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世界的な大災害、神の警告に耳を傾けているか？ 
 

今日のアップデートは、朗報と、祈りが答えられたことの報告から始めたいと思います。 

一つ目は、私の大切な友人で、2 週間前、私がここに居る時に、皆さんにもお祈りをお願いした Jim 

Cote の件です。私たちが第一礼拝の最中、まさに彼のために祈っている時に、彼はバイパス手術を受け

ている真っ只中でした。95％以上が詰まって、緊急手術に運び込まれていました。まずは彼が、まだ生

きていた事自体が祈りの答えで、それから手術が行われ、そして、手術が成功したことに医師がものす

ごく驚いていたのです。これもまた朗報です。さらに、彼の急速な回復にもみんなが驚いて、スタッフ

の一人が「3 つのバイパス手術の後、あなたほど早く歩き始めた人を見た事がない。」と言ったそうで

す。皆さんの中にも、このような軌跡を体験した方がいらっしゃるでしょう。また、こんな風に祈りが

答えられたことのある方もいるはずです。彼も、皆さんに心からお礼を申し上げたいとのことです。文

字通り、世界中の人々が彼の為に祈ってくれましたから。 

 

2 番目の朗報と、祈りの答えは、私たちのニューヨーク行きに関してです。皆さんの多くがご存知の通

り、わが家の 10 歳になる娘サビアが、オーディションで選ばれ、全米女子テニスオープンで「America 

the Beautiful」をアカペラで歌いました。娘は、女子セミファイナルで歌う事になったのですが、それ

がたまたま、今年優勝したスローン・スティーブンが、ビーナス・ウィリアムを破った対戦でした。皆

さんのお祈りに心から感謝します。ご想像の通り、娘の母親も私も、ものすごく緊張していました。特

に、この巨大スタジアムのジャンボトロン（巨大映像表示装置）に、娘の写真が映し出された時には、

もう大変でした。ここは、世界最大のテニススタジアムだという事です。結局始まってみると、全く心

配無用で、サビアは見事に、申し分のない歌を披露してくれました。私が「緊張しないのか？」と聞い

たら、娘は「歌いだすまでは、緊張していた」と。1 つすごいのは、娘は歌い始めてから、これは主か

らの賜物だと気づいたとの言うのです。そして主は、まさに娘を聖霊で満たしてくださったので、とて

も平安で、落ち着いていました。娘が歌っている時、ただ神の栄光があるだけで、恐れも、不安も全く

ありませんでした。私たちには、まだ不安はありましたが。娘が緊張していない事で、かえってこっち

が緊張しました。すごいのが、全米オープンで歌うために、はるばるやってきた中で、ハワイは最遠だ

そうです。ところで、これは 9・11 の後、始まったそうです。全米オープンは、通常この時期に行われ

ているので、9.11 以降、14 歳以下の子どもをオーディションで選出して、全米オープンで「America 

the Beautiful」を歌わせているのだそうです。ともかく、娘もよく頑張りました。皆さん、娘の為、私

たちの為にお祈りいただいて感謝します。娘が歌い終わる前に、スタジアムが沸き上がって、あれは完

全に鳥肌ものでした。一番すごかったのは、娘が歌い終わった時です。アーサー・アッシュ・スタジア

ムには屋根があるのですが、それが開いていて、それはそれは美しい 9 月の夜でした。それを娘が指さ

したのです。主に、全ての栄光を帰すために。主を賛美します。 

 

それだけではありません。このニューヨーク行きは、初めから終わりまで、ものすごく祝福されたもの

でした。理由はたくさんあるのですが、その中でも、オンラインメンバーの方々にお会いできたことで



す。そして、元イスラエル国連大使、ロン・プルソール氏にあったのです。これには彼までも、「これ

は。神のご介入だ！」と言っていました。ともかく私は「有りえない！プルソール大使だ！」と思っ

て、私は、「プルソール大使！」と言いながら、走って行って思いっきりハグをしました。「私の事を覚

えていますか？」と言ったら、彼ももちろん覚えているよ！」と。彼は、2.3 年前に、ここハワイのハ

ワイ大学で開催された、イスラエルを表敬するイベントでのスピーカーの一人で、私もスピーカーだっ

たのです。その日、彼は私の永遠のベストフレンドになりました。彼は、私の為に手紙を書いて、私が

イスラエルに行った時、拘束されずに入れるようにしてくれたのです。ともかく、今週の国連会議の為

に、彼がニューヨークに居るとは思っていましたが。彼は、イスラエルの事務所の連絡先をくれたので

す。以前はニューヨークに事務所を持っていましたが、今はイスラエルに居ますから。そして、2018

年の 11 月に、御心ならばですが、我々がイスラエルに行った時は、連絡して欲しいと言ってくれまし

た。これは、ものすごく光栄な事です。 

 

皆さん、今週何があるかご存知ですか？国連の会議があって、ネタニヤフとトランプが一緒に会合する

のです。そして、国連で彼らは同じ日に演説するのです。週の後半は、もっと興味深くて、21 日木曜日

は「国連世界平和デー」テーマは、『共に平和を。全ての人の安全と尊厳を尊重しよう。』です。これ

は、第一テサロニケ５：３です。「平和だ。安全だ。」「平和だ。安心だ。」 

今日はこれに関してはお話ししません。今日は、世界中で起こっている、前代未聞の大災害について、

お話しします。 

 

皆さんもきっと、私と同じだと思いますが、現在私たちが目撃しているのは、史上これまでになかった

ものだと思っています。専門家が、現在世界中で起こっているような事は、これまでに一度もなかった

と言っているのを耳にしました。また私たちは、この大惨事と、殺人的な出来事の影響を目にしていま

す。その影響とは、ある意味では良いものです。どういう事かと言うと、クリスチャンとして、私たち

が、この世と、この世のものに対する執着を失くしつつあり、クリスチャンでない人にとっても、この

ような出来事、このような大惨事は、現在我々の生きる時代がどういう時であるか、人々の目を覚まさ

せる効果があります。とても大切な事です。現在世界中で起こっている事は、クリスチャンであろう

と、なかろうと、否定する事の出来ない事実です。 

中でも、巨大ハリケーンを見ると十分でしょう。ちなみに、また次のが来ています。それも２つです。

こうして話をしている間にも、形成されつつあります。また、ハリケーンだけでなく、地震も増加して

います。金曜日（9/15）の夜、私は家の居間で座っていたら、爆発音が聞こえました。最初はボカンと

いうような音だったのですが、次に気づいたのは、雷のような音で、結局マグニチュード 4.2 が起こり

ました。カネオヘベイからわずか 20 マイル（36km）の所で、です。という事で、地震が起こってお

り、それから山火事です。皆さん、これはご存知ですか？山火事が、ものすごい勢いで広がっているの

です。それも、アメリカだけではありません。もちろん、アメリカが燃えているのは確実です。しか

し、世界中でです。このように、火事があり、地震があり、ハリケーン、その他あらゆる大惨事。何度

も言いますが、これは何もアメリカ国内で、アメリカにだけ起こっている事ではありません。地球規模

で起こっています。他の国で起こっている事は、あまり聞こえてきませんが。 

 



これに加えて、地政治的な脅威、国々、民族間で、です。マタイの福音書 24 章の、ギリシャ語の語源

では、民族は民族に敵対するという意味を含んでいます。エスノスは、ギリシャ語で「民族」と意味す

る言葉です。これは、民族が他の民族に敵対するという意味で、ここアメリカで確かに起こっている事

ですが、これも世界中で起こっています。マタイ福音書 24:3-8 は、有名な箇所ですが、その中で弟子た

ちがイエスに尋ねています。 

「あなたの来られる時や、世の終わりには、どんな前兆があるのでしょう。」 

それに対する、イエスの答えは、方々でききん、疫病が起こり、民族は民族に、国は国に敵対して立ち

上がると言いました。その全てを、『産みの苦しみ』に例えられました。「これらは、産みの苦しみの始

まりだ」と、主は言われたのです。それは、強さと頻度が増していくのだという事を、私たちは知って

います。この地震だけをとっても、統計的に見て、頻度と強度の両方が、ここ最近でどれほど増してい

るか。私はこの産みの苦しみは、神が、私たちの目を引く方法だと思っています。大惨事や、逆境が起

こると、人は、神について考えるようになるものだと思いませんか？物事が上手く行っている時、人々

は神を、思考のはるか遠くへ追いやります。そして、悪い事が起こると、突然人々は、神の事について

語り始めます。だから、私は神がこれをされるのだと思います。神は、手遅れになる前に、人々の目を

引こうとされているのだと。これらは警告です。警告のしるしです。そして、産みの苦しみと同じよう

に、神のやり方です。 

「手遅れになる前に、聞いて目を覚ましなさい。」 

「わたしは、誰一人として滅びる事を望んでいないんだ。」（2 ペテロ 3:9） 

神は、全ての人がイエス・キリストを知り、救われることを願っておられます。その為に、神は人々の

目を引く事なら、どんな事でもされるのです。 

 

テキサスからもたくさんの証が届いていて、最近では、フロリダです。神は実にあわれむ深く、優しく

て、またクリスチャン達がそこで、この言葉に出来ないような大惨事の被害者たちに、伝道していま

す。私は神の権威によって、皆さんに言いますが、この為に、多くの人がキリストに立ち返っていま

す。これが起きていなければ、こうはならなかったでしょう。私はその事で、神を称えます。 

これは使徒ペテロが 2 番目に書いた手紙です。「主は、ひとりとして滅ぶことを望んでおられない。」に

も関わらず、反対側では、人々はこれを嘲ります。（第二ペテロ 3:3-） 

「今までも、いつもハリケーンは起きていたじゃないか。」「地震は、いつも起きているじゃないか。」

「こんな大惨事は、いつもあるじゃないか。」 

そしてペテロはまた、別の者たちがいると言っています。これらの事が起こり始めると、主の来臨に関

して、バカにし嘲るようになる、と。 

 

“「キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこのかた、何事も創造の初めか

らのままではないか。」こう言い張る彼らは、次の事を見落としています。すなわち、天は古い昔から

あり、地は神の言葉によって水から出て、水によって成ったのであって”（第二ペテロ 3:4-5） 

 

Arutz Sheva に、興味深いものを見つけました。Jack Englhard が書いた記事です。私は、これはペテロ

が手紙の中で言っている事の要点を、よく突いていると思いました。題名は、『嵐、愛、そして聖書的



釣り合いのナンセンス』 

――我々は、自分が水分と賢いと思っているが、自然はさらに賢い。ハーヴィーや、イルマのようなハ

リケーンが通過すると、私たちの大きく見事な車は、おもちゃのように転がり、アイザック・ディネー

センの著書から映画化された映画「アフリカの日々」（愛と悲しみの果て）では、「神がやって来る！」

との叫びによって、自然大火災の報告がされた。私たちには、「自然がやって来る！」というほうが良

い易いが。いずれにしても、自然がその栓を抜くとき、私たちの命そのものから始まって、私たちの大

切にしているものに、安全なものなど何もない。我々は、地風火水の恩恵によって生息しているのだ。

そしてそれは、私たちの間に、最悪と最高をもたらす。ハリケーンハーヴィーの時、テキサスが、全米

が愛によって、ひとつになるのを目にした。しかし今度は、ハリウッドから声が上がり、女優のジェニ

ファー・ローレンスが、彼女の種を代弁して、ハリケーンイルマ事で、トランプを非難した。―― 

言いかえれば、「我々は、ハリケーンの為に投票したのだ。」と。そして、「カルマがやってくる！」

と。全て、気候変動だ！と。 

彼らは、今は“気候変動”と呼ぶのです。以前は、“地球温暖化”と呼んでいましたが。地球の温度が

下がり始めたから、名前を変えなければならなかったのです。それについては、まだ後ほどお話ししま

す。 

 

彼は続けます。 

――「これは一体何なんだ？」分からない。もしかしたらそうかも知れない、神が来るのかも知れな

い。それも良いかも知れない。祈る以外に何も残されていない時、無神論者でいるのは、ものすごく大

変だろう。―― 

良いですね。嘲る者たちは、“地球温暖化”の側につきたいようですが、聖書はこれを“地球規模の警

告”と呼んでいます。言葉遊びで申し訳ないですが。これは、“グローバル・ウォーミング／地球温暖

化”ではなく、“グローバル・ワーニング／地球規模の警告”です。地球規模の警告。神が我々に警告

されているのです。 

 

火曜日、Fox ニュースは、アン・グラハム・ロッツの書いた記事を掲載しました。その中で、彼女は問

うています。 

――神は、イルマやハーヴィー、地震を通して、語っておられるのか？１週間の間に、私たちは北西で

は記録を上回る山火事を経験しており、テキサス、フロリダでは、記録破りのハリケーン、そしてメキ

シコで起こった記録破りの地震。何が起こっているのか？無差別に起こる、これらの自然災害は、ただ

の自然の脅威なのか。それとももっと大きな意味を持っているのか？―― 

彼女は、エリヤを引用しています。私の大好きな旧約聖書の神の人の一人で、さらに、旧約聖書の中の

私の大好きな章、第一列王記 19 章です。その中には、非常に劇的なシーンが記録されていて、エリヤ

が、洞窟の入り口に立っているところです。ロッツはこう書いています。 

――この描写は、私たちの状況と妙に似ています。初めはものすごい威力の強風で、しかし、主は風の

中にはおられなかった。風の次には、地震が起こり、しかし、主は地震の中にもおられなかった。地震

の次に、火が起こりましたが、主は火の中にもおられなかった。そして、その火のあとに、微かな細き

声があった。―― 



父である神の、優しい声。ガラテヤ人への手紙の中でお話しした、愛情に満ちた天の父なる神です。神

が、恐れて疲れ切っているその子ども達に語られています。非常に多くのクリスチャン達が、恐れてい

ます。私は、誰の事も非難してこういうのではありません。それは理解できますから。しかし、これだ

けは覚えていてください。神は、臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊をわたしたちに下さったの

です。（第二テモテ 1:7） 

 

彼女は続けて書いています。 

――神は、風や地震、火を使ってエリヤの気を引こうとされました。―― 

皆さん、神はエリヤの気を引いたと思いませんか？私は今日、起こっている出来事を通して、神はたく

さんの人の気を引いたと思います。なぜか？それは、神には言いたいことがあるからです。 

――私たちの状況は、エリヤのものとよく似ていて、考えさせられます。神は、私たちの気を引くため

に、これらの嵐を使っておられるのか？神は、私たちにも言いたい事があるために？―― 

その通りです。何が言いたいのか？私は、神がエリヤに言われた事の中に、そのヒントがあると思いま

す。主のメッセージは、4 つの部分に分けることが出来ます。彼女は続けて書いていますが、要点だけ

を取り上げたいと思います。4 つとは次の通りです。 

1． 慰められなさい。 

2． 祝福されなさい。 

3． 励まされなさい。 

4． 備えなさい。 恐らく、最も重要なのがこれです。 

 

「備えなさい。」神は、嵐を通して語っておられます。あなたは聞いていますか？ 

私個人的には、これが、現在のクリスチャン、一人一人が問うべき質問だと思っています。神は語って

おられます。それは、疑う余地もない。 

問題は、「私は聞いているだろうか？」 

この質問は、次のように問うべきかもしれません。 

もし、私が聞いているなら、また聞く耳を持って聞いたなら、さらに踏み込んで、私は、神の私個人に

対する警告を、心に留めているだろうか？さらには、もし私が神の警告を心に留めているなら、それに

対して、私はどう答えるか？ 

「あぁ、態度を改めないと！」「ちゃんとしないと！」この答えは間違いです。そして、悲しいのが、

これが真実だと、多くのクリスチャンが信じている事です。その証拠が、このクリスチャンポストの記

事です。Pew Research Center の調査結果です。これは本当に嘆かわしい事ですが。 

――『歴史的にカトリック教徒が信じてきた事、救いには振興だけでなく、信仰と善い行いが必要だ

と、クリスチャンの半分が信じている。』―― 

この前のガラテヤ人への手紙の学びで、まさに私が話していた事です。私たちに出来る事など何もない

のです。地獄には、良い人がたくさんいます。そして、天国には悪人がたくさん居るでしょう。それ

は、私たちが天国に入るかどうかの“リトマス紙検査”ではないからです。良い人であるかは、問題で

はありません。人は男も女も、新しく生まれなければ、神の国を見る事は出来ない。（ヨハネの福音書

3:3）大事なのは、私たちが神に対して何をしたかとか、どんな良い事をしたかではない。私たちは恵み



と、“働き”によって、救われたのではありません！違います！ 

考えてみてください。それは、イエスの顔に唾を吐くようなものではありませんか？それは、主が十字

架でされた事を否定し、取り除くことにはなりませんか？別の言い方をすれば、イエスは、何のために

来られたのですか？もし、何らかの形で、我々が十分に良い人、十分に良い行いをする事で、天国に行

けるとすれば、イエスは何のために来られたのですか？イエスは、何のために死んだのですか？イエス

が来て、死なれたのは、私の罪の為です。罪から来る報酬は死だからです。（ローマ６：２３）主は、

私が受けるべきだった死刑宣告を、ご自身に受けてくださったのです。あなたも、受けるべきだったの

です。 

 

最後に、イエス・キリストの福音、良い知らせのシンプルな真理をお伝えして、終わりにしたいと思い

ます。繰り返しますが、あなたにも、私にも、天国に入る為に出来ることなど、何もありません。なぜ

か？それは、イエスが私たちの為に、私たちの代わりに、全てを成してくださったからです。それが良

い知らせです。そのため、あなたの負債は支払われ、あなたは自由なのです。あなたの罪は赦されて、

あなたは自由なのです。あなたは、自由になれる。あなたは自由なのです。あなたは、死刑室に行く必

要もなければ、電気椅子に座る必要もない。あなたの死刑を、代わりに受けてくれた方がいるのです。

そしてあなたの為に支払い、あなたの為に、あなたの代わりに死んでくださった。 

だから、イエス・キリストの福音は、子供にでも分かるほど簡単なのです。ABC のように簡単なので

す。マタイの福音書１８：３で、イエスは言われました。 

 

“あなたがたも、悔い改めて子どもたちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。”（マ

タイ 18:3） 

 

皆さん、これが子供にでも分かるほど簡単で良かったと思いませんか？量子理論を理解しなければ救わ

れないとかでなくて、良かったと思いませんか？もしそれなら、私は終わってますよ。私に希望なんて

全くありません。 

そうでないのです。ものすごく簡単です。子供にでも分かるほど、簡単です。これは救いの ABC とい

うもので、今日もまたお伝えします。今週、あなたが人生で最も重要な決断をされることを願って。永

遠のいのちの為に、です。もしあなたがこれまでに、一度も主の御名を呼び求めた事がないなら、もし

くは、少しでも疑問があるなら。 

私は何も怖がらせたいわけではありません。ただ、正直に言わなければならないのです。もし、あなた

が今日死んだなら、あなたは、地上で最後の息を引き取った後、永遠の天国で、最初の息をつくと、

100％の確信が持てていますか？もし、定かでないか、少しでも疑いがあるなら、どうかよく聞いてく

ださい。 

 

A=Admit・認める Acknowledge・認識する 
自分が罪人であり、救い主が必要であると、認める、認識するのです。 

 

“「義人はいない。ひとりもいない。」（ローマ 3：10） 



律法を成就できたのは、救う方お一人だけ。

あなたの罪の為に、身代わりとなって死ねる

方、彼だけが唯一、その価値がある方です。

それは罪を犯したことのない人は、唯一、主

だけだからです。 

 

“すべての人は、罪を犯したので、神からの

栄誉を受けることができず。”（ローマ 3:23） 

 

私たちは皆、罪人として生まれた。だから、私たちは全員、霊的に新しく生まれなければならないので

す。私たちは全員罪を犯したので、神からの栄誉を受ける事が出来ない。ローマ６：２３には、悪い知

らせが、良い知らせとセットになって入っていて、私はこの聖句が大好きです。悪い知らせから始まっ

ています。それはとても重要だと思っていますが、それによると、 

 

“罪から来る報酬は死です。” 

 

これは、相当な悪い知らせです。私は罪を犯しましたから。私たちの誰もが罪を犯しています。そし

て、死刑宣告を受けたのです。私は神の法を犯しました。神の義に関する、完璧な基準を犯してしまっ

たのです。私は罪を犯した。その報酬は何か？それは死刑です。それが「罪から来る報酬」これが悪い

知らせです。 

“しかし――”私はこれが大好きです。ここから良い知らせが来ます。 

 

“しかし、神の下さる賜物は、私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちです。”（ローマ 6:23） 

 

B=Believe・信じる 
イエス・キリストが主であると心で Believe・信じる。主は十字架に係り、葬られ、死からよみがえら

れた。そして今も、御父の右に座しておられる。 

 

“あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われ

るからです。”（ローマ 10：9） 

 

イエスが主である、イエスがあなたの救い主であると、信仰によって、あなたの心で信じるのです。 

 

C=Call・呼び求める、Confess・告白する 
単純に、主の御名を呼び求める、もしくは告白するのです。 

 

“なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえ

らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白



して救われるのです。”（ローマ 10：9-10） 

 

そして最後に、私はこの箇所が大好きです。 

 

“「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） 

 

「先生、それでは簡単すぎます！」と言うのでしょう。きっと、それが問題なのでしょう。簡単すぎ

る。「タダほど怖いものはない。」皆さんも、言ったことがあるかもしれませんね？それに関しては、私

には分かりませんが、私は、神の権威においてお伝えします。「無償の賜物である、永遠のいのち」な

ら、存在します。それはすでにあって、私たちがただ信仰によってのみ受け取るのを、待っているので

す。「心で信じて、口で告白する。」 

 

祈りましょう。 

愛する天のお父様。あなたの民の忍耐と、寛大さに感謝します。また、彼らの聞く耳に感謝します。主

よ。この礼拝が終わり、皆がバラバラになる前に、あなたにお願いします。どうか、今のこの静かなこ

の時、あなたが語りかけておられるその人が、今日、心を開きますように。主よ、あなたがずっと叩い

て来られたその扉が、今日開かれますように。あなたは、それが誰の事だかご存知です。また、彼らも

それが誰であるかを知っています。今日が、彼らの救いの日となりますように。イエスの御名によって

祈ります。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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