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クリスマス　与えること

じ・ぶ・ん　を与える
ディー・アン・ルードウィッヒ

ラルフ・ウォルドー・エマソンが言ったように、「自分を与えてこそ、本物の贈り物」です。

次の１２の贈り物はまさにその言葉通り、自分をプレゼントするのです。お金はかかりませんが、友人や

家族への最高の贈り物となること、うけ合いです。一生役立つ贈り物となるでしょう。

時 間
　　この忙しい社会では、「時間がなくて…」とこぼす人

は世界中にいます。けれども、人間関係は植物と同じで、

よく世話をしないと立派には育ちません。ほとんどの関係

には、「時間」という単純な活力剤が効果的です。沈んで

いる友人に電話をかけておしゃべりしたり、一人暮らしの

叔母をちょっと訪問したりなどは、お金はかからないもの

の、大切な役割を果たすのです。

良き手本
　　ほとんどの人は、他の人の行動を見て、基本的な態度や振

る舞いを学ぶものです。成熟した態度で困難な状況を扱うこと

によって良い手本になりましょう。

受け入れること
　　夫婦または友人間に生じる問題の多くは、一方が他方を自

分の固定観念に無理にはめ込もうとする時に起こります。けれ

ども、人というのは多くの場合、ありのままの自分を受け入れ

てもらうと、自分の悪い所を改めていこうと思うものです。

可能性を見ること
　　期待をかけるなら、人は大抵、その期待に応えてくれるも

のです。

悪い癖を断つこと
　　私たちは皆、家族や友がいやがる癖を持っています。彼ら

にとって不快または有害な癖を断つことができるなら、それは

素晴らしい贈り物になることでしょう！

教えること
　　家族や友人が何か新しいことを学ぶのを助けてあげること

は、相手の将来の幸せにつながる大切な投資です。自分の才能

を人と分かち合うのも、愛を示す良い方法です。

耳を傾けること
　　人の話をじっくり聞こうとしない人が少なくありません。

誰かが話している時に、よく話をさえぎったり、関心がないか

のように振る舞うのです。

楽しさ
　　人の喜びに「水を差す」人もいれば、日常の何でもない出

来事さえ楽しくしてくれる人もいます。

相手に与えさせること
　　相手に与えさせ、喜んでその贈り物を受け取るなら、私た

ちは最高の贈り物を与えていることになります。

プライバシー
　　私たちはよく、家族などに、あれをしてくれ、これをして

くれ、と頼んだり、無理強いして、息の詰まる思いにさせるこ

とがあります。けれども、人は、他の人と一緒にいることも必

要ですが、プライバシーも必要です。時には好奇心もほどほど

にし、相手が何かの感情や思いを心に秘めておく権利も認めま

しょう。

自 信
　　愛する家族や友には、つい歓迎されないか不必要なアドバ

イスや助けまでも与えたくなります。でもそのようなアドバイ

スや助けが、知らず知らずの内に相手の自信をそこなっている

かもしれません。こんな中国のことわざがあります。「地上

に、母親ほど恵まれた者はいない。しかし、天では、子離れす

べき時を知っている母親ほどさいわいなる者はない。」

内なる自分を見せること
　　人間関係は深まり、広がっていくか、気が抜け、衰えるか

のどちらかです。「内なる自分を見せる」、つまり相手に自分

をもっと発見させるなら、しぼんできた関係をも向上させるこ

とができます。それはまた、健全な友情や夫婦関係を維持する

助けにもなります。感情やいきどおりや希望を隠すことは不健

康なだけでなく、人は本当のあなたをよく知ることもできませ

ん。

誰かをもっと幸せにしてあげたいけれど、自分には何もできないと思っていま

すか？　でも、そんなことはありません。これを読んでください。一生大切に

してもらえるプレゼントがあるのです。それは…
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クリスマス　与えること

イエスはご自分を与えた
デービッド・ブラント・バーグ

イエスは一時的に天国での市民権を放棄され、この世界の市

民となりました。富んでいたのに、私たちのために貧しく

なりました。私たちが天の富に預かることができるように、ご自身

はそれを捨ててくださったのです。そして、人間の肉体をまとい、

人間の生活、習慣、言語、服装、暮らしにも従われました。それも

すべて、人間のレベルでコミュニケーションをして、人間をより理

解し、愛するためであり、また、その愛によって私たちの心に達

し、憐れみと思いやりを示し、神からのメッセージを私たちにも理

解できるような単純な言葉で説明するためだったのです。

最高の贈り物

クリスマス・シーズンには、愛を求め、寂しい思いをし、慰めや安心感を必要としている人が大勢

います。その一方、一人も忘れることなく、ぴったりのプレゼントを見つけようと、あちこち買

い物に走り回る人も大勢います。でも、そうやって物をあげること自体、それほど価値のあることでしょ

うか？　もちろん、喜ばれることもあるでしょうが、話し相手や友だちや心が通じ合える仲間を探して

いる孤独な人たちのことを考えてみて下さい。そのような人たちに一番感謝されるものは何でしょう？

　　今年のクリスマスには、自ら何かをしてみてはどうでしょう？　誰かと話したり、誰かを家に招待

したり、誰かの家を訪問したりする時間を作ってはどうでしょう？　人がより良い人生を送れるよう

に、自分に何ができるか考えてみてはどうでしょう？　相手が興味があり、その準備ができているな

ら、イエスについて話し、イエスは心の隅々まで温めてくれると告げてはどうでしょう？　そうすれ

ば、相手はとても喜んでくれるでしょうし、イエスも喜ぶに違いありません！　それこそ、あなたが

バースデープレゼントとしてイエスに与えられる最高の贈り物です。イエスは何よりも、人がご自分の

ことや天の父の愛について知ることを望んでいるからです。

　　そして、まだイエスを心に受け入れていないなら、このクリスマスに心に入って下さいとお願いし

てはどうでしょう？　それは、あなたが今まで受け取った中で最高のクリスマスプレゼントになるで

しょう！　イエスは、私たち全員のためにいて下さり、このクリスマスとあなたの人生を、イエスから

の特別な贈り物である神の愛で満たして、とても美しいものにしたいと望んでおられます。

　　　　メリークリスマス！　すてきなクリスマスを！ 愛をこめて、デービッド・ブラント・バーグ



R67 GP

輝くひととき輝くひととき輝くひととき輝くひととき輝くひととき

クリスマス　助けの手を差し出すこと

クリスマスにクリスマスにクリスマスにクリスマスにクリスマスに
               発見したこと発見したこと発見したこと発見したこと発見したこと

ノーマン・ビンセント・ピール

多感な少年時代を、私はオハイオ州シンシナティで過ごしました。ファウンテン広場の

キラキラ輝く巨大なクリスマスツリーを、今でもよく覚えています。街にはクリスマ

スキャロルの歌声が響き渡っていました。住んでいたイーストリバティー・ストリートで

は、母はいつもクリスマスツリーを本物のキャンドルで飾っていました。それは不思議な

キャンドルで、モミの木の香りと溶け合って、独特で忘れることのない森の香りを放ってい

ました。

　　私が１２歳の時のクリスマス・イブのことです。その日は、牧師をしている父と外出し

ました。父は遅くなったクリスマスの買い物をしていたのですが、たくさんの包みを持たさ

れていた私は、疲れてむっつりしていました。早く家に帰りたいと考えていた時に、一人の

乞食がやせ細った手で私に触れ、「お恵みを」と言ったのです。その乞食はにごった目をし

て、ひげも伸び放題、とても汚らしい格好をしていました。気持ち悪さに、私はとっさに後

ずさりしました。

　　すると、父が優しく言いました。

　　「ノーマン、今日はクリスマス・イブだよ。人にそんなふうに接するものじゃない」

　　けれども、私は自分の行いを悔いるでもなく、頑固にこう答えました。

　　「父さん、ただの乞食じゃないか」

　　父は立ち止まりました。「あの人はあんな生活をしているが、それでも、神に愛されて

いる、神ご自身の子供の一人なんだよ」

　　そう言うと、私に１ドルを手渡しました。当時、１ドルというのは大金で、特に牧師の

収入からすればかなりのものです。

　　「これを持って行って、あの人にあげてくれ。ていねいに話しかけ、イエスの名によって

これを差し上げます、と言いなさい」

　　「ええっ、そんなことできないよ」と、抗議しましたが、父は強い口調で言いました。

　　「言う通りにしなさい」

　　それで、いやいやながらも、その老人のところに走って戻り、「すみません。このお金

をイエス様のお名前によって差し上げます」と言ったのでした。

　　その老人は１ドル紙幣を見て、驚いた顔で私を見ました。そして、素晴らしい微笑みが

その人の顔に広がったのです。生き生きとして、とても美しい微笑みだったので、その人が

汚く、ヒゲもそっていないことなど忘れてしまいました。ボロをまとったヨレヨレの老人だ

ということも。その老人はうやうやしく帽子を脱ぐと、感謝をこめて、こう言いました。

　　「お若い方、イエスさまの名によって、あなたに感謝いたします」

　　すべてのいらだたしさや不快感は消え去りました。まわりの通りや家々や何もかもが、

突然美しく見えてきました。なぜなら、奇跡にあずかることができたからです。私はそれ

以来、そういう奇跡を何度も見てきました。他の人を神の子供の一人と考え、その人に、

２０００年前にベツレヘムの馬小屋に生まれ、今も私たちと共に生き、歩み、その存在を

わからせてくださる方の名によって愛のこもった行為をする時に、その人に起こる変貌を

見てきたのです。

　　すべての人の魂の内には威厳があって、私たちが機会をあげさえすれば、それが輝く時

が来るということを、そのクリスマスに私は発見しました。

　　助けを必要としてい

る人の声も耳に入らない

ほど忙しいなら、あなた

は神以上に忙しい！

　　同情は「かわいそう

に」と思うだけ。憐れみ

は行動に出る！　憐れみ

はその祈りを行動に移

し、ただの言葉を親切な

行為に変える。

　　愛は決して失敗しな

い。神は愛だからだ。神

が失敗することはあり得

ない！

　　愛は盲目ではない。

愛には、他の者には見え

ない良いところや可能性

を見る余分な目がある！

　　誰かが、あなたの人

生を横切っている！　あ

なたの愛は、彼らを助け

る方法を見つけただろう

か？　神の愛は、どう

やって彼らを助けたらい

いか示しただろうか？　

あなたが望むなら、どん

な状況でも、どんな制約

があっても、神は示して

くださるだろう！

（デービッド・ブラント・

バーグの言葉）
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クリスマス　助けの手を差し出すこと

記念すべき時
リーマー・クライン

　　ある夏のこと。飲酒の問題があると思ったものの、私たちの家族は一人の放浪者を

雇いました。秋になるとその人は去りましたが、クリスマスに遠い所からカードが届き

ました。個人的な言葉は何もなく、ただ名前がサインしてあるだけです。そうして春に

なると、再びやってきました。

　　「酒をやめたんですよ」と、彼は言いました。「今度、就職するんです」　私たちが

クリスマスカードのお礼を言うと、彼が送ったカードはその一枚だけだったと告げまし

た。「『ありがとう』が言いたくて…。雇ってくれたことじゃなくて、オレを尊敬して

くれたことで。それは、新しいスタートを切る助けになりました」

　　ある女性の患者さんは、私の友人の一人が送ったというカードを小さなバッグに入

れて持ち歩き、クリスマスの間じゅう、すれ違う人を止めては、「私のクリスマスカー

ドを見て。前に雇ってくれた人が送ってくれたの。私のこと、覚えててくれたのよ」と

言うのでした。後で聞いた話ですが、そのカード、つまり彼女が受け取った唯一のクリ

スマスカードが病気の回復のきっかけになったそうです。

　　クリスマスが近づき、私はこの二通のカードのことを思い出しています。各々のカー

ドがクリスマスでの新しい人生の始まりを象徴し、両方とも、クリスマスが記念すべき

時であることを思い出させてくれるのです。

クリスマスに
クリスマスは

与え、分かち合い、生き、愛し

思い出し、思いやるとき

ともすれば疎遠になりがちな

人との関係に橋をかけ

主イエスがそばにいて下さる

あの暖かさがよみがえる

甘美なクリスマスの魔法が

あなたの心を喜ばせ

すべての願いを

かなえてくれますように

   －ハロルド・Ｈ・ベン

ほんの少しの愛が遠くまで広がる
デービッド・ブラント・バーグ

　　人生に疲れ切っている人、やたらと忙しいも

のの、人生で成功するためのエネルギーや熱意に

欠けていたり、ささいな事を楽しめるだけの心の

安らぎがなくて、落胆している人たちが大勢いま

す。でも、そのような人に、同情と理解をこめて

一言話しかけたり、ほほえんだりするなら、ま

た、とにかくがんばっていることに対する尊敬の

念を示すなら、その人の人生は変わるかもしれま

せん。

　　だから、人が受けるにふさわしい敬意を示し

ましょう。イエスはそうされました！　イエス

は、あなたのためだけでなく、あなたの周りの人

たちのためにも死なれました。あなたが人々にイ

エスの愛を示すなら、イエスは大いに喜ばれるで

しょう。それを、まわりにいる人たちへのクリス

マスプレゼントとしてはどうですか？　ささいな

ことでもいいから、毎日、あなたが出会う人々に

イエスの愛を示しましょう。それがどんな大きな

影響を与えるかを見て下さい。相手に対してだけ

でなく、あなたにとっても！
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クリスマス　救い

クリスマスは何のため？

－パトリシア・フーク・スプリンクル

月のある晴れた土曜日、私たちは息子たちとその友だちを車に乗せて、

チャタフーチー川（米国南部）沿いにある小さな公園へと向かいまし

た。子供たちが川岸で遊んでいる間、私は夫のボブと散歩していたのですが、そ

こらじゅうに、割れたビンの破片や空き缶やハンバーガーの包み紙などが散乱し

ていました。ゴミのせいで、川岸の景観はだいなしでした。

　　何気なしに、私たちはリサイクルのために空き缶を拾い始めました。それを

見て、息子たちも手伝い始めました。人数が増えたので、紙くずも拾い始め、ま

もなく、かなり広い場所がきれいになりました。

神はあなたや私をとても愛しておられるので、私たちを「きれいにする

ために」、誰かを、そう、イエスさまを送ってくださいました。それが

クリスマスです。

　　私たちの砕かれた人生、捨てられた友情、忘れられた約束などのゴミの下

に、神は私たちが持っているはずの本来の美しさを見られます。神は、愛と共

に、私たちを「きれいにする」力をも持ったイエスさまを送って下さいました。

ただ「ゴミ」を捨てるだけでなく、私たちの人生全体をよみがえらせ、友情を築

き直し、新しい目的を与えるためにです。神が私たちに求めておられるのは、神

には私たちの人生に奇跡を起こせると「信じること」、ただそれだけです。

　　イエスがされるのは、

まさにそれだ。イエスは汚

いままのあなたを手に取

り、その罪と過去を洗い流

される。悪い考えも洗い落

とし、代わりに、神の言葉

から生まれる新しい考えを

心において下さる。そし

て、あなたがすっかりきれ

いになったところで、新し

いスタートを与えられるの

だ。新たな見方、新たなエ

ネルギー、新たな愛する能

力、新たな生きがいを与え

てくれる。なんて素晴らし

い方だろう。

－デービッド・Ｂ・バーグ

神神神神神     はそのひとり子を賜わったほどに、この世をはそのひとり子を賜わったほどに、この世をはそのひとり子を賜わったほどに、この世をはそのひとり子を賜わったほどに、この世をはそのひとり子を賜わったほどに、この世を

愛して下さった。それは御子愛して下さった。それは御子愛して下さった。それは御子愛して下さった。それは御子愛して下さった。それは御子((((( みこみこみこみこみこ))))) を信じを信じを信じを信じを信じ

る者がひとりも滅びないで、永遠の命を得るためる者がひとりも滅びないで、永遠の命を得るためる者がひとりも滅びないで、永遠の命を得るためる者がひとりも滅びないで、永遠の命を得るためる者がひとりも滅びないで、永遠の命を得るため

である。である。である。である。である。

                                        －ヨハネによる福音書　３章１６節－ヨハネによる福音書　３章１６節－ヨハネによる福音書　３章１６節－ヨハネによる福音書　３章１６節－ヨハネによる福音書　３章１６節

子供を与える…
　　３歳になるバーナバスと２ヶ月になるデービッドを連れて、私はクリスマスに飛行機に乗りました。飛

行機から下りる時、親切なスチュワーデスが、「このかわいい赤ちゃんを一緒に連れて帰りたいわ」と言い

ました。

　　すると、バーナバスはギョっとした顔で彼女を見ると、「ダメだよ！　デービッドはボクたちの赤ちゃ

んだからね。すっごく大切なんだ！」と答えたのです。それからもう何年にもなりますが、彼らが兄弟ゲン

カをするたびに、私はこの言葉を思い出します。

　　また、完全に理解しているとは言えないものの、私はクリスマスにこの言葉のことを考えて、神がどれ

だけ大きな犠牲を払われたかを思わずにはいられません。自分の大切な息子たちの一人を、彼が見知らぬ者

の間で大きくなり、その嘲笑に苦しみ、敵意によって殺されるのを承知で異国に送るなんて、私にはとても

できないでしょう。

神は、その驚くばかりの愛のゆえに、尊い贈り物を与えて下さいました。

それが、クリスマスの本当の意味なのです。

１２

－パトリシア・フーク・スプリンクル
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クリスマス　神の愛

　　赤ん坊のイエス様。これで、すべて完了。イエス・キリスト降誕場面の飾りに赤ん

坊のイエス様を置きさえすれば、全部そろったことになる。こうすることで、私たちは

神秘の中でも最も深い神秘を認めていることになる。神が来られたという神秘を！　小

さな赤子の姿で、神が私たちのもとに来られ、満ち足りた人生を与え…そして最も深い

必要を満たして下さるのだ。

　　ワラの上に寝かされた赤ん坊には、目新しいことは何もないように思える。それで

も、私は目を閉じ、遠い昔のベツレヘムへと思いをはせる…。

　　地平線が明るくなり、空にバラ色の光がさし始めた。馬小屋の中では、ヨセフがわ

ずかな荷物をロバの背に乗せている。マリヤは赤ん坊を布でくるもうとするのだが、赤

ん坊はしきりに手足を動かし、じっとしていない。

　　「まあまあ、よく動くのね。」　マリヤがついにおくるみを着せると、今度は、眠

そうにぐずっている。「出発の支度をしている間、寝てくれないかしら？」　けれど

も、かいばおけに寝かされた途端、赤ん坊は大声で泣き始めた。

　　「お願い、抱かせて下さい…」　私は自分が馬小屋の中にいる姿を想像し、マリヤ

にそう言った。赤ん坊のキリストを抱き上げると、マリヤは感謝に満ちた目で私を見て

いた。私は優しく揺さぶってみた。泣き声が小さくなり、だんだん目を閉じてきた。赤

ん坊のキリストは眠り、私は彼を抱いたままでいた。ベツレヘムの馬小屋でささやかな

がらキリストのお役に立てたのだという思いによって、心が温まった。だが、この現代

では何ができるだろうか？

　　その時、驚くべきことが心に浮かんだ。突然、今まで考えもしなかったことに気づ

いたのだ。クリスマスは、私たちが神を必要とするだけでなく、神も私たちを必要とし

ていることを表しているということに！　クリスマスは、イエスが宿しておられた霊

を、私たちも宿しているべきなのだと悟る助けとなる。神は、ご自分が世界を愛してお

られるのと同様に、私たちが世界を愛することを必要とされている。そして、私たちが

キリストの人生にならって生きることを…。神は、私たちが心の内に主を抱き、私たち

の生き方によって世界に対してキリストの素晴らしさを示すことを必要としているの

だ。

　　そうだ、クリスマスは私の最高の必要を満たしてくれる。そして、途方もない事実

に気づかせてくれる。私たちが神に少しでも近づけるよう、神は人間の姿となられたと

いうことを。

－スー・モンク・キッド

神も私たちを必要としている
　　偉大な神、宇宙の創造主があなたや私を必要としている。そのことを考えてみてほ

しい。イエスは私たちなしでは不完全なのだ。イエスは愛。だが、愛する相手がいなく

ては、与えたいという思いに駆られても与えることができない。それゆえ、イエスには

愛する対象として私たちが必要なのだ。そして、私たちがその愛に応えることを必要と

し、また切実に望んでいる。イエスは心から私たちのことを思い、私たちのために涙を

流し、私たちの愛を熱望している。聖書には、イエスは、群衆が飼う者のない羊のよう

であるのを見て、彼らを深くあわれんだと書かれている。（マルコ６章３４節）

　　イエスは、あなたを腕に抱き、養い、育て、まるで羊飼いが子羊の世話をするかの

ように優しく世話をしたいと切望している。日夜、その愛を示せるように、あなたをそ

ばに置いておきたがっておられる。そして、緑の牧場に優しく導きたいと願っている。

あなたが幸せで満足し、自分が造られた目的に気づくようになるような場所へと。その

時、あなたはイエスが私たちを必要とされているもう一つの理由に気づくことだろう。イエス

は、あなたがイエスの手、ほほえみ、腕となって、他の人にイエスの大きな愛を現し、あなた

がイエスから受けたのと同じ愛や慰めを与えることを必要とされているのだ。

－デービッド・ブラント・バーグ

一人の幼な子がわれわれのために生れ、

  一人の男の子がわれわれに与えられた。（イザヤ９章６節）


