
God With Us 
Part 6: Israel’s Unfaithfulness and God’s Ridiculous Love 

Kings & Prophets thru 722 B.C. 

Message 7– The Godly Power Couple 
(2Chron.22:10-24:27; 2Kings 11, 12)  

神は我らと共に 
パート６：イスラエルの不信仰と神の驚くばかりの愛 

紀元前 722年までの王と預言者たち 

第七メッセージ－神聖な力を持つ夫婦 

（歴代誌第二２２：１０－２４：２７；列王記第二１１，１２章） 

 

 

はじめに 

 神に孫は存在しない。存在するのは子のみである。私たち

は皆、誰の信仰でもなく、個人的な信仰を持たなければなら

ない。使徒パウロは、若いテモテに、次のように記している：  

 あなたがいだいている偽りのない信仰を思い起している。

この信仰は、まずあなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケと

に宿ったものであったが、今あなたにも宿っていると、わた

しは確信している。（第二テモテ１：５） 

 エホヤダとエホシバの夫婦とその甥のヨアシュの物語りの

主なテーマは、霊的遺産問題である。南のユダの王国で、ヤ

ハウエへの献身が衰弱していた頃、エホヤダとエホシバが立

ち上がり、勇敢な信仰を示した。彼らの信仰の主な受益者は、

助けられ、ユダの王になった 7 歳のヨアシュであった。敬虔

な叔父と叔母に励まされた間は、主に忠実であったが、彼ら

の死後、神から離れた。その結果、王国は破壊され、ヨアシ

ュの生涯は不名誉に終わった。 

エホシバの勇気：歴代誌第二２２：１０－１２ 

 困難にある中、勇敢な信仰が輝く。邪悪なアハブ王とイゼ

ベルの娘のアタリアが原因で南のユダ王国に患難時代が到来

した。（このノートの最後のアタリアについての詳細を参照）アタリアはヨ

シャパテの子、ヨラムと結婚していた。北のイゼベルと同様

アタリアは、南のユダの王国をバアル崇拝の国に変えるため、

力と立場を利用した。夫（エホラム）と息子（アハジヤ）の死後、ア

タリアがユダの王座を仕切り、ヨシャパテの敬虔な子孫を根

絶しようとした。ダビデ王の系統が存続することが出来たの

は、義の娘であるエホシバの勇気の賜物であった。エホシバ

は、アタリヤの怒りから一人の子供を救い出した。（ノートの終

わりのエホシバについての注釈を参照） 

 アハジヤの母アタリヤは自分の子の死んだのを見て、立っ

てユダの家の王子をことごとく滅ぼしたが、王の娘エホシバ

はアハジヤの子ヨアシを王の子たちの殺される者のうちから

盗み）取り、彼とそのうばを寝室においた。こうしてエホシ

バがヨアシをアタリヤから隠したので、アタリヤはヨアシを

殺さなかった。エホシバはヨラム王の娘、またアハジヤの妹

で、祭司エホヤダの妻である。こうしてヨアシは神の宮に隠

れて彼らと共におること六年、その間アタリヤが国を治め

た。（歴代誌第二２２：１０－１２） 

 エホシバは「エホラム王の娘」と呼ばれていた。（エホラムには

何人もの妻がいたと想定して）エホシバは、アタリヤ以外の妻から生

まれた娘であった可能性が高い。それでも、成長の過程にお

いて、エホシバには、父のエホラムとその妻アタリヤの邪悪

さが露出されていたはずである。言うまでもなく、エホシバ

は、彼らの邪悪な道を歩まず、敬虔な祖父、ヨシャパテに続

く道を選んだ。アタリヤによって他の全ての相続人が殺され

たとき、エホシバは、乳幼児であったヨアシュを勇敢に連れ

去った。 



 夫であり、祭司であるエホヤダの助けによって、その子を

部屋に丸 6 年間かくまった。（参照：列王記第二１１：３の句はエホシバ

の役割を強調する：ヨアシュは、叔母と共に六年の間、主の宮に隠れたが、その間ア

タリヤが国を治めた。）エホヤダとエホシバは、夫婦で協力したこ

とに間違いはないが、明らかにエホシバの勇敢な信仰が、幼

いヨアシュを救う尽力の鍵であった。 

 エホシバは、神聖な伝統に従うことを選択だが、そのために

は、祖父のヨシャパテの信仰まで、2 世代振り返えり受け継ぐ

必要があった。それは、信心深い祭司であるエホヤダと結婚

し、苦境の中、勇敢な信仰をもって行動出来た理由を説明付

ける。あなたの家系を振り返る時、主のために心の全てを捧

げて生きた敬虔な先祖の模範はありましたか？あなたは誰の

後に続こうとしておられますか？あるいは、あなたが主に従

う第一世代であられるかもしれません。後に続く子孫が振り

返るとき、あなたの信仰の足跡を見ることが出来る様に、神

を敬う伝統を確立することの重要性を感じておられますか？ 

エホヤダ、ユダの王、ヨアシを王位に就任させる： 

歴代誌第二２３：１－１５ 

 エホシバの夫は敬虔な祭司エホヤダであった。真のユダの

王である 7 歳のヨアシュの就任に向けて、信仰と勇気と技術

を教えた。 

 また祭司エホヤダは、神の宮にあるダビデ王のやりおよび

大盾、小盾を百人の長たちに渡し、また王を守るために、す

べての民にめいめい手に武器をとらせ、宮の南側から北側に

わたって、祭壇と宮に沿って立たせた。こうして王の子を連

れ出して、これに冠をいただかせ、あかしの書を渡して王と

なし、エホヤダおよびその子たちが彼に油を注いだ。そして

「王万歳」と言った。（歴代誌第二２３：９－１１） 

 アサリアが神殿から祝いの騒ぎを聞いたとき、「反逆であ

る！」と泣き叫びながら駆け込んだが、自身の反逆行為と邪

悪行為のために、直ちに宮殿から連れ出され処刑された（ヨア

シュを除いて、すべての王の子孫を殺したことなど。）。 
 

エホヤダの民との契約：歴代誌第二２３：１６－２１ 

 ヨアシュは、まだ 7 歳であったので、祭司であるエホヤダ

が王の役割を代行した。先ず初めに、民に主との契約である

ヤハウエへの忠実を更新するよう勧めた。 

 エホヤダは自分とすべての民と王との間に、彼らは皆、主

の民となるとの契約を結んだ。（歴代誌第二２３：１６） 

 この契約は、口先だけの契約ではなく、行動が伴なった。

民はバアル神殿を破壊し、ヤハウエ礼拝を再開した。主に仕

える祭司たち、賛美する者たち、奉仕者たちは、神殿におい

ての役割に復帰した。ヨアシュが王位に着いただけでなく、

神であるヤハウエがユダの民の主として王位に着いた。 

 王を国の位につかせた。 国の民は皆喜んだ。町はアタリヤ

がつるぎで殺された後、穏やかであった。 

（歴代誌第二２３：２０，２１） 

 「主を愛します」と口先で言うことは容易である。しかし、

行動をもって主への愛を表すことは容易でない。イエス様は

言われた：「もしだれでもわたしを愛するならば、わたしの

言葉を守るであろう。（ヨハネ１４：２３）」信仰と従順は伴う。

信仰は、神に対する心の気質であり、従順は、信仰心の表出

である。神が今、呼びかけておられる従順へのステップは何

でしょうか？人生の中で、神を敬っていないために引き裂か

れなければならない領域はないでしょうか？あるいは、神を敬

ってはいるものの、再建や適切な場所に戻す必要がある部分



はないでしょうか？あなたに求めておられる従順のステップ

について、聖霊様に語っていただきましょう。 

ヨアシュの治世のまとめ：歴代誌第二２４：１－３ 

 王の治世の概要を手掛かりに、彼らの人生の重要なテーマ

を見出だすことが出来る： 

 ヨアシは位についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、

世を治めた。彼の母はベエルシバから出た者で名をヂビアと

いった。ヨアシは祭司エホヤダの世にある日の間は常に主の

良しと見られることを行った。 （歴代誌第二２４：１，２） 

 ヨアシュは、祭司エホヤダの生存中は 主に従った。人生に

敬虔な監督と影響力が存在した間は、神に忠実であった様で

ある。しかし、敬虔な人々がいなくなると同時に、バアル礼

拝に戻ってしまった。 

ヨアシュ宮殿を修理する：歴代誌第二２４：４－１４ 

 ヨアシュ王が最初に手掛けた働きは、主の宮殿の修理の依

頼であった（宮殿は、アタルヤの治世とバアルをユダの神とする運動中に大きな

被害を被っていた）。 

 この後ヨアシは主の宮を修繕しようと志して、祭司とレビ

びとを集めて言った、「ユダの町々へ行って、あなたがたの

神の宮を年々修繕する資金をすべてのイスラエルびとから集

めなさい。その事を急いでしなさい」。ところがレビびとは

これを急いでしなかった。 （歴代誌第二２４：４，５） 

 司祭たちが再建の任務遂行を迅速に行わなかった際、ヨア

シュ王は、（叔父であるエホヤダも含めて）彼らの過失を叱責したこ

とから、修理に非常に熱心であったことが伺える。 

 それで王はかしらであるエホヤダを召して言った、「あな

たはなぜレビびとに求めて、主のしもべモーセがあかしの幕

屋のためにイスラエルの会衆に課した税金をユダとエルサレ

ムから取り立てさせないのか」。 （歴代誌第二２４：６） 

 ヨアシュ王は、至急、募金箱を神殿の入り口に設置し、そ

の結果、神殿の修復プロジェクトを完成させるための資金集

めに成功した。 

 工人たちは働いたので、修復の工事は彼らの手によっては

かどり、神の宮を、もとの状態に復し、これを堅固にした。

それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダの前に持っ

て来たので、それをもって主の宮のために器物を造った。す

なわち勤めの器、燔祭の器、香の皿、および金銀の器を造っ

た。エホヤダの世にある日の間は、絶えず主の宮で燔祭をさ

さげた。 （歴代誌第二２４：１３－１４） 

 必要を上回る資金が「王とエホヤダ」にもたらされた。神

であるヤハウエ崇拝を再建するために、経験なエホヤダが全

過程において全面的に関わった。 

 神の宮の修理に、それほど熱心であったヨアシュが、エホ

ヤダの死後、いとも簡単に主から離れていく結果を招いたの

はなぜでしょう？マシュー・ヘンリーが次のように記してい

る：「神の神殿を建築することは、自らが神の宮となる事よ

りも容易い。」つまり、神が待ち望んでおられる心を育成す

ることよりも、神の名で活動に従事する方が容易である。ダ

ビデ王の人生の外見は、行動的で国家を導き、戦争で闘い、多

くの問題を解決した。しかし、ダビデが「神の御心の人」であ

った本当の理由は、神のために心を耕し献身したことにあっ

た。ダビデ王は、次の様に記している：「わたしは一つの事を

主に願った、わたしはそれを求める。わたしの生きるかぎ

り、主の家に住んで、主のうるわしきを見、その宮で尋ねき



わめることを。（詩篇２７：４）」あなたは、神を王として崇拝す

る心を耕しておられますか？ 

エホヤダの死と埋葬：歴代誌第二２４：１５，１６ 

 祭司エホヤダの人生に注目している。実際、任期中には、

主に仕える様に人々に呼びかけ、大きな役割を果した。死の際

もその功績は高く評価された： 

 しかしエホヤダは年老い、日が満ちて死んだ。その死んだ

時は百三十歳であった。人々は彼をダビデの町で王たちの中

に葬った。彼はイスラエルにおいて神とその宮とに良い事を

行ったからである。 （歴代誌第二２４：１５，１６） 

 祭司が王の墓に葬られたのです！何という死亡記事でしょ

う：「彼はイスラエルにおいて神とその宮とに良い事を行っ

たからである。」 

 死亡記事は、通常死後に刻印されるものであるが、綴られ

るのは生存中である。生存中に自身で編集する機会が与えら

れているわけである。アルフレッド・ノーベルの兄弟が死ん

だとき、誤ってアルフレッドの死亡記事が新聞に載せられた。

数々の爆発物の発明に加えて、ダイナマイトの発明家として

記されたが、アルフレッドは、それらの功績で覚えられるこ

とを快く感じなかった。そこで、残りの人生をノーベル平和賞

確立のために費やした。今日、ノーベルという名を爆発物と

関連付ける人は殆どいない。ノーベルというと、平和と結び

つく。それは、アルフレッド・ノーベルが生存中に自身の記

事を編集したからである。今、ご自分のために、どの様な記

事を記しておられるでしょうか？最終的に刻印される前に、

変更する必要のある個所はないでしょうか？ 

ヨアシュ、主から離れる：歴代誌第二２４：１７－１９ 

 神には孫は存在しない。存在するのは子のみである。ヨア

シュの生涯に、この原則が浮き彫りになる。ヨアシュは、叔

父と叔母の信仰を耕作していたが、自分の信仰を育くめてい

なかった様である。 

 エホヤダの死んだ後、ユダのつかさたちが来て、うやうや

しく王に敬意を表した。王は彼らに聞き従った。彼らはその

先祖の神、主の宮を捨てて、アシラ像および偶像に仕えたの

で、そのとがのために、怒りがユダとエルサレムに臨んだ。

主は彼らをご自分に引き返そうとして、預言者たちをつかわ

し、彼らにむかってあかしをさせられたが、耳を傾けなかっ

た。 （歴代誌第二２４：１７－１９） 

 ヨアシュは、周囲のユダ王国の司たちの意見によって、い

とも簡単に揺れ動かされてしまった。司たちは、王に影響を

及ぼし、国家を別の方向へと導くために、エホヤダの死を待

ち望んでいた。 

 意見とは、なんとなく保持している考えである。信念と

は、しっかりと保持している考えである。確信とは、私たち

をしっかりと保持する考えである。信念のために討論するこ

とはある。しかし、確信のためには命を懸けるであろう。意

見と信念と確信のリストを作成するとしたら、何を記されま

すか？キリスト従者にとって、あらゆる確信の根拠となるべ

き 2 つの中核的確信がある：１）神は、書き記された聖書の

み言を通して、私たちに語られた。したがって、聖書は信仰

と実践のすべての問題において、究極の権威である（また、神の

み言は、他のあらゆる確信を形作る）。２）三位一体の二番目のお方で

あり、生きたことばであられるイエス様を通して神は語られ

た。したがって、イエス様の内に、神の民と計画の究極の啓

示を受ける。へブル人への手紙一章 1－2 節に二つの確信の基



盤が述べられている。どの様にして確固たる信念を育てるの

でしょうか？真実を学ぶことによって意見は信念へと発展す

る。生活の中で、個人的に体験することによって、信念は確

固たる確信へと変わる。 

ヨアシュ、エホヤダの息子、ザカリヤを殺害する： 

２４：２０－２２ 

 聖書の中には、ヨアシュ王が敬虔な祭司エホヤダの息子に

対する犯罪行為に並び、幾つかの裏切り行為が記録されてい

る。神から離れていくヨアシュを見たザカリヤは、神の御霊

の力をもって、王を叱責し、神の道に戻るよう呼びかけた： 

 そこで神の霊が祭司エホヤダの子ゼカリヤに臨んだので、

彼は民の前に立ち上がって言った、「神はこう仰せられる、

『あなたがたが主の戒めを犯して、災を招くのはどういうわ

けであるか。あなたがたが主を捨てたために、主もあなたが

たを捨てられたのである』」。しかし人々は彼を害しようと

計り、王の命によって、石をもって彼を主の宮の庭で撃ち殺

した。このようにヨアシ王はゼカリヤの父エホヤダが自分に

施した恵みを思わず、その子を殺した。ゼカリヤは死ぬ時、

「どうぞ主がこれをみそなわして罰せられるように」と言っ

た。（歴代誌第二２４：２０－２２） 

 エホヤダの勇気のお陰で王になったヨアシュが、エホヤダ

の息子であるゼカリヤを殺害した！二人の性質の異なる息子

ヨアシュとゼカリヤの比較：ヨアシュは、決して霊的父親で

あったエホヤダの信仰を受け入れることも、具体化すること

もなかった。一方、ゼカリヤは、父親同様に命と死をかけて

自分の信仰を断固として貫いた。（注意：ゼカリヤという名は「神は覚え

ておられる」を意味する。間違いなく、ヨアシュがザカリヤに犯した罪を神は覚えら

れる。主はその様な裏切り行為に復讐してくださる！） 

シリヤの侵略とヨアシュの死：歴代誌第二２４：２３－２４ 

 これまでも、神はモーセの契約条件から神の民が逸脱した

際、定期的に裁きが下された。それらの裁きは、国家がシナイ

山でヤハウエとの契約を結んだ際、モーセによる契約の条項

に記されている（現代の契約同様、契約違反に対する処罰）。もし、民が

契約に忠実でなければ、多くの懲罰が落ちるであろう： 

    すなわち主は遠い所から、地のはてから一つの民を、はげ

たかが飛びかけるように、あなたに攻めきたらせられるであ

ろう。これはあなたがその言葉を知らない民、顔の恐ろしい

民であって、彼らは老人の身を顧みず、幼い者をあわれま

ず、あなたの家畜が産むものや、地の産物を食って、あなた

を滅ぼし、穀物をも、酒をも、油をも、牛の子をも、羊の子

をも、あなたの所に残さず、ついにあなたを全く滅ぼすであ

ろう。その民は全国ですべての町を攻め囲み、ついにあなた

が頼みとする、堅固な高い石がきをことごとく撃ちくずし、

あなたの神、主が賜わった国のうちのすべての町々を攻め囲

むであろう。（申命記２８：４９－５２） 

 それは、ユダとイスラエルの王が主から離れた際、ほぼ必

ず、近くの外国から侵略される結果を招いて来ている理由を

説明付ける。ヨアシュの場合も同じであった。彼の主に対す

る反抗は、神による外国の侵略を招く結果へと導いた。 

 この時スリヤの軍勢は少数で来たのであるが、主は大軍を

彼らの手に渡された。これは彼らがその先祖の神、主を捨て

たためである。このように彼らはヨアシを罰した。（歴代誌

第二２４：２４） 

ヨアシュの不名誉な埋葬：歴代誌第二２４：２５－２７ 

 アラム人の侵略はヨアシュの治世の終わりを導いた。主か

ら離れる様ヨアシュを誘導した指導者たちは殺された（２４： 



２３）。ヨアシュ自身は、アロマンが去った後、死の直前の状態

に置かれた。最終的に、彼自身の僕によって殺された： 

 スリヤ軍はヨアシに大傷を負わせて捨て去ったが、ヨアシ

の家来たちは祭司エホヤダの子の血のために、党を結んで彼

にそむき、彼を床の上に殺して、死なせた。人々は彼をダビ

デの町に葬ったが、王の墓には葬らなかった。 

（歴代誌第二２４：２５） 

 40 年もの間、ヨアシュは、ユダ王国を治めたが死亡の際、

真の王として扱われなかった。何という悲しい結末でしょう。

敬虔な人生を全うした祭司エホヤダは、王同等に葬られ、神

から背いた王、ヨアシュは、王として葬られなかった。 

アタリヤとヨラムに関する追加事項： 

邪悪なアタリヤの役割 

   ユダ王国の長子の、ヨラムの父親（ヨシャパテ）とイスラエル王

国のアタリヤの両親（アハブとイゼベル）は、同盟関係を築くため

に結婚した。ユダ王国の王、ヨラムとその妻アタリヤは、治世

を守るために、王室の兄弟 6 人を殺すために協力しあった（歴

代誌第二２１：４，５，１３）。その邪悪な行為のために、神は二人

に懲罰を与えられ、ユダ王国は攻撃を受けた。最年少のアハ

ジヤ以外、全ての息子と妻たちは捕らえられた（歴代誌第二２１：

１３，１６，１７）。ヨラムは、激痛を伴う病のために死ぬまでの

8 年間統治した（歴代誌第二２１：６，１３）。息子のアハジヤの統治

は、1 年であったが、王女の母として、アハジヤに悪を継続さ

せるよう影響した（歴代誌第二２２：３）。アハジヤの死後、アタリ

ヤは王座を乗っ取り、6 年間支配した。彼女は単独で治めたユ

ダとイスラエルの歴史の中で唯一の女君主であった。 

アタリヤの女としての強さ 

 アタリヤには、多くの力が備わっていたが、母親であるイ

ゼベルと同様に 3 つの力を邪悪のためのみに用いた。彼女は

野心家で、強く、熱狂的であった。また、王女の座を守るた

めには、罪のない王室の家族を殺すことも恐れなかった。夫

にユダのバアル礼拝を広めるよう悪影響をもたらし、バアル

神殿を建設し、ソロモンの神殿の一部を用いて、バアル神殿

を建てた張本人であった（歴代誌第二２４：７）。アタリヤはまた、

女王としての無条件の権利を確保するために、息子アハジヤ

の子であり、実の孫全員を殺した（たった一人、一歳であったヨアシュ

だけが隠され生き残った）。6年以上、滅びることなく女王としての

地位を維持することが出来た能力は強さを示す！北部に、も

ともとの王室と家族関係、政治的知識と個人的決意があった。

アタリアには、よく計画されたクーデターの間、自分自身で寺

院に駆け込み、「反逆」と叫ぶ度胸があった！まるで彼女に

阻止する力があったかの様に。 

神の表示 

 神はアタリヤに寛容であった。彼女には長年にわたり、ヤ

ハウエに信仰を置く決断を下すために十分なチャンスが与え

られていた。神の主権は、彼女の邪悪な計画を覆した。ダビデ

の王室の家系は、アタリヤが完全に破壊しようとしたにもか

かわらず、保護された。 

アタリヤの人生を警告として 

 アタリヤの人生は、人間の悪がどういったものであるかを

警告する。実の孫たちまでも殺害し、しばらくの間は、思い

通りに支配したが、最終的に神が彼女の死をもって企みを阻

止された。聖書はだまされないようにと教えている。 



 まちがってはいけない、神は侮られるようなかたではな

い。人は自分のまいたものを、刈り取ることになる。 

（ガラテヤ人への手紙６：７） 

勇敢なエホシバの役割 

    エホシバは、ヨラム王の娘であったが、母親は異なってい

たので、アタリヤは義の母であった。弟、アハジヤの異母姉

であり、またその息子、幼児であるヨアシュのおばであった。

アタリヤが、ユダ王国の王座を継承する可能性のある孫全員

を殺害した際、エホシバの主な役割は、赤ん坊であったヨア

シュを保護することによって、ダビデ王の血筋を存続させる

ことであった。エホシバは、大祭司であり、ヨアシュの叔父

でもあるエホヤダの妻であった。エホヤダは、ヨアシュが成

長する間の霊的父親であり教師でもあった。 

エホシバの女性としての強さ 

 エホシバは、アタリヤの圧政に直面した勇敢な女性であっ

た。父親と義の母親は、ヤハウエ礼拝を絶滅させようとしたに

も関わらず、敬虔な祭司と結婚する道を選択し、主に従った。

恐怖の中にあっても、それ以上に信仰を優先した。彼女はアハ

ジヤを除いたすべての兄弟が捕らえた攻撃と襲撃を免れれ、

夫婦でヨアシュを 6 年間かくまった! 

神の表示 

 神は、約束をお守りになられるために人を用いられる。エ

ホシバは、イスラエルの救世主が、いつかダビデ王の後継者

となられるという神のお約束を信じる選択をした。ただ一人

残った救世主の約束を果たす後継者を救うことによって、重

要な役割を果たした。人間の暴君が勝っている様に見える様

な時でも、神の目的は必ず達成する。 

エホシバの人生を模範として 

 神は、エホシバを忠実な信者として、ダビデ王への永遠の

約束を守る任務に信頼出来る者として用いられた：あなたの

家と王国はわたしの前に長く保つであろう。あなたの位は長

く堅うせられる』」（サムエル記第二７：１６）。彼女は、

また、偉大な信仰と勇気をもって、神に仕えた者の模範でも

ある。女たちが神のみ言で心と思いを満たすよう促した。そ

うすれば、恐れるときも、神に信頼して危険を冒すことを思

い出すことが出来る（詩篇５６：３，４）。 

討論のための質問 

１．この箇所は、次世代への信仰移転がテーマである。あなた自

身の霊的伝統、霊的歩み、霊的遺産に照らし合わせながら、その

テーマについて考えてみましょう。自身の信仰の譲り渡しについ

て熟考するとき、何が思い浮かびますか？ 

２．勇敢なエホシバとエホヤダの人生から、何を学ばれたでしょ

うか？彼らの行動は、どの様な影響を与えましたか？神があなた

に召そうとしておられる勇敢な信仰の行動はないでしょうか？ 

３．マシュー・ヘンリーの次の言葉：「神の宮を建てることは、

自らが神の宮となる事よりも容易い。」はあなたに何を語ります

か？ 

４．あなたの死亡記事について考えてみましょう。あなたは次世

代にどの様に覚えて欲しいと願っておられますか？もし、自分の

死亡記事を書くことが出来たなら、どんな記事になるでしょう

か？ 


