
天国への希望で満ちている教会
炎のような聖霊のみわざで創立36周年を迎えた万民中

央教会が韓国内外の来賓が参加した中で祝賀行事を

行った

「花の道たどって宴会場」へ
天国の新しいエルサレムでの幸せと喜びで満ちていた万民中央教会

の創立36周年祝賀公演を写真で振り返ってみる。
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燃える蛇と十字架
モーセが青銅で燃える蛇の形を作って旗ざおにつけたように、罪

のないイエス様は全人類の罪を贖おうと木の十字架にかけられた。

「すばらしい経験でした！」
エンラセ・コロンビアのリンコン社長をはじめ、教会創立36周年を迎えて

万民中央教会を訪問した海外のゲストの感想。

支教会12月スケジュール
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教会創立36周年記念礼拝および祝賀行事
海外22か国から参加、GCN放送で全世界に生中継

2018年10月7日(主日)午後3時、教会創立36周年を

迎えて、記念礼拝および祝賀公演で神に感謝と栄光

を帰した。この日、行事にはアメリカ、イスラエル、コロ

ンビアなど22か国から訪問した人々が参加し、教会創

立36周年を祝うメッセージを海外31か国からビデオとE

メールで送って来た。

全世界170余か国をカバーするGCN放送とイン

ターネットで生中継される中でささげられた礼拝は

英語、中国語、日本語、ロシア語、フランス語、スペ

イン語、モンゴル語、ベトナム語の計8言語で同時通

訳された。

1部記念礼拝の時、教職者会長イ・スジン牧師は

「栄光」(イザ60:1～3)というタイトルで、闇が濃いこ

の終わりの時に、宝のような信仰と神に喜ばれる行

いで、創造主なる神の栄光を世に現す主役になるよ

うにと勧めた。

その後、芸能委員会による2部祝賀公演「花の道た

どって宴会場」が本聖殿の特設舞台で約40分間続い

た。色とりどりの花で華やかに広がっている天国の宴

会場、かぐわしい花の道をたどって着いた宴会場の風

景を賛美と舞踊で表現したこの公演には、ハン・ジュ

ギョン賛美宣教師、賛美チーム、舞踊チーム、伴奏

チームとニシ・オーケストラ、インマヌエル聖歌隊、教

会スタッフ、外部スタッフなど290余人が力を合わせて

優れたキリスト教文化を披露した。

この日、教会の前庭には「花の道たどって宴会場」

をテーマに飾られたフォトゾーンが目を引き、チヂミ、

綿菓子、カボチャ飴など、男・女宣教会、カナン宣教

会、青年宣教会が心を込めて準備した豊かで多様な

食べ物で、聖徒たちと招待された家族、親戚に幸せな

思い出をプレゼントした。

天気予報では10月6日(土)は台風の影響で大雨と

強風が予想されていたが、野外行事の準備が予定さ

れていた午後1時頃、うららかな天気に変わって、すべ

ての日程が支障なく進められ、翌日の主日も野外行

事にぴったりの暖かい天気になり、聖徒たちに喜びを

加えた。

また、前夜行事として、10月5日金曜徹夜礼拝2部

の時、「Toward新しいエルサレム」という公演があり、

新しいエルサレムへの聖徒たちの切なる望みと感謝

の香りを賛美と舞踊、映像、会衆賛美を通して神にさ

さげた。

「今後さらに広がる万民の働き、楽しみです」
セルゲイ・ボチャルニコフ牧師|イスラエル・ナザレ・ライフオブスピリット教会|

創立祝賀公演は天国の新しいエルサレムの一部

がこの地上に下って来たようで、とても恵みを受けて

感動しました。そこに行こうという希望でさらに熱くなり

ました。これは私にとって大きい祝福でした。

特に私たちイスラエルを愛して、いつも共に歩んで

くださるイ・ジェロク博士に心より感謝の意をお伝えし

ます。博士が祈ってくださり、物心

両面、霊肉ともにイスラエルを支援

してくださって、心より感謝しています。

万民の働きを通して全世界に主イエス・キリストの

福音が伝えられ、博士を通した神の良きみこころがさ

らに大いに繰り広げられるようお祈りします。
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燃える蛇と十字架

民数記21章を読むと、神はエジプトか

ら出たイスラエルの民が乳と蜜が流れる

祝福の地に入る資格を備えるように、荒

野暮らしをするようになさる。

しかし、彼らは困難がやって来るたび

に、四百年間の奴隷生活から解放して

くださった神とモーセに向かって不平を

言ってつぶやく。これによって神の御怒

りが臨んだので、多くの民が致命的な毒

を持つ燃える蛇にかみ殺された。

その時はじめて民は悔い改め、モー

セが彼らのために祈ると、神は、青銅で

燃える蛇を作り、それを旗ざおにつけて

仰ぎ見るようになさった。それでモーセ

がおことばどおりに青銅の蛇を作り、そ

れを旗ざおにつけた。するとすべてかま

れた者は青銅の蛇を仰ぎ見ることによっ

て生きた。

1. 燃える蛇の出来事を通して悟るべき

霊的教訓

1) どんな問題があっても神の御前で

解決されなければならない

神は万物をつかさどる全知全能のお

方なので、燃える蛇が出て来るようにも、

燃える蛇の災いから救い出してくださる

こともおできになる。もともと荒野には燃

える蛇とさそりが多いのだが、神が守っ

てくださると、燃える蛇が現れなかった

のだ。しかし、イスラエルの民が神につ

ぶやくと、それ以上守られることができず

に、燃える蛇が現れ、結局、民が害をこ

うむったのだ(民21:5-6)。したがって、イ

スラエルの民は燃える蛇という問題の原

因とその解決を神から見つけなければ

ならなかった。

ここで「燃える蛇」とは、敵である悪魔

・サタンを意味する。<創世記3:14>で、

神が女を惑わした蛇に「一生･･･ちりを

食べなければならない。」と仰せられた

が、「土」は「ちりで造られた人」のことを

言う。最初の人アダムが罪を犯した後、

罪の中で生きていく人々は試練・患難を

もたらす敵である悪魔・サタンのえじきに

なったのだ。

それで、神の子どもたちは事故や病

気、困難にあえば、根本原因を知って、

その問題を解決しなければならない。

神が守ってくださる時は、試練・患難が

やって来ないからである(Iヨハ5:18)。イ

スラエルの民が悔い改めてモーセの前

に出て来たように、誰でも神の御前に出

て来て、心を砕いて罪を告白し、罪の

隔ての壁を壊して光の中で生きていくと

き、どんな問題でも解決されることがで

きるのだ。

2) 信仰の試練に会うとき、ただ感謝と

喜びをもって通り抜けなければならない

聖書を読めば、昔の信仰の人々も、

神が約束された祝福を受けるまでは、長

い間いろいろな苦しみを体験して、試練

の歳月を送らなければならなかった。イ

スラエルの民が荒野で試練に会ったの

も、結局は祝福の地カナンを得るための

過程だった(申8:15-16)。彼らが神を信じ

てより頼んだならば、つぶやくよりは、祝

福を下さる神の愛に感謝して、自分たち

の姿を変えさせなければならなかった。

誰でも感謝と喜びをもって試練をよく

通り抜ければ、必ず約束の地カナンに

入ることができる。<ローマ8:18>に「今

の時のいろいろの苦しみは、将来私た

ちに啓示されようとしている栄光に比べ

れば、取るに足りないものと私は考えま

す。」とあるとおり、どんな状況でも慈愛

に富む神を信じることによって最後まで

耐え忍び(ヤコ5:11)、感謝する時でこ

そ、備えられた祝福を頂くことができる

のだ。

3) 青銅の蛇を見て信仰を持つように

された神の愛を悟らなければならない

イスラエルの民が燃える蛇にかまれた

とき、旗ざおにつけられた青銅の蛇を仰

ぎ見てこそ生きることができた。それな

ら、全能の神が青銅の蛇を見せないで、

神の力だけで治るようにはおできになら

なかっただろうか。

もしイスラエルの民に、マタイの福音

書8章の百人隊長のような「ただ、おこと

ばを下さい。」という信仰があったとすれ

ば、「いやされなさい」というおことばだ

け下さってもよかっただろう。しかし、イ

スラエルの民にはこのような信仰がなか

った。

神の力がいくら大きくても、信じられな

ければ役に立たないので、神は信じら

れるように目に見える信仰のしるしを下

さったのだ。自分たちに害を与えた燃え

る蛇の形が旗ざおにつけられているのを

見るとき、神が燃える蛇の災いから救い

出してくださったことを、より具体的に心

に信じることができたからである。

2. イエス様の十字架の出来事を通して

救われるようになさった摂理

「モーセが荒野で蛇を上げたように、

人の子もまた上げられなければなりませ

ん。」とあるが、これはイエス様の十字架

の出来事を意味している。モーセが青

銅で燃える蛇の形を作って旗ざおにつ

けたように、罪のないイエス様が全人類

の罪を贖おうと、十字架につけられたの

である。

それなら、蛇は霊的にサタンを意味

するが、旗ざおにつけられた青銅の蛇

を仰ぎ見ることと、十字架につけられた

イエス様を仰ぎ見ることを、なぜ同じよう

に言われたのだろうか。

イエス様が木の十字架にかかられた

ことが、すなわち敵である悪魔・サタン

の滅びを意味するからである。十字架

につけられたイエス様を仰ぎ見ること

は、敵である悪魔・サタンの死の力を打

ち砕いてよみがえられた主を信仰の目

で仰ぎ見るのと同じである。

「罪から来る報酬は死」(ローマ6:23)と

いう霊の世界の法則によって、罪を犯し

たアダムとその子孫は死の刑罰を受け

るようになった。このような人類を救おう

とイエス様がこの地上に来られたが、敵

である悪魔・サタンは何の罪もないイエ

ス様を十字架につけて殺した。

イエス様を殺せば自分たちが永遠に

権勢を味わえると思ったが、これによっ

て敵である悪魔・サタンはかえって死の

力を渡さなければならなくなってしまっ

た。死の刑罰は罪人にだけ当てはまる

霊の世界の法則だが、敵である悪魔・

サタンがこれを破ったからである。

したがって、誰でもイエス様を救い主

として信じれば、敵である悪魔・サタン

は彼らを自分の権威の下から渡してや

るしかなくなった。何の罪もなく木の十

字架にかけられて死なれたイエス様を

救い主として信じる者はみな、すべての

罪が赦されて救われ、神の子どもとされ

た特権と祝福を頂ける道が広く開かれ

たのだ。

愛する聖徒の皆さん、

約二千年前、イエス様の十字架の出

来事により、誰でも信仰によって救いと

永遠のいのちはもちろん、答えと祝福の

人生を営むことができるようになった。

十字架のことばを明らかに悟って、この

地上でも神の子どもとされた特権と祝福

を頂き、天でも永遠の栄光のうちにとど

まられるよう、主の御名によって祈る。

堂会長イ・ジェロク牧師

「モーセが荒野で蛇を上げたように、

人の子もまた上げられなければなり

ません。それは、

信じる者がみな、

人の子にあって

永遠のいのちを持つためです。」

 (ヨハネ3:14-15)
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私は9年ぶりに万民中央教会を訪問し

て、尊敬するイ・ジェロク博士が仕えてお

られる主のからだなる教会がこれまでど

れほど成長して発展したのか見ることが

できて、幸せでした。

エンラセ・コロンビアはイ・ジェロク博士

の説教番組「いのちのみことば」を放映し

ています。私たちのチャンネルには95%の

コロンビア国民がアクセスしていて、DTH

テレビ(衛星放送)と関連しては、共同企

業体を通して平均的にコロンビアの80～85%をカバーしています。

視聴者はイ・ジェロク博士の説教が大好きです。なぜなら、神の

ことばを基盤とした霊的な深さが人々の精神と心、そしてたましい

の奥深くに届くからです。このいのちのみことばは私たちの心を変

えさせていのちに導き、霊肉ともにいやしのみわざを現わし、家庭

を回復させます。また、牧会者には説教のモチーフになるだけで

なく、自分の説教にも用いることができます。これは博士の説教に

霊的な権威があり、コロンビアの家庭の生き方を変えさせることが

できるからです。

万民の聖徒の皆さんは親切で愛らし

く、細かい部分まで非常に心配りが深

かったです。また、公演は、花で飾られ

た舞台デザインが非常に優れていたし、

構成もすばらしかったです。驚くほどだっ

たし、色感と花の多様なカーテン、多彩

な賛美で、まるで私がうっとりするほど美

しい天国へ行く道にいるような感じがしま

した。

万民は信仰にあって建てられました。こ

の教会が信仰によって成長してこなかったとすれば、このように36

周年を迎えることができなかったでしょう。より多くの人が神様を知

るようにと、主にあって多くの努力を傾けてきたすべての働きは、

信仰なしには不可能なことでした。

信仰がすなわち万民中央教会のリバイバルと成功の秘訣であ

り、これを通して韓国という限界を越えて世界へ広がっていくこと

ができました。その一つがコロンビアです。私たちがコロンビアか

ら韓国にまで来たことはすばらしい経験だったし、祝福の時間で

した。

12月8日(土)　　 名古屋万民教会 クリスマス祝会

12月16日(日)　　 東京万民教会 クリスマス礼拝とパーティー

12月16日(日)　　 東京田端万民教会 クリスマス会の礼拝

12月23日(日)　　 松本万民教会 クリスマス礼拝・愛餐会

12月23日(日)　　 飯田万民教会 クリスマス会・万民家族賛美祭

12月支教会スケジュール

ずっと慕っていた万民中央教会に来てみると、期待していた以

上だったので驚きました。教会が美しかったし、聖徒さんたち

も恵み深く、豊かな愛を感じました。神様ともさらに近く

いるようでした。公演はとても特別だったし、公演中

ずっと神様の愛が感じられて涙が出ました。

私は2014年、エンラセ(スペイン語圏最大のキリ

スト教放送)を通して万民中央教会を知りました。堂

会長イ・ジェロク牧師先生の説教は非常に感動的

だったし、特に「十字架のことば」「信仰の量り」「愛の

章」「善」に恵みを受けました。家内と私は2015年にイン

ターネットで登録して、万民の羊の群れになりました。

2017年9月、私たちは堂会長先生の祈りでハリケーン「イルマ」

の危険から守られました。私たちが住んでいるマイアミ北東側は

フロリダ州でも人口密集地域なので、人々は非常に心配してい

ました。

天気予報のとおりならば途方もない災いが起こり得る

という速報を聞いて、私たち夫婦は堂会長先生に祈

りをお願いしました。その後、ハリケーンの勢力とカ

テゴリーが弱くなるのを見て、先生の行う神の力を

感じることができました。その結果、私たちの家は何

の被害もこうむりませんでした。これは私たちにとっ

て大きい祝福だったし、先生の力あるわざでした。ま

た、私は昇給のためにずっと祈ってきましたが、今回、

給与が引き上げられる祝福を頂きました。いつも日々の生活

の中で父なる神様の愛と主の恵みを体験できるように、私のため

に祈ってくださる堂会長先生に感謝します。

これまでGCN放送でだけ見ていた万民中央教会の礼拝

に参加してみると、感動が全然違いました。美しい舞台

装置を見ると創立記念礼拝の喜びが増したし、賛美

をする時もパワーが感じられました。

堂会長イ・ジェロク牧師先生は私たちに、どう聖

められるべきか、隣人を愛すべきかについて、いつ

も教えてくださいましたが、そのとおりに聖徒の皆さ

んがよく従って、とても親切で愛に満ちているのが感

じられました。私はシンガポール万民教会で初めてGCN

放送を通して万民中央教会のダニエル徹夜祈祷会に参加

したとき、ショックを受けました。他の教会の祈祷会と

違って、全聖徒が一斉に同じ祈祷課題のために心

を一つにして主を呼んで祈っていたからです。こ

れによって私も、祈りを通して心に熱さと愛が臨む

のを体験しました。

万民中央教会創立36周年をお祝いし、この地上

にこのように美しくて真実の教会を建ててくださった

父なる神様に感謝します。
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「万民の働きは信仰なしには不可能なことです」
ロサルバ・ロドリゲス・リンコン社長|エンラセ・コロンビア|

「公演はとても特別だったし、神様の愛が感じられて涙が出ました」
ルイス・エステラ聖徒|アメリカ・フロリダ|

「温かく親切な聖徒の皆さんの姿から愛が感じられました」
リンホンチャオ聖徒|シンガポール・セラングン|
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● イエス・キリスト飯田万民教会

〒395-0807 長野県飯田市鼎切石 

3883-4

 T) 0265-56-8286

 http://iidamanmin.to.cx/ 

● 名古屋万民教会 

〒465-0014 名古屋市名東区上菅 

1-916

 T) 052-774-8874

● イエス・キリスト山形万民教会 

〒999-3716 山形県東根市蟹沢 

1486-4

 T) 0237-43-0771

● イエス・キリスト別府万民教会 

〒874-0924 大分県別府市餅ケ浜町 

4-41

 T) 0977-23-8980

● イエス・キリスト旭川万民教会

〒071-8144 北海道旭川市春光台4

条 3丁目 11-23

 T) 0166-53-0652

● イエス・キリスト東京田端万民教会 

〒114-1102 東京都北区田端新町3

丁目36-１ 栄ビル２F

 T) 03-3809-3326

 http://tabata.manmin.or.kr/

● イエス・キリスト松本万民教会  

〒399-0033 長野県松本市笹賀 4343

 T) 0263-57-0003

● 岡山万民教会

〒716-1321 岡山県高梁市有漢町有漢

3206

 T) 0866-57-9691

● イエス・キリスト東京万民教会

   (東京万民宣教センター)

〒167-0051 東京都杉並区荻窪 
2-29-13

   T) 03-6915-1740

●  イエス・キリスト沖縄万民教会  

  〒901-2212　沖縄県宜野湾市長田1-28-

10 サンライフ米須301号

   T) 098-914-3027

主日大礼拝、主日夕方礼拝、金曜徹夜礼拝はソウルの万民中央教会の礼拝をNSS-6衛星で同時にささげています。

創立記念前夜公演

「Toward新しいエルサレム」
創立記念祝賀公演

「花の道たどって宴会場」


