
2018年 1月 21日 Pastor JD 悪いニュースと良いニュース 

 

1 

JD Farag牧師 中東アップデート 2018 年 1月 21 日公開 
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悪いニュースと良いニュース 

 

 今日の預言アップデートは。。。たまに、「良い知らせと、悪い知らせがある。」という言い方をする人が居ま

すよね？「どっちを先に聞きたい？」と。あれ嫌じゃないですか？さて、良い知らせと悪い知らせがあります。

でもどちらを先に聞きたいか？と、皆さんに選択の余地はありません。悪い知らせから先にお伝えします。し

かも悪いニュースがいっぱいあるのです。これにはワケがあって、そのワケとは、良い知らせをお伝えするに

は、それが悪い知らせの結果だからで、違う言い方をすれば、これは正しい英語ではないことはわかっていま

すので、メールやコメントで教えてくださらなくても結構ですよ。 

ともかく、悪い知らせが悪いほど、良い知らせが良くなるものです。悪い知らせが悪いほど、良い知らせが良

くなる。イエス・キリストの救いについて伝えるときは確実にそうです。適切に、十分に悪い知らせを伝える

なら、我々は全員が、罪を犯した為に死んでいるのです。それによって、「イエス・キリストによる救いがあ

る」という良い知らせを聞く用意ができるのです。ですから福音に至っては、この定義は確かに真実です。さ

らに踏み込んでお伝えしたいのは、神にしか出来ない事であり、また神がしてくださることです。 

 

 神は、今日の悪を用いて、良いことの計らいとしてくださる。多くの人が救われるためにです。聖書の中で、

私が大好きな神の男の一人はヨセフです。何年も前に木曜の夜の、書ごと、章ごと、節ごとの聖書の学びで、

創世記をしていたとき、ここにおられた方はご存知でしょうが、ヨセフの人生に入った時は、聖書の中でも最

もワクワクする学びでした。彼はこのような人物でした。簡単に下地を整えて、それから預言アップデートへ

入りたいと思います。考えてみてください。17 年もの間、彼は皆さんが考えられる限りの困難を経験しまし

た。17 年ですよ。幼い少年の頃からです。当時彼は 13歳だったと言う人もいます。それに 17 年足せば 30

歳です。ところでヨセフは、イエス・キリストの完全な予型です。さらには患難前携挙においてもそうですよ。

彼は、7 年間の飢饉の前に、異邦人の嫁をめとっています。これに関して、「アーメン」ではありませんか？

もう一回言いますよ。言って良いですか？ダメだと言っても言いますが。ヨセフは、7 年間の飢饉の前に、異

邦人の嫁をめとりました。その後、彼女は一切出てきません。ヨセフが、イエスの型である箇所は 120 以上

あるのですよ。献酌官と調理官は、誰を表しているか。この２人を覚えてらっしゃいますか？１人は彼のこと

を覚えていて、もう１人は覚えていなかった。これは世の救い主の隣で、十字架に架けられていた２人の罪人

ですよ。１人は受け入れ、１人は拒絶しました。ヨセフの人生を通して、至るところに。こんな事、作って出

来るものではありません。これは、聖書が完全無欠な神の御言葉である、と私が信じる理由の１つです。これ

は人が考えつく事ではありませんから。17 年間ですよ。彼は死にかけで放置され、奴隷として売られ、自分

の兄弟に裏切られた。彼は心から愛していたのに、彼らは彼に対してものすごく嫉妬して彼を殺そうとしたの

です。自分の兄弟に拒絶された。聞き覚えがありませんか？予型です。それから、「が、神は。」この言葉です

よ。ヨセフの人生を表す言葉があるとすれば、これでしょう。「が、神は。」彼は穴に放り込まれ、エジプトに

行き着きます。故郷からは遠く離れた場所です。しかし神は、彼を昇進させるのです。高くあげられる。彼を

祝福されるのです。そして最後に彼は、この権威ある男、ポテパルの議会で権威ある地位につきます。どうや

らポテパルの妻は、ヨセフに目をつけたようです。明らかに、彼はハンサムな若者だったはずです。またポテ

パルの妻も魅力的だったと私は思います。これに関して、カルバリーチャペル Madesto の Damian Kyla 牧
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師が面白いことを言っていました。このような地位にある男には、通常ものすごい美人の妻が居るもので、な

ぜこれが重要かというと、彼女は、毎日ヨセフを誘惑しようとしたのです。もし彼女が美しく魅力的でなけれ

ば、誘惑になりませんから。彼はこのように言っています。「もし彼女の外見が、Ma Kettle（ドラマの主人

公）のようだったら…」Ma Kettle は素敵ですよ？それでも彼女が Ma Kettle みたいな外見をしていたらど

こが誘惑ですか？想像してみてください。毎日仕事に行くと、上司の妻があなたに近づいて来るのです。仕事

に行くと、毎日ですよ！ある日、使用人全員、従業員を全員帰らせる。彼女には計画がありますから。そして

彼女はヨセフに襲いかかるのです。そこで彼は走って逃げます。皆さんは、彼が正しいことをし、誘惑を退け

たのだから、神が彼を祝福し、彼を賞賛されると思うでしょう？これは確かに誘惑ですよ。ところがどうなっ

たかと言えば、彼女は、強姦未遂で偽の訴えをしたのです。そして彼は投獄されます。ところで当時の牢屋と

は地下牢で、死ぬまでそこに放置されるのですよ。ヨセフはといえば、彼が見た夢を覚えていますか？彼がそ

れを話したとき、両親と特に兄弟たちは優しく受け止めませんでした。それもある程度は分かる気もしますが。

「皆、僕にひざまずくんだ。」「わお！何様のつもりだ！」「なんて高慢な小僧だ！」ダビデが戦いの場に行っ

た時、エリアブが彼に言ったことを思い出しますね？話が脱線するのでこれ以上は言いませんが。という事で、

彼はそこに投獄され、それから彼は夢の解き明かしをします。そして彼は、忘れられ…彼は、自分は神に忘れ

られた、と感じていたと思いませんか？神は、ここからどのようにして良いものをもたらすことが出来るの

か？こんな悪い状況で。自分はここで死ぬんだ。これで終わりだ。。。 

が、神は。神は覚えておられた。同じことがエステル記にもありました。私は、エステル記が大好きです。と

ころで御心ならば、「ヨブ記」を始めますよ。私はヨブ記の学びをとても楽しみにしています。という事で、

彼はあの夢の解き明かしをします。神が、彼に夢を与えられたからです。そして彼は、夢の解き明かしをして、

「どん底から頂点へ」昇り、今や彼は、パロを救った事で、世界で一番力のある男となりました。神はこのよ

うなときに、彼をこの地位に置かれたのです。ここで最高の「が、神は」の節が来ます。聖書の中で私が一番

大好きな節で、もちろん私は聖書全部が大好きですが、「が、神は」ヨセフが兄弟たちに自分の正体を明かし

たとき、彼らは非常に恐れたのです。それもそうでしょう。あなた方は、私に悪を計りました。“が、神は”そ

れを良いことのための計らいとなさいました。（なぜか？）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）私がこれをお話したのは、次のことをお伝えするためです。現在、世界

中で様々な事が起こっていますが、神はそれらを踏まえて、さらに言えば、それにも関わらず、それを良い事

の計らいとされる。それは多くの人々を救う為です。「が、神は」あらゆる悪を、ですよ。まるで悪が勝利して

いるように見えます。しかし神は、そこから良いことをもたらしてくださる。 

 

まず１つ目は、「アメリカ合衆国の分断」から始めたいと思います。私にはこれはもう、後戻りできないとこ

ろまで来ているように見えます。私の間違いかもしれません。またある意味、私の間違いであってほしいとも

思います。しかし私は、これがアメリカの崩壊に繋がると思っています。これで、多くのことに辻褄が合うと

思いませんか？特に、聖書預言の中にアメリカ合衆国が出てこない事の説明がつきます。画面に映し出されて

いるのは、使い古された言い方ですが、「一致すれば立ち、分断すれば崩壊する。」実際これは、イエスが悪霊

を追い出したことで、悪霊に憑かれていると非難されたとき、パリサイ派の人たちに言われたことです。想像

できますか？これはマタイの福音書 12：25 です。聞いてください。 

イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。「どんな国でも、内輪揉めして争えば荒れ廃れ、どんな町でも家

でも、内輪揉めして争えば、立ち行きません。」（マタイ 12：25）分断があれば、立ち行かないのです。きっ
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と皆さんも同感だとおもいますが、今我々アメリカ人は、どれほど分断しているか？私たちの記憶の中で、こ

れほどのものは見たことがないでしょう。今の世代では、確実になかったはずです。市民と警察、黒人対白人、

女性対男性、保守派対リベラル、共和党対民主党、リストは嫌になるほど続きます。これは「分断して征服せ

よ」の教科書通りでしょう。「分断して滅ぼす。」これは時が来て何かが起こるまで続きます。皆さんも聞いて

おられると思いますが、昨日の朝一番のニュースは、政府機能の一時停止、それから国中の至る都市で「女性

のマーチ」が行われました。これが、どこか皮肉というか、怪しいというか、これら全てが起こったのは、ト

ランプ大統領就任からちょうど１年の記念日です。Breitbart 政府機能の一時停止に関する記事によれば、ペ

ンシルベニア州の共和党員 Lou Barletta は、「Schumer’s Shutdown」で、不法移民をアメリカ市民より

も優遇しているとして、民主党を避難した。 

金曜日の夜、Schumer と Dick Durbin 議員を含む民主党上院が Lindsey Graham 議員（共和党）と、Jeff 

Flake議員（共和党）と共に、政府機能の一時停止を防ぐための支出案に反対して投票。そこに不法滞在外国

人への恩赦が含まれていなかった為だ。その数字をよく聞いて覚えていてください。350 万人の不法滞在外

国人と、不法滞在外国人である親。仮に、オアフの人口が約 100 万人だとすれば、オアフ島の人口の 3 倍の

不法移民がここにいるということですよ。Barletta が、連邦政府による不法滞在外国人への一時停止の決断

に即座に反応して、ツイッターに投稿。「彼らは、子供の健康保険と…（これは興味深いです）軍資金を止め

てでも、移民の恩赦にあてたいのだ。」彼はすぐに続けて投稿して、「民主党：不法移民＞アメリカ市民。」 

さて私自身も移民であり、これについてじっくりと考えてみました。仮に彼らが、この政府機関の一時停止か

ら、何かをしようとしていたとしても、それでもまだ、私達に伝えられていないことが他にもあると感じてい

ます。つまり非常に汚いものが、この先に待ち構えていると感じます。「まだ何も分かっちゃいない」と言い

ますか。まだ何も分かっちゃいない。私達に伝えられていないことがまだまだある、と言えば、先週土曜日の

ハワイでの誤報にも、報道されていない事があるようです。皆さんご存知かどうかわかりませんが、日本でも

3 日後の先週火曜日に、誤報がありました。日本でも間違ってボタンが押されたのです。日本でも、です。間

違ったボタンを。。。。？？もしもし～？ 

良いですか？これに関して私は、陰謀論に偏りたくはありませんが、それでも聞いてください。私は陰謀論を

軽く流すこともしません。この「陰謀論」を、軽く流していると大間違いだと私は思うのです。私が見たある

ソーシャルメディアに投稿されていた写真が、男の人の顔で、目がこんなに大きくて、こんな顔をしているの

です。そしてその横に書かれていたのが、「陰謀論が真実だと分かった時の顔」何年も前にここハワイで…

1996 年、カンファレンスがあって、Gayle Erwin がスピーカーの１人だったのですが、私は妻と訪れてい

て、彼は始まるなり立ち上がって言ったのです。「私は巷の陰謀論を信じているか？信じています！」それか

ら彼は、いつものように、見事にかつシンプルに、聡明に、そしてユーモアたっぷりに、神の御言葉を教え始

めたのです。なぜこんな話をするかといえば、それは…よく考えてみてください。誤ってボタンを押してしま

った？そしてまた、同じく“誤ってボタン”が今度は日本で？？？お願いしますよ。私はそこまで鋭い方では

ありませんが、それでも何か臭います。私はこれに深入りはしませんが、これを軽く聞き流すつもりもありま

せん。しかしこれに関して、私が言いたいのは「事実に変わりはない。」ということ。ボタン１つで、考えられ

ないような事が起こる、という事実に変わりはありません。これは事実です。まだ他にもあるとか無いに関わ

らず、まだ他にもあると私は思っていますが、それは私だけではありません。元共和党国会議員の Jason 

Chaffetz が、Fox News に、Judge Jeanine Pirro と出演していて、誤ったボタンについて、まだ他にも

何かある と多くの人が考えていると言い、それから次のように言いました。「なんらか化の形で、誤ってボ
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タンが押されたとは考えられない。こういった事が決して起こらないために、少なくとも 5 段階の誤作動防

止の確認がなされるのだ。」ところで明確にしておきますが、これはボタンではありませんよ。良いですね？

机の上にある大きな赤いボタンを想像しないでくださいよ。髪の毛がボサボサの従業員が、コーヒーも飲まず

に早朝の勤務交代前…とか。。。これはコンピューターのボタンです。「よろしいですか？」「よろしいですか？」

「よろしいですか？」「よろしいですか？」「よろしいですか？」「この警報を、150 万人に送りますか？」「彼

らが恐怖で完全に包まれますよ？」「最終的にはそういう事ですよ。」「よろしいですか？」「それを行います

か？」「はい。」「本当の本当に、それを行って良いのですか？」「はい。」「本当の本当に、良いのですか？」「は

い。」少なくとも 5 回ですよ。そっちには行かないと言ったのに、また行ってしまいました。本当に話したか

った事に戻りましょう。まだ他に何かがあったにしろ、無かったとしても、これが起こるのは時間の問題です。

私の聖書にはそう書いてあります。私の聖書にはそう告げています。 

 

興味深かったのは、月曜日、オンラインメンバーであり、私の友人の Fox News ニューヨークで働いている

Kelly McGuire から連絡があって、私は Fox News で、Martha McCallum のインタビューに答えたのです。

そのインタビューで衝撃だったのは、その質問で、私はあれもこれも話したいと思っていたのですが、彼らが

私に聞いた質問は、感情に関する事ばかりで、「あと数分の命だと思ったとき、どんな気持ちでしたか？」こ

れが中心でした。これが、彼らが Fox News のインタビューで、私に聞いた質問だったのです。時間の関係

で、インタビュー全てに答えることは出来ませんでしたが、私の答えはこうです。「私の家族は全員が、完全

に平安でした。私達には、イエス・キリストによる救いが保証されていますから。」ここで補足的に言ってお

きますが、恐らくここにいる皆さんだけでなく、オンラインチャーチの方々にとっても、とても重要なのでど

うか良く聞いてください。その時は必ずやって来ます。それが起こる時、私達はここに居るかもしれないし、

居ないかもしれません。ただ警報が発せられる時が来ます。その時は本番です。その時、あなたはどうします

か？あなたには、準備が出来ていますか？あなたには、その平安がありますか？あなたは、イエス・キリスト

との関係において、自分がどこにいるか知っていますか？仮に戦争が起こって、そのミサイルが届こうとして

いる時、あなたは自分が、神の前に正しい事を知った上での平安がありますか？もしあなたにそれがないなら、

あなたにも、それを得る事が出来るのですよ。あなたも、その保証を得ることができるのです。今日、今、で

す。ここに居る方は、教会を出る前に、オンラインの方は、最後にお話しますが、あなたも、その保証を得る

ことが出来るのです。ヨハネは、「永遠のいのちを持っていることが、分かる。」と言います。先週言いました

が、私はあれが誤報だと分かった時、ある種、聖化された失望感がありました。家に帰りたいですから。でも

まだ私達には仕事が残っているようです。だから、私たちはまだここにいて、主が来られるまで、従事しなけ

ればなりません。 

 

さて、今日の悪いニュースの最後はこれ。誰か、「ハレルヤ！」と言いましたね？これで終わっても良いので

すが。ロシア、イランと、北朝鮮が、戦争の脅しで頻度、激しさ共に、攻撃を加速させています。「でも先生、

北朝鮮と韓国は、オリンピックで“おてて繋いでグンバイア”だと思っていましたが。」 

「大統領は、北朝鮮の金正恩と話をするのだと思っていましたが。」「彼らは、ビールサミットが何かをするの

では無かったですか？」 

Jerusalem Post が、イランの核協議に関するロシアの攻撃について報じています。Jerusalem Post によれ

ば、ロシア外務大臣セルゲイ・ラブロフが月曜日発言。「モスクワは、ワシントンによるイランの核協議の修
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正を支持しない。このような動きは…」…良く聞いてください。「北朝鮮の核兵器プログラムに関して外交を

複雑にする。」それは複雑にしたくありませんよ！外交を複雑にはしたくありませんよ！「もし、協議が据え

置かれて、イランには義務を果たさなければ。再び制裁を加える、というなら、北朝鮮からの視点で見るべき

だ。」へえ～。北朝鮮からの視点で見るべき、ですか？冗談でしょ？北朝鮮の視点とは何だか分かりますか？

それは弾道ミサイルの先端ですよ。しかもその標的はハワイです。それが北朝鮮の視点ですよ。彼は強調して、

「国際社会は、両国の核プログラムを同じように対処するべきだ。」言わせてもらうと、先週土曜日の誤報の

責任がある政治家が、全国放送のニュースで発信していたのが、「トランプは、金正恩と座って対話すべきだ。」

１つ言っておきます。愛を込めて…アメリカ合衆国の大統領は、この北朝鮮の独裁者と座って対話する必要な

どありません。分かりましたか？ 

 

月曜の別の話の中で、イラン国家安全保障最高評議会のシャムハーニー書記は言いました。「トランプは、核

協議から撤退すると脅し…」この言葉良く聞いてください。「“イラン恐怖症”を煽っている。」イラン恐怖症

ですよ！！みんな“恐怖症”恐怖症だと思います。本当に。イラン恐怖症？あの、私が思ったのは…また話が

それてしまいますが、お付き合いください。 

Pro-Life（命を支持する）行進がありましたよね？それを私は、地元の NBC だったか、CBC だったか、家

のテレビで見ていると、画面の下の方に、「“反中絶”行進」と書かれていたのです。分かります？「Pro-Life

（命を支持する）」でなく、「反中絶」です。私が驚いたのは、そこに「中絶恐怖症」と書かれていなかった事

です。テロップに、「中絶恐怖症」？ 皆さんには、彼らが何かを隠そうとしているように聞こえませんか？

つまり、彼らの北朝鮮都の親密な関係？実際、彼らは北朝鮮と親密な関係ですよ。特にイランは。しかも 10

年以上も北朝鮮と親密です。次の Y net News の報道を見てください。トランプが非難…真っ当な非難です

よ。「ロシアによる、北朝鮮が供給を得る為の援助は、国際制裁違反だとして批判。」平壌が、長距離ミサイル

のアメリカ合衆国到達に“日々”近づいている。ロシア、イラン、北朝鮮です。これに加えて、米国国防長官

マティスは、金曜の Al Arabia によれば、イランと北朝鮮は、地域、さらに地球規模の「安定」…つまり、「平

和と安全」に対する脅威である。これは政府機関の一時閉鎖の前ですが、さらに政府機関の一時閉鎖の可能性

についても言及しています。「訓練、維持、情報活動も含めて、軍の活動に影響を与える。」 

以上が悪いニュースです。良いニュースを聞く準備は出来ていますか？では良いニュースについて話しましょ

う。初めにお話しましたとおり、良いニュースとは、悪いニュースの結果で、これは、神だけができること、

神がもたらそうとされていることです。 

 

第一に、今日この事の為に、多くの人がイエス・キリストに立ち返っています。現在世界中で起こっているこ

れら前代未聞の出来事の結果です。これについては間違いありません。 

 

第二に、私が言いたいのは、私が心から信じている事、これは、ソーシャルメディアで世界中の人から、私た

ちのところに寄せられるコメントに基づいた事です。クリスチャン達が、最近改めて人生を主に捧げたと言っ

ていて、また今日、彼らが主にあってものすごく燃えているのです。これがあったからです。ところで、だか

ら私たちはこれをしているのですよ。だから私たちは、これからもこれをやり続けるのです。この間長男と、

定年について話をしていたのですが、ではく次男でした。「定年退職するの？」と聞くから、「しない。」と言

ったのです。そしたら、「しないの？」と言うから、「しないよ。」と。すると「なんで？！」と言うから、「仮



2018年 1月 21日 Pastor JD 悪いニュースと良いニュース 

 

6 

に定年退職したとしても、定年後、私はこれをするよ。分かるかな？」 

どうして定年退職したいですか？定年退職して何をすれば良い？隅っこに座って編み物？何をします？一日

中テレビを見る？どっちにしろ見てますよ。音は消していますが…私はこれを…２週間前にも言いましたが…

最後の預言アップデートまでやり続けますよ。最高なのは、ハワイ時間の日曜日の朝、預言アップデートの最

中に、第一礼拝でも第二礼拝でも…どちらかといえば、第一礼拝の方が良いですね。そうすればユーチューブ

にアップされますから(笑) 

 

本当に良いニュースを皆さんにお伝えします。 

イギリスの Daily Mail の興味深い記事です。タイトルは、 

“未信者達は、宗教に関心を持ちたがらないにも関わらず、危機に直面すると、神を呼び求める。” 

先週これについてもお話しましたね。最新の調査によれば、未信者の４人に１人が「困難に直面した時には祈

る」と言います。神にはこれのように、神にしか出来ないやり方で、人の気を引く事が出来、まさに神は、そ

れをしておられるのです。今、神はしておられます。 

もう１つ良いニュース。木曜日の Christian Post の記事です。これ聞いてください。 

“クリスチャンに改宗したイラン人が、スウエーデンで、1500 人のイスラム教徒をキリストに導いた。” 

この礼拝堂は 300 席ですから、計算すれば、空席なしで礼拝 5 回分です。ムスリム達ですよ。想像してくだ

さい。こんな風に見てください。仮にこの 300 席が、ムスリム達でいっぱいだとして、みんな女性はブルカ

を被っています。礼拝は 5 回。そこへこのイラン改宗者が、その日ゲストで話します。すると 5 回の礼拝そ

れぞれの、300 人１人１人が全員、合計 1500 人がキリストに立ち返るのです。これは良いニュースです。

ものすごく励まされますよね？神にしか出来ない事です。ハレルヤ！ 

これは良いニュースでした。では、「ザ・良い知らせ」に行きましょう。 

 

イエス・キリストによる救いの福音です。使徒の働き 4：12 にはこうあります。 

「この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下でこの御名の他に、私たちが救われるべき名は、

人に与えられていないからです。（使徒の働き 4：12）」 

イエスの御名です。ムハンマドでなく、アッラーでなく、ブッダでもなく、イエスの御名。彼だけが唯一の道

であり、唯一の真理であり、唯一のいのちであって、彼を通してでなければ、誰も父のみもとには行けません。 

「救いの ABC」をシェアしたいと思います。今日私が牧させていただいている、この素晴らしい教会に居る

方の中に、またはオンラインでご覧になっている方で、主の御名を一度も呼び求めた事のない人は、これから

私がシンプルにお伝えする事を聞いて、それを受け入れられるように祈ります。子供にでも理解できるほど簡

単です。 

 

救いのABC のAは、あなたが罪人であり、救い主が必要であると、Admit/認める、もしくは、Acknowledge/

認識する。 

ここで悔い改めが起こるのだと私は思っています。悔い改めとは、考え方の変化、あなたが自分の考えを変え

ない限り、神はあなたの心を変えることは出来ない、と言われています。向きを 180 度変えるのです。悔い

改めに至って、あなたが考え方を変え、自分は罪人で、救い主が必要であることを認めるのです。これはロー

マ人への手紙 3：10 に書いています。 
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「義人はいない。ひとりもいない。（ローマ人への手紙 3：10）」 

 

救う方は、イエス・キリストです。唯一罪の無い方です。私達はみんな、罪人として生まれた。だから私達は、

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。ローマ人への手紙 3：23 にはこう

あります。 

「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、（ローマ人への手紙 3：23）」 

 

ローマ人への手紙 6：23、私はこれが大好きで、ここには悪い知らせと良い知らせがセットになって入って

います。しかし悪い知らせが先なのです。覚えていますか？悪い知らせが悪いほど、良い知らせが良くなるん

でしたね？そこでここに最悪の悪い知らせです。 

しかもこれがものすごく悪いのです。とんでもなく悪い。 

「罪から来る報酬は死です。（ローマ人への手紙 6：23）」 

 

私達全員が、自分たちの罪のために、死刑宣告を受けているのです。これが悪い知らせ。良い知らせはこちら。

「しかし、」私はこの言葉が大好きです。 

「しかし、神のくださる賜物は、私たちの主イエス・キリストにある永遠のいのちです。 

（ローマ人への手紙 6：23）」 

 

これは良い知らせですよ。ものすごく良い。 

「つまり、私たちは死刑宣告されていたのに、誰かが私の死刑宣告を、私の為に、私の代わりに受けてくれて、

その為に、私の永遠の命という無償の賜物をくれたというのですか？」 

そうです。それは良い知らせだ。因みにこれが福音という言葉の意味ですよ。良い知らせ。あなたの債務は支

払われ、あなたは自由に行ける。宇宙の裁判所、あらゆる被造物の裁判官の前で、あなたはキリストにある自

由の身として出られるのです。彼がその死刑室、十字架、電気椅子、致死量の注入を、あなたの代わりに、あ

なたの為に、受けてくださったのです。 

 

B は、あなたの心で、イエス・キリストが主であると、Believe/信じる。これは、ローマ人への手紙 10: 9 

-10 でこうあります。 

「なぜなら、もし…あなたの心で…」 

ところで、ああこれはとても重要なので、明確にしておかなければなりません。良く言われますから。「悪魔

でさえ、神を信じて、恐れている。」そうですね？「なら心で信じるだけで良いというのは？」「それだけで良

いの？」皆さん理解しなければなりません。心で信じる、とは、あなたの罪の赦しに関して、イエス・キリス

トを心で信頼するのです。心で信じるとは、どういうことなのか、その意味を理解しなければなりません。 

「…あなたの心で、神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、」言い換えれば、イエスは、

イエスがご自身について言われた通りの方だということを、心で信じるのです。人類の罪の為に十字架にかか

り、人類の罪の代価を全額払い、葬られ、３日後に死から蘇った。それを信じ、その事で彼を信頼する。あな

たがそれを心で信じる、その時に、あなたは救われるのです。これであらゆる混乱が明確になれば良いのです

が。 
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最後は C で、これは主の御名を、Call/呼び求める。これもまた、ローマ人への手紙 10：9 – 10 で、このよ

うに書かれています。 

「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蘇らせて下

さったと信じるなら、あなたは救われるからです。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。（ローマ人への手紙 10：9 – 10）」 

 

だから人が、どのようにして救われたかを、オンラインのコメント欄に書いてくれるのが好きなのです。そう

すれば私達も一緒に喜べますから。彼らは口で告白しているのです。口で告白している。最後は、ローマ人へ

の手紙 10：13 です。ここに要約される、というだけでは全く足りませんが、こう書かれています。 

「All/誰でも…」ですよ。All/誰もが罪を犯して、神の栄誉を受けられなくなったから、だから All/全員です。

選民だけでなく、予め定められたものだけでなく、誰でも「主の御名を呼び求める者は、だれでも救われる」

のです。（ローマ人への手紙 10：13） 

 

どうか今日、現在世界中で起こっている事から、これまでに一度も主の御名を呼び求めて救われた事のない人

は、どうかお願いです。お願いしますから、今日が救いの日、今日があなたの救いの日になりますように。ご

起立ください。祈りましょう。皆さんの忍耐に感謝します。少し時間オーバーしてしまいました。こんな事一

度もなかったのに…すみません。またやってしまいました。 

 

天のお父様、あなたに感謝します。私たちは、どうすればあなたに十分な感謝が出来るでしょう。私達が目に

している、世の中の出来事にも関わらず、あなたが多くの人を救おうとされている事に感謝します。これによ

って、私たちはとても励まされます。励まされ、この終わりの日、終わりの時間に、出来る限り多くの人に、

良い知らせを伝え、あなたがこられるまで従事しようと思います。主よ。この教会、またはオンラインでこれ

を見ている人の中に、今まで一度もあなたを呼び求めた事のない人が居るなら、 

どうか今日、彼らがあなたに心を開き、あなたを信頼して、あなたを呼び求めて救われますように。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
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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 

 

メッセージ by  JD Farag牧師 カルバリーチャペルカネオヘ http://www.calvarychapelkaneohe.com/ 

Calvary Chapel Kaneohe 

47-525 Kamehameha Hwy. Kaneohe, Hawaii 

訳 by 木下言波  DivineUS：https://www.youtube.com/user/TheDivineUs 
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