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私達が確かに知っている事
今日の預言アップデートは、主がずっと私に語られていることを改めて思い出すために、ある前提から始めた
いと思います。つまり、「コースを外れない」という事です。私も他の人と同様、巷にはびこっている誤報や
混乱によって、横道にそれていく傾向にありますから。この終わりの時には特にです。今朝ここに来る途中に
考えていて驚いたのですが、イエスも、その後の使徒パウロも、「欺かれるな」という事を何度も強調された
のです。
「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。」
（マタイ 24：3）イエスは
何よりも最初に言われました。「人に惑わされないように気をつけなさい。」（マタイ 24：4）使徒パウロは、
教会へ書いた手紙の中で、
「欺かれるな」と強調しています。言い換えれば、
「欺きがある」という事です。テ
サロニケ人への手紙の中でも彼は告げています。「神は（強い）惑わす力を送り込まれます。」（第二テサロニ

ケ 2：11）「彼らは、救われるための真理への愛を受け入れなかったからです。」（第二テサロニケ 2：10）
そこで彼らは、偽り、この強烈なまやかし、強い欺きを信じるのです。このように多くの混乱が起こっていま
す。「混乱の神」が誰であるかは、私たちは知っていますね？そして「偽りの父」が誰であるかも私たちは知
っていますね？それから「兄弟たちを告発する者」が誰であるかも私たちは知っていますね？それからまた、
黙示録 12 章にある通り、サタンは「自分の時が短い」のを知っている事も、私たちは分かっています。彼は
自分に残された時が短い事を知っていて、非常に忙しいのです。だからあまりにも多くの混乱と、あまりにも
多くの欺きが起こっているのです。皆さんもきっと私と同じだと思いますが、もはや誰を、また何を信じて良
いのか。それを見極めるのがどんどん困難になって来ています。あまりにも膨大な量の情報が出回っていて、
非常に慎重に見極めなければなりません。だから今日は、主が私に思い出させてくださった次の事をお話しし
たいのです。
「私にはわからないときは、私が知っていることに信頼を置くことが出来る。」そして私にわかっている事と
は、
「神は良い方であり、神が支配しておられる。」ところでこれは、人生におけるあらゆる場面で言える事で
す。私たちの娘ノエルが死んだとき、主がこれを非常にパワフルな形で示してくださったのです。
「分からない時は、あなたが知っている事に依り頼む。」そしてあなたに分かっているのは、
「神が唯一、常に
良い方だ」という事、それから「状況がどれほど悪かったとしても、神は必ずそこから良いものをもたらして
くださる。」「状況がどれほど悪くても、神の良さは決して変わらない。」
私は生涯、信仰によってこれを握りしめます。神だけが唯一いつも良い方で、神が現在起こっている事の全て
を、完全に支配しておられる。以上について今日はお話したいと思います。
つまりこの先に起こることで、私たちに知り得る事、私たちが知っている事についてです。それらが起こる、
と聖書が私たちに告げていますから。さらに踏み込んで言えば、聖書預言とは、私たちが知識として知るため
だけでなく、聖書預言は私達一人一人の人生において、深い意味をもつものです。今日のアップデートの最後
に、少しだけ時間を割いて、預言的な展開、特にシリアに関する事が、私達一人一人にどういう意味があるの
かをお話したいと思います。特に厳しい試練に直面している人、もしくは将来が見えず恐怖を感じている人、
世は、日毎に悪に傾倒しているように見えますから。
使徒パウロは、テモテへの手紙第二 1：7 で、次のことを彼に思い出させています。つまり神が、私たちに与
えて下さり、私たちの内に宿る聖霊は、私達を臆病にするものではない。
訳によっては残念ながら、Spirit（御霊）を大文字で記していないものがありますが、
「神が私たちに与えてく
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ださったものは、臆病の霊ではなく…」ここでパウロが言っているのは、聖霊の事です。NIV 訳は、Spirit（御
霊）という言葉を正しく大文字にしています。なぜならパウロは、
「聖霊は私たちに恐れを与えない。」と言っ
ているからです。神が私たちに与えて下さった聖霊は、臆病な霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。（第二

テモテ 1：7）だから私たちの回りの全てが崩壊して行っても、私たちは感情的にも精神的にも崩れないので
す。皆さんも、次の言葉を聞いた事があるでしょう。「聖書預言は、私たちを恐れさせるものでなく、私たち
も備えさせる為のものだ。」ただ人によっては、備えをするためには、まず恐れなければならない場合もある
でしょう。
イエスは、そのことが起こる前に話して、私たちを備えてくださいました。それが起こり始めた時、未信者達
は信じます。そして私たち信者は、自分たちの贖いが近い事を知って、体をまっすぐにして頭を上に上げます。

（ルカ 21：28）
私がこれを言う理由は、次の通りです。聖書は終わりの時、教会携挙の前に、それは７年の大患難の前です、
その時に、特に中東で何が起こるかをはっきりと告げています。シリアで現在起こっている事について、私た
ちには分からない事が多くあると私は気づきました。しかし私たちにわかっているのは、イザヤ書 17：1 が
告げている事で、
「シリアのダマスカスは、取り去られて町でなくなり廃墟となる。」そして私は、この詳細が
告げられた預言が、私たちのまさに目の前で、成就されようとしている、と強く信じています。
さらにロシアが実際にどうなっているのか、また彼らとイランがどうなっているのか、私たちには良く分かり
ません。ただ私たちに分かっている通り、エゼキエル 38 章には、彼らが同盟国を率いてシリアを通して、北
からイスラエルを攻撃する、と書かれています。その為に私は、シリアに関するイザヤ書 17：1 が、このロ
シア、イラン率いる同盟国がイスラエルを攻撃することを告げている、エゼキエル 38 章成就への導火線にな
る、と信じているのです。またこれら全てがいつ起こるのかは、私たちには分かりません。しかしそれがいつ
起こるのかを予測したい人にとっては、情報に事欠かず、これが常に嘆かわしいのです。これが残念な事に、
特に聖書預言にダメージを与えています。事実このために多くの牧師が、聖書預言には触れもしないのだと私
は確信しました。聖書を飛び越して行き過ぎをして、「主がこの日、この時に戻ってくる！」などという人達
と同類に見られたくないからです。そしてその日に主が来られないと、多くの人が絶望して、中には道を外れ
て行く人や、憤慨して苦々しくなったり、怒りを抱く人もいます。
その日その時は、私たちにはわかりません。しかし私たちに分かっている事があります。第一テサロニケ 5：
3 には、突如として滅びが襲う、と書かれています。さらに具体的に次の２つの言葉を人々が言っている時だ、
とも書かれています。人々が「平和だ。安全だ。」と言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲
い掛かります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが臨むようなものです。（第一テサロニケ 5：3）
さらに「彼らは」…「私たち」ではなく、「彼らは」それ（突如の滅び）を逃れることは決してできません。
つまり逃れる者たちが居る、ということです。その為に私は、教会の携挙が、この突如の滅びと同時に起こる、
とますます確信しているのです。違う言い方をしますと、突如の滅びが下ると、私たちは上に上がる。おかし
いですか？それが下ると私たちは上がるのです。私たちは、
「彼ら」ではありません。
「彼ら」は逃れられませ
ん。「私たち」は逃れます。教会の携挙によって大脱出です。このキリストを拒絶した世に臨む全ての事から
の、私たちの脱出です。これを理解した上で、いくつかの緊急速報についてお話したいと思います。これらが
先にお話しした預言と、それに伴って他の預言とが、間もなく成就することを示唆していることは、疑う余地
がありません。
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まずはこの、昨日の Haaretz の報道から始めます。イランの大統領ハサン・ロハーニーの発言です。
「アメ
リカ率いるシリアの攻撃は…」面白い言葉が出ました。
「中東に『滅び』をもたらす。」これは、アメリカがシ
リアを攻撃したあと、昨日の事です。ですが、攻撃前の木曜日、The Times of Israel が、イラン当局者によ
る脅迫を引用しています。「イランはイスラエルを滅ぼす。イランはシリアではない。イスラエルは、あと数
日生き延びたいなら、この子供じみた遊びを止めなければならない。イランには、イスラエルを滅ぼす力があ
る。またテルアビブとハイファを完全に破壊する理由もある。」とイランの報道機関「Fars」が伝えています。
これまた言葉遊びをして申し訳ないですが、これは「False(嘘)」ですよ。私の聖書には、イランはイスラエ
ルを滅ぼさない、と書いていますから。神は、神にしか出来ない形で、イスラエルを防衛し、イスラエルに攻
め込む者たちを、神が滅ぼされます。
マタイ 24 章について話をしたばかりですが、終わりの時の兆候に関する、弟子たちの質問に答えて、イエ
スは興味深いことを言われました。
「戦争のことや、戦争のうわさを聞くでしょう」この「戦争のうわさ」は、
もっと適切に訳せば、「戦争の脅し」という意味です。言い換えれば、このすべての国が国敵に対して立ち上
がり、戦争の脅しをするという事です。今日、これからお話しする緊急速報のすべての共通項は、イスラエル
を含めて、皆が皆を脅している点です。これらの戦争の脅しに対して、イスラエルが何もせず、つっ立ってい
ると思わないでください。考えてください。イスラエルが今日報じています。「もしイランが愚かな動きをす
るなら、イスラエルはシリア政権を倒す、と脅迫した。」
火曜日イスラエルが、シリア中央にあるイラン所有の空軍基地を爆撃したと伝えられると、イランは厳しく報
復すると脅迫。
「犯罪は、必ずその報いを受ける。」とイラン最高指導者アッヤトーラー・ハーメネイの担当顧
問トップであるアリーアクバル・ヴェラーヤティが強調。
水曜日イスラエル当局が、応じて発言。「もしイランが愚かな動きをとるなら、いかなるものであってもその
時は、過去数十年の間に彼らがシリア国内で得たものは、全て煙となる。」
イスラエル国防省高官は、著名なジャーナリストに告げたのは、「もしイランが、イスラエルまたはシリア領
土からのイスラエルの利益に損害を与えるなら、シリアの独裁者であり、イランの味方でもあるバッシャー
ル・アサド政権とアサド自身は、地図上からも世からも消滅する。」
はい。これがなんと、御言葉に一致するのです。イスラエルは地図から消滅しません。シリアのダマスカスは
消滅します。そうですね？なので、もしイランが、何かイスラエルまたはシリア領土からの利益を損なうよう
な事を行うならそれまでです。それまで、とは？これは、イザヤ書 17：1 だと私は思っています。
「つまりダ
マスカスが？」
事実、Fox ニュースを観ていたら、彼らまでもが、「heap of rubble/がれきの山」（※イザヤ書 17：1 は
heap of ruins/廃墟）という言葉を使っているのです。私は椅子から転げ落ちそうになりました。この人た
ちは、イザヤ書 17：1 を読んだのか？！それから報道しているのか？！「heap of rubble/がれきの山とな
る？！」（※イザヤ書 17：1 は heap of ruins/廃墟となる）！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
ではあそこは、廃墟となって来ているのか？イスラエルの手によって？多分。私たちには分かりません。ただ
私たちが知っているのは、それは起こる、という事。さらに言えば、今ですらそれが起こってきている。もう
これは時間の問題です。
次にロシアに行きましょう。Ynet News が、ロシアの大統領ウラジミール・プーチンの言葉を報じています。
「アメリカ合衆国とその同盟国によるシリア攻撃は、侵略行為であり、シリアの人道主義存続の危機を悪化さ
せる。」と非難。まるで彼らが、シリア国内の人道主義存続を、非常に危惧しているかのように。プーチンは
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国連の緊急会議を召集しましたが、思惑通り国連が、アメリカ率いるシリア攻撃を非難することはありません
でした。
最後の報道は、昨日の The Times of Israel からです。彼らは、シリア攻撃に関するトランプの演説の全文を
記載しています。そこで、アメリカ大統領の言葉をお読みしたいと思います。ここまで私たちが見て語ってき
た事が、適切に書かれていると思いますから。大統領の言葉を引用します。

「どれほどの量のアメリカ人の血も、貴重な財産も、中東に永続する平和と安全を生み出す事は出来ない。そ
こは問題の多い場所だ。我々は良くしようと努力した。しかしそこは問題の多い場所だ。」
そこで結論はこうです。私たちは、この終わりを知っています。それは、これらがどのように転落するか、聖
書が詳細に、実に具体的に告げていますから。アメリカが中東を良くすることはありません。この先起こるの
はそうではありません。どうして分かるのか？聖書預言の中に、アメリカ合衆国は見つかりませんから。つま
りアメリカに何かが起こる、という事です。エゼキエル 38 章が起こるとき、イスラエルを防衛に来るアメリ
カはありません。私の所には非常にたくさんのコメントやメールや投稿が届いて、お叱りを受けていますが、
敬意を込めてお伝えさせていただきます。黙示録にある「大鷲の翼」（黙示録 12：14）に関して、７年の大
患難の後半３年半、忌むべき事によって荒廃が起こった後の中間地点、ちなみにこれは、ダニエル 9：27 に
書かれています。この「大鷲」は、アメリカを象徴しているのか？違います。聖書の中で鷲は、神性の象徴で
あり、これは神です。7 年の大患難の後半の３年半は、神だけがイスラエルを守られるのです。イスラエルが
攻撃を受けるとき、彼らは完全に孤立します。神がそうされるのです。なぜかといえば、この預言の中にも詳
細が書かれてあり、エゼキエルが書いています。
「多くの国々の見ている前で、わたしを知らせる時、彼らはわたしが主であることを知ろう。」

（エゼキエル 38：23）
イスラエルが攻撃される時、あらゆる敵に反して、イスラエルが勝利するのです。
-----なぜか？
-----強力な軍隊の為？

違います。

-----アメリカが軍事的に助けるのか？

違います。

彼らは生存し、さらには繁栄します。なぜか？

それは神が彼らの為にそれをされたからです。だからです。

それが聖書の告げている事です。だから私たちは知っているのです。そしてこれが、私たちに知り得る事です。
私たちに分からない時、私たちは、私たちが知っている事（聖書）に立ち返るのです。そして、これが（聖書）
私たちの知っている事です。

最初にお伝えした通り、残りの時間は、これらが私たち一人一人にとって、どのような意味があるのかをお話
ししたいと思います。
特に恐れを感じている人に向けて。なぜこんなことをいうかと言えば、非常な恐れがあるからです。多くの人
が恐れています。クリスチャンでさえ恐れています。そして疲れています。多くのクリスチャン達が、非常に
疲れきって、非常に落胆して、希望を失っています。皆さん元気を出してください。希望はあります。ただ問
題は、その希望は、この世やこの世のものにはありません。一つ、神がされている事を率直にお伝えしたいと
思います。私たちの知る通り、歴史の終わりの瞬間である今、神がされていると私が信じている事の一つは、
神は、この世での私たちの人生を混乱させて、次へと私たちを備え、確固としたものにしておられるのです。
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この世は、私たちの居場所ではありませんから。皆さんもご存知の通り、神は苦しむ者を慰めてくださいます。
しかし同時に、神は安住している者に苦しみを与えます。この世とこの世のものに、すっかり安住している者
に対しては特にです。そして私たちクリスチャンは、この仮の人生に、あまりにも深く根を張りすぎる傾向に
あると思うのです。そこで神は、私たちの根を抜いて、備えさせようとされるのです。私たちのこの世への執
着を緩められます。そしてこの世に希望を置きがちな人たち、さらに言えば、この大統領にさえです。よく聞
いてください。ここで動画を止めないでください。私が危惧しているのは、多くの善意あるクリスチャン達が、
トランプ大統領に希望をおいていますが、私の希望は大統領ではありません。私の希望は、イエス・キリスト
にあります。ところで、もしかしたら神は、あなたを、この世の事に幻滅させたいのかも知れませんよ？さら
には、この世を嫌悪させたいのかも知れません。ここを去りたい、と思わせるように。
以前にもお話ししましたが、今回も良い機会なので、もう一度お話ししますと、私が高校生の時、私の父はそ
この教師で、私は教師の息子でした。当時私は救われていなかったので、非常に反抗的で…卒業してから救わ
れましたが。非常に反抗的で、高校３年生の時に停学処分を受けました。あと少しで退学になるところでした
が、私のしたことが原因で停学になったのです。そこに一人の教師が私を呼び出して言ったのです。彼女はク
リスチャンではありませんでしたが、先生は自分が言った事が、私の人生の中でどれほど深い意味を持つかな
ど、考えもしていなかったと思います。先生は言いました。
「もし、高校時代が、あなたにとって最高の時間であったなら、あなたは卒業したくなかったでしょう。」私
が何を言いたいか分かりますね？よく居るでしょ？特に先生が「楽しめよ！今が人生で一番良い時だ！」なん
て言ったら何の役にも立ちません。最高でこれなの？もう嫌だ！！！！私には高校は楽しくなかったのです。
私は高校を出るのが待ち遠しかったのです。そこでその先生が言いました。「あなたにとっては、ここは悪か
ったでしょう。でもここが、あなたにとって良かったら、あなたはここを出たくなかったでしょう？」これは
私たちにとって、自然な事ではありませんか？ここでの物事があまりに良かったら、私たちはここを出たくは
ありません。去りたくありませんね？だから…こんな言い方はしたくありませんが、他に言いようがないので
言ってしまうと、神にはそれが問題なのです。その問題とは、何だか分かりますか？もし私たちの希望がここ
にあれば、神は何かをして、私たちの希望がここでなく、彼が私たちを連れ去って下さる事が、私たちの希望
になるようにされます。では神は、どのようにしてそれをされるか？神は私たちが、居心地悪く感じるように
されます。そうでしょ？もしかしたら、だから、あなたの人生で起こっているような事が、あなたの人生で起
こっているのかも知れませんよ？そうして神は、あなたに言っておられるのかも知れません。「もしもし！そ
こで安住しすぎてはいけないよ！そこはあなたの最終目的地ではないんだよ！わたしはもうすぐあなたを最
終目的地に連れて行くために迎えに行くよ！行きたいか？」
物事が上手く行っていないときは、すぐにでも主に来て欲しいでしょ？違いますか？同感だという人は居ませ
んか？苦難や試練や困難に直面している時は、思うでしょう？「ああ！主よ！早く来てください！！！」そし
て物事が上手く行っている時は、「慌てなくても良いよ。心配しないで！」
ローマ書 15：13 で、使徒パウロが言っています。どうか望みの神が、あなた方を信仰による全ての喜びと
平和をもって満たし、聖霊の力によって、望みにあふれさせてくださいますように。（ローマ書 15：13）使
徒ペテロが、第一ペテロ 1：3-4 にこう書いています。よく聞いてください。

私たちの主イエス・キリストの父なる神が、ほめ讃えられますように。神は、ご自分の大きな憐れみのゆえに、
イエス・キリストが死者の中からよみがえられた事によって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持
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つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐように
してくださいました。これはあなた方のために、天にたくわえられているのです。（第一ペテロ 1：3-4）

皆さんの宝はそこにありますか？マタイ 6：19-34 を是非読んでください。イエスは基本的にはこのように
言っておられます。
「自分の宝を地上に蓄えるのを止めなさい。そこでは、虫とサビで傷物になり、また盗人や税務署が 4 月 15
日に来て盗みます。」(笑)(笑) (笑)皆さんの一日をすっかり台無しにしましたね？今日は 15 日で火曜日は確定
申告の締切日ですから。ごきげんよう！(笑) (笑) (笑)
ともかく、あなたの宝を地上に蓄えるのを止めなさい。
「自分の宝は天にたくわえなさい。そこでは虫もサビもつかず、盗人が穴をあけて盗むこともない。」
それから彼は、次のように言われました。
「あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。」（マタイ 6：21）
彼はこの逆は言っておられません。
「あなたの心があるところに、あなたの宝がある。」とは言っておられませ
ん。違います。
「あなたの宝のあるところに、あなたの心もある。」あなたの宝はどこにありますか？あなたの
受け継ぐ分はどこにありますか？そこにあなたの心があるのです。それはあなたのために、天にたくわえられ
ているのです。要はこれです。

永遠のいのちを持つためには、イエス・キリストが死者の中からよみがえられた事によって、私たちは新しく
生まれ、生ける望みを持たなければならない、ということを理解するのは重要です。このように考えてみてく
ださい。裕福な家庭に生まれた人は、豊かな財産を受け継ぎます。それと同じように、私たちも神の家族に新
しく生まれ、永遠のいのちとキリストにある私たちの富を受け継ぐのです。
これが良い知らせです。救いの良い知らせ、もしくは、イエス・キリストによる福音と言っても良いでしょう。
イエスは言われました。「人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。」（ヨハネ 3：3）
神の御国に入る為には、新しく生まれなければなりません。どういう意味か？神の御霊によって、新しく生ま
れるのです。霊的に新しく生まれるのです。初めは、肉体的にアダムの罪を受け継いで生まれます。だから 2
度目に、第二であり最後のアダム、イエス・キリストのもと、霊的に新しく生まれなければなりません。それ
が良い知らせです。
使徒パウロが、第一コリント 15：1-4 で、福音について説明しています。

「私があなたがたに最も大切なこととして伝えたのは」何もりも大切なこと、一番大切なこと、それは何か？
「キリストは、聖書の示すとおりに、私たち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
とおりに、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、良い知らせです。福音という言葉の意味は、単に「良い知らせだ！あなたの負債は支払われた。
あなたは自由だ！良い知らせだ！」
「何の負債？」「わたしは何か宣告されてるの？」はい。それは死刑宣告ですよ。「それは悪い知らせだ。」そ
うですよ。ただ良い知らせは、誰かがあなたの代わりに死んでくださり、あなたの代わりに、あなたのために、
あなたの負債である死刑宣告を受けてくださったのです。これが良い知らせです。そしてこれが福音です。そ
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れが福音、それが私たち一人一人が永遠のいのちのために、今の人生の中で下す最も重要な決断へと導くので
す。その決断、私たちがイエス・キリストに関して行う事、また彼が私たちのためにしてくださった事が、私
たち一人一人が、永遠に過ごす場所を決定するのです。私たちがこの地上で最後の息をつき、永遠で最初の息
をつく時、それが全ての基となるのです。

どうかあと数分だけお付き合いください。これから子供にでも分かるほど簡単な、救いの ABC をお伝えした
いと思います。イエスは、天の御国に入るためには、私たちは子供のようにならなければならないと言われま
した。だから、子供にでも分かるほど簡単なのです。
A は、自分が罪人であり、救い主が必要であると

Admit/認める、もしくは

Acknowledge/認識する。ロ

ーマ書 3：10 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）
私たちは皆、罪人として生まれたのです。だから私たちは新しく生まれなければなりません。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）
そしてローマ 6：23 は、死刑を宣告しています。ここで私たちは死刑が宣告されています。その理由は、
「罪から来る報酬は死です。」（ローマ 6：23）
しかし神からの賜物は、私たちの主イエス・キリストにある永遠のいのちです。

エペソ人への手紙 2：8-9 には、こうあります。
あなた方は恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から出たことではなく、神からの
賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。（エペソ 2：8-9）

私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちは、神からの賜物です。それが A。次に B。
B は、単にイエス・キリストが主であると心で

Believe/信じる。これはローマ 10：9-10 が告げているこ

とで、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）
それが B、次に C です。
C は、主の御名を、Call/呼び求める。もしくは、イエス・キリストが主であるとあなたの口で Confess/告
白する。これもまたローマ 10：9-10 で、
「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。
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。これで交渉成立です。
「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）

「先生どうしてこれを毎週行うのですか？」と思っておられるかも知れません。また、「先生これからもずっ
と毎週毎週されるつもりですか？」そうです。「なぜ？」それは私が牧させていただいているこの素晴らしい
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教会の中に、もしかしたら、これまでに一度も主の御名を呼び求めて救われたことのない人が居るかも知れま
せん。だから私は福音を伝えて、あなたがそれに応えるチャンスを作るのが重要だと思うのです。

最後に取り急ぎ皆さんにお伝えしたいことがあるので、もう少しだけお付き合いください。
何年も前の実話です。私が２０代でまだ信者になりたての頃、私は孤児と見捨てられた思春期の少年たちの家
で、ボランティアをしていました。そこで私は、一人のアフリカ系アメリカ人の少年の世話をしていたのです。
ある日、そこで私がボランティアとして、彼の世話をし、彼と話をしていた時に、彼に福音を伝えなければな
らない気がして、それに応えるチャンスを彼に与えたら、彼はそれに応えたのです。私はすごく驚いて、「主
よ！次はどうすれば良いのですか？」と。私はまだ信者になりたてでしたから。
「君がもし今日死んだら、君は自分が確かに主の元へ行くことが分かっているか？」と聞くと彼は、
「分からない。」と言いました。だから、
「君が永遠のいのちを持っているかどうかは、君にも知る事が出来る
んだよ？」と言ってそれから、私はきっとパニックになりながら伝えたと思いますが、神のことばは虚しく返
る事はありませんから、彼はそれを受け入れたのです。そして彼はその日、その場で私と祈ったのです。彼は、
主の御名を呼び求めて救われました。
その週の後半、彼らは野外活動をしていて、彼は溺死しました。あの瞬間に私は思ったのです。まず第一に、
私は心から感謝をしました。あの日、彼と一緒に祈ったことを。彼はキリストに立ち帰りましたから。私は天
国で彼に会えるのです。皆さんも分かりませんよ。あなたには分からないのです。

それから、これをインターネットで見ているあなたにも、明日は保証されていませんよ。だから私たちは、あ
なたがイエス・キリストの福音に応える機会をお与えしているのです。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。

天の愛であられる父なる神様。聖書預言に感謝します。御言葉の中で、それらが起こる前に、何が起こるかを
知らせて下さり感謝します。それが起こり始めた時、未信者は信じ、信者達は体をまっすぐにして、頭を上に
あげ、励まされ、希望を得ます。祝福された希望です。すぐに、実に間もなく、ラッパの音が鳴ると、キリス
トにある死者がまず初めによみがえります。あなたの元に召された私たちの愛する人たちの全て、私たちが心
から会いたいと願い、悲しむ人たち、私たちは、世の人たちのようには嘆きませんが、それでも悲しんでいま
す。しかし彼らの死んだ体がまずよみがえり、次に生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に、それく
らい速くこの朽ちる体を脱ぎ、そして朽ちない栄光の体に変えられ、そして空中であなたとお会いして、いつ
までもあなたと共にいます。主よ。主イエス、速く来てください。主よ。もし今日ここにいる人、もしくはこ
れをインターネットか何かで見ている人の中に、あなたとお会いする備えができていない人がいるなら、あな
たとの関係が正しくない人たちが今日、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。
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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
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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