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JD Farag 牧師 中東アップデート 2017年 11月 19 日公開 

………………………………………………………………………………………… 

中東の配置・救いの証 

 

今日のアップデートは、”前代未聞”の中東の展開と言っておきます。特に、サウジアラビアに関して、特

にイランとロシアすなわちシリアでの状況が沸点に達しつつある事についてです。この展開を皆さんがご存

知だかわかりませんが、こうして話している間にも、信じられないことが中東で起こっています。しかしそ

の前に、前回のアップデートからこの 2 週間の間に、私の目を引いていた事について、お話ししなければな

りません。 

確か、11 月 5 日だったと思いますが、それについてお話したいと思います。あれ以来、性的な罪に関するス

キャンダルが数えきれないほど出ていて、預言的に大きな意味を持つ展開が影を潜めています。そして、そ

うなっている事の理由は、セックスは売れるからです。本当に汚らわししくて、スキャンダラスな見出しが、

紙面を占領しています。どうか、誤解しないでください。私は、性的虐待を軽く見るつもりは毛頭ありませ

ん。実際、これはほんの氷山の一角にすぎないと、私は確信しています。政治界においては、特にそうでし

ょう。また、陰謀論とかセンセーショナルになることなく、さらに踏み込んでいえば、これは小児性愛者の

氷山の一角ですよ。そしてそれは、政治界だけでなう、エンターテインメント業界、特にハリウッドにおい

てです。先ほども言いましたが、これはまた別の機会にお話します。時が来れば影で行われて来た事が、屋

上で叫ばれるようになります。イエスが弟子たちに、パリサイ人や偽善者について警告されました。 

 

“おおいかぶされているもので、現わされないものはなく、隠されているもので、知られずに済むものはあ

りません。ですから、あなたが暗闇で言ったことが、明るみで聞かれ、家の中でささやいたことが、屋上で

言い広められます。”（ルカ 12:2-3） 

 

今朝、今日のアップデートを準備しながら思ったのは、主イエス・キリストが教会の軽挙に来られるのが非

常に近いことを示している、無数のしるしに加えて、これもまた一つのしるしだという事です。 

 

さて、私だけでしょうか？これはもちろん修辞的な表現ですよ。しかし、地獄の火ぶたが切って落とされた

と感じるのは、私だけですか？こんな言い方をして申し訳ないですが。世の中で？特にアメリカで？私がこ

れまで生きてきた中で、見たこともないようなレベルです。私も以前は、音を消して CNN を見ていましたが、

今はもう音を消してでも見る事が出来ません。テロップだけでも血圧が上がりますから。だから、もう見て

いません。それが今は、どのニュース番組も見る事が出来ないところまで来ています。音を消しても…とい

っても、見ないわけにはいきませんから、脈拍を確認しながら見ていますよ。それが先週は、かなり引いて、

立ち退かないといけないほどでした。それから、近づかないように。ただ主の御前に出てへりくだって、聖

霊の慰めをくださるようにと祈りました。でないと、心が痛くて。 

 

2 週間前に起きた事には、私はいまだに嘆き、葛藤しています。悪魔に取りつかれた男が、テキサスの教会

に入って 26 人を殺害しました。彼は、悪魔につかれていましたよ。この教会での集会の半分です。殺された

人たちはみんな、誰かの母親であったり、父親であったり、夫であったり、妻であったり、息子であったり、
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娘です。私が心の中で葛藤しているのは、この信じられないような悲劇が、今日の一連ニュースの中では、

あっという間に消えていく事です。そこで、私は思ったのです。もしこれが、イスラムのモスクで起こって

いたら、どうだっただろうか。そこでこれが起こっていたら…考えてみてください。これは、ニュースでは、

長く報道されなかったかも知れません。しかし多くの人が、思考や心の中で葛藤している事でしょう。「なぜ、

神はこんな悪をゆるされるのだろう？」それに続く疑問が、「もし、神が愛の神なら、どうして神は悪が継続

するのを許されるのか？」 

私の事をご存知の方は、分かっておられると思いますが、私が全ての疑問に対して答えを知っているという

姿勢は絶対に取りません。このような悪に対しては特に、です。しかし、2 つのパワフルな言葉によって、

私は心を静め、落ち着かせることができるのです。聖書の中に、この 2 つの最もパワフルな言葉、それが何

かは、皆さんもご存知ですね。 

「BUT GOD/しかし、神は」 

人も悪魔も悪を計ります。しかし、神は良いことのための計らいとされる。多くの人々がキリストの救いに

いたる為です。天国のこちら側では、私たちは神の知恵も、道も決して理解する事が出来ません。それは不

可能です。有限のものが、無限を完全に理解することなど、不可能なのです。ある人によれば、たとえ神が

私たちの疑問に答えようとされても、私たちはさらに何百万もの疑問を抱きます。そうですね？子供が小さ

かった時の事を思い出してください。「どうして？」皆さんも、それにハマったでしょう？「それはね…」

「どうして？」「それはつまり…」「どうして？」5 歳では、それが理解できないのです。出来るはずがない

のです。 

 

木曜日の夜、ネヘミヤ書のバイブルスタディーが終わりましたが、とても素晴らしい学びでした。ちなみに

ご存じない方のために言っておきますと、私たちは聖書を学んでいます。何年も前に、創世記から始まって、

書から書へ、章から章を学んでいます。ネヘミヤ記を終えて、その中で、神が、ただ神だけが、人の計った

悪、呪いになるはずだったものを、良いことに変え、そこから祝福をもたらす事が出来るという、実にシン

プルでありながら、パワフルな真理を私たちは学びました。 

ネヘミヤ 13:1-2 で、イスラエル人はモーセの 5 書を読んでいます。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、

申命記。正確には申命記を読んでいます。そこには、アモン人とモアブ人は集会に加わってはならないと書

かれています。ここでも「集会」という表現が使われているのです。そして、その理由はというと、彼らは

イスラエルを呪うために、バラムを雇った為です。しかしながら、こう記されています。 

 

“「しかし、私たちの神はその呪いを祝福に変えられた。」”（ネヘミヤ 13:2） 

 

もっと具体的な詳細は、あの日、ネヘミヤの新しい神殿で、彼らが読んでいた申命記 23:3-5 にこう書かれて

います。 

 

“あなたの神、主はあなたのために、呪いを祝福に変えられた。” 

 

なぜだか知りたいですか？それは、 
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“あなたの神、主は、あなたを愛しておられるあらである。”（申命記 23:5） 

 

いいですか？これがあるから、私はいつも言うのです。これを知っているから。最終的に決定するのは、神

だという事が分かっているからです。だから、私はいつも言うのです。これがあるから、私は夜眠ることが

出来、朝起き上がることが出来るのです。 

何度も言いますが、だからと言って、今起こっている事がどれほど深刻であるか、どれほど大変な事である

か、軽視するつもりもなければ、現状を簡単にお伝えしているのでもありません。ただ私は、神が私を励ま

してくださった事をもって、皆さんを励ましたいのです。ソロモン伝道者の書に書いているのは、 

 

“知識を増すものは悲しみを増す”（伝道者の書 1:18） 

 

「無知は至上の喜び」という言葉がありますが、その中には多くの真理がありますね。 

私たちは、神の御言葉を知っていて、この地に何が起こるのか、それが間近に迫っていることを知っている

から、それに伴って、悲しみや嘆きも襲います。私たちが知っているが故に、です。だから、今起こってい

る事すべてに関して、皆さんを励ましたいのです。今起こっているすべての事にも関わらず、です。まるで、

世の中で日々悪が増大しているように感じますが、 

 

“あなた（神の民）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） 

 

“ハデスの門も、イエス・キリストの教会には打ち勝てない”（マタイ 16:18） 

 

打ち勝てないのです。 

ところで、民数記 22 章で、バラムがイスラエル人に対して、呪いを宣言できなかった理由は、彼らは、天幕

を中心に 3 部ごとに東西南北の四方に宿営していたのが、十字架の形をしていたからです。十字架の形をし

ていた。だから呪いの言葉を、彼らの上に発することが出来なかったのです。十字架でなされた御業の為で

す。同じ理由で、死の御使いが、イスラエル人の家を過ぎ越したのです。彼らの家の門柱に、十字架の形に

小羊の血が塗られていたからです。だから、ローマ 8:1にある通り、 

 

“今は、キリスト・イエスにある者が罪に定められることは決してありません。” 

 

キリスト・イエスにある者には、決して呪いもないのです。 

 

ここから、先にお話した内容につながるのですが、最近の性的スキャンダルによってかき消されてしまった

事です。中東で起こっている大きな移り変わりについて、Fox ニュース以外は、まったく報道していません。

極力、前代未聞という言葉を使い過ぎないように気を付けていますが、これが容易な事ではないのです。何

かが起こる度、前代未聞で、そしてまた別の事が起これば、その前に起こった前代未聞なことよりも、さら

前代未聞！で。そういう事がまさに起こっているのです。この 2 週間の間に起こったことを、「5 つのまぎれ

もない事実」として、列挙して糸思います。時間の関係で濃縮して行いますので、どれほど信じられない事
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が起こっているか、皆さんが、イメージだけでもつかんでくださる事を願います。また言いますが、この移

り変わりが、どれほど“前代未聞”であるか。 

 

①私の出身地であるレバノンの、サード・ハリーリ首相が、逃亡先のサウジアラビアで辞任を発表しました。

彼は、イランが支援するヒズボラからの暗殺を恐れて、サウジアラビアに逃亡しています。 

 

②イランが支援する、イエメン国内のフーシ派の反政府軍。皆さん、理解しておいてください。前にも言い

ましたが、もう一度言います。イランは腕、ヒズボラやフーシ派反政府軍、その他はみんなイランという腕

の指です。そこから、これらすべての背後に何があるかを理解してください。そうすれば、実際に何が起こ

っているのか、明確に見えるでしょう。という事で、イランが支援している、イエメンの国内のフーシ派反

政府軍は、イランから提供された弾道ミサイルを、サウジアラビアのリヤド国際空港に向けて発射。これは

途中で迎撃され、宣戦布告と見なされました。これについて、ご存知でしたか？ハーヴェイ・ワインスタイ

ンとかいう名前や、そのほかの俳優については、我々も知っていますが。 

 

③サウジアラビアで、31 歳の皇太子、ムハンマド・ビン・サルマーンが、その従兄弟である、ムハンマド・

ナイーフと交代して、現在彼の父親サルマーン王の王座を引き継ぐ後継者となりました。これについては、

皆さんも耳にしておられるかも知れません。大改革が起こっています。これをいう時は、とても慎重にしな

ければなりませんが、ある人によれば、ラスベガスの銃撃事件は、実は、サウジアラビアの王子暗殺のため

の“おとり”であった、という話も出ています。それは阻止されました。その直後に、このビン・サルマー

ンです。ちなみに、アラブ語で「ビン」といえば「息子」の意味です。「サルマーンの息子」が、その時権力

を持つ人物を多数逮捕し、拘留したのです。彼らは、サウジアラビアのリッツ・カールトンに牢獄されてい

ます、よく分かりませんが。そして、サルマーン王が、早ければ今週、自分の息子に王位を継承するといわ

れています。とりあえずそれについては、語るべきことがたくさんあると言っておきましょう。 

 

④2015 年、ムハンマド・ビン・サルマーンは、イランが支援する、イエメン国内のフーシ派反政府軍に対し

て、空中作戦を展開しました、そして、信頼できる情報源によれば、後の王は、レバノンとシリア国内のイ

ランに対しても、展開するだろうとの事です。ところで、これは現在レバノンで起こっています。また、こ

れはシリアでも現在起こっていると私は思っています。 

 

⑤ムハンマド・ビン・サルマーンは王子として既に、アメリカとイスラエルより、攻撃に際して軍事的支援

を約束され、これによってアメリカとイスラエルが、共に味方となるだろうと予測している。 

 

では、これらが意味する事とは何か？聖書預言を学んでいる者にとっては、これは明らかにイザヤ 17:1「シ

リアのダマスカスが破滅して廃墟になる」でしょう。ところで現在、彼らはすでにシリアに居るのです。ま

た私は、イザヤ 17 章がエゼキエル 38 章のきかっけになると、ずっと信じてきました。古代名で登場する

国々に、シリアが出てきませんから。レバノンも、です。では誰が出てくるのか？イラン、ロシア、トルコ、

これらの国々が、今日は配置についています。エゼキエル 38 章にある１つの節、この 2 つの預言の成就が、

非常に近づいている事を決定づけていると私が思う節、13節には、基本的にはこう書かれています。 
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「イラン、ロシア、その他が、皆でイスラエルを攻撃する時、シェバとデダンは、タルシュシュとその若い

獅子と一緒に、この攻撃に対して、ただ抗議するだけだ。」 

シェバとデダンが誰の事だかご存知ですか？サウジアラビアです。タルシュシュと若い獅子は誰だと信じら

れているか、ご存知ですか？イギリスとアメリカです。ピッタリ当てはまりませんか？そして、サウジアラ

ビア？ビン・サルマーン王の下？すでに、アメリカと繋がっていて、イギリスとは確実です。彼らまでもが、

反対側で配置しているのです。抗議している。大きな移行が起こっていて、今日、すべてが完璧な形で配置

についていると言えると思います。 

 

次に、私がこれからいう事を、よく注意して聞いてください。今日、すべての事が完璧に配置についている

だけでなく、このままの状態は、長くは続かないと言っておきます。だから、私はいつも「聖書預言には賞

味期限がある」と言うのです。有効期限がある。「鉄は熱いうちに打て」です。イメージしやすいように、5

年前を考えてみてください。5 年前、サウジアラビアは今日のようであったでしょうか？イランでさえそう

です。核協議の前です。なら、ロシアはどうでしょう。ほんの 5年前です。 

では、これから 5 年先に、早送りしてみましょう。ほんの 1 年のうちに、どれだけ急速に変わったか。たっ

た 1 年の間に、これらの事が、どれほど急速に起こったか見てください。私にとっては、起こっている事す

べてを通すだけで、多くの時間を必要とするところまで来ているのです。ともかく、ものすごく多くの事が

起こっています。しかも、ものすごい速さで起こっている、だから、まだ他にシナリオがあるとは思えない

のです。5年後には、確実にすべての地政治が変わるでしょう。 

 

毎週の預言アップデートの最後に、イエス・キリストによる救いの良き知らせを伝えている理由があります。

私がこれをいう時の、私の心のうちは主がご存知です。ともかく、私は、これが最後の預言アップデートに

なるかもしれない、と毎回思うところまで来ているのです。私は本気でそう信じていますし、私はそう思っ

て毎日を生きています。そして最近、次のような質問をされたのです。「先生、あと 10 年くらい主が戻って

こられなかったら、どうしますか？」こんな答えで申し訳ないですが、私は、これまで毎週、毎週末してき

たのと同じことを行い続けます。 

 

ともかく、何が起こっているかというと、神の御言葉が虚しく帰ることはないのは、ご存知ですね？毎回預

言アップデートの後に福音を伝えて、証が届く事に、とても感謝しています。文字通り、世界中の人々が救

われているのです。だから、私たちはこれを行うのです。だから、これをするのです。 

 

証を一つ、皆さんにもお分かちしたいと思います。これで全てが報われますよ。日本の新しいオンラインメ

ンバーからです。彼女が、どのようにしてイエス・キリストの救いに至ったかを、メールで知らせてくれま

した。彼女の許可を得て、皆さんにもお分かちします。 

 

『Pastor JD へ。私は、ちしまふゆこと申します。日本の大阪で、これを書いています。私は、日本の伝統

的な家庭に生まれ、愛情豊かな私の祖父は、大阪で最大の仏教の寺の、誰よりも慈悲深い僧侶でした。日本

でも有名な仏法が最古の大きな寺でした。私はこの約 20 年間、たくさんの罪を犯しました。私は幸運で強い

と思っていたからです。しかし、数年前、仕事の成功が失敗に転落、健康を害し、すべてを失い、もう生き
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ていることに意味がないと思いました。しかし、神は―』 

 

ここで、私は彼女が大好きになりましたよ。 

 

『―ある日、私の罪というのは、すべて自分のせいであると気づいたのです。今は、神が気づかせてくださ

ったのだと信じています。そして、自分の行いが、どれほど間違いであったか、とても後悔しました。数日

前 Pastor JD、先生が、オンラインチャーチを通して、福音とは聖書にある通り、とても簡単なものだと教

えてくれました。ABC 以外、何も必要ないのだと。私は、これが大好きです。私は、先生の教えを通して救

われました、“どうすればクリスチャンになれるのか？”と、ずっと疑問だった事が、先生の教えによって

はっきりと分かったのです。Pastor JD、本当に、本当に、本当にありがとうございます。』 

 

私が、これを紹介する許可を得るため、彼女に返事をすると、私たちの預言アップデートを英語から日本語

に訳しているミニストリーの存在を教えてくれました。それを通して、彼女は私たちの事を知ったそうです。

スクリーンに画像を映して、日本のオンラインチャーチにお礼を言いたいと思います。さらに彼女は、婚約

者のよしだひとしさんと、ハワイにきて、結婚式を挙げたいと言っています。ぜひ、来てください！ハレル

ヤ！ 

 

最後に、子供にでもわかるほどシンプルな、イエス・キリストの福音、救いの ABC をお伝えして、終わりた

いと思います。ところで、これはオンラインチャーチだけが対象ではありませんよ。皆さんの為でもありま

す。今日ここに座って、これを初めて聞いているなら、そして、イエス・キリストに対する自分の立ち位置

が定かでないなら、今日、私がお話したことに動揺しているなら。 

 

 

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、または認識する。ローマ書にはこうあります。 

“「義人はいない。ひとりもいない。」”（ローマ 3:10） 

“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出来ず、”（ローマ 3:23） 

 

私たちは皆、罪人として生まれたのです。だから私たちは、神の御国に入るためには、霊的に新しく生まれ

なければならないのです。ローマ 6:23にはこうあります。 

 

“罪から来る報酬は死です。” 
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私たちは、皆、生まれたときから死刑宣告を受けていたのです。しかし、ここに良い知らせがあるのです。

良い知らせとは、 

 

“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命です。”（ローマ 6:23） 

 

B=Believe/信じる 

イエスキリストが主であると、心で信じる。ローマ書にはこうあります。 

 

“なぜなら、もし、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下さったと信じるなら、あなた

は救われるからです。”（ローマ 10:9-10） 

 

「つまり、他に何もしなくて良いの？」はい。 

「水の洗礼は？」いりません。 

「行いを正さないといけない？」いいえ。 

それでは、シャワーを浴びる前に、体を綺麗にすると言っているのと同じです。いりません。彼が、あなた

を内外から清めてくださるのです。あなたのすべての不義を、彼が清めてくださるのです。 

第一ヨハネ 1：9にはこうあります。 

 

“もし、私たちが自分の罪を言い合わすなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪か

ら私たちをきよめてくださいます。”（第一ヨハネ 1：９） 

 

これは、クリスチャンの石鹸と呼ばれています。良いでしょう。第一ヨハネ１：９には、赦して、清めてく

ださると書かれています。あなたのすべき事は、ただ告白するだけ。それが「C」です。 

 

C＝Call/呼び求める、Confess/告白する 

主の御名を呼び求める、もしくは、イエス・キリストが主であると告白するのです。これもまたローマ

10:9-10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

て下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） 

 

第一コリント１５章は、これが福音だと告げています。イエスが死からよみがえったと信じるのです。彼は

死に打ち勝った、彼は私たちのために、私たちの代わりに、死刑を贖ってくださったのです。そして、ロー

マ 10:10にはこうあります。 

 

“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 10:10） 
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最後に、ローマ 10:13です。これで協議を封印します。 

 

“主の御名を呼び求める者は、だれでも救われる” 

 

これまでに、一度も主の御名を呼び求めたことのない人、心で信じて口で告白したことのない人、完全で真

実である神の前に、自分の罪を認めたことのない人は、お願いです。今日、この教会、それからオンライン

を出る前に、どうかそれをしてください。 

 

祈りましょう。 

天のお父様。救いの福音に感謝します。私たち全員が、信仰を通して、恵によって救われたことに感謝しま

す。これは私たちの働きでなく、あなたからの賜物、誰も誇ることのない為だと、エペソ人への手紙 2:9 に

パウロが書いています。主よ、あなたは実に世を愛されて、あなたのひとり子をお与えになりました。それ

は御子を信じる者がひとりとして地獄で永遠に滅びる事なく、天国で、あなたと共に過ごす永遠のいのちを

得るためです。主よ。あなたが言われた通りの事が、世で起こっています。あなたは、ルカの福音書 21:28

で言われました。「これらのことが、起こり始めたなら、からだをまっすぐにし、頭を上げなさい。贖いが近

づいたのです。」主よ。マラナタ！早く来てください。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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