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 Mein Lieblingvers aus der Bibel 

ist seit  meiner Kindheit Matthäus 

28, 20:  Und das sollt ihr wissen: 

Ich bin immer bei euch, jeden 
Tag, bis zum Ende  der Welt.

 In einem  christlichen Elternhaus 

geboren, ging ich schon von 

klein auf zur Kirche und in die Sonntagschule, später 

auch in den Unterricht und wurde dann konfirmiert. In 

meiner Teenager Zeit wusste ich zwar immer in 

meinem Herzen, dass Jesus bei mir ist, aber oft waren 

mir andere Dinge wichtiger. 

  Als ich nach der Lehre anfing, in der Stadt zu arbeiten 

und auch dort wohnte, waren 

Ausgang und Spass an die erste 

Stelle gerückt. 

Nach einem Jahr jedoch merkte ich, 

dass das zwar ganz lustig ist aber 

keinen Sinn macht und dass ich so 

nicht weitermachen wollte.

  Ich entschied mich, ab Herbst 2003 

in Neuseeland  eine christlich 

geführte Sprachschule zu besuchen. Dort änderte sich 

vieles.

Ich fand Jesus wieder neu, ging wieder regelmässig 

zur Kirche und war umgeben von Christen. Auch traf 

ich Yuji und wir wurden ein Paar. 

  Wieder zurück in der Schweiz, wollte ich mein Leben 

ganz auf Jesus setzten und liess mich schliesslich 2005  

taufen. Die Beziehung zu Yuji wurde einige Male auf 

die Probe gestellt, doch es gab immer einen Weg. 

   Auch nach der Hochzeit durchlebten wir einige 

schwierige Zeiten und wussten manchmal nicht, wie es 

weitergehen soll, aber gerade in diesen Zeiten durften 

wir Jesus erleben und an diesem Spruch festhalten. 

　子供の頃からの私のお気に入りの聖書箇所は、マタイ28
章、20節です。
「わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたととも
にいます。」
　 私はクリスチャンの家庭に生まれ、幼いころから教会、
日曜学校へ通っていました。10代の時には、私の心の中に
はいつもイエス様がおられると感じていましたが、しかし
そのころはしばしば他のことを重要視していたように思い
ます。
　 職業学校が終わってから、街で働くようになり、またそ
こに一人で住むようになりました。夜は外出し友達と過ご
すということが自分にとってとても楽しい時間でした。
1年ほどそのような生活をした後に、そのような生活も面
白いけれども、全く意味がないことに気が付きました。ま
たそのような生活を続けたいとは思いませんでした。

　そして私は何かを変えようとニュージーラ
ンドへ行くことに決めました。そしてクリ
スチャン系の語学学校を選びました。　
　 ニュージーランドでは多くの変化があり
ました。定期的に教会へ通うようになり、
クリスチャンの友達が多くできました。そ
してイエス様は私に何かを与えてください
ました。そこで今の主人のユウジと出会
い、私たちは付き合うようになりました。

　 スイスに戻り、私は人生のすべてをイエス様に委ねるこ
とを決め、2005年に洗礼を受けました。ユウジとの関係
はとても難しい時が何度もありましたが、イエス様がいつ
も導きの道を与えて下さいました。
　
　 結婚後でも私たちは何度も難しい時間を過ごし、時には
どうして良いのか分からない時もありましたが、その時そ
の時にイエス様は私たちの中
におられ、イエス様を心から
感じることができました。そ
していつもこの聖句が私たち
を勇気づけ助けて下さいまし
た。今後もイエス様とともに
歩んでいきたいと思います。


