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混乱の中の神の良さ 

 

まず、始める前に、ニュージーランドの地震ニュースを受けて、お祈りをお願いしたいと思います。マグ

ニチュード 7.4津波警報も出ており、かなり強い地震が、ニュージーランドの南島を襲いました。アメリ

カ地質調査所によると、ニュージーランド南島の北東海岸で、津波が発生。ニュージーランド民間防衛

と、危機管理は破壊的な波が、国の東海岸全体に押し寄せる危険があるとして、低地に住む住民に高台に

避難するように呼び掛けました。これは、実際に大きなことなので、人々は真剣に受け止めるべきだと、

ニュージーランドのラジオでアナウンサーが呼びかけています。これはハワイでもありますよね？残念

ながら、私たちもたくさんの警報が鳴らされながらも、何も起こらないと“オオカミ少年”になる可能性

を高めてしまっている。何も起こらないのは感謝なことですが。ニュージーランドを覚えて、続けて祈っ

ていきましょう。 

 

今日は、たくさん祈って主を求めた結果、預言アップデートと聖書の学びの代わりに、まったく違う内容

で行くようにと、はっきり示されました。今日は３つの事について、率直に包み隠さず、また正直に話す

ようにと主が導かれました。一つは、国家規模で、この国の混乱について。次に、組織規模で、カルバリ

ーチャペル運動について。最後に、個人レベルで、私の家族の混乱についてです。今日の説教にタイトル

を付けるとしたら、「混乱のただ中で、神の良さ」。 

 

初めに、少し時間を割いて伝えたいのは、ここ２週間の間で、神が私に働きかけてくださった、希望と励

まし、神の良さについてです。私個人的には、こんな週は今までになかった。記憶の中では、私の人生初

めてだったと思います。その内の１つ、まずは、だれもがミラクルだと認める、火曜の大統領選、ドナル

ド・トランプのヒラリー・クリントンを抑えての勝利ですね。今回起こった衝撃を説明しようと、専門家

が頭を抱え口ごもっていますが、何が起こったかを、はっきり知っているのは、福音派のクリスチャンで

す。世界中のクリスチャンが、断食し、祈りました。イスラエルで祈祷会が行われていたのを、私はフェ

イスブックとツイッターで見ました。エルサレムで、です。ユダヤ人の兄弟姉妹がひざまずいて、大統領

選の為に祈っているのです。どうですか？世界中で、クリスチャンが断食して祈り、ここアメリカでも、

クリスチャン達が断食して祈りました。そして、すごいのが、投票もしたのです。報道によると、福音派

のクリスチャンが投票した数は、過去数十年間で最高。だから、この驚愕の選挙結果に、私たちの多くが

歓喜しているのです。 

 

次に皆さんの喜びに水を差すことは承知の上で、それでも、思い起こすために言わざるを得ません。私た

ちの希望は、ドナルド・トランプではない。これにはみんなが同意しているでしょう。考えてみてくださ

い。以前にも、同じ事がありましたよね？私たちは、親クリスチャン派、親イスラエル派、妊娠中絶反対

派の大統領を選んだと思っていましたが、最後に分かったのは、それは取るに足らない事だったという

こと。それは何の役にも立たなかった。本当に大切なのは、この世は私たちの家ではなく、この世は私た

ちの希望でもないという事です。さらに踏み込んで言うと、我々の希望は、国にはなく、大統領にもあり



ません。私たちの希望は、イエス・キリストの中にあり、また、すぐにも主が来て、イエス・キリストの

教会を携挙されることです。 

次に、大統領が選挙で選ばれるのではなく、あらかじめ、定められているのだと信じている人がいること

も知っています。それもあり得ます。もしそうだったとしたら、なおさら私たちは、今までになかったほ

どに、主を信頼しなければなりません。また、トランプは就任しないと信じている人もいます。トランプ

が暗殺されるか、オバマが軍事法を導入して、大統領の地位に留まるというのです。もしそれが筋書な

ら、我々の信頼は、今は、これまで以上にさらにもっと主に置くべきでしょう。私たちが覚えている限り、

この国がこれほどに分断されたことがないのは、皆さんも同じ意見でしょう。その証拠に、雇われデモ隊

がアメリカの各都市で暴挙を振るっており、それは現在も続いています。私には、これらがどのように収

まるのか、まだ分かりませんが、「私たちの格闘は、血肉に対するものではない」これを覚えておかなけ

ればなりません。格闘は、民主党対共和党でもありません。戦いの相手は、パウロがエペソ６章にあげて

いて、霊的戦いについては以前お話ししました。それと、霊的武具を身に着けることも。サタンの策略の

一つは、私たちに、世的な武器を持って、霊的戦いを戦わせることです。この策略は、これまでも大成功

を遂げてきました。パウロがコリントの教会へ書いていますが、 

 

“私たちの戦いの武具は、肉の物ではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。” 

（第２コリント 10:4） 

 

ペテロは園で、人々がイエスを捕えに来た時、世的な武器である剣を抜いて、そしてマルコスの耳を切り

落としました。そして、イエスはもちろん耳を癒します。しかし私には、イエスが怒って厳しい口調で言

っている姿は想像できず、「信仰の薄い人だな」（マタイ 14:31）と弟子たちに言われた時でさえ、救世主

が軽蔑して言ったとは想像できません。私には、救世主が、愛と親切と情をもって言われている様子が浮

かんでくるのです。なので主は、ペテロに言いました。「ペテロ、これは霊的戦いなのだ。剣を納めなさ

い」（マタイ 26:52）ペテロは、霊的戦いをこの世の武器で戦おうとし、それは惨事の始まりです。パウ

ロもまた、コリント人への手紙に書いています。 

 

“私たちは、サタンの策略を知らないわけではありません”（第二コリント 2:11） 

 

キングジェームズ訳では、“悪魔のたくらみ”と表現されています。「悪魔のたくらみ」とはうまく表現し

ていますよね？サタンは、実に策士です。サタンは、実に聡明なのです。悪ですよ。しかし、しかしすご

く聡明です。彼は破壊するための、聡明な策略、計画を持っているのです。それは始めから終わりまで悪

です。そして、サタンは分裂させ、制覇しようと企むのです。これは聖書の中でも、最も古い手口でしょ

う。分断させ、一旦分断されたら、次に来るのは破滅です。教会を分断することが出来れば、教会を破滅

させることが出来ます。家族、結婚を分断することが出来れば、家族を破滅することが出来、また結婚を

破滅することが出来ます。国を分断させることが出来れば、国を破滅させることが出来る。「一致すれば

立ち、分断すれば倒れる」という言葉もあるほどです。だから、これが敵の計画であり、策略であり、武

器なのです。私はイザヤが言った言葉が好きです。 

 



“あなた（イスラエル）を攻めるために作られる武器は、どれも役に立たなくなる。”（イザヤ 54:17） 

 

これもまた、「しかし、神は」の一つです。分かりますか？「しかし、神は」です。サタンは破滅させ、

だまし、分断しようとしました。しかし、神は。これにはまた別の意味もあって、以前にもお話ししたこ

とがありますが、それでも私たちが最近目にしているのは、悪魔は、自分の時の短いことを知っているの

です(黙示録 12:12)。とても大事なのは、サタンは偏在でもなく、全知でもなく、全能でもないと理解し

ておくことです。彼は全部を知らず、彼は、同時に複数の場所に存在する事は出来ません。そして、彼は

何でも出来るわけではない。確か、Warren Weirsbeだったと思いますが、「悪魔は、神の悪魔なのだ」。

悪魔は、神の許可がなければ、何もできないのです。ヨブに聞いてみてください。ペテロに聞いても良い。

イエスがペテロに言いました。 

 

“シモン、シモン。見なさい。サタンが、あなたがたを麦のようにふるいにかけることを願って” 

（ルカ福音書 22:31） 

 

想像できますよね。聖書の中には書かれていませんが、ペテロがこんな風に言う様子が想像できます。

「なんで言ったのですか？」「サタンに、麦のようにふるいにかけてよいと言ったのですか？」「嘘だと思

いたい」。ところが主は許可されたのです。でも、神は、それが主の目的を成す為にのみ、サタンが私た

ちに触れることを許可される。それは常に、主の栄光と、私たちの益の為です。それはいつも主の栄光の

為と、私たちがさらに良くなる為なのです。だから神は、この悪魔という被造物、非常に利口な生き物、

非常に悪の存在を許される。その理由で、神は悪魔が行っているような事を許可されるのです。しかし、

見ての通り、悪魔は自分の時が短いのを知っている。イエスが言った言葉を思い出します。主は言われま

した。 

 

“見よ。わたしはすぐに来る。”（黙示録 22:7） 

 

ここで“来る”に使われている言語は、ギリシャ語で“TACHOS”。ここから”タコメーター“という言葉

が来ています。イエスが言われているのは、物事が加速度的に起こり始めたら、わたしは来るというこ

と。物事が、ものすごいスピードで起こり始めたらという意味です。一つ、私の目から見て実感している

のは、物事が実にすごいスピードで展開しているという事です。もごとがあっという間に加速度的に動

いています。毎週聖書預言アップデートでお話ししているように、中東では物事がすごいスピードで動

いていて、ロシアが現在行っている事、それから特にシリアとトルコで起こっていること全て、現在、中

東全体で起こっている事はまさに、”前代未聞“です。現在起こっているように、全ての事が急展開で起

こるのは、前代未聞です。サタンが、混乱を引き起こしているのは、国家、特にこの国だけでなく、キリ

ストの体にも混乱をもたらしています。もっと具体的に言えば、カルバリーチャペル内部にです。（カル

バリーチャペル創始者）チャック・スミス牧師が天に召されて以来、全体としてとらえる事に対して、解

釈の相違が出ています。みなさんの中にも、特にソーシャルメディアを見ている人は、様々なことが起こ

っているのをご存知だと思いますが、箴言に書かれていることを見てください。 

 



“最初に訴えるものは、その相手が来て彼を調べるまでは、正しく見える。”（箴言 18:17） 

 

これは、本当に真理だと思います。これ以上の真理はないでしょう。一方の話を聞くと、もう一方の話を

聞くまでは、それが正しいように聞こえる。「そうだ！」「まったくだ！」と。物事には必ず 2つの側面が

あります。話には、２つの側面があります。現在、カルバリーチャペル内で、混乱と分断が起こっていま

す。これはとても悲しい事です。「しかし、神は。」私は、その事にとても感謝しています。何故かと言え

ば、チャック・スミス牧師は、知恵を持って米国内に１６００のカルバリーチャペルを導く牧師たちを任

命していました。これらの牧師たちの名前を読み上げたいと思います。この中の牧師は、私も個人的に知

っていて、神は彼ら全員を私の人生の中で、強烈な形で用いておられます。まずはじめに、チャック・ス

ミス牧師。ところで、私は人間には従っていません。私はイエスに従っているのです。私はイエスに従い

ます。パウロも言いましたが、私はチャック牧師を使徒パウロのように見ています。パウロは言いまし

た。 

 

“わたしがキリストにならうように、あなた方もわたしにならうものになってください。” 

（第一コリント 11:1） 

 

チャック牧師はイエスに従いました。彼は、私たち全員に手本を示しました。彼は人生のすべてを神にさ

さげ、そして神は彼を最大限に、栄光に満ちた形で使われた。また彼は謙虚な人で、神は彼を使われた。

私は彼の事を神に感謝しています。そして私はカルバリーチャペルにとても感謝しています。だからこ

そ、私はカルバリーチャペルなのです。私はカルバリーチャペルであることを謝罪したりしません。私

は、チャック・スミス牧師の為にカルバリーチャペルなのではなく、カルバリーチャペルを通して、神が

なされたことを目撃したからです。この何年もの間、神の御言葉を創世記から黙示録までの教えを、神が

どれほど祝福されたかを目の当たりにしています。それから、チャック・スミス牧師が聖書預言が大好き

だった事も決して邪魔にならないでしょう。 

では名前を読み上げてみましょう。 

Joe Focht牧師。ペンシルバニア州カルバリーチャペル フィラデルフィア。Don McClureが以前言って

いましたが、Joe牧師のホームページでは、彼の説教がおよそ５０万件以上ダウンロードされているのだ

そうです。毎月だったか、毎週だったか分かりませんが。Joe Fochtは、現在存命している最高の聖書教

師の一人だと私は思います。彼は素晴らしい教師で、中でも復活祭の教えは実に見事です。あれは本当に

油注がれた教えで、わたしはもう赤ん坊のように泣きました。 

Jeff Johnson牧師。Jeff牧師は、以前にもここに来ましたから、ご存知の方もいるでしょう。Bill牧師

の親しい友人でもあります。 

ニュージャージ州の Loyd Pulley牧師。今年８月にここで説教をされました。 

David Guzik牧師。カリフォルニア州、カルバリーチャペル サンタバーバラ。彼はカルバリーチャペル

を創設したのですが、彼は現在ドイツのジーゲンで、カルバリーチャペルと神学校を創設し、それらを通

して現在、神がドイツ中で動いておられます。 

 

ところで、忘れる前に言っておくと、カルバリーチャペルは一致団結しています。 



神はカルバリーチャペルで新しく、ワクワクする形で動いておられ、神は世界中で様々なことをされて

います。ところで、カルバリーチャペルマガジンを手にしたことのない人は、ぜひ取得してください。そ

の中に、神が世界中でされていることが書かれていますから。その最後には、世界中にいる人々からの、

祈りのリクエストが記載されていて、それを読み、彼らが祈っていることを見て、実に謙虚にさせられま

す。アメリカにいる自分たちの祈っている事と、彼らが祈っている事を見て、実に謙虚にさせられます。 

ジョージア州の Sandy Adams牧師。そしてもちろん、ここホノルルの Bill Stonebraker牧師。Chino Vally

の、David Rosales牧師。David牧師も素晴らしい教師、すごい教師です。Don McClure牧師は、チャッ

ク牧師の側で、長年右腕として仕えた人です。Mike Mcintosh牧師。彼は８月にここで行われたカンファ

レンスに来られました。Raul Reese牧師も同様です。ところで、私の事を感情的だとみなさんは言いま

すが、最近の Raul Reese牧師の説教を聞いたことがありますか？彼は、赤ん坊のように泣いて、ようや

くのことで説教を最後まで終わらせたのです。彼は、強靭な男なのですよ。Raul Rええせ牧師は誰も逆

らいたくないような人なのです。フロリダ州カルバリーチャペル メリットアイランドの Malcolm Wilde

牧師。彼もここに来たことがあります。そして、彼は私がずっと大好きで、フォローしている聖書教師で

す。妻と私は、彼のポッドキャストをいつも聴いていますが、私個人的には、彼が一番の聖書教師だと思

います。現在存命している中で、最高の教師です。実際、カルバリーチャペルモデストの David Guzik牧

師も、Damine Kyleは現在生存している中では、最高の教師だと言っていました。私は何度か彼に会って

話す機会を与えられたのです。何年も前、カリフォルニアで行われた牧師カンファレンスで、時間をとも

にした時、彼に話した事ががあります。私がこの教会を始める前に、１年半の間ミニストリーに戻るべき

かどうか、主を探し求めていた時です。その時私は、実はカリフォルニアに言って、Damien Kyle牧師の

教えをただじっと座って聞いていたいと祈っていたのです。私は仕えるのではなく、ただ座って神の御

言葉を聞いていたかった。今でもよく覚えていますが、その時、彼が言ったのは、「そうしなくて良かっ

た」。私は、「わぉ！愛はないのか！？」と思いましたが、でも彼は、「そうしなくて良かった。私たちは

もっと広く遠く、神の御国を広げなくてはならないのだ」と言いました。今、その時の事を思い出して、

みなさんの顔を見ると、私もあの時、そうしなくて良かったと思います。ここに来てよかった。”すき”

から手を離さなくて良かった。娘が亡くなった後の事、少しこの話もしたいと思います。昨日、Bill 牧

師と話をしていて、私たちがここへ来る前に、彼がくれたアドバイスについて話しました。「ビル牧師は

覚えているかどうかわかりませんが、妻と私がここにきて、教会を始めることが主の御心かどうか、答え

を祈っていた時に、先生が最高のアドバイスをくださったのです。それが実に適切で、その内容は、”JD、

本当にここに呼べれているのか、ちゃんと確認しないとダメだよ。これまでにもたくさんの人が本土か

らやってきたが、２年ほどしか続かなくて、失敗して彼らが返った後、人々の中に後味の悪さを残して行

くんだ。”そして２００５年、教会を初めて最初の年に、その意味がはっきりと分かってきました。それ

から娘ノエルが生まれて、娘は死ぬことも分かっていました。娘ノエルが亡くなった後、教会の人たちは

３０－４０人だったでしょうか。その時はすでに、SDA教会で集会をしていて、その直後でした。そして

ノエルが亡くなった後、人が見ているんです。私が”すき”に手を置き続けるか、または、これまで本土

から来た人たちと同じか。教会を建てるために、ハワイに送られたくない人なんでいますか？「主よ私が

います！」「私を遣わしてください！」「誰かがやらなくてはいけないでしょう！？」それは本当に辛く

て、でも同時に、その小さな集会の結束を強めたのです。私が留まるかどうか、人々は目を見張っていて、

私が去らず、”すき”に手をかけ続けた時、人は私の決意を見たのです。「この人はどこへも行かない」「彼



の娘が亡くなったのに！」「その上、彼と彼の奥さんはまだ一緒にいる。」通常、子供を亡くした夫婦の９

０％以上が離婚しています。でも私たち夫婦は、一緒に居るだけでなく、私は、すきから手を離さなかっ

た。私がどれだけ決意を固めているかを知ると、人々も決意を固め始めたのです。「自分たちが好むと好

まざるとも、この人はどこへも行かない！」と。 

 

Damine Kyle牧師についてお話しします。今朝、礼拝の前に裏に行って、聞いたことを書き留めたました。

先週の日曜日、１１月６日に彼は、エレミヤ書を教え始めました。嘆きの書です。私の大好きな聖書の一

つです。と言っても、聖書全部が私は大好きなのですが。私はエレミヤが大好きです。実際は妻がこれを

先に聴いて、私にも聞きなさいと言って聴かせてくれたのです。その中で、彼が言ったことのいくつかを

紹介します。 

『牧師と言えば、皆さんはただ立ち上がって説教をして、そして家に帰るのだと思っているでしょう。し

かしエレミヤは、中にはそうでない人もいると伝えています。彼が続けて言ったのが、ある非常に賜物の

ある牧師をテレビのクリスチャン番組で見ていて、ものすごく油の注がれた説教をした後、人々がどれ

だけ祝福されたか、どれだけ感謝しているかと彼に伝えました。それに対して彼の答えは、「みなさんの

多くは祝福されて家に帰るでしょう。しかし私は、みなさんの想像をはるかに超える、緊迫した霊的戦い

を終えて、帰るのです。」Dmien 牧師は、続けて言いました。「その通りだ。」私たちが反対派に立ち向か

って堅く立ち、強くあるためにエレミヤがしたように、誰かが、対価を支払っているのです。』 

 

先週、聖書アップデートを終えた後、私は暗闇を奮い立たせたのでしょうか。みなさんも理解しなければ

なりません。サタンはこの教会を憎んでいるのです。また彼は、私を憎んでいる。それからあなた方の事

も、彼は憎んでいます。彼は、我々が立ち上がる事を、嫌悪しているのです。我々が御言葉を伝えること

を嫌悪し、我々がイスラエルの為に立ち上がる事、我々がイスラエルを愛していることを嫌悪している

のです。これに関して、間違ってはいけません。彼は私たちに向かって、攻撃を仕掛けます。それはとて

も激しいもので、この終わりの時には、さらにどんどん激しさを増しています。私が学んだことの一つ

に、サタンがあなたを攻撃してきた時には、心配いらない。何故かと言うと、それはあなたが脅威だとい

う事を意味しているからです。でも、悪魔があなたを自由にさせた時こそ、心配しなければなりません。

さらにもっと心配しなければならないのは、悪魔があなたに贈り物をしてきた時です。何の脅威も与え

ない、これからも頑張って！と、あなたに感謝の気持ちを伝えてきた時です。 

シアトルの Wayne Taylor牧師を私は知っています。それから最近仲良くなった、カリフォルニアチノヒ

ルズの Jack Hibbs牧師。これらが神の人々で、問題はこちらです。カルバリーチャペル コスタメサの、

Brian Brodersen牧師が、カルバリーチャペル アソシエーションから脱退する為、辞表を提出しました。

それによって、混乱や憶測を招いています。悲しい事ですが、カルバリーチャペルを見下す世俗がいて、

この軽蔑する世俗と共存する者たちが、この噂に飛びつき、分断し、破滅させようとする敵の手に、まん

まと乗せられました。火曜日、Bill Stonebraker牧師が、ハワイのカルバリーチャペル牧師の為に、賛

美と交わりと祈りの時間を設定していて、ハワイに住んでいる私はとても楽しみにしているのです。と

にかく、牧師同士、牧師として交わりの時、神を求める時間、祈りの時間、賛美の時間、互いに仕えあう

時間を過ごして来ます。もう一度言います。カルバリーチャペルは、特にここハワイでは、我々は一致団

結し、同じ気持ちで、同じ意見です。もしこのような霊的攻撃が我々を強めるとしたら、牧師として、教



会としての我々の決意と、結束はさらに強くなるのだという事を、くれぐれも覚えておいてください。以

前も言いましたが、私は神の御言葉と、聖書預言の教えを捨てるつもりは全くありません。私はさらに決

意を固めました。これからも、私は死ぬか、携挙で上げられるまで毎週、神の全ての計画を教え、預言の

太鼓を叩き続けることを約束します。私はすぐには死ぬとは思いません。こんなこと言うべきではない

のでしょうが、でも私は死ぬ前に携挙が起こると思っています。 

 

次に個人のレベルで、我が家の混乱です。 

みなさんの多くがご存知の通り、先週、家の１８歳になる息子の事で、非常に恐ろしい思いをしていて、

金曜日フェイスブックのライブで、私の息子 Elias の為に皆さんにお祈りをお願いしました。息子はカ

リフォルニアで、痙攣を起しました。そして、息子がどこにいるのか分からない時間があったのです。そ

の時、世界中の何万人という人たちが祈ってくれました。具体的な時間は帰って調べないと定かではあ

りませんが、１０分程だったと思います。フェイスブックライブをした後、奇跡的に息子が見つかり、息

子の居場所も、息子が無事であることも分かりました。しかしその後、息子はカリフォルニアで入院をし

ました。それが水曜日の夜です。なので木曜日、また彼がハワイに戻るための帰りの航空券を買いまし

た。それが金曜日の夜の便です。息子が発見され、無事だと分かってから、アラスカ航空チケットを買っ

たのです。もっと安い、他の航空会社を抑えることが出来ませんでした。なぜか、手続きがうまく行かな

かったのです。今なら、なぜだか分かります。息子はカリフォルニア オンタリオの空港に連れていか

れ、搭乗時間近くになった時です。妻と私は、もし息子がまた痙攣を起こした時、私たちには連絡するす

べがない事に気が付きました。息子は携帯電話を持っていなかったからです。なので、私たちはアラスカ

航空に連絡して、息子が無事か、また息子が飛行機に搭乗できたかを確認する為、息子に連絡を取れない

かと問い合わせました。それが出来なかった時、私はすぐにアラスカ航空に努める、私の従妹姉妹夫婦に

助けてもらえないかと連絡を取りました。そしたら主が彼らの友達を、ちなみに彼らは全員キリストに

ある兄弟姉妹です。これは私の大好きな従妹で、以前、従姉妹夫妻がここに来た時に、会った人もいるで

しょう。ともかく、私も会った事のある、従姉妹の友達を、主はカリフォルニア オンタリオの、まった

く同じゲートに、全く同じ時間に置かれていたのです。見てください。彼は、アラスカ航空のパイロット

で、奥さんは医療従事者です。そこで、彼女は何度も私にメールをくれました。”息子さんは今搭乗しま

した””息子さんは大丈夫です””息子さんはもうすぐ帰ります”その次に彼女から来たメールですが、こ

れが素晴らしいです。「神は素晴らしい。最初この飛行機の空席がなかったため、もう少しで私たちはオ

ンタリオではなく、バーバンクへ行くところでした。でもギリギリになって神が…」しかし神が！「私と

夫の為に座席を空けてくださった。神のタイミングと祈りへの答えには、いつも驚かされます。」この時

私はまだ、神が彼女たちをオンタリオに送った本当の目的を知りませんでした。息子は、飛行機の中でま

た痙攣を起こしました。離陸する前にです。もし、彼女がそこに居なければ、誰も私たちに連絡するすべ

が無かったのです。息子が救急車で病院に運ばれた事も、しかも神は飛行機がまだ空港にいる間に、空中

ではなく、それが起こることを許された。もしこれが空中だったと思うと。アラスカ航空は、私たちに実

に良くしてくださって、すぐに連絡をくれ、息子が救急車でオンタリオの病院に運ばれたと、病院の情報

等をくれたので、病院に連絡を取りました。そして息子の状態が安定してから、ようやく私たちは息子と

話すことが出来たのです。想像通り、息子はとても恐れ怯えていて、「父さん、家に帰りたい」というの

です。でも、私はすぐには行けないので、妹に電話をしました。妹はカリフォルニアのパサディナに住ん



でいて、パサディナはオンタリオから車で４５分の距離です。すごく面白いのが、妹に連絡を取って事情

を話しましたが、妹が言ったのは、妹はパラマウントムービーに勤めていて、その夜はスクリーニングを

予定していたのに、ギリギリになって中止にしたということ。もし、それを中止にしていなかったら、私

の電話に出ることは出来なかったそうです。これも主だと分かります。妹はすぐに車に乗って、まっすぐ

病院に向かってくれました。「息子と一緒に居てやってくれ。たった一人でそこに居るんだ。」と私は伝え

ました。いいですか、聞いてください。皆さんも、様々な試練の中にいるでしょう。でも、言っておきま

す。私たちの仕える神は、神の知らない間に、私たちの髪の一本さえ地に落とすような事はされません。

神は、神にしかできない形で、全てのタイミングと、すべてのものを取り仕切っておられる。妹が病院に

着いて、入り口に行くと、そこはカギがかかっていました。その時はまだ早朝でしたから。妹は中に入れ

ず、車に戻ろうとした時、どこからともなく男性が現れました。私は御使いだと思います。男性は妹がい

た入り口に歩いて来たので、妹が中に入れたのです。もしそれがなければ、妹は息子に会えなかったでし

ょう。その時ちょうど、病院が息子を退院させていたのです。妹がナースステーションに行くと、息子は

退院したばかりだと言うのです。その時、私は電話口で言いました。「走れ！息子を見つけてくれ！！」

妹は走って、まさに病院を出ようとしていた息子を見つけてくれました。もし、あのまま息子が病院を出

ていたら、どこにいるのかも分からないまま路上に放り出されて、私の妹は、早朝の街を、息子を探し回

っていたでしょう。「しかし、神が」。 

 

妹はパサディナの家に息子を連れて帰り、息子は眠りました。だから私は言いました。「好きなだけ眠ら

せてやってくれ」「睡眠が必要なんだ。かわいそうに」。その間に私の従姉妹夫婦は、すでに朝一番でシア

トルからオンタリオに飛ぶ手はずを整えていて、彼女が教えてくれたのは、その日、翌日は２人して休み

を取っていて、「明日、何をしようか？」と話していたということ。「きっと、これが明日の予定じゃな

い？」。昨日の朝２人は飛び、彼らと私の妹は息子に服を買ってくれました。これもまた、主が全てをコ

ントロールされていると言えば、息子が飛行機から降ろされ、救急車で病院に搬送された時、息子の荷物

がそのままだったのです。そこでアラスカ航空から連絡があって、何時だったか忘れましたが、息子の荷

物がポートランドにあるが、誰も取りに来ないというのです。だから、息子は救急車で運ばれたと言う

と、荷物をを無料でホノルルまで送ってくれると言います。そこで昨日の朝、私が空港に行きました。ス

ーツケースは両方とも届いているので、空港に入っていったのですが、どこに荷物があるのか、どうやっ

て荷物を受け取ればいいのか分かりませんでした。息子は一緒に居ませんし。歩いて中に入っていくと、

突然、私の名前が聞こえるのです。「JD Farag!!」言っておきますが、私が名前を呼ばれる時は、何が目

的かをまず確認しなければなりません。友達なのか、敵なのか。ともかく、彼女は言うのです「私と娘は、

オンラインで先生をフォローしています。」その人は空港の職員でした。なので、息子の荷物を受け取り

に来ていることを言うと、その人は、すぐにしかるべき場所に案内してくれ、荷物はアラスカ航空の裏に

保管されていました。そこで私は、息子のスーツケースを受け取って家に帰ったのです。後部座席には息

子のスーツケースがあって、助手席には息子は居ません。「主よ。息子を家に帰してください。」と言うと、

主は「ちゃんと家に帰らせる！」。だから言ったのです、「今すぐでも構いません！」。妹たちは息子に服

を買い、ご飯を食べさせ、息子が帰る航空券も買ってくれました。そして聞いてください。私の従姉妹夫

婦の、アラスカ航空の上層部という立場から、従姉妹も息子と一緒にオンタリオから飛んでくるのです。

現在は２人ともシアトルに居て、ハワイ時間の午後、搭乗する予定で、従姉妹も今夜息子と一緒に来ま



す。従姉妹は予定を変更して、息子が無事家に帰るまで、一緒に居てくれるのです。 

 

「しかし、神は」。一つ一つがミラクルです。ミラクルです。大事なのは、まだ完全に抜け出たわけでは

ありません。息子が帰ってこれば、病院に連れて行って、何が問題なのか、正しい治療を受けたのか、き

ちんと調べなければいけませんから。息子は私にとってイサクなのです。妻と私には、１０年間子供が出

来なかったのは、多くの人がご存知でしょう。そして、私は神に誓いを立てたのです。もし、息子をくだ

さるなら、ビジネスを売って、全生涯を主に仕えて生きていきますと。私たちも様々なことをしました。

何度か流産もして。初めての妊娠では、妊娠中期での流産でした。なので養子縁組を考えていました。医

師や、不妊の専門家たちがそろって、原因が分からないと言い、養子縁組を考えた方が良いと言われたの

です。実際私たちは女の子を養子縁組することになっていて、母親は１５歳、生まれる２週間前に養子縁

組をする為に、彼女に初めて会った時、彼女はそこで、主イエスを自分の救い主として受け入れたので

す。なので、私たちは主がこの為に、扉を開けてくださったと思いました。それから、子供は 1997年６

月１日に生まれ、私は外で待っていましたが、妻は中に入ってビデオを撮り、名前も私たちで付けまし

た。生みの母親は、養子縁組に出す前に、一度家に連れて帰りたいと言い、私たちもそれを許可しました。

彼女は赤ちゃんと絆が出来て、一緒に居たいと思っているのを私たちは感じていたので、養子縁組を解

除し、そのまま、彼女が赤ちゃんを育てることになりました。それから私は、主に祈って神に聞いたので

す。そしたら神は、実に具体的な言葉で答えてくださいました。主は言われたのです、「アブラハムとサ

ラのように、今日から１年後に息子を与える」と。そして、私の息子 Eliasは、その日からぴったり１年

後に生まれたのです。1998 年６月２日。とても面白いのが、長く時間を取るつもりはありませんが、私

の父は、1994 年８月１４日に亡くなりました。母は、それから９か月後の 1995 年 5 月 22 日に亡くなり

ました。母が息を引き取った時、私はそこに居て、母は私の腕の中で亡くなりました。神に叫んだのです。

「もし、母を召されたら、私にはもう両親は居らず、私自身は誰の親でもありません」そしてビジネスマ

ンとして、私は神と取引をしたのです。皆さんもしたことがあるでしょう？当然あるはずです。「主よ、

母を召されるなら、代わりに息子をください」。後で必ず悔い改めて、許しを乞う祈りの一つですよね？

「本当に申し訳ありません！」「感情的になってしまいました」。しかし神は。主は、決して忘れはしませ

んでした。私は忘れていましたが。そして妻は妊娠しました。受胎日、私たちが Eliasを授かった日は、

８月１４日。予定日は５月 22日。すごいのが、予定日を過ぎても生まれて来なくて、息子は生まれる時

から頑固者でした。ちなみに、息子の首にはへその緒が巻いていて、だから、現在の神経系の問題がある

のかと疑っているのですが。医者がそれに気づいてすぐに取り除いてくれなかったら、息子は取り返し

のつかない脳の損傷が残っていたでしょう。ともかく、息子は、予定日の５月２２日を過ぎても生まれて

来ない。なぜなら６月２日が約束の日です。息子は予定日には生まれず、神が与えると言われた、ちょう

ど１年後に生まれてきたのです。面白いのが、医者が「男の子か女の子か知りたいですか？」と言った時、

私は「結構です」と言ったのです。「１０年も待ったのだから、あと９か月くらい待てます。それと神が

教えてくれたので、男の子だともう知っています。」 

 

もう１つだけ、話してもいいですか？妊娠８か月の時、“ノエルが１８トミソリー“（エドワーズ症候群）

であることが分かりました。４D超音波で今の技術はものすごくて、１８トミソリーと言うのは、１８番

目の染色体が３本ある染色体異常で、生きることが出来ません。ちなみに２１トミソリーは、ダウン症と



呼ばれます。２１番目の染色体なら生存可能ですが、１８番目と、１３番目はダメなのです。そしてノエ

ルは１８番目の１８トミソリー。そして、１８トミソリーは手を握りしめたままで、ノエルは一度も手を

開けませんでした。それから足は、ロッキングチェアのようで、１８トミソリーの子の足は、ロッキング

チェアのようなのです。それは妊娠８か月の超音波で、はっきりと分かりました。そして、ノエルがイエ

スの所に召されてから４５日後、妻がまた女の子が欲しいと言いました。なので「分かった！」「問題な

い」と言ったのではなく、問題ですよ！でも、私のような偉大な信仰の男ともなると…でしょう？そした

ら妻は、そうでなく、もう一人の女の子が欲しいのだというのです。ノエルの代わりではなく。神がもう

一人の女の子を与えてくださると感じると言うのです。だから「分かった」と言い、妻は身ごもりました。

そして超音波検査に行った時、高い確率でまた染色体異常が出る可能性がありました。そして、超音波検

査に行くとき、「私の不信仰を助けてください」とまさに祈る瞬間で、私たちは２人とも震えていました。

そして、超音波を見せてもらうと、私たちはまず、手と足を探しました。そして祈りました。「主よ、娘

が健康であるところを見せてください。」「娘の手を見せてください。」そしたら、主はその通りにしてく

ださいました。超音波は信じれないほど鮮明で、娘の手がはっきりと見えるだけでなく、私たちに向かっ

て、手を振っているのが見えたのです。「私は大丈夫よ。」と言っているかのように。今娘は９歳で、彼女

は大丈夫です、本当です。娘の Sebia を見るたびに、私はミラクルを見ています。神からのミラクルで

す。神はミラクルの神です。 

 

もし、私がソーシャルメディアでお祈りを要請していなかったら、息子の件はこんな風には行っていな

かったと心底思います。みなさんとオンラインチャーチのみさなんに、何から言って良いのか分からな

いほど、みなさんの愛とサポートに、どれだけ励まされた事か。正直圧倒されました。本当にたくさんの

人が、親として子どもとの自分たちの葛藤を私に話してくれて、それぞれの話、それぞれの神のミラクル

を話してくれました。それが、どれほど支えになり、助けとなったことか。多くの人が家族の事で、実に

様々な試練を乗り越えて来られています。私も皆さんと同じ、私も皆さんと何も変わらず同じです。私は

息子が戻ってきたら、一緒に時間を過ごそうと決心しました。ここのところ、息子と過ごす時間が全然取

れていません。ただ、とても忙しかったからです。でも息子は今、私を必要としています。約２年、ほと

んど休みを取っていません。主な理由は、建物工事が行わている間、ここを抜ける事が出来ませんでした

から。と言っても、申し訳なく思ってもらうために、これを言っているではありません。私はそれは構わ

ないのです。今、これを話している理由は、家族と共に過ごす為の時間が必要だからです。 

 

私がカルバリーチャペルであるもう一つの理由があります。ここのカルバリーチャペルの牧師たちが、

彼らは私の側にいてくれ、私の隣に来てくれて、私の為なら何でもしてくれるのです。昨日か一昨日に、

North Shore Christian Fellowshipの Mike Stangel牧師と、South Shore Christian Fellowshipの、

Bud Stonebrake牧師と、長い間電話で話しました。それは本当に祝福で、彼らは「JD、何でもやらなけ

ればならないなら、するんだ！」というのです。これが兄弟愛で、彼らは私を愛していて、私は彼らを愛

しています。私は彼らに言ったのです。私は“よそ者”だと。私は本土の人間で、彼らは地元出身です。

なのに、私がここに来た時から、彼らは私を愛し、受け入れて、助け、サポートしてくれた。そして、私

の為に、いつもそこに居てくれる。私は感謝のしようがありません。それは私にとってとても大事なこと

です。だから、火曜日がとても楽しみなのです。私たち牧師同士が、お互いに仕えあい、励まし合う。私



たちも励ましが必要なのです。と言っても、同情が欲しいのではありません。私には祈りが必要なので

す。つまり、彼らが私の代わりに約１週間半の間入ってくれます。この木曜日の夜は、North Shore 

Christian Fellowshipの Bob Prasser牧師が来られます。それから Bud Stonebrake牧師が、来週の日曜

日に来られます。ちなみに、Bud 牧師はカルバリーチャペルの中でも最高の聖書教師のうちの一人です。

この地元だけの話ではありません。彼はものすごい賜物を持った教師です。この間、彼に言ったのです。

私も彼のように教えてみたいと。彼は、聖書の理解が実に深いのです。 

 

状況によりますが、多分２７日は私がここに立つと思います。もしそうでなかったとしても、カルバリー

チャペルの素晴らしい牧師たちが、いつでも助ける準備をしてくれています。と言っても休みを延長す

るという意味ではありません。そんな事をしたら、私の気が狂ってしまいます。仕事中毒ですから。私の

大切な友達の一人が、私と、私の家族にクルーズの旅をプレゼントしてくれたのです。家族全員をです。

神は、彼を実に祝福されたため、彼はとても成功しているビジネスマンです。その彼が、私がずっと働き

づめなのを知って、私をクルーズ船に乗せたいというのです。私たちは、９０年前半、ほぼ同じ時にビジ

ネスを始めました。もちろん、私は自分のビジネスを売り、彼のビジネスは続けて繁栄して祝福されてい

ます。彼も、仕事中毒仲間なのです。どうして彼が私をクルーズに乗せたいかと言うと、それが唯一、私

が離れられる場所だからです。私は仕事中毒だから、海上に出ないと無理なのです。多分２、３日は気が

狂いそうになるでしょう。何かしないと、罪悪感を感じて。私はバケーション中でも、いつも仕事をして

います。ただ説教をしないだけで。だから私を休ませるためには、クルーズ船に乗せるしかないと。だか

ら、「そうだね、そうしよう」と。去年は、何人もの人から、カンファレンスに来て話をしてくださいと

言われましたが、私はここから離れられないと言って、講演の話を全部断ったのです。でも来年の１０

月、主の御心なら、主がまだ来られていなければ、本土で行われる２つの預言カンファレンスで講演しま

す。ともかく、みなさんの寛容にとても感謝しています。みなさんは、私や私の家族に、実に寛大でいて

くださっています。皆さんは、牧師の喜びを与えてくれます。私は皆さんを愛している事を知っていてく

ださい。みなさんが、私の家族を愛してくださっている事は知っています。どれだけお礼を言っても足り

ません。少しの間、家族で過ごす時間をください。２週間ほどすれば、戻ってきます。皆さん、そんなに

簡単に私のことを捨てたりしませんよね。 

 

この混乱の中で、神が私に働きかけてくださった事を、皆さんにも分かち合います。皆さんにも力になれ

ばと思います。今は、誰もが全く先の見えない中に居ますから。時間がかなり押しているので、たくさん

は話しませんが、クリスチャンの祈りの力と、御言葉の威力を皆さんにも伝えたいのです。これが無けれ

ば、私たちの中で最も強い者でも、心がくじけます。 

第一に、主を待ち望む。これはある人にとっては、最も難しい事でしょう。皆さん自分の事は分かります

よね？私たちは、待つのが嫌いです。この何年もの間、主が私に何度も与えてくださった聖句がありま

す。特にノエルが亡くなった時です。ごく最近では、息子の Elias の状況のなかで、主が下さった聖句

は、詩編２７編１３－１４．ダビデが書いています。 

 

“あぁ、私に、生けるものの地で主のいつくしみを見ることが信じれなかったなら―” 

 



これは天国のこちら側です。 

 

“待ち望め、主を。雄々しくあれ。心を強くせよ。待ち望め主を。”（詩編 27:13-14） 

 

私はイザヤ書４０章を思っていました。 

 

“若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、鷲のように

翼をかって上ることが出来る。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。”（イザヤ書 40:30-31） 

 

“待ち望め。主を。雄々しくあれ。心を強くせよ。待ち望め。主を。”（詩編 27:14） 

 

創世記 50:20は、ヨセフが兄弟たちに自分の身元を明かした時、 

 

“あなた方は、私に悪を計りましたが、神は” 

 

この言葉が全てを変えます。 

 

“が、神はそれを、良い事の為のは荒いとなさいました。それは今日のようにして、多くの人々を生か

しておくためでした。”（創世記５０：２０） 

 

「が、神は」。皆さんにもこの「が、神は」の状況を経験したことがあるでしょう。この言葉を決して忘

れないでください。「が、神は」が全てを変えるのです。状況がどれだけ悪くでも、それが、神はいつも

どれほどに良いかを、変える事は出来ません。あなたの状況がどれほど悪くても、そんなものは、神がい

つもどれだけ良いかを、変える事は出来ません。神が Bud Stonebrake牧師に、真に語られた聖句は、イ

ザヤ４９：２５。 

 

“まことに、主はこう仰せられる。「勇士のとりこはとりもどされ、横暴な者に奪われた物も奪い返され

る。あなたの争う者とわたしは争い、あなたの子らをわたしが救う。（イザヤ 49:25）” 

 

神が思い出させてくださった事の一つ、私が思い出さなければならなかった事は、神は私などよりずっ

と、私の子ども達を愛しておられる。私は、私の子ども達を愛しています。お父さん、お母さん、聞きな

さい。神はあなたが愛する以上に、あなた方の子ども達を愛しているのです。 

箴言３：５－６．これは私たちも良く知っています。歌い、暗記していますね。私たちは、主を待ち望む

だけでなく、主を信頼しなければなりません。特にすべてのものが、バラバラに崩れてしまいそうな時、

周りのものが全て崩れてしまいそうな時。何が起こっているのか、理解できない時。「神よ。どうしてこ

んな事をされるのですか！！」「なぜこんな事を許されるのですか！」という時、神は“わたしを信じな

さい”と言われる。 

 



“心を尽くして、主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行く所どこにおいても、主を認めよ。

そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。”（箴言 3:5-6） 

 

主を待ち望み、主を信頼して、そして主に祈る。ヤコブ 5:13-18 

 

“あなた方のうちに、苦しんでいる人がいますか。その人は祈りなさい。喜んでいる人はいますか。その

人は賛美しなさい。あなたがたのうちに、病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御

名によって、オリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは、病む人を回復させます。主は

その人を立たせてくださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は赦されます。ですか

ら、あたながたは互いに罪を言い表し、互いの為に祈りなさい。いやされるためです。” 

 

これに付け加えてもいいですか。“決してプライドに邪魔されない様に”。助けを求める時は、自分を低く

して、助けを求めましょう。「でも、先生には分かりませんよ」「みんな私を批難したり、見下したり、批

判したりするのです」。なら、違う人を探しなさい。あなたの事を本当に愛し、本当に思っている人、あ

なたの重荷を一緒に背負い、一緒に祈ってくれる人を。 

 

“義人の祈りは働くと、大きな力があります。” 

 

そしてエリヤについて書かれています。私はエリヤが大好きです。 

 

“エリヤは、私たちと同じような人でしたが―” 

 

「当然、神は、エリヤの祈りは聞くでしょう」。いいえ、エリヤもあなたや私と同じ、汚れた罪びとだっ

たのです。 

 

“雨が降らないように熱心に祈ると、３年６か月の間、地に雨が降りませんでした。そして、再び祈ると、

天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。”（ヤコブ 5:13-18） 

 

ところで、神は私の人生と、私の心の実に置く深くまで、働いておられます。そして私が今学んでいるの

は、神は私たちの祈りに応えたいと思っておられる。神が答えられない祈りとは、祈られない祈りです。 

 

“あなたがたのものにならないのは、あなたがたが願わないからです。”（ヤコブ 4:2） 

 

神は子どもたちを祝福したいのです。地上の親である、自分の事を考えてみてください。どれほど、自分

の子ども達を祝福したいですか！だとしたら天の父は、どれほどまでに、その子ども達を祝福したいと

願っておられるか。 

 

主を待ち望み、主を信頼し、主に祈り、最後に、主を呼び求めよ。真に悔い改めて、イエス・キリストに



立ち返るべき時があるとしたら、それは今です。イエスは、道であり、真理であり、いのちです。 

 

“イエスは彼に言われた。「わたしが（I AM）―” 

I AM”わたしは ある“（出エジプト記 4:14）これが、”I AM/わたしはある“です。 

 

“わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなければ、だれひとり父のみ

もとに来ることがありません。”（ヨハネ 14:6） 

 

もしあなたが、これまで一度も主の御名を呼び求めた事がないなら、今日、お願いします。 

ところで、状況はもっと悪くなりますよ。もっと悪くなります。私の聖書にはそう書いてありますから。

勘違いをしてはいけません。あなたが、主の道に足を踏み入れた瞬間から、地獄のすべての火ぶたが切っ

て落とされます。そして、こうして話している間にも、地上の地獄が解き放たれます。 

今日がその時です。 

 

“主の御名を呼び求める者は、だれでも救われる。”（ローマ 10：13） 

 

どうかお願いです。これをオンラインで観ている人、お願いです。イエスの御名によって、主の御名を呼

び求めてください。 

 

祈りましょう。 

愛なる天のお父様。ありがとうございます。神様、あなたのような方が他にいるでしょうか。あなたのよ

うな方は、他には居ません。あなた以外に、神はいません。あなたは、生ける真の神です。すべての誉と

栄光は、あなたのものです。私たちは圧倒された時、あなた以外のどこへ行けましょう。私たちよりも高

くあられる岩。主よ、ありがとうございます。あなたを本当に愛しています。イエスの御名によって、ア

ーメン。 

 

このメッセージはカルバリーチャペル カネオヘの JD ファラグ牧師が公開したメッセージを、アメリカ

在住の日本人クリスチャン木下言波が翻訳して YOUTUBE やブログに上げたものを文字化したものです。

リアルタイムで知りたい方は、Calvary Chapel Kaneohe（英語）、「DIVINE US」（日本語）を検索してく

ださい。世界的なインターネット規制が始まろうとしています。私達はその日のために、文字にして紙に

記録する必要を感じました。また、インターネットに不慣れな方や字幕を追って読むのが困難な方のた

めにも必要があると主に迫られたと感じます。  

※インターネットのメッセージを、文章化するこの働きを始めた姉妹が、現在目を患って治療中です。ど

うか、りょくさんの為にも、お祈りください。 

 

「きょう、もし御声を聞くならば、あなたがたの心をかたくなにしてはならない。」 

へブル 4：7 
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