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輝くひととき

 悩める時の平安

神はわれらの避け所ま

た力である。悩める

時のいと近き助けである。こ

のゆえに、たとい地は変り、

山は海の真中に移るとも、わ

れらは恐れない。（聖書・詩

篇46篇1-2節）

嵐のさなかでも、安ら

ぐことができます。

以前に、「平和」をテーマに

した絵画コンクールがありま

した。出品作のほとんどが、

静かで平穏な田舎の風景画でした。全くの静けさです。それも

「平和」の風景ですが、最優秀賞を受賞したのは、最も困難な

たぐいの平和を描いた作品でした。その絵には、嵐で増水し、

怒号を立てながら落ちる滝と、その手前にたれ下がっている枝

が描かれていました。その枝には鳥の巣があり、激流もどこ吹

く風と、小さな鳥が穏やかにさえずっているのでした。

　　信頼は、心と思いと精神の、完全な安らぎ、平安、静けさ

そのものなのです。

－デービッド・ブラント・バーグ

夫ウイリアムと共に救世軍を創設したキャサリン・

ブースは、その死の床で静かにこう言いました。「水

かさは増しているけれど、まだ沈んではいないわ。」　実は、

彼女は、生涯この言葉を言い続けたも同然でした。死以外にも

幾度も、大水がキャサリンに押し寄せましたが、彼女は決して

沈みませんでした！　主は彼女を浮かばせて、彼女は嵐の波に

乗ったのでした！

　　これは主の約束でもあります。信じる者には悩みの大波が

決して押し寄せないというのではありません。ただ、それに飲

まれてしまうことはないのです。

－Ｊ．Ｈ．ジャウエット

私
たちの過去も将来も、私たちの内にある、人生に

対する姿勢ほどに重要ではない

－ラルフ・ウォルドー・エマーソン

兵士たちよ、聞け。神は

いつも間一髪のところ

で助けに入ってくださる。

－オリバー・クロムウェル

まだ空の旅よりも船旅

のほうが盛んだった

時代に、大西洋横断定期船が

嵐に遭いました。まる二日

間、暴風が吹き荒れ、乗客た

ちは不安でした。ついに、心

配でじっとしていられなく

なった乗客が、操舵(だ)室が見

える所まで行ってみました。すると、その乗客は、戻ってきて

他の乗客たちに喜ばしい知らせを告げたのです。「大丈夫です

よ！　船はちゃんと港に着きます。操舵手を見てきましたが、

笑顔で舵(かじ)を取っていたから。」　私たちには、人生の旅

路を導いてくださる偉大なる操舵手がいるので、どんな嵐に

遭ってもほほえみ、安心していられるのです。

私は安らぎを求めて祈り、絶えざる静けさを夢見た

深く眠って痛みを忘れることと、静かな休息を。

頭上には黒雲が広がり

悪魔の攻撃は激しさを増すばかり。

しかし、戦いがし烈さを増した嵐の真っ最中に、

私は主の声を聞いた。すると、完全な安らぎが訪れた。

－アニー・ジョンソン・フリント

私もあなたも挫折することがある。全世界だって挫

折することがある。しかし、神の言葉は決して挫折し

ない。すべてが混乱し、嵐のような状態に思える時は、神の言

葉を逃れ場としなさい。「信仰は神の言葉を聞くことから来

る！」（聖書・ローマ１０章１７節）　神の言葉はどんな時で

も慰めを与え、神の御霊の声は最大の試練の時にも励ましを与

えてくれる。何もかも悪くなるばかりで、危険や災難や悩みの

まっただ中にいるように思える時でさえも。神の言葉が心の励

みがあるのは、素晴らしいことではないだろうか？　神の御言

葉が与えてくれる慰めを神に感謝しよう！

－デービッド・ブラント・バーグ

嵐の中にも、まったき安らぎが…

心配事を神の手に置くなら、
神は私たちの心に安らぎを置いて下さる。



R76 GP

輝くひととき

天使、神の保護

ホープ・プライス（著書「エンジェルス」より）

　　ノルウェー人宣教師のマリー・モンセンは、１９２０年代の中国にいました。当時、中

国は治安が悪く、軍隊も例外ではありませんでした。ある夜、士官が兵士たちに市の略奪を

許可しました。長い間、給料を払うことができなかったからです。さて、この市には、マ

リーが働いていた宣教本部があり、その夜、マリーもそこにいたのです。略奪は夜の１０時

から始まるという噂が広がりましたが、兵士たちは待ちきれず、結局、８時から略奪が始

まったのでした。

　　マリーと一緒にいた中国人クリスチャンたちは、夜通し、銃声や悲鳴を聞きましたが、兵士は

誰一人として宣教本部の扉をたきませんでした。

　　一晩中、おびえきった近所の人たちが続々と敷地内に逃げてきました。彼らは、自分たちの家が焼

かれた場合に備えて、小さな袋に入った貴重品を背に、塀をよじ登ってきたのです。市内は至る所で火の手

が上がり、大混乱に陥っていました。

　　マリーと中国人クリスチャンたちは、恐怖におののく近所の人たちを夜中もてなし、神のみが与えてくれる

平安を分かち合いました。信者でない近所の人たちは、クリスチャンの信仰が、人にどれだけ違いをもたらすか

を目の当たりにしました。町の至る所で略奪が起こり、いつ何どき、この場所が襲われてもおかしくないのに、

クリスチャンたちは冷静だったのです。

　　頭上を銃弾が飛び交う中、マリーは皆のために聖書の詩篇９１篇５節にある慰めの言葉を読みました。「あなたは

夜の恐ろしい物をも、昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。」　マリーは「矢」を「銃弾」という言葉に代えまし

た。そしてその後には、主は天使を送って主の子供たちを守られると書かれています。

　　翌朝、近所の他の人たちが大勢やって来て、「守っていたのは誰なのか？」と尋ねました。最初、マリーは何の

ことか見当もつきませんでしたが、やって来た人が皆、同じことを話すので、それが本

当に起こったことだと知りました。三人の背の高い外人の兵士が、福音会館の高

い屋根の上に立っていたのです。屋根の両端に一人ずつと、中央に一人、そして、４

番目の護衛は玄関のポーチの所に座って、四方を見張っていました。目撃者は

皆、彼らは一晩中いて「輝いていた」と言いました。マリーも他のクリスチャ

ンたちも彼らを見ていません。近所に住んでいた、信者以外の人たちだけ

が、この天使の護衛を目にしたのです。こうして、神は、神を信頼する

すべての人を守られることを、人々に納得させたのでした。

あなたのために送られた天使
　　神は、ちょうど必要な時に天使を送ってくださいます。ぱたぱたという翼

の音が肩ごしに聞こえるかもしれないし、視界の片隅に何かが見えたような気がす

ることがあるかもしれません。あるいは、どこかに行く途中で不思議な老人がやって来

て、道を教えてくれ、その目にはきらめきと愛があるかもしれません。それとも、ある種の

暖かさや安らぎを感じるだけかもしれません。「万事はうまくいく」という安心感です。

　　この世界がますます悪くなるにつれ、あなたには天使からのこのような助けがますます必

要になるので、神はもっと天使たちを送ってくださるでしょう。主は、あなたのことを愛してい

ること、気にかけていることを知らせたいのです。そして、天使を送ってあなたを助けることは、それを示す多くの方法の一つ

です。だから、神とその助けを信頼するなら、あなたを見守る天使がやってきます。専属の天使、そう、あなたの世話をするた

めに主が送られた天使です！
－デービッド・ブラント・バーグ

私たちを見守る天使たち
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困った時の神の助け

（アール・マーラットによって伝えられる）

　　１９１６年の夏のことです。私が住んでいたインディアナ州［アメリカ］ラッ

シュビルで、王立ウェールズ男性合唱団が地元の夏季大学協会のためにコンサート

を開きました。プログラムの最後に合唱団は、賛美歌四重唱「日暮れて四方(よも)

はくらく」を歌いました。静かな調子で始まって時折コーラスで盛り上がります。

このようなフィナーレは、水曜の夜の演奏会には場違いのように思われました。そ

の夜の呼び物は神聖な宗教音楽ではなく、陽気なコーラスだったからです。不思議

に思った私は、指揮者に賛美歌でしめくくった理由を尋ねました。

　　するとこんな答えが返ってきました。「最後はいつもそうしています。しきた

りのようなものですよ。」

　　新聞記者の私はさらに質問をして、とうとう次のような話を聞き出したのです。

　　「ある時、私たちはルシタニア号に乗船していましたが、アイリッシュ海で魚雷を受けて沈没し

てしまいました。海面にさざ波が起こったかと思うと、海中でにぶい爆音がしました。そして数分後に

は、船が傾き始めたのです。何が起こったかを悟って、私たちは直ちに行動に出ました。ウェールズの海

辺で育ったので、皆、泳ぎは得意でした。というわけで、救命具をつけ、船が沈む前にデッキから飛び込

むことにしたのです。どの方向に泳ぐかも綿密に決めました。水中にもぐってできるだけ遠くまで泳ぎ、

沈んでいく船と共に海中に吸い込まれないような所まで行ってから顔を出すことにしました。

　　間一髪のところでした。海面に顔を出して、数メートル離れてお互いがそろったところで後ろを

振り返ると、ルシタニア号が一瞬、直立したかと思うと、悲鳴にも聞こえる甲高い金属音を立てなが

ら海中に沈んでいくのが見えました。私たちは無我夢中で泳ぎ続けました。壊れた救命いかだがこち

らの方に流れてきましたが、私たちが浮かび続けたり、立ち泳ぎをするのに疲れた時につかまる以

外、何の役にも立ちませんでした。救命ボートはやって来ませんでした。ルシタニア号が沈んだちょ

うどその場所に太陽が沈み、突然あたりは暗く、寒くなりました。

　　最初は指が、それから体全体がしびれてきました。救命いかだにつかまっているのが、ますます

大変になってきました。光も音もない中で、私たちは救出されるという望みを捨て、不本意ながら

も、それを互いに認めました。クリスチャンだったので、このいまわの際に、礼拝をしたいと思いま

した。誰も祈る気分にはなれませんでしたが、今までずっと歌ってきた仲間です。賛美歌を歌うこと

もありました。それで、賛美歌を一番だけ歌い、それからいかだから手を離して、その身を海に委ね

ることにしました。そして、「日暮れて四方(よも)はくらく」を歌ったのです。

　　『日暮れて四方(よも)はくらく

　　闇が深まるとも、主よ、共に宿りませ

　　助けは来ず、慰めは来ぬとも

　　よるべなき者の助け主よ、われと共に宿りませ！』

　　歌い終わると、汽笛が聞こえました。私たちの声が風に乗って、ルシタニア号が沈んだあたりを

巡航していた駆逐艦に届いたのです。元気が出た私たちは、残りも歌いました。やがて賛美歌の歌声

に導かれて駆逐艦が到着し、私たちは無事に港に帰り着いたのでした。

それ以来、コンサートの締めくくりに感謝の祈りとして賛美歌を歌うことが、私たちにできるせめて

ものことだと感じているのです。」

四人の命を救った賛美歌

神に身を

委ねる者は、

神の平安を

味わう。

す
べてが過ぎ去っても、あなたにはイエスがいます！　すべてがなくなっても、それでもイエスがいま

す！　すべての人があなたを見捨てても、それでもイエスがいます！　自分には何も残っていなくて

も、それでもイエスがいます！　すべてが破滅し、荒廃しても、それでもイエスはあなたと共にいま

す。世界に何も残らなくても、それでもあなたにはイエスがいます！　そしてイエスがいるなら、あなたはイエ

スと二人で何でもできるのです！

－デービッド・ブラント・バーグ

イギリスの汽船ルシタ
ニア号は、第一次世界
大戦中の1915年５月７
日にアイルランド沖で
魚雷を受けて沈没。
1198人が死亡。
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祈り

　　　　リスチャンになったのだから、麻薬から手を洗った方がいいぜ」と、グラハムは終身刑に服している囚人仲間に言っ

　　　　た。グラハムは殺人罪で終身刑に服している多くのイギリスの受刑者の一人だが、最近、刑務所で救われたのだった。

　　「いやだね！」と、新しくクリスチャンになった囚人は答えた。「麻薬以外に、刑務所でどうやって金を稼げるって言うん

だい？」

　　その日、グラハムはその仲間のために祈っただけでなく、消灯直前に壁をたたいて、隣りにいる仲間に、祈っていることを

告げたのだった。

　　翌朝、グラハムは刑務所長のオフィスに呼ばれた。テーブルの上には、白い粉がいっぱい入ったビニール袋が山のように積

まれていた。「私は無関係です！」と、グラハムは言った。

　　「ああ、知っているよ」と、看守が答えた。「君の隣にいた囚人に、今朝、呼ばれたんだ。昨夜、やつのために祈ったそう

だな。やつは一晩中、眠れず、ベッドの足もとに白い人影がずっと立っているのが見えたそうだ。今朝、やつは私たちを呼んで、

麻薬を渡し、麻薬更生センターに入りたいと言ってきた。君もきっとこの話を聞きたいだろうと思って、呼んだんだ。」

－ジョン・キャンベル

　　　　年は、うちの米の収穫は雀の涙ほどになるでしょう！　村のみんなにバカにされてしまいます！」元ヒンズー教徒のク

　　　　リスチャンが、目に涙をためながら、ラビクマール・クラパティに助けを求めてきた。クラパティはインド人宣教師で、

村で新しい教会を始めたのだった。

　　「祈りについて、神の言葉には何と書いてあるか読んでみましょう」と、クラパティは言った。

　　宣教師は、その後のことをこう語っている。「一緒に祈った後、私たちは収穫のために祈ることにした。翌日、彼の田んぼ

に行ってみると、村人がほとんど全員来て、その様子を見ていた。私はバケツにきれいな水をくみ、祈った。それから、そのバ

ケツを持って田んぼにまくよう、彼に頼んだ。さて、収穫の時が来て、彼はたいそう驚いた。あのせまい田んぼから、驚くなか

れ、３０袋もの米を収穫したのだから。この人はそれで収入が得られたし、このことは、他の村人たちにとっても、イエス・キ

リストが真の神であることを知る機会となった。」

－ゴスペル・フォー・アジア

　　　　つものように朝の散歩をしていたとき、ゴミ収集

　　　　用トラックが私のそばで止まった。運転手に道を

聞かれるのかなと思った。ところが、運転手は五歳ぐらい

のかわいい坊やの写真を見せて言った。

　　「うちの孫のジェリマイヤなんだが、いまフェニック

ス病院で生命維持装置をつけているんだ」

　　治療費の寄付を頼まれるのだと思って、私は財布を取り

出そうとした。だが、運転手が求めているのは金ではなかっ

た。彼は言った。

　　「できるだけおおぜいのひとに、孫のために祈ってくれ

ないかとお願いしているんだよ。あなたも孫のために祈って

くれないか」

　　私は祈った。その日は、自分が抱えている問題が小さく

思えた。

－ボブ・ウェステンバーグ、

「こころのチキンスープ－－ガンを超えて生きる」

　　　　日、あなたのために祈りを捧げました

　　　　そして、神が聞かれたと知っています

言葉は語られませんでしたが

神が答えられるのを心に感じたのです

あなたのために富や名声は求めませんでした

（それでもかまいませんよね）

宝を送ってくださるよう、お願いしたのです

永遠に残る宝を！

毎日、一日の始めから

神があなたのそばにおられ

健康と祝福を与えて下さり

あなたにそれを分かち合える友がいるようにと

あなたのために幸福を求めました

大小かかわらず、すべてにおける幸せを

そして何よりも

神の愛情深い世話を求めて祈ったのでした！

－作者不詳

力ある祈り

祈ってください
今日、あなたのために
祈りを捧げました
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God’s Protection.

フィリス・Ｉ・マーティン

　　突然、黒雲と強風がアルパイン小学校を襲いました。ラジオでは、竜巻警

報をさかんに流しています。児童を家に返すのは危険すぎるので、私たち教師

は、彼らを地下室に避難させました。子供たちはそこで不安げに肩を寄せ合っ

ていました。

　　私たち教師も不安でした。校長が、歌を歌って緊張を解くように提案しま

した。けれども、子供たちの声は、弱々しく、今にも消えてなくなりそうでし

た。次から次へと子供が泣き出し、私たちがなだめようとしても無駄でした。

　　すると一人の教師が、となりに座っていた子供にこうささやきました。彼

女の信仰は、どんな非常事態にも負けないようでした。「ケイティー、何か忘

れているんじゃない？　私たちを守ってくださる、嵐よりもずっと強い力があ

るのよ。こう言ってみて。『神さまが一緒にいる』って。そして、となりに

座っている子にこの言葉を伝えるのよ。」

　　次々にこの言葉が伝わっていくにつれ、子供たちは落ち着きを取り戻しま

した。相変わらず外では風が激しく吹き荒れるのが聞こえましたが、今ではそ

れも関係ありません。ここでは恐れは静まり、涙は消え去ったのです。

　　しばらくしてラジオが警報解除を知らせると、皆はいつもの押し合いへし

合いやおしゃべりもせずに、それぞれの教室に戻ったのでした。

　　あれから長い年月がたちましたが、心に平安を与えるこの言葉は、今でも

はっきり覚えています。そして、試練や悩みの時には、「神さまが一緒にい

る」という言葉を繰り返せば、いつも恐れや緊張から解き放たれるのです。

「神さまが一緒にいる」

この瞬間にも
主は私を助けておられる。今、この瞬間にも。

見えもせず、聞こえもしないが、

もしかしたら遠方の友人によって

あるいは近くにいる見知らぬ人

または誰かが語る言葉

それとも読んでいるものによってかもしれない。

私がその方法を知っていてもいなくても、

主は助けてくださる。

主は私を守っておられる。今、この瞬間にも。

私が最も必要とする方法で。

もしかしたら一人の天使によって

あるいは大勢の天使

または私をいらだたせる鎖

それとも私を閉じこめる壁によってかもしれない。

私がその方法を知っていてもいなくても、

主は私を守ってくださる。

太陽が沈み、その消えゆく光を見ても

再び昇り

世界を照らすことを人は疑わない。

だから明日を信じよう。

太陽を昇らせ、沈ませる方が

あなたと私を見守っておられるという信仰を持って。

－アニー・ジョンソン・フリント

さいはての地で
　　英国人探検家のアーネスト・ヘンリー・シャックルトン卿（1874-

1922）率いる南極横断探検隊が遭難し、シャクルトンはワースリーとク

リーンと共に、他の隊員たちの救助を求めてサウスジョージア島を横断し

ました。零下何十度にもなる雪と氷に包まれた山々や危険な氷河を彼らは

乗り越えたのです。この過酷な状況について、シャックルトンは後にこう

記しています。

　　「当時を振り返ると、神が我々を導いておられたのがはっきりわか

る。…サウスジョージア島

の名もなき山や氷河を越え

るという、あの長く厳しい

３６時間に、実際は三人

だったのに、私は幾度か四

人いるような気がしてなら

なかった。誰にもそのこと

を言わなかったが、後で

ワースリーは私に、『あの

時、私たちのほかにもう一

人いたような、不思議な気

持ちがするんです』と言っ

た。クリーンも同じだっ

た。目に見えぬものを表現

しようとするのに、『人間

の言葉は不十分であり、お

粗末な表現』としか思えないが、我々にとって非常に大切な方の存在につ

いて記さずして、この旅の記録は完結しない。」
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神の保護

暴力がはびこるこの世界で、神は本当にご自

分の子供たちを守って下さるのか、そう思っ

たことがありますか？

めぐりめぐって

レス・ブラウン

オ
ハイオ州コロンブスで、ディスクジョッキーをしていた頃、私は帰宅途中に、よく、

大学病院やグラント病院に立ち寄った。廊下を歩いては、いろいろな病室に入り、患

者さんに聖書を読んであげたり、話し相手になったりしたのだ。そうしていると私

は、自分の問題を忘れ、健康を神に感謝したものだった。患者さんにも喜んでもらえ

た。そして、この行為がまさに私の命を救ったのだった。

　　私はよく、ラジオで論争的な話題を取り上げた。あるプロモーターがあるグループを招へいしたものの、

実はそのメンバーたちはオリジナルメンバーではないことについて話し、ある人物を怒らせてしまった。暴露

された相手は、殺し屋を雇ったのだった！

　　ある夜、午前２時頃に、ナイトクラブでの司会の仕事が終わって帰宅した。玄関の扉を開けようとする

と、家の横から男が出てきた。「レス・ブラウンかい？」

　　「そうですが。」

　　「ちょっと話があってね。あんたを殺すように言われたんだ。」

　　「私を？　どうして？」

　　「あるプロモーターが頭に来ているんだ。町にやってくるのは本当のグループじゃないとあんたが言った

せいで、大損したのさ。」

　　「私をどうするつもりだね？」

　　「いや、何もせんさ。」　私はそれ以上、何も尋ねたくなかった。心変わりしてほしくなかったのだ！　

ただただ、ホッとした！

　　男は話を続けた。「おふくろがグラント病院にいるんだ。ある日、あんたが病室に来て、話しかけ、聖書

を読んでくれたことを手紙に書いてきた。自分のことを何も知らないディスクジョッキーがやってきて、時間

を取ってくれたって、とても感心していたぜ。オレがオハイオ刑務所にいる時に、おふくろはあんたについて

手紙を書いてきた。それを読んでいたく感激したんで、いつもあんたに会いたいと思っていたんだ。誰かがあ

んたを殺したがっていると、ちまたで聞いた時、オレがそれを引き受けたんだ。そして、他の者にはあんたに

手を出すなと言っておいたんだ。」

　　♦ あなたが主の子供なら、何も心配はいらない。神があなたを囲んで、天使をおいて守られるから。

　　♦ 絶えず見守ってくれる天使たちを、神に感謝しよう。あなたを守るのが仕事である守護天使にも、感謝しよう！

　　♦ あなたは全能なる神の影に守られている。ちょ

うど、あなたを囲む主の特別な力のバリア、オーラのよ

うに。これは神の栄光があなたを包み、守っているよう

なものだ。

主に従おうと最善を尽くし、人を助け、祝福になろうとし、

利己的な生き方をしないよう努めているなら、主はご自分

の分を果たして、あなたの世話をしてくださいます。聖書には、

主は天使を送って、あなたを守られるとさえ書かれています。あ

なたが危険に陥ろうとしている時には、必ずあなたの心をつつい

て、それを止めようとされます。主は、できる限りのことをして

主の子供たちを守られるのです。

　　でも、何かの理由で、主が実際に何かが起こるのを許される

こともあります。そんな時には、主の聖句か、心の中で聞こえる

主の声によって示して下さいと求めるなら、主はあなたがその理

由を理解できるよう助けてくださいます。そして、あなたをいや

し、助け、回復させてくださるのです。ああ、神の子供となり、

主の御手の内にいること、また主が常に自分のことを見守ってお

られると知るのは、何と素晴らしいことでしょう！

－デービッド・ブラント・バーグ

神の奇跡的な保護
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祈り、神のいやし

ジェームズ・Ｒ・イェーツ、リーダーズ・ダイジェスト、1996年3月

祈
りは病気をいやすでしょうか？　科学者たちも、祈りを信じる人々にとっては周知の

この事実を発見しつつあります。私がテキサス州パークランド記念病院で、医学実習

生だった時のことです。私の最初の患者は、両肺ガンの末期患者でした。どんな治療法があ

るか、またどれもあまり効果がないであろうことを、私は説明しました。当然ながら、彼はどの治療も

受けないことを選びましだ。

　　それでも、私が病室に立ち寄ると、彼はいつも教会からの面会人と、その人たちの歌声や祈りに囲

まれていました。

　　「いいことだ」と、私は思った。「あの人たちが彼の葬式で歌い、祈るのも近いから。」

　　１年後、別の病院に勤務していた私に、パークランド病院のかつての同僚が、あの一年前の患者に

会いたくないか、と電話をかけてきました。「会うだって？」　その患者がまだ生きているなんて、信

じられませんでした。私はその人の肺のレントゲン写真を見て、がく然としました。すっかりきれいに

なっているのです。ガンの兆候は消えていました。

　　「見事な治療だ」と、放射線技師が私の肩越しにレントゲン写真を見ながら言いました。

　　「治療だって？」　私は思いました。治療法なんてなかったはずだ。祈りを療法として考えない限

りは…。

　　私は二人の教授にこのことを話しました。二人とも、この人のいやしが奇跡であることを認めたが

りませんでした。「自然の成り行きだよ」と一人は言い、もう一人は肩をすくめて、「そういうことも

あるもんだよ」と言ったのでした。

　　子供のとき以来、私は神への信仰を捨てていました。そして、現代医学の力を信じていたのです。

祈りなんて、ただの気休めだと思っていました。というわけで、私はこの出来事を記憶の彼方に押しや

りました。

　　何年か経ち、私は都会にある大病院の主任医師となりました。担当する患者の多くがいやされるよ

うに祈っていることは知っていましたが、私自身はほとんど信じていませんでした。しかし、８０年代後半

になって、私はいろいろな研究成果に出くわしました。その多くが厳密な実験条件の下で行われ、祈りが様々

な病状に対して大きな変化をもたらすことを証明していたのでした。

　　中でも１９８８年に出版された、ランドルフ・バード博士による研究論文は非常に説得力がありま

した。サンフランシスコ総合病院の冠疾患集中治療病棟にいる３９３人の患者を、コンピューターが、

祈ってもらうグループと、祈ってもらわないグループに分けました。どの患者がどちらのグループに入っ

たかは、誰にも知らされませんでした。祈る人たちは患者のファーストネームと、病状についての簡単

な説明を聞かされただけです。そして、彼らは患者が退院するまで毎日、祈るように指示されました。

けれども、どのように祈るか、また何を祈るかは指示されませんでした。

　　研究が終了した１０ヶ月後、祈ってもらった患者はこのような重大な益にあずかったのでした。

　　＊「祈ってもらわなかった」患者に比べて、抗生物質の投与が５分の１ですんだ。

　　＊うっ血性心不全になる確率は、「祈ってもらわなかった」患者よりも60%低い。

　　＊心停止の確率が低い。

　　研究されていた治療法が「祈り」ではなく、新薬か新しい外科療法だったなら、医学上の大発見と

して大々的に発表されていたことでしょう。信仰によるいやしに疑問を投げかける本を書いた、確固と

した懐疑主義者、ウィリアム・ノーレン博士でさえ、「これが正当な研究であるなら、われわれ医師は

処方箋に『一日三回祈ること』と書かねばならないだろう。効き目があるのなら、効くのだから」と認

めたのでした。

祈りは力強い！　祈る時、物事は起こり、物事は変わる。神は祈りに答えられる。

－デービッド・ブラント・バーグ

愛と祈りが

あるなら、

いつも希望

がある。

いやしの祈り
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　　医者でも学者でも、一種の盲点を持つことがあります。祈りの力もその一つのようです。

　　以来、私は医者をやめ、祈りについてや、私たちの健康に対する祈りの影響について調べ、本を

書いています。祈りが高血圧、外傷、頭痛、不安に効果があることを示す研究成果があります。次

は、私が発見した成果の一部です。

どんな祈り方でも

　　私が見てきた研究結果によれば、具体的な結果を求めて祈った場合だけでなく、非常に大まかな祈

りをした場合でも効果がありました。中には、「御心がなりますように」という簡素な祈りのほう

が、具体的な結果を思い描いて祈った場合よりも効果が大きかったとう研究結果もあります。数多く

の実験において、神聖さを十二分に認識していること、病んでいる人への同情、思いやり、憐れみと

いった、祈りに満ちた態度が、いやしへの道を開くようです。

愛は祈りの力を増す

　　愛の力は伝説的であり、神話にも、常識にも、日常生活にも織り込まれています。愛は肉体に影響

します。恋人の告白に顔を赤らめたり、動悸が激しくなったりするように。そして、優しく、愛のこ

もった世話は、いやしにおける重要な要素の一つとして、昔から認められてきました。それどころ

か、「アメリカン・ジャーナル・オブ・メディスン」が実施した、心臓病患者１万人を対象とした調

査では、妻が協力的で愛情深いと思っている患者は、そうでない患者よりも狭心症が５０％近く少な

いそうです。

　　信仰と祈りによるいやしを行う人はほとんど誰もが、この言葉に同意するでしょう。「たとえ近

くにいなくとも、いやしの手を差し伸べることができるのは、愛の力による。」　気づかいや思いや

りというのはとても強い感情なので、祈る人はその相手と「一つになる」という表現がしばしばなさ

れます。いやしの人であるアグネス・サンフォードの言葉を借りれば、「愛だけがいやしの炎をとも

すことができる」のです。

祈りは体に良い

　　ハーバード・メディカル・スクールのハーバート・ベンソン医学博士は、祈りと瞑想が健康に貢献す

ることを研究した、最初の医学者の一人です。博士は運動と祈りの関連性を発見しました。博士はラ

ンナーに対して、走りながら瞑想するよう教え、それによってランナーの体がより効率的に動くこと

を発見したのです。

　　博士の研究は、祈りは体にとって良いだけでなく、祈り方は多種多様であることを示していま

す。ある特定の祈り方を指示すると、祈る人は祈りのプロセスからはずれてしまい、祈ることをやめ

る結果にもなり得るのです。

祈り方に制限はない

　　祈る人のほとんどは、祈りを、特定の目的のために利用することができると信じています。けれども、

調査によれば、特に目的を定めない祈り方もうまくいくようです。「御心がなりますように」や「な

るがままに」や「最善が行われますように」のような祈りは、具体的な成果を求めて祈りを「利用」

するわけではないし、複雑なメッセージを送っているわけでもありません。

祈りは、あなたが一人ではないことを示す

　　私の担当の患者が死を目前にしていました。その死の前日、私はその人の妻子と共にベッドの横に

座っていました。彼は、自分にわずかな時間しか残されていないことを知っていました。そして、言

葉を慎重に選びながら、しゃがれたでささやいたのです。信心深い人ではありませんでしたが、最

近、祈り始めたことを私たちに話してくれました。

　　「何を求めて祈るのですか？」と、私は尋ねました。

　　「何も求めてはいませんよ。」彼は、静かに答えました。　「ただ、祈ると、自分が一人ではな

いとわかるんです。」

人生は

デリケート！

取り扱いには

祈りをこめて！


