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……………………………………………………………………………………………
サタンと音楽
昨日は、時間をかけて、預言アップデートに関して主の御心をうかがっていました。今日は、違う事を主が行お
うとされていると感じていましたから。ですので、今日は通常のように、中東、特にイスラエルにフォーカスす
るのではなく、水曜日に起きたフロリダの学校乱射事件について、お話ししたいと思います。それも、誰も語っ
ていない事、悪霊の部分についてです。今日、私が皆さんにお伝えする事に、よく耳を傾けていただければと思
います。個人的に、率直に、さらに言えば、気まずくもありますが、主が、私にこれを伝えよ、と言っておられ
るのだと心から信じています。
まず、全ての学校乱射事件の共通項は、「ドラッグと、特にサタン的音楽である」という主張から始めたいと思
います。今日の若い人達は、ドラッグと音楽の媒体を通して、悪霊に憑りつかれていると言っておきます。この
２つが、共に働いています。事実、音楽はドラッグです。次に、私自身が十代の時、ドラッグと、耳にしていた
サタン的な音楽の為に、悪霊に憑りつかれていました。実際これが、私がイエス・キリストの救いに至った証で
もあります。私は、音楽に深くのめり込んでいて、その音楽の為に、ハイパーとなり、悪霊に憑りつかれていた
のです。ドラッグも、その原因ではありますが、ともかく、私はそのようにして、キリストに至りました。19 歳
の時に、私が深くのめり込んでいたグループが、ロックンロールに魂を売っている、という事を示された後に、
福音を聞きました。それは策略ではなく、現実でした。そして私は、「悪魔は実在する」という現実に目が開か
れたのです。その時に、私が至った結論は、「もし悪魔が実在するなら、イエスも実在するという事になる。」
私が気づいた事の一つに、私は、イエス・キリストを個人的に知る前に、悪魔について個人的に知ったのです。
それで、納得がいきました。このようにして、私はキリストに立ち返りました。
しかし、私が気づいていなかったのは、実際は、私は悪魔を礼拝していたのだという事。私が聞いていた、サタ
ン的音楽を通してです。音楽は、ドラッグ同様、脳に強烈な影響力を与えます。音楽の持つ影響力についての研
究は、とても興味深いですよ。先日、ドキュメンタリーを見ました。アルツハイマー患者と、認知症の人に、音
楽を聴かせると、実に全てが変わるのです。私が高校の時、音楽の先生が見せてくれた研究では、たった３０日
間音楽を奪うと、人は発狂寸前になっていました。あらゆる音楽を聴く事を禁じ、歌う事も、ハミングする事も、
全てを禁じたのです。すると人は３０日で、音楽の欠乏によって、ほぼ発狂しました。
2000 年 7 月 24 日の Newsweek です。インターネットで調べれば、この記事の PDF ファイルがご覧になれます。
タイトルは、「Music on Mind／思考上の音楽」記事にはこうあります。
――人間の脳に、音楽が予備配線されている事を、科学者が発見。――
私達にとっては、驚くに値しませんね。私たちが天国に行けば、そこで、私達は賛美します。神が音楽を創られ
たのです。天国で賛美といえば、そのために神は、私達の脳に音楽を予備配線されたのです。もう一つ、音楽の
御使いであったルシファーが、音楽を使って、人が彼を賛美するようにしている事にも、驚きませんね？それは
彼が、天から追放される前からの、彼の欲望です。イザヤ 14:11-15 には、ルシファーが天から堕とされた事の
説明が書かれていて、11 節にはこうあります。
“あなたは誇り、あなたの琴の音はよみに落とされ、 ”（イザヤ 14:11）
彼は、天から堕とされる前は、天で賛美リードをしていた事が分かります。エゼキエル 28:13 にはこうあります。
ここでは、彼が実に美しく創られた事が書かれていて、さらに、彼が創られた日に、彼の為に楽器が整えられて
いた事が書かれています。そして彼は、いわゆる賛美リーダーとして、高められていたのです。
次に、なぜ私はこれを指摘したか？それは、悪魔は常に神と同等に、この世の神として賛美される事を願ってい
て、音楽は、彼が使う一つの手段だからです。特に、若い人達に対してそうで、10 代の若者達の脳の発達に、大
きな影響を与えます。どうか皆さん、よく聞いてください。インターネットでこれを観ている方は、どうか動画
を止めないでください。皆さん、どうかこれをよく聞いてください。私が、今日これからお伝えする事は、敵は
何としてでも止めたいのだ、と私は心から思います。
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また、どうか皆さん。これに関して、私の言葉を鵜呑みにしないでください。これから、複数の有名ロックスタ
ーが、彼ら自身の言葉の中で、自分が悪魔を礼拝している、と認識している発言を引用します。まず、リトル・
リチャードから。引用します。
――「私は、別の力によって導かれ、命じられていた。闇の力だ。悪魔の力、サタン。この世には、我々に敵対
して動いている勢力がある事に、私達は気づかなければならない。悪魔は、私達の思考をコントロールし、我々
の人生を導いている。」――
次に、ジミー・ヘンドリックス。引用します。
――「私は、音楽を通した方が、何でも上手く表現できる。人に催眠術をかけ、彼らが一番弱くなったところで、
我々の言いたい事を、潜在意識に説教する。だから、Electric“Church（教会）”の名前が、チカチカ点滅するのだ。
」――
レッド・ツェッペリン歌、「Houses of holy」の歌詞を引用します。
――「音楽にお前を支配させるんだ。主人の呼ぶ声に耳を傾けようぜ。Oh サタン」――
トーリ・エイモス。引用します。
――「私は、ルシファーと結婚したいわ。私はルシファーが、悪の勢力だとは思っていないの。私は、彼の存在
を歌の中に感じるわ。まるで彼が来て、私のピアノの上に座っているみたいに感じるの。」――
ジェリー・リー・ルイス。
――「俺の中に悪魔が居る。」――
デイビット・ボウイ。
――「ロックンロールは、以前からずっと悪魔の音楽だ。俺の最大の興味は、カバラと、クロウィズムだ。」
「真っ暗でぞっとするような、脳の反対側の黄泉。クロウリーの制服を着て、黄金の夜明けに、どんどん近づい
ている。」――
クロウィズムについては、また後程お話しします。Hit Parade マガジンが次のように報じています。
――ボウイは、ろうそくを灯し、呪文と呪いを唱えながら、壁に星形五角形を描いた。――
ジョンレノン。
――「私は、自分の魂を悪魔に売った。しかし喜びは、憑りつかれたように、媒体になった時で、私が座ると、
真夜中とか、したくない時にやって来る。それが、興奮するところなんだ。虚辞の作者が、誰かは分からないけ
ど、私がただ、ここに座っていると、虚辞でいっぱいの歌が出てくるんだ。まるで突き動かされるように、気づ
けば、ピアノやギターに向かって、それを弾いているんだ。ただ、それが与えられるから、というか、そこにチ
ャンネルを合わせる、とでも言うか。（よく聞いてください）ビートルズの概念は、『汝の意志する事を行え』
が全てだった。」――
『汝の意志する事を行え』というのは、「法の書」と呼ばれる、セルマの基本経典に記されている、法則のすべ
てとなる教訓だ。『汝の意志する事を行え』というのは、“セルマの法則”で知られている。アレイスター・クロ
ウリーが、これを教え、多くの人類史上最も有名なロックバンドに助言を与えた。ビートルズの「サージェン
ト・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」のアルバムのカバーには、Ringo Star によれば、
――「我々が好み、憧れる人々」と言われる人達が、バックグラウンド（背景）になっている。ポール・マッカ
ートニーは、サージェント・ペパーズのカバーの事を、次のように言いました。「私達のヒーロー全員の写真を
載せるんだ。」――
ビートルズのアルバムのカバーに載っている、彼らのヒーローの一人に、サタン崇拝者で悪名高い、アレスタ
ー・クロウリーがいます。そして、クロウリー自身が、バンドに演奏を教えた、サージェント・ペパーだったと
言われています。
レッド・ツェッペリン。
――クロウリーは、レッド・ツエッペリンが、これらすべてのロックバンドを行う中で、大きな影響を与えた。
（大きいどころではありませんが）あまり知られていない人が、人々が偶像化している音楽の多くが、アレイス
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ター・クロウリーと、彼のサタン崇拝の熱狂者によって書かれたものだ。彼は、自らを「サタン崇拝者」である
と、宣言しています。レッド・ツエッペリンのギタリスト、ジミー・ペイジは、アレスター・クロウリーの熱狂
的信者で、自身を『６６６の獣』であると宣言している。1971 年、ジミー・ペイジは、ネス湖畔にあった、ク
ロウリーの豪邸を購入。クロウリーがサタンの礼拝儀式を行っていた場所だ。――
ちなみに、これには、人間の生贄も含まれます。実際、彼の所有地から、幼い少年たちの遺体が発見されていま
す。
――ギタリスト、ジミー・ペイジは、実際にコンサートで、「天国への階段」の演奏中に、クロウリーの魔術儀
式を行っていた。――
ちなみに、これは史上最も有名な曲です。ダントツです。それが「天国への階段」。面白いですね。
――天国への階段の歌詞の中に、May Queen への言及がある。これは、アレスター・クロウリーによって書かれ
た、ぞっとするような詩の名前だ。ペイジは、レッド・ツエッペリン３のビニール版（レコード）に、クロウリ
ーの有名な言葉を刻んだ。『汝の意志する事を行え。そうすれば、そのようになる。』ペイジと、ロバート・プ
ラントは、ツエッペリンの歌のいくつかは、「カルトの自動作詞」を通して出来上がった、と言っている。その
中には、有名な「天国への階段」も含まれる。――
たしか、雑誌ローリングストーンズだったと思います。今は実物を持っていませんが、私はこれのアーカイブを
持っていて、雑誌ローリングストーンズのインタビューで、ロバート・プラント（ボーカル）が次のように言っ
ています。アレスター・クロウリーのあの豪邸で、彼とジミー・ペイジが座っていると、突然、霊が現れて、彼
らに「天国への階段」の歌詞を与えた。そこで、彼らはペンを執ると、まるで何かがペンを動かしていて、その
歌の歌詞を書いているようだったと言います。以来、たったの一語たりとも、歌詞は変わっていない。それが、
史上最も人気の曲「天国への階段」です。
オジー・オズボーン。
彼は、アレスター・クロウリーを、「彼の時代の奇才」と呼びます。彼は、「ミスター・クロウリー」という歌
まで作りました。歌詞の一部を紹介します。
――あなたは魔術で皆を騙し、あなたは、サタンの呼びかけを待ち望んだ。ミスター・クロウリー、僕の白馬に
乗らないか？――
ジム・モリソン。
ドアーズの 13 番目のアルバムの裏表紙に、彼とドアーズの他のメンバー達は、アレスター・クロウリーの銅像
と、ポーズをしている。
カルロス・サンタナ。
彼の言葉を引用します。そのわけは、後で分かります。
――ニューエイジのように聞こえるだろうが、瞑想していた時に、“メタトロン”と呼ばれる実態が来て、言った
んだ。『お前をもう一度頻繁に、放送電波に繋げてやろう。中学生、高校生、そして大学生を狙え。時代の最高
アーティスト達を捉えるんだ。そして、ヤツらに新しいメニューを提示しろ。ヤツら自身が、途方もない可能性
とチャンスを持つ多次元の霊なんだ、と知らせろ。』――
どこか、園の蛇のように聞こえませんか？
――『今日の宗教も、政治も、教育の手口も超える、新しい存在を、ヤツらに提示しろ。』――
キース・リチャーズ。
――「悪魔は構わない。神が、俺をイラつかせるんだ。俺の中には悪魔が居て、4～5 匹は居るが、みんな良い友
さ。だから、単一とみなすことにしたのさ。そうさ、自分で確認してみなよ。ヤツは今でも俺の中に居るよ。俺
は、ヤツを操る方法を習得したんだ。多分、悪魔もそうだろう。」――
カート・コバーン。
――「俺は、石打ちになっても、サタンを礼拝する。」――
1976 年のコンピレーションアルバム「ブラック・サバス」のタイトルは、「俺たちは、ロックンロールに魂を
売った。」
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AC／DC。
残念ながら、私は大好きでした。そして、今でも私は、AC/DC の歌を聴くと惹きつけられる、と言わざるを得ま
せん。魅了的で惹きつけられてしまします。もう、35 年も経っているのに。私が新生してから３５年以上ですよ。
彼らのアルバムは全て持っていました。アメリカ合衆国では入手できない、輸入盤も含めてです。彼らは、私の
中でダントツでした。もちろん、彼らのアルバムで最も有名なのが、これまた適切で、「地獄へのハイウェイ」
です。自慢になんてなりませんが、今でも、この歌の一字一句を覚えています。地獄へのハイウェイに居た時、
私は祈ったのです。すると、神は救ってくださった。実際、私はこう祈ったのです。「地獄へのハイウェイには
居たくありません。天国に行きたいです。」あれが、私が救われた時に祈った、シンプルで子供のような祈りで
した。
アンガス・ヤング（AC/DC のギタリスト）の言葉を引用します。彼はこう言いました。
――「最初のナンバーを半分書き終えたところで、他の誰かがハンドルを握り始めた。だから、私は同乗する事
にした。私はステージに上ると、憑りつかれるんだ。」――
マイケルジャクソン。
――「まるで突然、魔法のように、それは何処からともなくやって来て、そのスピリットが入ると、自分で自分
をコントロール出来なくなる。私は夢から覚めて、わお！と思い、それを紙に自動的に書き留める。全てが奇妙
で、言葉が聞こえるんだ。全てがそこに、目の前にある。だから私は、『悪いな。これは自分で書いたんじゃな
い。もうそこにあったんだ。と一人で呟くのさ。なぜか、すでに出来上がっていて、そこにあって、私はそれを
世に運ぶ、運び屋さ。」――
ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンは、悪魔に憑りつかれています。
ところで、紹介している時間はありませんが、私はアーカイブの中に、他の人の発言もあって、その一つは
『Bono of U2』です。彼は、残念ながら、クリスチャンを欺く事に成功し、クリスチャン達が彼もそうだと思っ
て、夢中になっています。皆さんに、フラッシュバックを起こして欲しくはありませんが、私自身が、フラッシ
ュバックしそうな、彼のこの歌、「探し続けているものを、まだ見つけていない。」これは、冒涜ですよ。これ
は、皆さんや私が信じ、従っている、イエスの顔を打つ行為です。彼は、悪魔に憑りつかれています。彼は、自
分でも認めたのです。彼らは、意図的に音楽を使って、クリスチャンを騙そうとして、と彼は認めたのです。彼
は首に、逆さ十字をかけていますよ。申し訳ないが、すみませんが、首に逆さ十字ですか？ところで、私と同年
代の方、ブルー・オイスター・カルトというバンドを覚えていますか？ブルー・オイスター・カルトのシンボル
をご存知ですか？逆さのクエスチョンマーク「¿」です。十字架を疑問視しているのです。ここで止めておきま
しょう。
私が、ビーチボーイのブライアン・ウィルソンを持ち出したのは、彼には「声が聞こえる」と言った、彼の発言
が紹介されていたからです。ワーナーブラザーズ・レコードの社長、Lenny Warren Kerr が、主張しています。
――「自分は、ブライアン・ウィルソンの体を住処としている実体の、少なくとも 5 人に出くわした。様々な人
が居て、異なる 5 人の人に会った。」――
一つ言わせてください。これらの声は、悪魔の声です。これらの声は、悪魔の声ですよ。そして、フロリダの乱
射犯が聞いたのも、悪魔の声です。ABC ニュースによれば、捜査官が、フロリダの乱射犯の動機を調べ始めまし
た。サタンが、よほどこれを嫌っているのでしょう。昨日、私がどれほどの霊的戦いに直面していたか、皆さん
の想像を超えますよ。
捜査官が、フロリダ乱射犯の動機を尋問し始めたところ、彼の頭の中で声がした、と答えたそうです。その声は、
攻撃のやり方を指導した、と。警察官は、これらの声を「悪魔のものだ」と表現しました。これを言った彼らを
賞賛します。まさに、その通りですから。これは悪魔です。
私は、この 35 年間の間、学校銃乱射事件を追っていまして、これまた、私のアーカイブの中に、これらの射撃
犯の発言があるのです。ところで、彼らの中の何人かは、この結果キリストに立ち返った、と私は信じています
し、願っています。まだ生きている者達。もちろん彼らは投獄されていますし、生涯刑務所の中ですよ。ともか
く、彼らの発言を私は持っていますが、彼らは、音楽を聴いていて、こう言った悪魔の声、「両親を殺せ」「ク
ラスメイトと先生を殺せ」などと言うのが、聞こえたのだと言います。言っておきますが、これらの悪魔の声、
これらの歌の中にある悪魔の声が、若者達に自分を殺せと駆り立てているのです。自殺です。そして彼らは、自
分の身を切るのです。
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よく聞いてください。今日の午後 1 時、銃撃事件の実演があります。ホノルル警察が、私達のために、今日ここ
で、それを行ってくださる事に、とても感謝しています。1999 年 4 月 20 日に起きた、コロンバイン高校銃撃事
件の犯人の言葉を、聞いていただきます。これを皆さんにお伝えするのは、2 人の犯人が、非常にサタン的なグ
ループの、悪魔的影響を受けていた為です。グループの名前は、「ナイン・インチ・ネイル（9 インチの釘）」
銃撃犯の一人、エリック・ハリスは、想像を超える生々しい犯行を、当時の「ナイン・インチ・ネイル」の歌
「Closer」を引用しながら書いています。このミュージックビデオは、非常に嘆かわしく、非常に冒涜的です。
猿の十字架刑です。ちなみに、キリストが十字架にかかった時に、使用された釘の長さが 9 インチだったと言わ
れています。悪魔は、どうして知っていたのでしょう？彼は、あそこに居たのです。彼は、あそこに居たんです
よ。そして、バンドの名前が「ナイン・インチ・ネイル」ですか？彼らは冒涜しています。あなたと、私のイエ
スを。1995 年 2 月 6 日の、ピープル誌に、ナイン・インチ・ネイルの Trent Reznor の言葉が紹介されています。
引用します。
――「Closer の動画で、皆さんが観た内容から（猿の十字架刑の事です）、私がサタンを礼拝していると思って
おられるなら、上等だ。――
先週、私の 19 歳になる長男が、ユーチューブで有名なラッパーKendrick Lamar の歌を、私に聴かせたのです。
タイトルは、他でもない「Pray for me（私の為に祈って下さい）」
まぁ、良いじゃない？「祈ってください」だなんて？これは、クリスチャンのラッパーではありません。だから、
皆さん分かりますね？私は、彼の事は初めて聞きましたが、どうやら、とても有名なようです。今朝の時点で、
このミュージックビデオは、1800 万回以上視聴。たった 17 日前に投稿されたばかりです。昨日、私が息子と話
をしていた時に、もう一回チェックをさせましたが、金曜日は視聴回数が 1500 万回で、あと 200 ほど増えるだ
ろうと息子が言っていて、彼の言う通りでした。1700 万回になっていましたから。今朝、私が調べた時には
1800 万回。今夜、私が家に帰るころには、おそらく 1900 万になっているでしょう。ほんの 16-17 日ほど前に、
投稿されたばかりです。これから説明しますが、この歌の歌詞をよく聞いてください。ラップです。
――大量破壊、大量崩壊、苦しむ人の魂が、閉ざされた耳を再び掴んでいる。携挙が起こる！全て、預言だ。も
し俺が、もっと素晴らしいものの為に、犠牲にならなければならないのなら、そうなるべきだ。Pray for me（私
のために祈ってください）。――
私は、長男に話していたのです。彼が、非常に洞察力のあるコメントをしていました。これ、面白いと思いませ
んか？こういった、有名な歌手がそれを知っている？彼らは、どこで携挙を知ったんだろう？面白いと思いませ
んか？十字架に猿？彼らは、仏陀を冒涜しません。モハメッドも？皆さん、聞いたことありますか？よく聞いて
ください。誰もモハメッドの名前を虚しく使わない、と皆さん思った事ありますか？「オー！モハメッド！！」
そんなの、聞いた事がありません。「オー！ブッダ！」ありません。なぜか？皆さんご存知ですね。彼らは、神
ではないからです。イエスが、神です。イエスの御名ですよ。この方以外には、誰によっても救いはありません。
しかし、イエスの御名にはある。この名を聞くだけで、悪魔は震えあがります。今朝、起きた時に、私に思い浮
かんだイエスの御言葉は、「悪魔でも信じている」悪魔も、神を信じているのです。しかし、皆さんがイエスの
御名を口にすると…！
悪魔は皆さんよりも、聖書をよく知っていると、もし私が言ったらどうされますか？皆さん信じますか？私も含
めて、どの牧師よりも、悪魔の方が聖書をよく知っている、と信じますか？さらに踏み込んで言います。悪魔は、
私達の誰よりも、聖書預言をよく知っていますよ。携挙が起こる？全て預言だ？黙示録 12 章に書かれている事
を、思い出しますね。
「悪魔は、自分の時の短いのを知って――」悪魔が、緊迫感をもっているとは、面白いと思いませんか？時が短
いのを知って？携挙が来ると？預言が成就されつつある、と？我々クリスチャンが、サタンと悪魔たちが受け止
めているのと同じように、真剣にこれを受け止めている？我々も、悪魔と感じているのと同じくらい、緊迫感を
感じている？彼は、もう時間がない事を知っています。我々は知っていますか？携挙が近い事を、私達は知って
いますか？全て預言だ、と私達は知っていますか？
皆さんの忍耐を感謝します。イエス・キリストによる救いの福音をお伝えして、終わりたいと思います。いつも
言いますが、オンラインでご覧になっている皆さん、まず皆さんがまだご覧になっている事で、神を讃えます。
あなたが、この動画に導かれたのは、偶然ではありません。今日、ここに居られる皆さんもそうです。あなたが
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ここに居るのには、理由があるのです。これまでに、一度も主の御名を呼び求めて、救われていない人は、今日
がその日です。といっても、大部分の方がすでに、もう救われている事は、私も分かっています。しかし、あと
数分だけ、お付き合いいただけますか？福音をお伝えしたいのです。まず、第一コリント 15 章から始めて、そ
れから、それにどう応えるかを、お伝えします。
“兄弟たち、私は今、あなたがたに福音を知らせましょう。これは、私があなたがたに宣べ伝えたもので、あなた

がたが受け入れ、また、それによって立っている福音です。また、もしあなたが、よく考えもしないで信じたの
でないなら、私の宣べ伝えた、この福音のことばを、しっかり保っていれば、この福音によって救われるのです。
私があなたがたに最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは、聖
書の示す通りに、私達の罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また、聖書の示す通りに、 3 日目によみ
がえられたこと。”（第一コリント 15:1-4）
これが、福音。これが、良い知らせです。イエス・キリストが来られ、彼は十字架の上で死なれました。そして、
皆さんと、私の一つ一つすべての罪を贖われました。それから葬られ、3 日目に、死からよみがえりました。こ
れが良い知らせです。あなたと私の為に、彼が、それをしてくださったからです。これが福音。これが良い知ら
せです。あなたの負債は、イエス・キリストによって、支払われた。あなたは自由になったのです。自由に行け
るのです。あなたには、死刑が課せられていたのですよ？それを、イエスご自身が死なれ、あなたの死刑を、あ
なたの代わりに支払ってくださったのです。これは良い知らせですよ。これが福音。
それが福音なら、私は福音にどう応えれば良いのか？とても簡単です。ABC ぐらいに簡単です。

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事を、認識し、認める。ローマ 3:10 にはこう書いてある通りです。
“「義人はいない。ひとりもいない。」”（ローマ 3:10）
ローマ 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出来ず、”（ローマ 3：23）
私達は皆、罪人として生まれた。だから、私達は、神の国をみるためには、新しく生まれなけらばならない。ロ
ーマ 6:23 にはこうあります。これは、悪い知らせが先にあって、良い知らせがセットでついて来ます。悪い知
らせはこちら。
“罪から来る報酬は死です。 ”
これは、死刑です。では、良い知らせとは？
“しかし、神のくださる賜物は、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）
彼が、あなたの為に、あなたの代わりに、支払ってくださった。
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B=Believe/信じる
イエス・キリストが主であり、神が彼を死からよみがえらせたと、心で信じる。ローマ 10:9-10 にはこうありま
す。
“――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 10：9－10）
C=Call/呼び求める、Confess/告白する
主の御名を呼び求める、もしくは口で告白する。これもまた、ローマ 10:9－10 が告げています。
“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、ローマ 10:13 です。
“「主の御名（イエス）を呼び求める者は、だれでも救われる」”（ローマ 10:13）
もし、これをインターネットでご覧になっていて、これまでに一度も主の御名を呼び求めた事がないなら、お願
いですから、今日、呼び求めてください。特に若い方、当時の私のように。そして今日、あなたが聞いた事に、
つじつまが合ったなら、神があなたの目を開いてくださったのなら、どうか、それに応えてください。そして、
主の御名を呼び求めて下さい。心で信じて、口で告白、あなたの罪を認識して下さい。イエスの御名によって。
祈りましょう。
天のお父様。ありがとうございます。主よ。この先はあなたにゆだねます。私は、あなたが私に望んでおられた
事を行い、あなたが、私に言えと言われた事を、言ったと信じています。この先は、あなたにしか出来ない形で、
聖霊によって、今日ここに居る人、もしくは、これをインターネットで見ている人が、あなたに応えるようにし
て下さい。彼らが、あなたを呼び求め、今日、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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