフルコー

スの食事よ、 今ここに現れよ。」 とお命じになったかもしれません。

マルタは、 イエスから大切なことを学んだと思います。 一年あ

まりの後、 イエスは再び彼らの家に夕食に招かれました。 マルタと

その一家は、 ラザロを死からよみがえらせてくださったイエスをほ

めたたえるために、 夕食をともにしました （ヨハネ１２ ： １～１１）。

その聖書個所には、 ただ、 「マルタは給仕していた。」 （２節） と

書かれているだけです。 マルタは依然として夕食を準備するため

に働いていましたが、 今度は、 責任の重さに圧倒されてはいませ

んでした。 彼女は、 心配しやすい自分の傾向をコントロールでき

るようになっていたと思います。
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「ジョーニーの場合」

以下の話は、アメリカで放映されているＲＢＣのテレビ番組 「デ

イ・オブ・ディスカバリー」 のために収録された、 作家ジョーニー・

ヨダーへのインタビューからの抜粋です。

私の心の中は心配ごとと不安だらけでしたが、 自分ではその

ことに気づいていませんでした。 多くの人がするように、 それを押

し殺してきたからです。 しかし、 あることをきっかけにどん底に落

ち、 自分が感じている不安や恐怖感に向き合わざるを得なくなりま

した。 キャサリン ・ マーシャルは、 最大の発見とは自分の力だけ

ではダメだと気づくことだと語りましたが、 私はそれを体験しました。

自分の内にたよれるものは何も残っていませんでした。 肉体的に

も精神的にも疲れ果てて、 一歩たりとも前進できなくなりました。

私は、 表の広い場所に出て行くことを極度に恐れる強迫神経

症にかかりました。 スーパー ・ マーケットへ行くことが、 ひどく恐く

なりました。 スーパーにいると、 自分ではどうすることもできないほ

どの強い恐怖感に圧倒され、 冷や汗をびっしょりかく始末でした。

私は、多くの人たちの前で発狂してしまうのではないか、さらには、

死んでしまうのではないかと恐れました。 買い物の途中、 たまらな

くなって、 突然ショッピング ・ カートを店の隅に押しやると、 夢中

で家に逃げ帰ることもありました。 そして、 自宅に戻るとやっと安

全だと感じました。

こんな状態は、 誰にもわかってもらえないと思いました。 食が

細り、 眠れなくなり、 いつも怯えていました。 私は、 生活全般に

関して不安を感じ、 暮らしていく中で果たすべき責任は、 それが

どんなに小さいことでも恐れを感じていました。 ３０代の前半には

もうくたくたで、 何もできない状態でした。

振り返ってみると、 私の病気には３つの原因があったように思
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います。 ひとつは、 私は精神的に大変未熟で、 責任をきっちり果

たすことができませんでした。 ふたつめは、 卑屈になる傾向が強

かったということです。 しかし、 自分ではこのことに気づいていま

せんでした。 いつも自分の気持ちを正当化していたからです。 最

後に、 これは多くの人に言えることですが、 自分だけにたよるとい

う行動パターンがありました。 自分の力でどんなこともしようとしまし

た。 そして、 そうできないことがあると、 そんなことではいけない、

と思ったのです。

こういうわけで、 私はぼろぼろになっていきました。 そして、 自

分の力にたよることはできなくなりました。 しかし、 これは私にとっ

て必要なことでした。 このように砕かれることは、 すべての人に必

要なことだと思います。 砕かれると言っても、 ノイローゼになった

わけではありません。 自分で何とかできるという人生観が砕かれた

のです。

私自身や、 私と同じように自分の力ではどうしようもない厳しい

状況に置かれて、 精神的に苦しんでいる人たちを観察した結果、

ある共通する特徴が浮かび上がってきました。 それは、 その人た

ちが、 自分と自分を取り巻く周囲の人や状況を、 自分の思いどお

りにコントロールすべきだと感じていることでした。 その人たちは、

（その事実を認めませんが） 神さえもコントロールしなければならな

いと考えています。 どうしてかと言えば、 これから起こるかもしれな

いことを恐れているからです。 物事をコントロールして、 ある一定

の方向に進んでいくようにすれば、自分の恐れを緩和できると思っ

ているのです。

私の問題は、 自分で自分を守ることができていない、 もう少し

言えば、 私が恐れているものから自分を守ることができていないと

感じていたことでした。 そのため、 私は自分の周りに 「殻」 を築

き始めました。 「殻」 という言葉どおりの狭い空間、 すなわち、 自
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分が安全で守られていると感じる四方を壁に囲まれた自分の家の

中で、 私は、 自分ひとりしか入れない小さな世界を作り、 その中

に住んでいたのです。

このような経験をしていたとき、 私はすでにクリスチャンになっ

ていました。 神をはっきりと信じていましたが、 私の生活の中には

神が自由に働いていただく余地がありませんでした。 私はとても不

幸でした。 「このためにこそ神が私を造ってくださった」、 という私

の人生の目的を見失っていました。

私は、 どん底に落ちなければなりませんでした。 キリストの力を

知り、 キリストによって変えられるためには、 それまでの生き方に終

止符を打つ必要がありました。 神は私の人生に働きかけてくださり、

ピリピ人への手紙１章６節でパウロが言っているように、 私をいやし

てくださいました。 この聖書個所には、 「あなたがたのうちに良い働

きを始められた方は、 キリスト ・ イエスの日が来るまでにそれを完

成させてくださる」 （ピリピ１ ： ６） と書かれていますが、 この 「良い

働き」 は、 イエスを救い主として信じた瞬間から始まります。 この

過程は、 ６回とか６カ月とかの簡単な講習を受ければ終わるというも

のではありません。 「キリスト ・ イエスの日が来るまで」 続くプロセス

です。

偏りのある生き方がバランスの取れた生き方へと変えられてい

きましたが、 その過程のごく最初の方で、 神は、 私が自分で自分

を訓練しなければならない４つのことを示してくださいました。 それ

は、 （１） 聖書を読む、 （２） 神に祈る、 （３） 神を信頼する、 そし

て （４） 神に従う、 ということでした。 これらのことは、 今でも私の

人生にとても大きな影響を与え続けています。 第一は、 聖書を読

むことです。ごちそうを食べるように神の真理を食べます。第二は、

祈りです。 おいしいごちそうを主といっしょに食べます。 朝や夕に

短い祈りのときを持つだけではなく、 買い物をしているときや車を
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運転しているときなど、 暮らしの中のひとコマひとコマで神と語り合

います。 第三は、 信頼することです。 自分の力ではどうにもでき

ないことを抱え込むのではなく、 あきらめるのでもなく、 神が最善

をなしてくださることを信じて、 神にゆだねます。 そして最後は、

神に従うことです。 神が望んでおられることは、 私たちが自分でで

きることを自分勝手にするのではなく、 神のみこころに従って実行

することです。

これら４つは、 すでに良く知られているものであり、 目新しいこと

ではありません。 神を信頼することは、 聖書に照らせば当たり前の真

理ですが、 自分自身の経験に照らせばあいまいな真理でした。 神

を信頼しているなら、 頭で分かっていたり、 他人に話したり、 そうある

べきだと熱心に信じているだけではなく、 実際、 そのように行動しなく

てはなりません。 自分の力ではどうにもならず、 無力感を感じるような

状況は、 私たちに祝福をもたらします。 すでに信じていることを実行

してみようと思うからです。

私は、 これら４つのことを自分の日常生活に取り入れ、 実行し

始めました。 すると、 キリストとの親しい関係が強められ、 このお

方を本当に信頼する心が生まれました。 初めは、 何でもない小さ

なできごとを通して、 イエスがいてくださればそれで十分だ、 とい

うことがはっきりわかりました。 そして、 キリストが私に代わっていろ

いろなことを成し遂げてくださるという経験を重ねるにつれて、 キリ

ストをますます信頼するようになりました。 聖書を読み、 祈り、 主を

信じて従っていくうちに、 これらの４つのことがお互いに影響を与

え合って働き出しました。 私が自分のすべきことをするようになる

と、 神はご自分にしかできないことをしてくださるようになりました。

こうして、 私の心から徐々に心配の種がなくなっていきました。 神

が成すべき仕事を私にお与えになったなら、 たとえ私には荷が重

すぎるように見えても、 神が必ずそれを成し遂げてくださることが
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わかったからです。 神は、 殻を破って私を外の世界へ導き出して

くださいました。 近所の人たちで聖書を学ぶ会をリードするという

機会を私に与えてくださり、 自分だけの世界から引き出してくださ

いました。 私は、 その会に参加していた女性たちの心に効果的に

働きかけることができたと思います。 その理由は、 彼女たちと同じ

ぐらい、 私もキリストを必要としているということが、 みんなに伝わっ

たからです。 私は、 その女性たちにプレッシャーを与える存在で

はなく、 彼女たちの信仰の成長を励ます存在でした。

その後、 神は、 私たち夫婦に海外で働く機会を与えてください

ました。 ある日、 ロンドンの地下鉄でひとりの薬物中毒者に出会い、

彼を家に連れ帰って一緒に生活することになりました。 この人や、

その後に寝食を共にした人たちを通して、 私はある真理に気づきま

した。 私は、 他の人たちがあまり苦労もせず当たり前のようにしてい

ることをするために神の助けが必要だったのですが、 実は、 そのこ

とを何となく申し訳ないと感じていました。 ところが、 薬物依存者た

ちとの関わりを通してわかったことは、 彼らがその病気から立ち直っ

たり、 私自身が立ち直ったりする上で必要なことは、 自立することで

はない、 ということでした。 大切なことは、 神にたよって生きるという

ことです。

薬物中毒者たちとつき合うことによって、 人は神にたよるように

造られていることに気づきました。 危機的な状況で有効な策は、

その他のいかなるときにも有効です。 私は、 麻薬に依存している

人に、 大胆なショック療法を提供できる立場にあることに気づきま

した。 彼らは、 自分が依存しているものをすべて取り除くように、

それまで教えられてきました。 しかし、 本当の答えは、 薬物では

なく、 神にたよることだったのです。 さらには、 自分ではなく神だ

けを、自分がたよるべき唯一のお方とすることです。私たち人間は、

神だけにたよるように造られているからです。
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今ここに、 キリストが与えてくださる救いにあずかりたいと思う

人々がいるとしましょう。 そのような人々は、 どのようにしてキリスト

に導かれたいと思うでしょう。 弱いとはどういうことなのかを全く理解

していないような、 自分は強い人間だと思っている人たちの手で、

キリストに導かれたいと思うでしょうか。 それとも、 弱さを克服して

強く生きる秘訣を発見した人たちに、 キリストへと導いてもらいたい

でしょうか。

人々は、 例外なく後者を選ぶと思います。 神に仕えるために

いろいろなことをしているとか、 自分が強い人間であるかのように

見せることで、 自分は立派なクリスチャンだ、 と考える人がいるか

もしれません。 しかし、 実はそうすることで、 神が人々のために用

意しておられた最後の望みを奪い取っているかもしれません。 な

ぜなら、 人々は私たちを見て、 「あの人たちのしていることを見習

うべきだ。」 とは思いません。 むしろ、 「私は、 とてもああいう風に

はなれない。」 と言うでしょう。 しかし、 もしそのような人々が、 弱く

ても神から力を得て強く生きることを学び、 今も依然として学び続

けている人を目の当たりにするなら、 その人たちの心は、 希望で

満たされ、 こう言うでしょう。 「ああ、 すごい。 あの人が強くなれた

のなら、 私も強くなれるかもしれない。」

私は、 自分のことを、 ごく普通の人だと思っています。 これは単

に事実であるだけでなく、 そうありたいという心からの願いでもありま

す。 人は、 一人ひとりユニークな存在として造られていますが、 そ

れを除けば、 私はごく普通の人間です。 キリストがおられなければ、

まったく無益な人間です。 実際、 ある集会で、 私のことをこのよう

に紹介した人がいました。 「皆様、 ジョーニー ・ ヨダーさんを紹介

させていただきます。 キリストがおられなければ、 まったく無益な

人間だった方です。」 そのように紹介されたら、 ぎょっとした時期
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もあったでしょう。 しかし神は、 私を弱さの見本とされました。 です

から私は、 人の弱さに対して、 また人の弱さを通して、 神がなさる

ことを、 この世の中で生きている人々に話し、 また証することがで

きるのです。神が、私に対して、また私を通してそれをなしてくださっ

たのなら、 他の人たちにも同じことをなさらないはずがないではあ

りませんか。

神を信頼して生きる、 これが私の人生のテーマです。 私の人

生は、 自分のうちには何もなかったが、 神にたより切って生きるこ

とで必要なものをすべて得た女性の物語です。 神にたよることは、

みじめなことではありません。 それは、 神の意図された完全な計

画です。 被造物である人間は、 創造主にたより切るとき、 最高の

状態に達します。 私にとって、 神にたよることは、 かつては最後

の最後になってすることでした。 しかし今では、 まず最初にしてい

ます。

霊的な成長が始まったころ、 私はどん底の経験をしていまし

た。 つらいと感じていましたし、 傍目にも明るい人だったとは言え

ません。 しかし振り返ってみれば、 このときが、 私の生涯の中で

最も霊的なときでした。 今、同じところを通っている人たちにとって、

私の告白が励ましとなれば感謝です。 私たちは、 他の人から 「霊

的な人だ。」 と言われるためには、 感情的に落ち込まず、 常に成

功者でなければならないと考えがちです。 しかし、 実際はそうで

はありません。 霊的であるということは、 自分には何もない、 神が

すべてだ、 と悟ることです。

この番組で放映されたジョーニー ・ ヨダーの話の全体は、 彼女の著書 『神にたよる人生を見

いだして』 （ディスカバリー・ハウス・パブリッシャー刊、 １９９２年、 邦訳はまだ出版されていない）

に詳しく書かれています。
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一番心配なこと

自分は死にゆく者だと思うときほど我が身の無力さを感じるとき

はないでしょう。 生命が燃え尽きるとき、 死の向こう側には何があ

るのでしょう。聖書によれば、天国と地獄があるといいます。そして、

地獄の存在は、 確かに不安の種です。

「あなたは天国にいけると思いますか。」 と尋ねたなら、 ほとん

どの人は、 「そうあってほしいですね。」 とか 「自分はそれほど善

人ではないかもしれない。」 とか答えます。 もしこの人たちが自分

に正直に語るなら、 地獄に落ちると考えただけで身震いする、 と

言うでしょう。 しかし、 私たちが天国を目指して歩んでいるかどうか

を間違いなく知る道がある、 と神は聖書を通して語っておられ、 そ

の理由も述べておられます。

第一に、 私たちが天国に行く資格は、 キリストによって与えら

れています。 キリストは完全無欠な生涯を送られたのち、 私たち

の罪の代償を支払うために十字架にかかって死に、 死からよみが

えりました。 こうして神は、 キリストが私たちのために払った犠牲を

受け入れた、と証明してくださいました。 これは神の愛の奇跡です。

私たちはこれ以上何をすることもできません。

第二に、 天国への道は苦行や善行ではなく信仰です （エペ

ソ２ ： ８～９）。 キリストの死をとおして赦しを差し出してくださった神

の愛に応える行為は、 主イエスを信じることです （使徒１６ ： ３１）。

救いは神の恩寵によって与えられる無償の賜物で、 私たちの霊的

渇望を満たしてくれます。

イエスを神と信じ、 このお方は自分のために死んでくださった

と認めるなら、 間違いを犯したので天国にはもう行けない、 と思い

悩む必要はありません。 私たちは、イエスがとりなしてくださるので、
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神に受け入れられています。 神は、 御子を無視するのでなけれ

ば私たちを無視することはできません。 そして、 そのようなことは

決してなさいません。 ですから、 イエス ・ キリストを信じるなら、 永

遠をどこで過ごすのかという問題を心配する必要はまったくありま

せん。
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25	だから、 わたしはあなたがたに

言います。自分のいのちのことで、

何を食べようか、 何を飲もうかと心

配したり、 また、 からだのことで、

何を着ようかと心配したりしてはい

けません。 いのちは食べ物よりた

いせつなもの、 からだは着物より

たいせつなものではありませんか。
26	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。 けれども、 あな

たがたの天の父がこれを養ってい

てくださるのです。 あなたがたは、

鳥よりも、 もっとすぐれたものでは

ありませんか。
27	あなたがたのうちだれが、 心配

したからといって、 自分のいのち

を少しでも延ばすことができます

か。
28	なぜ着物のことで心配するので

すか。 野のゆりがどうして育つの

か、 よくわきまえなさい。 働きもせ

ず、 紡ぎもしません。
29	 しかし、 わたしはあなたがたに

言います。 栄華を窮めたソロモン

でさえ、 このような花の一つほど
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にも着飾ってはいませんでした。
30	きょうあっても、 あすは炉に投げ

込まれる野の草さえ、 神はこれほ

どに装ってくださるのだから、 まし

てあなたがたに、 よくしてくださら

ないわけがありましょうか。 信仰の

薄い人たち。
31	そういうわけだから、 何を食べる

か、 何を飲むか、 何を着るか、 な

どと言って心配するのはやめなさ

い。
32	 こういうものはみな、 異邦人が

切に求めているものなのです。 し

かし、 あなたがたの天の父は、 そ

れがみなあなたがたに必要である

ことを知っておられます。
33	 だから、 神の国とその義とをま

ず第一に求めなさい。そうすれば、

それに加えて、 これらのものはす

べて与えられます。
34	だから、 あすのための心配は無

用です。 あすのことはあすが心配

します。 労苦はその日その日に、

十分あります。
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