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JD Farag 牧師 中東アップデート 2018 年 5 月 6 日公開
……………………………………………………………………………………………
ヨーロッパ有志軍・聖餐式
火山と地震の事で、たくさんの方から心配してご連絡をいただき、感謝します。感謝な事に、私たち、オアフ島
の住民は影響を受けていませんが、どうかハワイ島の方々のためにお祈り下さい。それから、カウアイ島の事も、
どうぞ忘れないでください。あちらもまだ、歴史的な洪水の影響から立ち直っていません。回復までまだ数か月、
もしくは何年もかかると言われています。どうか、これらの島の為にお祈り下さい。
では預言アップデートに入りましょう。
POLITICO 誌の緊急速報です。
――フランス大統領、エマニュエル・マクロン、10 ヵ国の有志連合軍をまとめる。来月(5 月)の緊急時に備えた
欧州軍の結成を目的としている。――
補足的に言っておきますと、全世界が現在、準備をしています。もし、トランプが撤退するなら、彼らはすでに
脅していますよ？「もし彼が、協議から撤退するなら、地獄の火蓋が切って落とされる。」だから彼らは、不測
の事態に備えているのです。違う言い方をしましょう。事態はものすごく現実味を帯びて来ています。ものすご
く、ものすごく、リアルです。事態は、現実味を帯びて来ました。ご想像の通り、これを聞いて多くの人が、ダ
ニエルと黙示録の預言を思い出した事でしょう。両方ともが、復興のローマ帝国から、10 ヵ国からなる連合軍が
出てくる事を告げています。黙示録では 10 本の角（黙示録 13:1）、ダニエルでは、10 本の足の指で象徴されて
います（ダニエル書 2:41-43）。ですからこれは、終わりの時に結成させる、10 ヵ国からなる連合軍です。
ところで、彼の名前のエマニュエルというのは、「神が私たちと共に居られる」という意味ですよ。念のため。
この男に目を向けておられる方の為に、言っておきますが、彼は、自らをローマ神ユーピテルだと見せかけてい
ます。

2017 年 6 月、彼は、ローマ神々の王ユーピテルのように、フランスを統治すると宣言し、その直後、当局者たち
はメディアに告げました。「彼の思考過程は複雑すぎて、ジャーナリストには理解できない。」
この男と、先週ここにいた大統領、先週ここにいた時の彼を、皆さん見ましたか？あれは気まずかったですよ
ね？正直言えば、あれは変な感じでした。ともかく、去年 6 月、The Economis 誌がその表紙に、水上を歩いてい
るマクロンを載せました。その表題が、
「ヨーロッパの救世主か？」
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ここで言っておきますが、私は、彼が反キリストだと言うつもりは、全く有りません。私はただ、教会が携挙で
取り除かれた後に、何が起こるのか、聖書が告げている事をお伝えしているだけです。反キリストが明らかにな
り、10 ヵ国からなる連合軍が結成されます。黙示録 13 章には、反キリストが全世界を支配すると書かれていま
す。世界新秩序と言っても良いでしょう。それが、世界統一宗教、世界統一経済、世界統一政府を支配します。
しかしそれは、教会が取り除かれるまでは、起こり得ません。そして教会の携挙は、7 年の大患難の前に、起こ
らなければなりません。それについては、御心ならば、後日アップデートでお話しします。
ともかく私たちは、これをはじめ、他の預言的展開にも、目を向けておくべきだと思います。全ての事が聖書の
中で、「終わりの前にこれらの事が起こる」と告げられている通りに向かっていますから。全てが起こり始めて
いるのを、私たちは見ています。そして信者にとっては、これらは非常にワクワクする事です。ルカの福音書２
１：２８で、イエスが言われました。

“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。”
（ルカの福音書 21:28）
言い換えれば、最終的には、7 年間の大患難に起こる事が、今起こり始めるのを、私たちが見ているとすれば、
どれほど近づいているでしょうか？私は、多くの人が想像しているより、ずっと近いと思っています。しかしな
がら、イエス・キリストを信じていない人にとっては、これらの事から、非常に不安になるのも当然です。時が
近づいているという事実から、不安になるべきです。
イエス・キリストにある、救いの福音をお伝えしたいと思います。今日、この教会に居る人、もしくは、これを
インターネットでご覧になっている人で、これまでに、一度も主の御名を呼び求めた事の無い人に、お願いしま
す。今日、世界中で起こっている事、私たちのまさに目の前で起こっているのは、この、実に詳細に書かれた預
言が、細部にわたって、まさに、聖書でこうなると告げられている通りに起こっているのです。お願いですから、
今日、主の御名を呼び求めてください。どうか、これ以上、先延ばしにしないでください。
先週、私は考えていたのですが、「もし、あなたが間違っていたらどうしますか？」と時々聞かれます。
「もし、携挙が、あなたが思っているほど、すぐに起こらなかったら？」
「もし、これがダニエルや黙示録の、10 ヵ国連合でなかったら？」
「もし大使館の移転や、宣言、エルサレム近辺のあれやこれやが、違っていたら？」
「もしそれが、ゼカリヤ 12 章でなかったら？」
「もし、このイランとの核協議や、ロシアの脅しが、エゼキエル 38 章でなかったら？」
「少なくとも、今は間違っていたとしたら？」「もし、間違いだったら？」
それに対する答えは、これです。
「もし、そうだったら？」
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もし、そうだったらどうします？よく聞いてください。私は備えをしておらず、それが起こるよりも、むしろ、
備えをしていて、それが起こらない方が良い。誰か、アーメンはないですか？違いますか？何か失うものはあり
ますか？お願いしますよ！本当に！
第一コリント 15:1-4 で、使徒パウロが福音について説明していて、「最も大切な事」として、こう言っていま
す。

“キリストは、聖書の示す通りに、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
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）
イエスの初臨に関する預言、これが、イエス・キリストの福音です。そして次に続くのは、それに対してどう応
えるか？どうすれば良いのか？どうすれば救われるのかを、簡単に、非常にシンプルにまとめました。ABC と同
じくらいシンプルです。

A=Admit/認める、Acknowledge/認識する
自分は罪人であると、認める。自分の罪と、自分には救い主が必要である事を認識する。ローマ 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）
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、”
ローマ書 6：23 はこうあります。

“罪から来る報酬は死です。”
これは、死刑宣告です。私たちは皆、罪人として生まれました。そして、その罪の為に、私たちは、死刑宣告を
受けたのです。これは悪い知らせです。私たちは皆、死刑宣告を受けて生まれた。そこへ、良い知らせは、イエ
スが来て、私たちの代わりに死刑を受けて下さった。その事を、今日私たちは、聖餐式で祝うのです。それが、
良い知らせです。

“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
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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。これは、ローマ 10:9-10 に書か
れています。

“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、あなたの口で、告白すると言っても良いでしょう。これもまた、ローマ書
10:9-10 が告げている事で、

“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
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）
最後に、ローマ書 10:13 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）
祈りましょう。
天のお父様。あなたに感謝します。あなたは、事が起こる前に何が起こるかを、私たちに伝えてくださいました。
それが起こった時、信者達は、贖いが近づいた事を知って、励まされます。また、信者達は目を覚まし、あなた
の戻られるのが近い事、時が近づいている事に気づきます。主よ。あなたは、このオアフ島にある、無名の小さ
な教会を用いて下さり、インターネットを通して、地球の果てまで手を伸ばされました。主よ。今、この動画を
インターネットで見ている人達は、あなたが、今のこのような時に、彼らをこの動画へ導かれたのだと私は信じ
ています。主よ。彼らの心を、あなたに向けて開いてください。今日、彼らがあなたを信頼し、あなたの御名を
求めて救われますように。主よ、感謝します。あなたを心から愛しています。
イエスの御名によって、アーメン。

聖餐式
“さて時間になって、イエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席についた。イエスは言われた。「わ
たしは、苦しみを受ける前に、あなたがたと一緒に、この過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたこと
か。あなたがたに言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは、わたしはもはや二度と過ぎ越しの食
事をすることはありません。」そしてイエスは、杯を取り、感謝をささげて後、言われた。「これを取って、互
いに分けて飲みなさい。あなたがたに言いますが、今から、神の国が来る時までは、わたしはもはや、ぶどうの
実で造った物を飲むことはありません。」それから、パンを取り、感謝をささげてから、裂いて弟子たちに与え
て言われた。「これは、あなたがたのために与える、わたしの体です。わたしを覚えてこれを行いなさい。」”
（ルカ 22:14-19）
私たちが手にしているのは、イエス・キリストの体の象徴です。彼の体は、私たちの為に、私たちの代わりに砕
かれました。これは過ぎ越しの預言の成就でした。イエスは、具体的に私たちの過ぎ越しの小羊の預言を、成就
させたのです。小羊は、傷もしみも、しわもない事を確かめる為に、4 日間調べなければなりませんでした（出
エジプト記 12:3-6）。イスラエルの民がエジプトを出る時、死の御使いが過ぎ越すためには、傷のない小羊でな
ければならず、それは、後に来られ、私たち全員の為にほふられた、神の小羊を予見していました。彼らは、4
日間調べましたが、それはイエスが裁判にかけられた期間の 4 日間と、ぴったり同じです。傷もしみも罪もない
事が分かりました。
種なしのパン。たねは、聖書では罪の型で、彼は種無しのパン、罪がありませんでした。その小羊に傷がない事
が分かると、彼らは、その体の皮を裂きました。骨ではありません。これもまた、詳細な別の預言で、骨の 1 本
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も折られる事はありません（出エジプト記 12:46、ヨハネ福音書 19:33-36）。イエスは、あらゆる苦しみを受け
られましたが、彼の骨は、1 本としておられる事はありませんでした。彼の体、皮膚だけです。血を出すために。
それを私たちは、今日ここで祝っているのです。私たちの罪の為に、彼の体が裂かれた。共にいただきましょう。
主よ。ありがとうございます。私たちの為、私たちの代わりに砕かれた、あなたの体に感謝します。主よ。私た
ちが、あなたを覚えてこれが出来るようにして下さり、ありがとうございます。私たちは生活に追われて、私た
ちの救いの為に、どれほどの負債が支払われたかを忘れてしまいます。私たちは無償で受け取りましたが、あな
たが、あなたの全てで支払って下さいました。ですから主よ。今日のこの時、あなたを祝い、私たちの為、私た
ちの代わりに捧げられた、あなたの十字架での死を覚えます。あなたが私たちの為にしてくださった事は、どれ
ほど感謝しても、感謝しきれません。主よ、感謝します。

“食事の後、杯も同じようにして言われた。「この杯は、あなたがたのために流される、わたしの血による新し
い契約です。」”（ルカ 22:20）
今、私たちが手にしているのは、イエス・キリストの血の象徴です。私たちの代わりに、彼の血が流されました。
その理由は、聖書にはこうあるからです。

“血を注ぎだすことがなければ、罪の赦しはないのです。”（へブル 9:22）
罪の贖いの為、罪の赦しのためには、血が注がれなければならないのです。赦しとは、取り除く事。旧約聖書で
は、ただ覆うだけでした。ヘブル語で「Kophar」、これは完全に罪の贖いを支払って下さる方が来られるまで、
ただ罪の上を覆うだけでした。それを、私たちは今日祝っているのです。あの十字架の上で、私たちの為に流さ
れた、イエス・キリストの血です。これもまた、過越しの預言の成就です。イスラエルの民は、興味深い事に、
ヒソプの枝を取って、それを、喉を裂いたばかりの、その傷のない小羊の血に浸し、その血を、かもいと門柱の
上下左右に、つけなければなりませんでした（出エジプト記 12:22）。ところで、これは十字架の形ですよ。

それによって、死の御使いが、彼らの家を過ぎ越し、彼らの初子が死なない為です（出エジプト記 12:23）。な
ぜか？それは、過ぎ越しの小羊、神の初子、神のひとり子が代わりに死なれるからです。それを私たちは今日、
祝っているのです。共にいただきましょう。
天のお父様。また私たちには、この感謝の気持ちを、言葉で表現する事が出来ません。永遠のいのちという、無
償の賜物。あなたのひとり子によって、全額支払われました。それは、あなたが、私たちを実に愛しておられ、
私たちの為に全額支払い、私たちを贖う為に、あなたのひとり子を、お与えになりましたから。御子を信じる者
が、一人として地獄で永遠に滅びずに、永遠のいのちをもつ為です。主よ、感謝します。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。
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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、目の治療をされました。どうか、 り
ょくさんの病後の弱さを覚えて、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
筆記 by まい

