
主の福音、世界に向かって！
終わりの時、いのちのみことばと伴う神の力で全世界の無

数の魂を主に導く、驚くべき聖霊のみわざ。

「絶望が希望に変わりました」
聴力回復に肝硬変、高血圧までいやされたモンゴルのトヤ

執事と神様を見つけて霊肉ともに祝福があふれる韓国の

チョン・ミスク執事の証し。
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光として輝く
非難されるところのない神の子どもとなれば、世の光として輝

き、いのちのみことばをしっかり握って、生き方すべてに神の

栄光が満ちる。

「イエス」と「イエス・キリスト」の違い
「イエス・キリスト」に込められた霊的な意味を正しく知って祈れば、

敵である悪魔・サタンが恐れて退く。

支教会9月スケジュール
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「福音と神の力あるわざ、慕っています！」
世界のあちこちで家の教会、支聖殿、支教会、教団設立

世界のあちこちで主の福音を聞いて恵みを

受け、人生が変えられ、生ける神の力あるわざ

を体験する人々が増えていきながら、家の教

会、支聖殿と支教会が誕生し、さらには教団が

形成されるなど、世界宣教が活発に進められて

いる。

ホンジュラスのエクトル・アヤラ聖徒(51歳)は

「私はキリスト教放送で『信仰の量り』をテーマ

にしたイ・ジェロク先生の説教を聞いて、ホン

ジュラスはもちろんアメリカ全域のどんな牧会者

からも聞いたことがなかった霊的なメッセージ

に感銘を受けました。その後、インターネットで

イ・ジェロク先生の説教を続けて聞きながら救い

の確信を得たし、ある時は徹夜で聞いたりしま

した。」と証しをした。その後、イ・ジェロク牧師

の説教を慕う聖徒たちと一緒に、それぞれの家

庭で交代に礼拝をささげ始めた。そして、時間

と空間を超えたイ・ジェロク牧師の祈りで脊椎の

痛み、皮膚病などがいやされる神の力を体験

しながら聖徒数が増え、ついに2018年3月、サ

ン・ペドロ・スーラ万民支聖殿が建てられた。

南米のベネズエラ、116の協力教会加入

ベネズエラでもインターネットで「十字架のこ

とば」「天国」「地獄」などイ・ジェロク牧師の説教

を聞いて恵みを受けたビクトル・ヒメネス聖徒(45

歳)が周りに伝え、2018年3月、シウダーグアヤ

ナ支聖殿が建てられた(写真1)。それ以後、さら

に二つの支聖殿ができた。彼らはコロンビア万

民教会のYouTubeチャンネルで主日礼拝と毎

晩のダニエル徹夜祈祷会を一緒にささげ、いろ

いろな病気がいやされて問題が解決されるな

ど、聖霊に満たされた信仰生活をしている。

チャン・ジョンヨン牧師(コロンビア万民教会)を

講師にベネズエラで牧会者セミナーとハンカチ

集会(使19:11～12)が開かれ、その結果116の

教会が万民の協力教会に加入した。

また、スペイン語圏最大のキリスト教放送、エ

ンラセ放送でイ・ジェロク牧師の説教に恵みを

受けて神の力を体験した数多くの人が主を受け

入れて新しく生まれ、幸せな信仰生活をしてい

る。

コ ロ ン ビ ア で も 恵 み を 受 け た 聖 徒 た ち が 知

人に伝えながら、ソモス(写真2)、ソガモソ、パ

ル ミ ラ 、 ブ カ ラ マ ン ガ な ど 四 つ の 支 聖 殿 が 建

てられた。彼らは現在、コロンビア万民教会の

YouTubeライブ放送で主日礼拝と祈祷会に参

加している。

ロシアとモルドバで「万民」として教団設立

1
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ロシアでテロ防止法が施行されてプロテスタ

ントの活動が自由でなくなった中でも、2018年

12月、キリスト教福音主義の宗教団体、福音主

義教会連合「万民ミニストリー」がロシア法務部

に登録された。

これは「2003年ロシア連合大聖会」の時、講

師イ・ジェロク牧師を通して現れる神の力ある

わざといのちのみことばに恵みを受けて万民の

支教会に加入したブラジミール・オシポフ牧師

(キリスト教ロシア連合聖潔会総会長、写真3前

列中央)がカリーニングラード地域と西ウラル地

域の総会長たちに万民の働きを伝えることが発

端になった。

総会長たちは万民中央教会を訪問し、神の

力の現場を目撃した後、「万民と一つになって

ロシアの魂を目ざめさせる」というビジョンを持

つようになり、ブラジミール総会長とともにこの

ために信仰を持って祈っているうち、教団登録

という実を得たのだ。

東ヨーロッパのモルドバでも、イ・ジェロク牧

師 の 説 教 に 恵 み を 受 け て 変 え ら れ た 聖 徒 た

ちの伝道の熱さと献身で家の教会が誕生した

後、支教会に成長したが(写真4)、最近は福音

主義教会連合教団「万民」として政府に正式に

登録する祝福を受けた。

インドYouTube、約70の家の教会誕生

ヒンズー教国家インドでも家の教会が増えて

いる(写真5)。デリー万民教会のYouTube放送

「GCN TV Hindi」の視聴者たちがイ・ジェロク

牧師の説教に恵みを受けて、同牧師の神の力

ある祈りを通して答えといやし、祝福を受けて

いるからである。それで毎月数百通の祈りの依

頼と証し、相談の電話がデリー万民教会(担任

キム・サンフィ牧師)に殺到している。

一 例 と し て 、 小 学 校 の 校 長 リ タ 聖 徒 ( 6 0 歳 )

は 交 通 事 故 で 歩 け な く な り 、 家 で 横 に な っ て

いなければならなかった。ところが「GCN TV 

H ind i」を通して万民中央教会であった4月の

いやしの集会を視聴し、信仰を持つようになっ

た。その後、説教「十字架のことば」24編を全

部聞いて主日を守り、いやされようと備え、5月

のいやしの集会の時、歩けるようになる驚くべ

き奇跡を体験した。このような聖霊のみわざが

絶えず現れることによって約70の家の教会が

誕生した。

罪と悪がはびこっている終わりの時、変化と

いのちを生むいのちのみことばと伴う神の力で

全世界の無数の魂を救いに導かれる愛なる主

に、すべての感謝と栄光をお帰しする。
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いのちのみことば2

光である神は、ご自身の子どもたちが明るい太陽

のように真理の光で暗い世を明るく照らすことを望

んでおられる。非難されるところのない神の子どもと

なれば、世の人々の間で光として輝くだけでなく、

いのちのことばをしっかり握って、キリストの日に誇

ることができ、死の前でも喜ぶ信仰を持つことがで

きる。

1. すべてのことを、つぶやかず、疑わずに行うには

私たちが生きていきながら誰に対してもつぶやか

ず、疑わず、平和をつくるということは非常に重要な

ことである。そうするとき、世の人々の間で光として

輝くことができる。すべてのことを、つぶやかず、疑

わずに行うには、どんな心を持つべきだろうか。

1)非難されるところのない純真な心でなければな

らない

まず「非難されるところのない」とは、すべての面

でそうだということである。もちろん、私たちの人生や

身体、性格に何の非難されるところもないことはやさ

しいことではない。しかし、ひょっとしてそうであった

としても、すべての人類の生死禍福をつかさどられ

る神のことばを聞いて、改善させていけばよい。

聖書でこのような人の代表的な例としては、ダニエ

ルが挙げられる。彼は人に対してだけでなく、神の

御前でも非難されるところがなかった。ダニエルは

ユダ部族に属する王族出身で、ユダがバビロンの侵

入を受けたとき、多くのユダの人々とともに捕虜とし

て連れて行かれた。バビロンのネブカデネザル王は

このように捕虜となったイスラエルの王族か貴族の

中から、王の宮廷に仕えるにふさわしい少年たちを

選ばせる(ダニ1:4)。このようにダニエルとともに選ば

れた少年たちは、三年間、王の食べるごちそうを食

べて、王の飲むぶどう酒を飲むことになっていた。

ところが、ダニエルは王が指定した食べ物の中に

神が禁じられた忌むべきものがあり得るので、このよ

うなもので自分を汚すまいと心を定め、代わりに野

菜を食べて、水を飲んでいた。このようにダニエル

は少年期から神の御前に少しの非難されるところも

なく行っていた。

神はこのようなダニエルに大きい恩寵を加えて、

すべての人の上に高くなるようしてくださった。成長

して国政にかかわった時にも、光と理解力をもって

賢く行ったし、きわだってすぐれていて、ついに全国

を治める大臣になる。するとこれをねたんだ者たち

が訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も

欠点も見つけることができなかった。これで彼がどれ

ほど完全な人であったかが推察できる(ダニ6:4)。

次に、純真な心を持たなければならない。「純真」

とは、辞書では「心にけがれのないこと。邪心がなく

清らかなこと。また、そのさま。」という意味である。霊

的には「柔和な心を行いとして現わすこと」で、傷が

ないと同時に、正しいことに対して完全に行っていく

ことを言う。

人の行い、性分と生き方などをご覧になって、悪

のない清らかな心でその行いが完全ならば、神はこ

れを純真と言われるのだ。純真な人には必ずその

行いに徳がある。人格がまことに清廉で、すべての

生き方に品位があって、けがれがなく潔白である。

たとえ害になるような目にあっても、それに悪をも

って報いず、良いほうに思いながら心に受け入れ

て、すべての面で自ら謹んで守り行うのだ。また、良

くない言葉を口にしたがらず、悪い行動はもちろん、

悪い思いさえもしないで、ただ光の中で生きていく

のが見られる。

<ヨブ1:1>に「ウツの地にヨブという名の人がいた。

この人は潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっ

ていた。」とある。ヨブは子どもが十人だったし、所有

も多くて東の人々の中で一番の富豪だった。周りに

多くの善行を行ったし(ヨブ29:12,31:18)、自分が持

っている知恵と知識で悟りを与えていた。

神はヨブの正しい行いはお認めになるほどだった

が、その心の芯まで完全にするために試練に会わ

せられた。自分のからだを除いたすべての所有と子

どもたちをあっという間に失ってしまうが、ヨブはな

お、自分の誠実を堅く保っている。

ところが、今度は彼の足の裏から頭の頂まで悪性

の腫物ができたのだ。この時も、ヨブは神に対して

決して罪を犯すようなことを口にしなかった。しかし、

その後絶望的な状況が続くと、結局ヨブの心の奥深

く隠れていた悪が現れ始め、神は彼を火のように鍛

錬して完全になさる。

このように私たちが言葉と行いとにおいて自分の

誠実を堅く保っているなら、つぶやいたり疑ったりす

ることは当然なくなるだろうし、光として輝く。これが

まさに神が望んでおられる姿なのだ。

2)曲がっていない、邪悪でない心でなければなら

ない

まず「曲がった」とは、神が望んでおられる人の基

本的な枠から外れていることを言う。たとえば、高ぶ

って争い、自慢して叫び、憤るなど、神が望んでお

られる人の基本的な枠から逸脱していることを「曲が

った」と言うことができる。

日が経つにつれて、多くの人が自分のからだを色

欲の種にし、まことに低俗で聞くに堪えない話をし、
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「神は光であって」シリーズ9

”
“

光として輝く
「すべてのことを、つぶやかず、疑わずに行いなさい。

それは、あなたがたが、非難されるところのない純真な者となり、

…彼らの間で世の光として輝くためです。…」

-ピリピ2:14～16 -

非難されるところのない神の子どもとなれば、世の光と
して輝き、いのちのことばをしっかり握って、キリスト
の日に誇ることができ、死の前でも喜ぶ信仰を持つこと
ができる。

堂会長イ・ジェロク牧師
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良くない感情が簡単に表に現れ、それどころか殺人

もはばからない。何を考えても、次第に「どうすれば

楽しめるだろうか」と、あらゆる世の享楽を追い求め

る方向に向かうのだ。

服は色やデザインがまことに派手で、端正でない

服がますます多くなり、化粧も唇に暗くてくすんだ色

を塗ることがまるで洗練されているかのように言う。こ

のようなことは曲がったことの断面であるだけで、こ

の他にも、心と精神が神の望んでおられる人の基本

的な枠からどんなに外れているだろうか。

次に「邪悪だ」とは、ここでは自分の分を越えて逸

脱することを言う。たとえば、目下の人が目上の人に

仕えず従わないとか、子どもがその親に従わないで

逆らうことである。また、親は親らしく、子は子らしく

行うべき道理に背くことを言う。

<創世記6:5～7>に「【主】は、地上に人の悪が増

大し、その心に計ることがみな、いつも悪いことだ

けに傾くのをご覧になった。それで【主】は、地上に

人を造ったことを悔やみ、心を痛められた。そして

【主】は仰せられた。『わたしが創造した人を地の面

から消し去ろう。人をはじめ、家畜やはうもの、空の

鳥に至るまで。わたしは、これらを造ったことを残念

に思うからだ。』」と仰せられた神のお心が理解でき

るほど、この世代が神に逆らっている。

したがって、曲がった邪悪な世代の中にあって、

すべてのことを、つぶやかず、疑わずに平和をつく

る、傷のない神の子どもとなって、世の光となるよう

に、と託されたのだ。

2. いのちのことばをしっかり握って、キリストの日に誇

ることができてこそ

ここまで、非難されるところのない純真な心、曲が

っていない、邪悪でない心でこそ、すべてのことを、

つぶやかず、疑わずに行うので、暗い世代の中に

あって光として輝くことができる、ということを説明し

た。このように傷のない神の子どもとなって、世で光

として輝きながらするべきことは何だろうか。

<ピリピ2:16>に「いのちのことばをしっかり握っ

て、彼らの間で世の光として輝くためです。そうす

れば、私は、自分の努力したことがむだではなく、

苦労したこともむだでなかったことを、キリストの日

に誇ることができます。」とある。ここで「いのちのこと

ばをしっかり握って、」とは、暗やみの中にいる人が

神のことばによって光のほうに出て来るようにするこ

とを言う。

ある人を伝道して聖霊を受けさせるまでには多く

の労苦と忍耐が必要だが、いざとなってその人が何

かの問題にぶつかって神を離れるならば、今までに

したことがむだになって水の泡になってしまう。それ

で、いのちのみことばをしっかり握らせなければなら

ないというのだ。

た と え ば 、「 す べ て の 事 に つ い て 、感 謝 し な さ

い。」というみことばをしっかり握って、どんな問題に

ぶつかっても喜んでいて、信仰によって勝利できる

ようにして、「絶えず祈りなさい。」というみことばをし

っかり握って、人生の問題について祈って解決され

るように導くことで、喜びをもって主を信じ、信仰から

離れないようにしなければならない。また、「敵を愛

しなさい」というみことばをしっかり握って、すべての

ことを受け入れて天国に行くまで勝利できるように

導いてこそ、その努力がむだでなくなるのだ。

それでは、家庭ではどうすることがいのちのこと

ばをしっかり握ることだろうか。信仰の家庭にあって

も、いざひとりが病気になれば、神により頼まないで

世の方法を使って治療しようとする場合が多い。とこ

ろが、家族の誰かが神の生きておられる証拠を証し

して信仰を植えつけるなら、これがいのちのことばを

しっかり握ることである。

家族が信仰によって決断して神にゆだね、愛の求

めをするならば、神はその家庭に働かれるようにな

る。そして、神の力でいやされれば、信仰が弱かっ

た家族も信仰が育つようになって、この知らせを聞

いた親戚まで信仰を持つ良いきっかけになるのだ。

したがって、すべての事についていのちのことば

をしっかり握ることで主にあっての努力が決してむ

だではなく、美しい報いとして積まれるように。

3. 注ぎの供え物となっても喜ぶ信仰になってこそ

続く<ピリピ2:17～18>を読むと、使徒パウロは「た

とい私が、あなたがたの信仰の供え物と礼拝ととも

に、注ぎの供え物となっても、私は喜びます。あなた

がたすべてとともに喜びます。あなたがたも同じよう

に喜んでください。私といっしょに喜んでください。」

と言った。「注ぎの供え物」とは、供え物の上にぶど

う酒を注ぐいけにえであり、注いだぶどう酒は形もな

く消えるが、良い香りが放たれて、神がかがれるよう

ないけにえとなる。

したがって、これは主にあって自分の努力がむだ

でないようにし、キリストの日に誇ることができる次元

を超えて、最高の献身を告白しているのだ。

使徒パウロは神の国と義のために実にあふれる

ばかりに労苦した。<第二コリント11:23>以下を読む

と、他の人たちより牢に入れられたことも多く、むち

打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしば

しばだったなど、数多くの迫害と困難に遭った。しか

し、このすべての苦しみを意に介さず、すべての教

会への心づかいがあるだけだった。

また、知識や家門などいろいろな面で優れた環

境と条件を備えていたが、自分は使徒の中では最

も小さい者にすぎず、使徒と呼ばれる価値のない者

だと告白して、自分の労苦について後悔することも

なく、どんな代価も望まなかった。彼の行く道が途方

もないいばらの道であり、最後には斬首刑が待って

いたとしても、「私は喜びます。あなたがたも同じよう

に喜んでください。私といっしょに喜んでください。」

と告白したのだ。

このように、使徒パウロは主に出会った後の人生

全体が、ただいのちのことばをしっかり握って走りに

走って来た道だった。行ったとおりに報いてくださる

神はこの地上であふれるように労苦した使徒パウロ

に、幻と啓示を通して天国についても明らかに見せ

てくださった(IIコリ12:1)。それで「私は勇敢に戦い、

走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。

今からは、義の栄冠が私のために用意されているだ

けです。かの日には、正しい審判者である主が、そ

れを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の

現れを慕っている者には、だれにでも授けてくださ

るのです。」(IIテモ4:7～8)と告白できたのだ。

愛する聖徒の皆さん、

皆さんのうちに働いて志を立てさせた神のみここ

ろを行うものの、すべてのことを、つぶやかず、疑わ

ずに行っているだろうか。使徒パウロのように傷の

ない神の子どもとなって、世の光として輝き、いのち

のことばをしっかり握って、生き方すべての中で神

の栄光が満ちるだけでなく、天国でも大きい報いを

頂く幸いな聖徒になられるように、主の御名によっ

て祈る。

9月29日(日)    名古屋万民教会 癒し集会 (講師：時國みや子牧師)

9月支教会スケジュール

イエスとイエス・キリストの違い

「イエス様の御名によって」祈る時と「イエス･

キリストの御名によって」祈る時の違

いは非常に大きい。「イエス」とは

救いの摂理を完成される前の

呼び名だが、「イエス・キリスト」

は死の力を打ち破った名であ

り、主の王、王の主となられた

栄えある名だからだ。

◆

「イエス」とは「ご自分の民を

その罪から救ってくださる方」

(マタ1:21)という意味で、未来形

である。「キリスト」とは「油をそそが

れた者」(使4:27)という意味のギリシヤ語

で、神と人との間を和解させる者であり、

とりなす者である救い主の務めを示すので

あって、ヘブライ語の「メシヤ」に該当する。した

がって「イエス・キリスト」は「ご自分の民をその

罪から救ってくださった方として神に認められ

た救い主」という意味だ。言え換えれば「救い

主の資格を取得した人」という意味で、完了形

である。

イエス様は世界の始まる前から、罪人になっ

たすべての人類を救うための救い主の使命を

お受けになり、時が来て聖霊によって宿られ、

人となってこの地上に来られた。人類の

罪を贖うために十字架につけられて

死なれたが、死の力を打ち破ってよ

みがえり、救い主になられた。した

がって、十字架を負われる前には

「イエス」という呼び名を使うことが

正しいが、十字架につけられて

死なれてからよみがえられた後

には「イエス・キリスト」「主イエ

ス」「主」と呼ぶのが正確な表

現である。

◆

暗やみの勢力を退ける祈り

をするとき、「イエス・キリスト」の

御名に込められた霊的な意味、

すなわち、死の力を打ち破った救い主

だということを正しく知って、信仰によって祈るな

らば、敵である悪魔・サタンは恐れおののいて

退く。すべての祈りに対する答えも同じである。

「イエス･キリストの御名によって」祈る時に伴

う信仰のみわざは、その中に込められた霊的な

意味を正確に知らずに、ただ「イエスの御名に

よって」祈る時とは全く違う。
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● 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/

● 岡山万民教会

〒716-1321 

岡山県高梁市有漢町有漢3206

 T) 0866-57-9691

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。

「聴力と肝硬変、高血圧の問題まで解決されました！」

10年余り前から、私は右耳がよく聞こ

えませんでした。人とのコミュニケーショ

ンがうまくできなくて、誤解することもたび

たびありました。2018年11月には聴力が

低下して、補聴器をつけなければならな

いと診断されました。

主にいやしていただこうと、私はまず自

分の信仰を省みました。2008年1月、重

い脳梗塞で体の左側がまともに使えなく

てうつ病で苦

しんでいた私

は、モンゴル

万民教会から

流れてくる賛

美の声を聞い

て、教会に登

録しました。

そ の 年 の 4

月、ハンカチ

集 会 の 時 に

は 、 堂 会 長

イ・ジェロク牧

師先生が祈っ

て神の力が込

められたハンカチ(使19:11～12)で祈りを

受けて、脳梗塞とうつ病が完全にいやさ

れたのです。

このように神様の大きい力を体験した

のに、耳はいやされずにいたので、今回

は信仰によって必ずいやされようと決心

しました。ちょうど韓国の万民中央教会

から宣教チームが5月頃にモンゴルに来

られるという知らせを聞いて、答えを頂く

機会だと信じて、慕って備えました。私

は聖書をもう一度通読して、食堂奉仕な

ど、使命を果たすことにも最善を尽くし、

神様に喜ばれるようなことを探して行い

ました。

◆

いよいよ5月17日、ウランバートル万民

教会ハンカチ集会の時、講師イ・ミヨン

牧師先生のハンカチの祈りを受けたと

き、熱い感じがしました。左耳をふさいで

右耳で聞いてみたのですが、前よりよく

聞こえたし、その後もますます良くなりま

した。今ははっきり聞こえ

るだけでなく、左耳も前より

聞こえるようになりました。

さらに私は肝硬変のた

め、ちょっと疲れてもまるで

妊娠しているようにおなか

が出ていたのですが、今回

のハンカチ集会で肝硬変

も良くなって、高血圧まで

いやされて、今は薬を飲ま

なくても体がとても軽くて、

生きることが楽しいです。

また、下の娘(エンフジャヤ、写真)は

腎盂炎で腰に痛みがあって、毎朝熱が

出てまともに起きられませんでした。とこ

ろが、2019年前半期「2回連続特別ダニ

エル徹夜祈祷会」に参加して切に祈る

と、最終日の3月31日、堂会長先生の祝

福の祈りを受けているとき、聖霊の火を

受けて完全にいやされたのです。

私に健康はもちろん信仰を下さって、

言葉にできない喜びで満してくださった

父なる神様と愛なる主に、すべての感謝

と栄光、賛美をささげます。

トヤ・ホロルマ執事(58歳、モンゴル・ウランバートル万民教会)

尿検査の結果

チョン・ミスク執事(58歳、韓国3大大24教区)

「絶望の果てに主に出会って、祝福の主人公になりました！」

主を信じる前、私の人生は本当に

不幸でした。1993年には事業が失敗

して、大きい借金まで抱え込むように

なって、共働きでお金を稼ぎ次第借

金を返していったのですが、力不足

でした。

ある日、「神様！　失敗する前の時

間に戻れるならば、一生懸命生きま

す」と祈りました。教会に一度も通った

ことがなかったのですが、それほど切

羽詰まっていたのです。1997年3月、

私は知人を通して万民中央教会に導

かれました。

◆

教会に初めて来た日、聖徒さんた

ちの幸せそうな姿、恵み深い賛美と説

教など、まるで天国に来たようでした。

借金の督促に苦しめられながらも、

教会にさえ来れば心が安らかになっ

たし、私が変えられ始めると、主人(パ

ク・ジョンミン)も教会に来るようになりま

した。

聖徒たちを自分自身より愛しておら

れる堂会長イ・ジェロク牧師先生の生

き方に恵みを受け、たくさんの聖徒が

堂会長先生の祈りでいやされるのを

見て信仰を持つようになった私たち夫

婦は、椎間板ヘルニアがいやされた

のです。

私は道端で花を売り、主人は露天

商をしながら借金をかなり返すように

なって、店を得て一緒に商売をしたい

と願うようになりました。それで、結婚

17周年記念の指輪を感謝献金封筒

に入れてささげた後、信仰によって祈

りを受けました。

2003年、神様が答えてくださって、

店を手に入れて米の販売業を始める

ことになり、それ以後、雑穀、野菜まで

合わせて売って、結局借金を全部返

しました。また、店についている部屋

で生活していた私たち夫婦は持ち家

のために祈っていたのですが、2017

年、非常に良い条件で店の近所のア

パートに入る答えを頂いたのです。

◆

ところが、2018年3月、向い側に野

菜、果物店が開業すると、心が穏やか

ではありませんでした。でも「神様！　

あの店もはやって、うちの店もはやるよ

うにしてください」と祈りました。その後、

驚くべきことに約120～130万ウォン程

度だった一日の売り上げが200万ウォ

ン以上に跳ね上がったし、常連客も増

えています。ハレルヤ！

何より主にあって仲睦

まじい家庭になったし、

娘(パク・ヨンエン)は教

会の舞踊チーム「愛

のリズム団」で奉仕

しているし、息子

(パク・ヨンス)は

最近昇進の祝福

を頂きました。恵

み豊かな神様に

すべての感謝と

栄光をお帰しし

ます。

▲ 祈りを受ける前
炎症時に増加する白血球の
数が25(正常5～9以下)
で腎盂炎と見られる。

▲ 祈りを受けた後
腎盂炎により増加した
白血球数値が
見られない。


