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Amir Tsarfati 氏 シンガポールより Q&A 2019 年 8 月 5 日公開 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

シンガポールは、記念日の準備が進んでいます。これは、シンガポールの 7 月 4 日（独立記念日）のよう

なものです。これは、ここではとても大切な日で、彼らは、ずっと練習しています。あのライトを見てく

ださい。ライトの色が変化して、かなり美しい光景です。しかし、私は音楽を無視し、ライトを無視して、

Q&A を始めるつもりです。 

 

質問は、いくつかのグループに分かれました。 

時事アップデートに関して、エゼキエル、神殿、イスラエルとユダヤ人に関して、また、大患難と黙示録、

携挙と千年王国について、そして、聖書の一般的な質問です。 

 

では、一つ目から始めましょう。 

 

Q1.「世紀の取引」は、7 年平和条約ではないなら、なぜ、それほど重要なのですか？ 

 

A1.まず第一に、あれが 7 年間の平和条約ではないことに気づいて下さってうれしいです。トランプ大統領

は、聖書の預言を加速させたと私は強く思っています。イランを暴露するだけでなく、トルコを暴露し、

パレスチナ人を隔離して、湾岸諸国、サウジアラビアが、最終的に、イスラエルの側に立つように仕向け

ました。 「世紀の取引」全体は、基本的に交渉のテーブルから”イスラエル・パレスチナ紛争”を取り除

きました。私はいつも言っていますが、次の戦争は、パレスチナ人とは何の関係もありません。イスラエ

ルやハマスとは、何の関係もありません。ロシア、イラン、トルコ、スーダン、リビアによる、イスラエ

ルへの攻撃が全てです。 

 

そして「世紀の取引」は、基本的に、パレスチナ人、ガザの問題の解決策として 

提供されようとしているものです。それは戦後の 7 年間の条約とは何の関係もありません。7 年間の条約

は、反キリストによって導入されます。そしてそれは、7 年間続く事すらなく、3 年半で破られます。 

 

7 年間の条約には、神殿の建設、または建物が含まれなければならないことに注意してください。反キリ

ストは、その 7 年条約の途中で、エルサレムに立っている神殿に入り、 

自分自身を神として宣言しますから。 

 

だからポイントは、トランプ大統領は反キリストではなく、「世紀の取引」は、ダニエルが最後の週として

語る 7 年間の条約ではありません。しかし、それは間違いなく、パレスチナ、イスラエル問題を取り除く
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ために中東を形成して、サウジアラビアをイスラエルに近づけ、イランを隔離し、ロシアを隔離し、トル

コを隔離し、エゼキエルが説明した領域全体を準備しています。以上が一つ目の質問です。 

 

Q2.世界のほとんどが、イランが核兵器の生産に関して違法行為をしていることを知っています。多くの国

が、核協議でイランを支持しているように見える根底にある理由は何ですか？ 

 

A2.皆さん、一つ理解する必要があります。彼らは、彼らがイランを愛しているために 

イランを支持しているのではありません。彼らには、金銭的利益があるのです。彼らには、いくつかの利

益、財政的利益があります。 

 

私が思うに、署名した者、あるいは署名していなくとも、イランと握手をした者たちは、密かに、お金を

得たのです。だから、ヨーロッパは、イランの開発によって何億というユーロを稼ぐためにイラン協議を

望んでいます。彼らは、自分達が得するために、何とか、 

イランのお金を「解凍する」ことを望んでおり、それはまた、ロシアの問題でもあります。 

だから、間違いなく、誰もイランを愛していません。しかし、誰もがお金を稼ごうと考えている、それだ

けです。 

 

また、革新的なヨーロッパは、現在、論理的に考えていないことを覚えておく必要があります。彼らが、

完全に自分達の国境を開いたやり方が、彼らの狂気と非論理的な考え方の全てを物語っています。 

 

明らかに、イランを支援することは、革新的リベラルのアジェンダの一部である、彼らの狂った思考の 1

つだと私は信じています。 

 

Q3.現在起こっていることすべてから、中国はどこに落ち着くと思いますか？ 

 

A3.中国は今、アメリカと貿易戦争をしていると思います。それが間違いなく市場を揺るがしていると私は

思います。 

 

アメリカが、エゼキエル 38、39 章に出て来ない理由について多くの憶測を見ることができます。金融崩壊

や、軍事崩壊によるものかどうか、私にはわかりません。私は、携挙によって、アメリカが図から外れる

ことを願っています。しかし、他でもなく中国は、間違いなく財政的にアメリカに大きな被害を引き起こ

す可能性があります。 

 

Q4.エゼキエルについて、エゼキエル 39 章でイエスが戻ってくる前に、世界中のすべてのユダヤ人がイス
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ラエルに住むのですか？ 

 

A4. 

28 彼らは、わたしが彼らの神、主であることを知ろう。わたしは彼らを国々に引いて行ったが、また彼

らを彼らの地に集め、そこにひとりも残しておかないようにするからだ。 

(エゼキエル 39:28) 

 

まず第一に、39 章だけでなく、エゼキエル全体、エゼキエル 36 章、エゼキエル 37 章で、ユダヤ人を集め、

彼らの土地に戻すという神の明確な約束が見られます。 

 

私が心から信じているのは、ヨーロッパでの出来事、アメリカでの出来事、世界中の他の場所での出来事、

そして反ユダヤ主義の起こりが・・・ちなみに、今月、記録的な数の移民が、ロシアから新たにやって来

ました。こうして話している間にも、大勢のユダヤ人が、故国に戻って来ているのです。 

 

私たちは、イチジクの木が芽吹くのを見ている世代です。私は、大きな可能性で、ユダヤ人の大多数が、

戦争の前か、あるいはその結果として、イスラエルに戻って来ると信じています。なぜなら、思い出して

ください。 

 

戦争でロシアが崩壊するでしょう。 

戦争でイランが崩壊するでしょう。 

戦争でトルコが崩壊するでしょう。 

 

そして、この戦争でアメリカは、イスラエルの側に立ったり、イスラエルを支援したりする事はありませ

ん。明らかに、あちらでも何かが起こります。 

 

私は、その戦争の直前または直後に、ユダヤ人達が、イスラエルを守る神の力強い御手を見るというシナ

リオを見ています。そして、彼らは故国に戻ってくるでしょう。 

大患難の後、イエスが帰ってきた時、彼らがイエスを受け入れるためには、彼らは、彼らの故国に戻って

いなければならないことを覚えておいてください。 

彼らが大患難を経験し、荒野に逃げるためには、故国に戻っていなければなりません。 

 

彼らはイエスを受け入れ、『祝福あれ。主の御名によって来られる方に。』と言うために、故国に戻らなけ

ればなりません。私は、高い確率で、世界の出来事によって、もうすでに始まっている、他の場所からイ

スラエルへ、ユダヤ人の大量移民が起こると信じています。 
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Q5.エゼキエル戦争は、携挙の前か後、どちらで起こると思いますか？ 

 

A5.これは良い質問です。もし私が、携挙がいつ起きるのかを知っていれば、あなたに伝えることができま

すが、分からないので、一つ私に言える事は、私は携挙の兆候は見ていません。携挙は差し迫っています

から。 

 

しかし、私は、エゼキエル（戦争）の兆候を見ています。 

だから、仮に携挙がその直前に起こるとすれば、携挙は非常に、非常に近いです。 

私には、それしか言えません。ただ、エゼキエルの戦争の前に、なぜ、私達はここから出るのか分かりま

す。その戦争中に、信じられない出来事が起こるからです。 

しかし、繰り返しますが、誰もその日その時は分かりません。 

私はここに立って推測し、「それは確かに戦争の前に起こる」と伝えるつもりはありません。 

 

しかし、私に言えるのは、実際、エゼキエル戦争の前に携挙が起こることは、理にかなっています。 

 

ごめんなさい。 

興奮しすぎて、私は三脚を蹴っ飛ばして、ノックダウンしそうでした。 

はい。皆さん、集中してください。 

私の後ろに、たくさんの音楽とライトがあることは分かっていますが、私は、これが８時に始まるとは、

知らなかったのです。お許しください。私が今、これをしている唯一の理由は、この後すぐに空港に向か

うからです。はい。 

 

Q6.イスラエル人はエゼキエル 38 章と 39 章の戦争とダマスカスの崩壊の預言を知っていますか？「はい」

の場合、なぜ彼らはさっさとそれをやり遂げないのですか？ 

 

A6.さて、イスラエル人のほとんどは「ゴグとマゴグ」という言葉を聞いています。彼らはそれを「終末」

のシナリオを記述するための一般的な方法で使用します。 

アルマゲドンのように、多くの人々によって使用されている「終末」のイディオムです。 

しかし、私が思うに、おそらくイスラエルのユダヤ人の 90〜95％は、本当にロシア、イラン、トルコ、ス

ーダン、リビアについて、彼らがイスラエルに攻め込む、エゼキエル 38 章と 39 章の成就がそれほど近い

とは考えていません。 

 

ところで、「なぜ彼らはこれらのことをさっさと成し遂げないのですか？」と、あなたは私に尋ねています

が、神は、それが成し遂げられないことをご存知です。神が未来を語られる時、それは“可能なシナリオ”
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ではありません。確実に、それが起こるのです。 

神は、すでに、我々が攻撃されることをご存知です。 

神はすでに、神だけが私たちのためにご介入し、敵を滅ぼされることをご存知です。 

ですから、私が思うに、私たちは、それを自分でやろうとしていないことを神に感謝します。なぜなら、

私は自分達の事を良く知っていますが、私たちはすべてを自分の手柄にするからです。 

 

1967 年の戦争の後に起こった事をみてください。イスラエルの将軍は、彼らが六日戦争の 

大勝利を引き起こしたと考え、それを誇り、傲慢になりました。そのため、1973 年の戦争の時、大きな驚

きが襲ったのです。 

我々は、あまりにも誇り、あまりにも傲慢だったから。 

これはすべての神のものであり、それは、39 章の終わりに読むことができます。それは疑いの余地があり

ません。 

 

Q7.神殿について。第四神殿は、イエスであるイエシュアが千年王国の間、礼拝と交わりの目的で建てる神

殿ですか？ 

 

A7.その通り。第四神殿は、その前に存在する（第一、第二、第三）神殿よりも、はるかに広大な範囲で、

はるかに大きくなります。 

 

この神殿は、イエス様が御座に着いてエルサレムで統治される神殿になります。それが、千年王国です。

はい、間違いなく、それです。 

 

Q8.もう一つの質問です。エルサレムの自治体と市議会が、エルサレムの聖墳墓教会の資産を押収し、1 億

8600 万の税金を課していると聞きました。彼らは、イスラエルのキリスト教徒の存在を弱めようとしてい

るのですか？ 

 

A8.全く違います。これはデタラメです。中東で、クリスチャンに礼拝する自由があり、 

迫害がゼロである場所が 1 つあるとすれば、それはイスラエルです。 

唯一問題は、この場所では、税金を払わなければならない、ということです。 

エルサレムの自治体は、イスラエルの政府ではありません。 

ここは政府の政策じゃない。これらは、エルサレムのすべての資産が支払う必要がある税金です。 

 

ずっと長い間、ギリシャ正教会と、ローマカトリック教会は、そこに税金を払うことを避けて来たと思い

ます。しかし、彼らはエルサレムにいるのです。だから、彼らはエルサレム市に税金を払わなければなり
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ません。 

私に聞かれるなら、私は確信してある種の合意を得るつもりです。 

しかし、これはイスラエルがエルサレムに対する主権を行使する方法です。 

これはまさに、ギリシャ正教会やローマカトリック教会のような人々が、イスラエルの首都としてエルサ

レムを認識しない理由です。彼らは、イスラエル政府とエルサレム市に一銭も借りを作りたくないからで

す。彼らは、イスラエルをエルサレムの主権とさえ認識していません。ですからこれは、主権の問題であ

り、これは支配権の問題、それからこれは、他のすべての宗教的な目的の建物などに、税金を払うかどう

かの問題です。だから、弱体化しようとするのとは、全く関係ありません。 

 

明らかに、イスラエルは、バチカンとも、ギリシャ正教とも、揉めたくありません。 

これは明らかです。しかし、法律は施行されなければならず、もちろん、主権は行使されなければなりま

せん。 

 

Q9.次、メシア・イエスについて、ユダヤ人と分かち合うために、旧約聖書から一節だけ選ぶとすれば、何

でしょうか？ 

 

A9.未信者のユダヤ系イスラエル人であった、かつての私で言えば、イザヤ 53 章でした。 

あれは、基本的には、最も驚くべき箇所、旧約聖書の中の、最も驚愕の部分で、メシアのアイデンティテ

ィだけでなく、主が来た目的に関するものです。あれは、驚きです。 

 

6  私たちはみな、羊のようにさまよい、おのおの、自分かってな道に向かって行った。 

しかし、主は、私たちのすべての咎を彼に負わせた。 

(イザヤ 53:6 ） 

 

5  彼の打ち傷によって、私たちはいやされた。 

（イザヤ 53:5） 

 

人類、人々に代わって苦しむ主のしもべがはっきりと見ることができます。 

ところで、これは、ラビが苦労していることの一つです。 

したがって、イザヤ 53 章を私達は「禁じられた章」と呼ぶのです。 

多くのシナゴーグでは、彼らは、その章を教えることはありません。 

彼らは 51 章、52 章を教え、53 章はあまりにも多くの疑問をもたらすので、54 章に飛びます。 

 

Q10.もう一つの質問は、 
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“メシアニック・ジュー”と、“ヘブル的ルーツ運動”の間に類似点はありますか？ 

“ヘブル的ルーツ運動”を実践する人々は、メシアニック・ジューになろうとしているのですか？ 

 

A10.さて。たとえで説明しましょう。すべてのイスラム教徒が、アラブ人であるとは限りません。しかし、

ほとんどのアラブ人はイスラム教徒です。言い換えれば、すべてのメシアニック・ジューが、ヘブル的ル

ーツではありませんが、ほとんどのヘブル的ルーツは、メシアニック・ジューに関心を持っています。 

 

これは、私に言えることです。ヘブル的ルーツの名前は・・・ところで、私たちのイエシュア、イエスへ

の信仰に、ヘブル的ルーツを見つけるのは、超・超ステキですよ。それには全く何も問題はありません。 

 

私自身は世界中を回り、過越祭でイエスを教え、イスラエルの 7 つの例祭に、イエスをどのように見るこ

とができるかを教えています。私は、それには全く問題がありません。 

 

しかしヘブル的ルーツ運動の問題は、それが、3 つのものにつながっていることです。 

 

1. それは、異邦人が、彼らが律法を守る必要があると感じさせることにつながる。 

2. 異邦人が、イスラエルには別の契約、二重契約があると考えるように導く。 

3. また、多くの場合、イエスの神性を妥協する、ユダヤ教の支配者層を喜ばせるための働きをします。 

これは、ヘブル的ルーツ運動の大きく滑りやすい面です。 

 

彼らが、これらの 3 つの分野のいずれにもなく、ただ、キリスト教の信仰のヘブル的ルーツを見せるのが

大好きなだけなら、それは私には問題ありません。 

 

しかし、繰り返しますが、私はその運動を通して「ユダヤ人になりたい」という異邦人を、あまりにもた

くさん見てきました。一方、聖書は実際には、ユダヤ人の妬みを起こすのは異邦人だと伝えています。異

邦人が、ユダヤ人を妬むのではなく。 

使徒の働き 15 章を読んだら、後から使徒の働き 15 章に戻りますが、ペテロが証したのが分かります。彼

は基本的には、こう言ったのです。 

 

11 私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。」 

（使徒の働き 15:11 ） 

 

言い換えれば、長い間、私たちは法律を守ろうとしていました。それは大きな負担と束縛でした。 

しかし今、私たちは、信仰によってのみ、信仰だけで、わたしたちは彼らと同じように救われているのが
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分かった。 

 

ペテロは、すでに妬みを引き起こされていました。彼は異邦人と福音を分かち合った人でしたが。しかし，

彼は確かに、信仰によって救われるのを見ることができたのです。 

義人は信仰によって救われ、信仰によってのみ救われる。 

 

Q11.もう 1 つ、聖書が、「すべてのイスラエルが救われる」と言うとき、「すべてのイスラエル」とはどう

いう意味ですか？それは、イエスを信じるすべてのユダヤ人？ 

それとも、すべてのユダヤ人を意味するのでしょうか？ 

 

A11.イスラエルは全て救われる。まず第一に，御父への道は一つしかありません。それはイエスを通して

です。だから、聖書が「すべて救われる」と言うなら、彼らは救われるために、イエスを信じなければな

りません。 

問題は、パウロは、ローマ 11 章で、異邦人の時の終わりが来ると、すべてのイスラエルが救われる、とい

う事実について話しました。 

また、預言書ゼカリヤ 12 章が告げているのは、彼らが突き刺した方を見たとき、彼らは悲しみ、泣き、基

本的には悔い改めます。 

 

大患難から生き残って、イエスが帰ってきたときに、国としてそこにいる人達が、すべて救われることは

間違いありません。定義上、イエス・キリストを信じる信仰によって救われます。 

はい、イスラエルは皆、”ナザレのイエス”と呼ばれる方への信仰によって救われます。 

彼が私たちと一緒に帰って来て、彼の足が降り立つのを彼らは見るのです。 

 

まだまだあるので、続けます。 

 

Q12.聖書の中で、彼らは”ユダヤ人”である、という言葉について、説明してください。 

 

A12.きっと、黙示録のことを話しているのでしょう。私はそれを解釈するには、いくつかの方法があると

信じています。 

まず第一に、ジョージ・ソロス、ロスチャイルド、ロックフェラーなどの人々を見ると、これらの人々は

本質的にユダヤ人です。しかし、彼らはイスラエルや、ユダヤ人の信仰やイスラエルの神とは、何の関係

もありません。彼らは実際に、彼らが神である、と考え、彼らは、彼らのお金とその策略を通じて世界を

制御したいのです。 
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これは、それを見る一つの方法です。 

しかし、また、 私の良い友人から聞いたのは、彼は私の親友の一人であり、牧師ですが、彼は、これは置

換神学も有り得る、と信じています。自分を”霊的イスラエル”であると呼ぶ者たちです。しかし、彼ら

はそうではありません。 彼らは、教会がイスラエルに置き換わると考え、したがって、彼らが今、新しい

イスラエルだ、と考えますが、しかし、彼らは違います。 

 

唯一、私が知っているのは、それが誰であろうと、これがイスラエルの神を信じるユダヤ人ではないこと

は、間違いありません。それは確かです。 

これは、イスラエルの神を敬わないユダヤ人、または、自分が霊的イスラエルであると信じる非ユダヤ人

です。 

 

Q13.イザヤと預言者のほとんどが、イエスが救世主であると明確に指しているのに、なぜ、ユダヤ人の人々

は、イエスが救世主であると信じないのですか？ 

 

A13.とてもシンプルです。 

 

ユダヤ人の人々は、イエスがメシアであることには、全く問題がありませんでした。 

彼らは、救世主が何であるかを理解するのに問題があります。彼らは今も同意せず、また、イエスを見る

まで、メシアが神であるということに、同意しません。 

彼らがイエスを非難したことは、主が救世主であると言ったためではなく、自分自身を神と同一視したた

めです。それは、彼らが彼を石打ちにしたいと思う冒涜であり、そのために彼らは主の死を要求しました。 

 

はい、イザヤは主について語りましたし、イザヤは、メシアの神についても話しました。 

したがって、彼らにはそれを理解することは困難だったのです。 

 

ローマ 11 章が告げている事を、覚えておく必要があります。 

 

8  「神は、彼らに鈍い心と見えない目と、聞こえない耳を与えられた。… 

（ローマ 11:8） 

 

それが、異邦人が信仰に至った理由です。 

 

11 彼らの違反によって、救いが異邦人に及んだのです。それは、イスラエルにねたみを起こさせるため

です。 
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（ローマ 11:11） 

 

はい、一部の人々は見て、信じていますが、多くはそうではありません。 

私は、彼らが大患難を乗り越える必要がないように、彼らが、大患難の前に信じるように祈ることしか出

来ません。 

しかし、私がいつも言うように、最終的に、大患難がイスラエルの救いにつながります。 

 

ホセア 5 章 15 節 でそれを読むことができますし、明らかに、黙示録第 12 章でこれを見ることができま

す。後半の 3 年半に、メシアを産んだ女、イスラエル、その国は、1260 日の期間、その荒野で主によって

守られます。 

そして、もちろん、イザヤ 63 章では、イエスが帰ってきた時、イエスは、今日のペトラであるボツラから

彼らを連れて帰り、戻されます。 

 

これは興味深いことになります。 

11 月のイスラエルのツアーを、私が引率するかどうかを尋ねています。 

イスラエルにいる間、私は危険だと感じたことがありません。 

それでも、中東で起こっていることすべてから、 

「中東でこれだけの事が起こっているのに、そこに行くことを恐れないのか？」と聞かれるのです。 

 

アメリカで起きていることをすべて見て、アメリカに住むことを恐れませんか？ 

竜巻、火山、地震、ハリケーン、台風が起こるインドネシア、フィリピンに居て恐くないですか？私は実

際には、イスラエルは、そこを訪れる人の住む、ほとんどの場所より安全だと信じています。実際、5 年

間でイスラエルで死んだ人よりも 1 ヶ月間にシカゴで死亡した人の方が、多いのです。物事は、正しい視

点で見るべきです。 

私は、ツアーグループがイスラエルで攻撃された事は一度もないと思います。 

これは明確に説明し、示しておかなければなりません。はい。 

 

Q14.大患難と黙示録に関する質問です。ダニエル書の中で、北の王や南の王として言及しているのは誰の

事ですか？ 

 

A14.これは良い質問ですが、私にはよく分かりません。 

ただ、北は、明らかに、我々はロシアが北から来ることを知っています。 

少なくとも黙示録で語っている、東洋の王の 1 億人の騎士は、中国である可能性が高いことを私達は知っ

ています。しかし、繰り返しますが、私には分かりません。 
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聖書が、名前を伝えている時は簡単です。たとえそれが、ロシュとか、メシャク、トバル、ゴメル、トガ

ルマ、クシュ、プテのような古代の名前であっても、これらは，聖書やジョセフスの本から認識できる名

前です。 

だから、これは、私は大丈夫です。しかし、私たちが一般的な方向性について話すとき、それが誰である

かと言うのは少し難しいです。 

 

Q15.イエスの再臨時に、王国で増え広がる国を決定する、ケデロンの谷の「羊とヤギの判断」の解釈を説

明してください。これは、（獣の）しるしを受けず、その為に救われた個々の異邦人であると信じますか？ 

 

A15.いくつかの理論がありますが、それらの少なくとも 2 つを説明しましょう。一説では、裁きは通常、

復活後に来るので、これは千年王国の冒頭であって、大患難の終わりにしか復活しない、大患難の聖徒に

ついて語っている、と言います。したがって、彼らはもちろん、獣の印を受け取らなかったので、王国に

入る者です。 

 

ところで、羊とヤギ、良く読めば、これは、 イエスの兄弟の最も小さき者を助けた人々です。これはヨエ

ル書 3 章 1-3 節に見事に一致します。これは、誰でもイスラエルを助ける者、イスラエルを支持した人、

大患難を通してイスラエルの味方でいた人だと、私は信じています。なぜなら、ヨエル書を読めば、イス

ラエルは、神が、ケデロンの谷にすべて集めて、国を裁くための目的だからです。 

 

また、私はマタイ 25 章の羊とヤギは、ヨエル 3 章と類似すると信じていますし、それが、そのことを物語

っています。 

 

もう一つ。 

 

Q16.さまざまな国に及んで定められている、”ノアの法”について教えてください。 

これがおそらく、世界統一宗教がまとめられる方法かも知れないと信じていますか？ 

 

A16.いいえ、私は信じません。ノアの法は，ノアの子たちの 7 つの法です。 

 

これらは、ユダヤ人のタルムードが、基本的にはすべての人類である、ノアの子孫のすべてが、ユダヤ人

であるかどうかに関係なく維持することを神が期待していると主張する律法です。実際、信者としての私

たちにとって、ヤコブが、使徒の働き 15 章で、最終的に決定しています。 
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ここで、その章に戻ってみましょう。基本的には、4 つのことを避けるように。 

1. 血を食べないように、 

2. 絞め殺された動物を食べない、 

3. 偶像に供えた動物を食べない 

4. 性的な不道徳から遠ざかる。 

これらは、私たちが避けなければならないものです。 

 

はい、血に関しては、創世記第 9 章にもあって、ノアの法はそこにあります。 

しかし、私は、世界統一宗教がそれに関わるとは思いません。 

私は、彼らは、イスラエルの神についてさえ、あまり話さないと信じています。 

ただ、宇宙についてや、皆が自分の中に見る“神”とか、そういったものについて話すでしょう。私は、

それは世界統一宗教には関係しないと思います。 

 

Q17.黙示録の 2 人の証人は、誰だと思いますか。そして、その役割は何でしょうか。 

 

A17.彼らが誰であるか、私達には分かりません。だから、私は彼らが誰であるか分かりません。聖書は、

彼らが誰であるか伝えていないので。良く聞いてください。神が私たちに、彼らが誰であるかを知らせた

いなら、神は、私たちに語ったでしょう。しかし、我々は、彼らがそこにいることを知っています。それ

は、常に、常に、神は常に誰かを用意されますから。私達が上に行くので、教会の形としての聖霊は、居

なくなりますが、神は 2 人の証人を用意されます。彼の証人です。 

 

聖書は、私たちが主の証人であると述べています。教会は証人である、と使徒の働き 2 章で告げています。

イザヤ 43 章、イスラエルが神の証人です。 

しかし、教会としての私たちが去ったとき、彼は 7 年の大患難の前半に、2 人の証人を送られます。そし

て彼らは・・・もちろん、悔い改めを呼びかけます。 

しかし、それは大きな欺きと大きな盲目の時代になります。 

 

それから、繰り返しますが、皆さん、理解しなければなりません。神が御怒りを注がれる時、それは，常

に、主が人々に悔い改める機会を与えた後です。だから、それは彼らの（2 人の証人）の仕事であり、後

で、もちろん、144,000 人があり、それは彼らの仕事です。 

ですから皆さん、神は神の御怒りを注ぎ、誰かを滅ぼしたり、誰かを殺したりすることに、喜びを感じま

せん。 

 

彼は回復させ、和解し、そしてもちろん、人々を愛し、救うのが仕事です。しかし，神は彼らに救いを強
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要出来ません。つまり、最終的には彼らの決定です。神は私達に自由意志を与えたので、私たちは真に愛

することができます。しかし同時に，人々は主を拒否することを選ぶことができます。だから神は、モー

セを通して言われたのです。 

 

19 私は、いのちと死、祝福とのろいを、あなたの前に置く。あなたはいのちを選びなさい。 

（申命記 30:19） 

 

選ぶのは、あなただ。あなたは、それを選ばなければならない。何をすべきかを伝える事は出来るが、後

は、あなたの選択だ。それが、2 人の証人が説教することです。悔い改めの必要性。 

もちろん、彼らは間違いなく成功しません。 

実際、その為に、主は結局、彼らを連れて行かれるのです。彼らが殺された後、神は彼らを復活させ、神

は、彼らを連れて行かれます。 

 

Q18.7 つの封印は、もう開封されましたか？ 

 

A18.そうは思いません。私はそう信じていません。 

 

わたしはそう信じません。私が心から信じているのは、黙示録 4 章でヨハネが上に上げられた瞬間から、

これは、基本的に携挙が起こる瞬間です。私は、私たちがここから出た瞬間、封印が解かれると信じてい

ます。次々と開かれます。ですから、私は 7 つの封印は、どれも、まだ開かれていないと思います。 

 

さもなければ、ヨハネは、7 つの封印を解ける人が一人もいないという事実に、泣くことはありません。

皆さん、理解する必要があります。ヨハネが上げられた時、彼は、基本的に、未来に連れて行かれたので

す。彼は、携挙がどうなるかを示されたのですから。彼は上げられ、その後すべてのことは、携挙の直後

の世界で起こるのです。繰り返しますが、私は 7 つの封印が、もう開かれているとは思いません。 

 

Q19.反キリストが、商業的宗教の中心を据える、文字通り、将来の都市バビロンはどこですか？それとも、

これは世界経済の宗教の中心地であるこの「奥義なるバビロン」は、別の場所に据えられるのでしょうか？ 

 

A19.私は、私の意見を伝えます。聖書は「奥義なる（ミステリー）バビロン」と、はっきりと言っている

ので、私の意見はあまり重要ではありませんが。 

 

もしこれが、本当のバビロンだったら、なぜ、奥義なる（ミステリー）バビロンと呼びますか？「奥義な

る（ミステリー）バビロン」とは、古代バビロンと同じ霊を表す聖書の表現で、それが今は、別の場所に
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存在し、神を置き代わることを望み、神に反逆するバビロンの霊を受け継いでいるのです。そしてそれは、

バビロンの門を輸入し、サタンの王座を輸入した西ヨーロッパだと、私は信じています。バベルの塔のよ

うな議事堂を建設し、基本的にバビロンの考え方をすべての人々に実装しています。 

 

繰り返しますが、私の個人的な観察では、世界のその部分、ドイツとフランスで起こっている事を見てそ

れが、奥義なる（ミステリー）バビロンだと私は信じています。 

 

これは、私の意見です。ある人達は、私に同意しないかもしれませんが、それで結構です。 

私は個人的に、それが古代のバビロンだったら、「ミステリー」という言葉は、一切使わないだろうと信じ

ています。 

 

Q20.イスラエルは神の妻と呼ばれ、教会はキリストの花嫁です。黙示録 21 章では、御使いはヨハネに新エ

ルサレムに現れる子羊の妻である花嫁を見せていますが、説明してください。 

 

A20.まず第一に、キリストの花嫁が教会であることは間違いありません。イエスが、それについて話され、

パウロが、それについて話していて、ペテロが話しました。私たちが花嫁であることは、間違いありませ

ん。これは決定しています。 

 

さて、誰が新しいエルサレムに住むのか覚えていますか？それが花嫁になるのです。 

したがって、イスラエルは、旧約聖書を通して、エホバの妻でした。それを覚えていてください。その後、

教会が現れ、イエスの花嫁になりました。 

 

そして思い出してください。ちょうど、神が妻と離婚した後、和解するように、それについて非常に多く

の聖句があります。イスラエルと教会、エホバの妻、キリストの花嫁について、たくさんのメッセージが

あります。 

しかし、私が皆さんに思い出して欲しいのは、最終的に、イエスを信じるすべての人が、新しいエルサレ

ムに住むのです。だから、新しいエルサレムもまた、「花嫁」と呼ばれることができるのです。花嫁とは、

そこに住む人ですから。 

 

イエスの花嫁。教会はキリストの花嫁です。そして、携挙の話は全て、新郎が彼の花嫁を連れ去り、彼が

父親の場所に準備した邸宅に、彼女を連れて行く方法の再現です。 

すべてが美しい形での、ユダヤ人の結婚式の花嫁と新郎の類型論です。 

教会はキリストの花嫁であり、それ以外の何ものでもないことは間違いありません。 
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Q21.千年王国で 1000 年間、栄光の体を得て、祭司や王として仕えた後、どうなるでしょうか？ 

 

A21.とてもシンプルです。黙示録は、千年王国の終わりに、大いなる白い御座の裁きが来ると述べていま

す。これは大勢で大規模の、私たちが 「第二の復活」と呼ぶものです。 

私たちは，最初の復活の一部であり、それは、イエスから始まって、次に教会です。 

その後、2 人の証人、次に大患難の聖徒、そして旧約聖書の聖徒。それらのすべては、千年王国の前に起

こる第一の復活の一部です。 

 

6  この第一の復活にあずかる者は幸いな者、聖なる者である。この人々に対しては、 

第二の死は、なんの力も持っていない。 

（黙示録 20:6） 

 

第二の復活は、これまでに生きた、すべての人々の復活です。 

 

13 海はその中にいる死者を出し、死もハデスも、その中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自

分の行
おこな

いに応じてさばかれた。 

（黙示録 20:13） 

 

もちろん、彼らはイエスを信じず、主を信じなかった為に、火の海に送られます。それは聖書の中で非常

に明確です。その直後に、主は、すべてのものを新しくされます。  

新しい天国、新しい地球、新しいエルサレム。ですから、信者である私たちは、千年王国の終わりに、ち

なみに、私達は、普通の人間のように、千年もかかる必要はありません。なぜなら、覚えていますか？私

たちは、主のようになるのです。私たちは、栄光の体を持つのです。 

 

聖書は、主にとって千年は 1 日のようであり、1 日は千年のようだと言います。 

だから私は、私たちにとってそれは非常に速いと信じています。 

しかし、そこにいる非信者にとって、それは間違いなく、千年になるでしょう。 

 

それから、その千年の後に、私たちは永遠に入り、それで終わりです。 

二度目の死があって、これは永遠です。 

そして。新しい天国と新しい地球がありますが、時間の概念は、もはやそこにはありません。もう時間は

ありません。それは永遠です。永遠の呪いがあり、永遠の命があります。 

永遠の分離があり、主との永遠の一致があります。 
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Q22.私たちが千年の間、キリストと統治しているなら、罪の可能性がそこにあるのはどうでしょうか？ 

 

A22.私たちは，栄光の体で罪を犯すことはありません。私たちは罪をしません。 

しかし，わたしたちが支配している民は、罪を犯します。 

 

実際、黙示録 20 の第 2 のゴグとマゴグの説明から私たちは知っています。千年の後、サタンは短期間解き

放たれます。彼は国を欺くために出て行き、人々は地球の四隅から彼に加わります。彼らが、罪を犯すこ

とは可能であることは間違いありませんが、私たちは違います。私たちは，罪を犯すことのできない体で、

すでに別の段階にあります。 

私たちは、もはや罪深く、卑しい肉体ではないのです。 私たちは、主のようになります。 

 

イエスは復活について、サドカイ派に説明したとき、「あなたは理解していない」と言われました。まるで

御使いのようになるのだ、と。 主のようになるのです。 

 

2  キリストが現われたなら、私たちはキリストに似た者となることがわかっています。 

(第一ヨハネ 3:2） 

と聖書は言います。 

 

Q23.千年王国の統治の時、私たちの仕事の割り当てはどのように決定されますか？ 

 

A23.イエスが、あなたが小さなものに忠実であれば、あなたに大きなものを任せる、と 仰
おっしゃ

ったのが、非

常に興味深いです。他の場所で語られているのは、あなたが小さな場所を支配することができれば、彼は

あなたに大きな場所を与えることが出来ます。イエスの裁きの御座で受け取る、冠と報酬の一部は、千年

王国の時に、私たちが支配する地域の場所や大きさにも関係する、と私は信じています。 

 

ところで、聖書は、私たちが主と共に治めると告げています。 

ですから、非常に簡単です。ところで、千年王国のメッセージをぜひ、 観てください。 

 

オンライン、YouTube の Behold Israel のチャンネルでご覧いただけます。その中で、私は、これらすべ

て説明しています。 

 

Q24.一般的な聖書について。なぜ聖書のいくつかの翻訳では、ヨハネ 5 章 4 節 が削除されているのです

か？ヘブル語の聖書にはありますか？ 
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A24.これは魅力的なテーマです。基本的に、私はこれを、新約聖書の原稿と、元々の原稿との間で矛盾す

る「完璧なケース」と呼んでいます。ずっと初期の原稿は、西暦 1 世紀と 2 世紀のものであることが知ら

れており、水をかき混ぜる御使いの話はありませんでした。 

あちらにはそれはなく、後の記録では、それを追加しました。1800 年代、19 世紀に発見された、古代写本

に照らして、特に 1844 年に発見された Codex Sinaticus には、その聖句がありませんでした。 

 

そして 1900 年以降、それを含めないか、または、（ ）に入れるようになりました。 

しかし、キングジェームス訳や、新・キングジェームス訳のような、1900 年代以前に書かれたものは、そ

の聖句が含まれていて、彼らはそれを（ ）に入れたり、別の表記をしたり、印を入れたりしませんでした。 

古文書家による、ほとんどの原稿の慎重な検討から、基本的に、その聖句の一部、または御使いの話の全

ては、おそらく後で追加された民俗物語で、それは、もともとヨハネの記述ではなかったようです。実際，

私たちは、ヨハネの他のどの部分にもこれらの聖句を見つけられませんでした。 

繰り返しますが、これはおそらくいくつかの民間伝承でしょう。 

ヨハネは、御使いには関心がありませんでした。なぜなら、おそらく御使いがそこにいると思ったのは、

人々です。ヨハネは、それが御使いだとは思っておらず、人々が、水を見つめていたのです。 

ところで、私と一緒にイスラエルのベトザタの池に行ったら、実際に、誰かが水の下で木製のボードを揺

すっていたと信じる事ができる、正当な理由があることを皆さんにお見せしますよ。それによって、この

5 つのベトザタの池の水に、御使いが触れたかのように見えるようにしていたのです。 

それはおそらく、何らかの詐欺だったのでしょう。人々はそれにお金を払ったのです。 

私は、いくつかの聖書に、ヨハネ 5 章 4 節 がないことをそれほど心配していません。それがあってもな

くても、私は構いません。もし、御使いが、本当に癒していたのなら、イエスは必要はありませんでした。

38 年麻痺した人に話しかける必要もなく、「行って水に飛び込め。」と言ったでしょう。その男に対するイ

エスの癒しは完全に切り離され、その池で起こっていた事とは、一切関係なかったことを理解する必要が

あります。 

実際、人々は池を見ていました。だからこそ、イエスが男に何をしたかを、彼らは、見ていなかったので

す。すべてが終わって初めて、彼らは振り向いて、彼が床を運ぶのを見たとき、彼らは、彼に怒ったので

す。 

という事で、これはヨハネ 5 章 4 節 の物語です。 

 

Q25.今日話す異言は、使徒が語った異言と同じですか？ 

 

A25.まず第一に、私が間違いでなければ、使徒の働き 2 章だったと思いますが、そこで、私たちが知って

いる異言は、外国語として、人々によって認識されていた言語でした。それは一つのことです。私たちが、

他の使徒の働きで聞く、別の異言は、解き明かしがなければなりません。実際、パウロは、誰かが解き明
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かさない限り、公的に教会で異言を話してはいけないと言っています。ある人は、 

 

1  たとい、私が…御使いの異言で話しても… 

（第一コリント 13:1 ） 

 

異言は、御使いの言葉のようなものだと信じている人もいます。 

唯一、私が知っているのは、それが同じ神であること、それは、同じ異言であること、私達は、それを同

じように実践しなければならない、という事です。つまり、公に異言が使われる時は、解き明かしが必要

で、それは、主に、一人の時に実践されるべきである。  

これは、“誰もが持っているべきである”賜物ではありません。私は、それが賜物であると信じています。

あなたがそれを持っているなら、それは素晴らしいことです。 

 

しかし、繰り返しますが、それはあなたのためです。みんなのためじゃない。 

あなたがそれを公に使っているなら、それを解き明かす人がそこにいなければなりません。 

その特定の事柄に関しては、聖書がわたしたちに与えている具体的な基本的規則があります。 

 

Q26.堕天使と悪魔の違いは何ですか？ 

 

A26.大した違いはありません。サタン自身が御使いだったのです。彼は堕とされ、彼と一緒に、彼に加わ

ったすべての御使い達が堕とされました。だから、私にはその違いは見えません。私には、これらが、サ

タン的で悪魔的な存在であることがわかります。 

かつては神に属し、かつては御使いであった者、実際、自分が乗っ取って神になりたかった者です。 

 

もちろん、何が起こったのかを理解したいなら、イザヤ 14 章を読めば、ルシファーがどのように落ちたか

が分かります。 

ルシファーがその名前です。ヘブル語で חַ  ן־שָׁ לֵהילֵַ רבֶּ 「heilel ben shakhar.ヒレル・ベン・シャハル」

暁の子。彼は、いと高き方のようになりたかったので、堕とされたのです。 

 

Q27.信者は、救いを失うことができますか？ 

 

A27.これは、非常にトリッキーな質問です。最初に尋ねるべき質問は、そもそもその人は、救われていた

のか？私が信じているのは、道を外れた信者は誰でも、それが放蕩であれ何であれ、誰でも、放蕩した信

者は、彼が向きを変えて、御父に立ち返った瞬間、御父は彼に向かって走って来られます。父は彼を受け

入れ、父は肥えた牛をほふります。父は彼の帰りを祝うでしょう。「私の息子は死んでいて、彼は復活した。」 
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だから私は、救いを失うことがあるとは絶対に信じません。なぜなら，そもそもその人は、救われていな

かったのです。私が信じるのは、その人は、宗教的な経験をしたかも知れません。しかし、本当にキリス

トを受け入れたことがなければ、信者ではありません。 

 

ちなみに、反キリスト者といえば、聖書は告げています。 

 

19 彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。 

（第一ヨハネ 2:19 ） 

 

ですから、教会にいる人々が、教会ではなかった、という状況はあり得ます。その後、彼らは出て行き、

教会に反対します。私達の知っている通り、その完璧な話は、イスカリオテのユダです。弟子の一人であ

ったが、彼らの一人ではなかった。 

彼は、もちろん、彼がするだろうと聖書が予測したことをしました。 

しかし、それは彼の決定であり、彼はそれをしました。イエスは言われました。 

 

27 「あなたがしようとしていることを、今すぐしなさい。」 

(ヨハネ 13:27) 

 

もちろん、彼は置き換えられました。彼は、彼らの仲間ではなかったのです。元々は彼らと一緒でしたが。 

 

ですから、私が信じているのは、 

 

44 父が引き寄せられないかぎり、だれもわたしのところに来ることはできません。 

（ヨハネ 6:44） 

 

そして、御父のされた事に応答しない限り、彼らは来られないのです。それは神が 行
おこな

っていることです。

それは聖霊が行
おこな

っていることです。そして、誰かが放蕩して戻ってくると、父は彼に向かって走るのです。 

 

繰り返しますが、“救いを失うことが有り得る”と言うことは、基本的には、神の恵みには影響力が無いと

し、また、人々を怖がらせることであると私は思います。 

神は愛です。恐れているから、神を礼拝するのでは有りません。そうでなく、霊とまことで主を礼拝しま

す。ですから、確かに、私たちは震え、恐れるべきです。 

しかし、主への畏れは、あなたの救いを失うことへの恐れではありません。 

正義を愛し、罪を憎むことです。あなたが罪を犯し、罪に陥るとき、恥じて悔い改める必要があります。
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それを喜んだり、誇りに思うのではありません。 

それは、聖霊を持つ信者と、未信者の大きな違いです。これが、この質問に関する答えです。 

 

Q28.なぜイエスは第 2 のアダムと呼ばれているのですか？ 

 

A28.これは非常にシンプルです。イエスの来臨は、人の子の到来です。彼は人間として来られたが、非常

に奇跡的な方法でした。 

アダムも同じです。アダムは、赤ん坊として生まれていません。アダムは女性から生まれませんでした。

神がアダムを造ったのです。彼は赤ちゃんになることなく、神によって造られました。 

イエスは赤ん坊でしたが、「神によって作られた」赤ちゃんでした。 

ヨセフを通してではなく、ヨセフの種を通してではなく。 

 

罪が、アダムを通して世界に入って来たのと同じように、イエスを通して、救いが世界に来ました。イエ

スは、奴隷として、神の苦しみのしもべとして、苦しむ人の形で来ました。 

それが、主が第 2 のアダムと呼ばれている唯一の理由です。 

 

まさにローマ 5 章が、そのことについて話していると思います。 

 

Q29.旧約聖書の聖人の復活はいつ起こるのですか？ 

 

A29.私は千年王国の冒頭に起こると信じています。彼らは復活します。  

実際それを告げている聖句があるので、それが起こる事が分かります。私の千年王国のメッセージを、ぜ

ひお聴きください。その中で、全てを表にまとめていますから。最初の復活と第二の復活と、すべての参

考聖句がご覧いただけます。 

 

Q30.なぜバプテスマのヨハネは、人々にバプテスマを授けたのですか？これは、ユダヤ人の慣習だったの

でしょうか？それとも、イエスのバプテスマに備えるために、神が、彼にさせた新しいことだったのです

か？ 

 

A30.答えは、質問の中にあると思います。ヨハネは、エリヤの霊で主のための道を備えるために来ていた

と思います。 

私は、彼が、実際に誰かが来て、場所を準備する預言を成就させたと信じています。 

それがヨハネでした。イエスは、マタイ 16 章で、ピリポ・カイサリアで話していた時、ヨハネについて、

そう言われました。彼らは、エリヤが将来来るはずだと言い、 
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12 しかし、わたしは言います。エリヤはもうすでに来たのです。 

（マタイ 17:12 ） 

 

そして、彼はヨハネのことを話されました。ヨハネは間違いなく、異例のことをしました。 

なぜなら、バプテスマのヨハネの、この話のすべてが珍しい事でしたから。 

 

第一に、祭司の家族だったのに、彼は荒野に住みました。 

第二に、ヨハネはイエスの親戚でした。 

第三に、ヨハネは、初めてイエスが近づいて来るのを見たとき、イエスをイスラエルの救世主としては、

語っていませんでした。そうでなく、全世界の贖い主として、イエスについて話していました。 

 

29 「見よ、世の罪を取り除く神の小羊。」 

(ヨハネ 1:29) 

 

ですから、初めて、イエスは単なるユダヤ的な何か、ユダヤ人の為だけではないことがわかります。ただ

のユダヤ的なものではありません。神は、全世界を救うために神の小羊をお与えになりました。そしてヨ

ハネは、もちろんそれを認識しました。 

 

Q31.私の知っている人が、最近、次のような主張をしています。 

「イスラエルに住んでいる人々は、本当に選ばれた人ではない。キリストにあっては、ユダヤ人とギリシ

ヤ人との区別はありません。(ローマ 10:12) 」 

これに対して、どう答えれば良いですか？ 

 

A31.まず第一に、キリストにあっては、区別はありません。つまり、ユダヤ人として、私がイエスを信じ

る者になったとき、私はイエスを信じる異邦人と、何ら変わりません。 

区別はありません。私の方が優れているとか、私の方が価値があるのでは有りません。私は、天国に特別

な場所を持っていません。私の方が多くの報酬を得ることもありません。 

キリストにおいては、ユダヤ人、ギリシャ人、異邦人との間に、区別はありません。 

しかし、イスラエル人は信者ではありません。 

キリストを離れれば、イスラエルと異邦人の間には大きな区別があります。 

 

聖書全体を通して、それを見ることができます。出エジプト 33 章で、神に話したモーセから始まって、バ

ラムの語でも、彼は、イスラエルが、自分自身を他の国と同様であると考えることがないように、取り分
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けられていることを、理解しました。 

神は、ずっとイスラエルに語り続けて来られました。彼らは、常に異なり、常に目立ち、彼らが土地に入

るときに、その地の人々のようになってはいけない、と。 

 

もちろん、新約聖書でも、ローマ書で、「キリストにあって」区別がないことがわかります。 

しかし、キリストから離れては、ローマ 9 章、ローマ 10 章、ローマ 11 章でさえ、読めば、2 つの間に大

きな区別があるのが分かります。ですから、イスラエルにいるユダヤ人は、間違いなく、選ばれた人々で

す。しかし、選ばれた人だけでは不十分です。〝選ぶ" 人々でなければなりません。彼らは、神の御国に

入るために、イエスを選ぶ必要があります。 

 

Q32.ヘブル語やギリシャ語で新約聖書を読むと、英語の翻訳とは対照的に、聖書に対する理解が深まるの

でしょうか。 

 

A32.ユダヤ人として、少なくとも、ヘブル語で旧約聖書を読むイスラエル人として言うなら、間違いなく

そうです。私は、他の翻訳を読んでいる、皆さんの多くがかわいそうに思います。実際、他の言語で聖書

を読んでいる異邦人について私が残念に感じる最大の部分は、名前に関してです。 

 

ヘブル語の名前はすべて意味を持ちます。 ほとんどすべての名前に意味があります。 

残念なことに、名前が完全に歪められたとき意味はなくなります。 

 

例を挙げれば・・・誤解しないでくださいね？良いですか？ 

イエスの名を見ても、イエスを”イエス”と呼ぶ人に問題があるとは私は思いません。 

他と違って、私はそれに問題はありません。 

 

しかし、「イエス」の意味は何ですか？ 意味はありません。それは「 Iēsous」から来ています。「 Iēsous」

とは何ですか？ それには意味がありません。 

救世主の名前が意味をなす唯一の言語はヘブル語です。 

だから、ガブリエルはマリアに「イエス（イエシュア）」という名前を付けるように言ったのです。「なぜ

なら、『彼が民を救う』からだ」と彼は言いました。「イエシュア」という言葉は「救い」を意味します。 

彼を「救い」と名付けなさい。彼が民を救うのだから。 

ここには意味があります。 

 

モーセ、「モーセ」という言葉に意味はありません。しかし、ヘブル語の”モーシェ"は、誰かを連れて行

くこと、水から誰かを連れて出すことを意味します。 



Behold Israel Q&A 2019 年 8 月 5 日 23 

 

すべての預言者の名前も同じです。繰り返しますが、人々がモーセをモーセ、イエスをイエスと呼んでも、

私は問題ありません。なぜなら，神がその意味を御存じであることを私は知っていますから。 

 

しかし、私にヘブル語を知ることに大きな利点があるか？と聞かれるなら、それは、絶対にあります。私

は、それらの名前の本当の意味を理解していますから。それは非常に重要なことです。 

 

Q33.命は受胎から始まるので、中絶された赤ちゃんの魂はどうなるのか、説明してください。 

 

A33.まさに他の人と同じように、彼らはすぐにイエスの元に行くと私は信じています。 

そして私は、最終的には復活の日に、彼らの体が復活すると信じています。 

私には、教科書の答えは分からないけど、私は神の心は知っています。 

私は、詩篇 139 章を知っています。 

 

16 …あなたの書物にすべてが、書きしるされました。 

私のために作られた日々が、しかも、その一日もないうちに。」 

（詩篇 139:16） 

 

ですから私は、母親の子宮の中にいる赤ちゃんは、イエスを受け入れなかったので地獄に行くなんてこと

を、神が許さないと信じています。私たちの神は、あわれみ深い神であると信じています。ただこれは、

生まれたから罪に陥る、というものではありません。 

ダビデは言いました。 

 

5  罪ある者として母は私をみごもりました。 

（詩篇 51:5） 

 

イエスの他に、罪なしで生まれた人はいないことは間違いありません。 

だから、イエスはヨセフの種ではなく、聖霊を通して生まれたのです。 

しかし、私の神を見る見方、神の御心、神のご性質、神のやり方を見ると、神は、愛に満ちた神であるこ

とを私は知っています。そして、これらの赤ちゃんの誰一人として、もしそれが彼ら次第であれば、この

死を選びはしなかったでしょう。 

 

しかし、繰り返しますが、これは私の意見であり、これは私が信じたいものです。 

これは、私の神への理解から信念として保持しているものです。それだけです。 
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Q34.十分の一献金は、新約聖書の中で聖書的ですか？ 

 

A34.これは、とてもとても素晴らしいトピックです。 

十分の一献金は聖書的か？私は、これは素晴らしい質問だと思います。 

まず第一に、 お伝えしたいのは、十分の一献金の概念は、ずっとさかのぼります。 

まず第一に、マラキ第 3 章 10 節で、神が言われたことを知っています。 

 

10 十分の一をことごとく、宝物倉に携えて来て、わたしの家の食物とせよ。 

こうしてわたしをためしてみよ。 

――万軍の主は仰せられる。―― 

わたしがあなたがたのために、天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を 

あなたがたに注ぐかどうかをためしてみよ。」 

（マラキ 3:10） 

 

言い換えれば、神は、ここで、私たちが主を試すことを許しておられるのです。 

 

次に、旧約聖書では、レビ記と民数記の両方で、十分の一献金を、レビ人に与えなければならなかったこ

とが分かります。レビ人が神の家で主に仕えていたからです。したがって、彼らはそれで生活する権利が

ありました。 

 

しかし、私があなたにお伝えしたいのは、新約聖書では、私たちは、義務感や強要されて与えるべきでは

ないと言います。しかし、神は喜んで与える者を愛されます。それが一つ。 

 

第二に、聖書は告げています。 

 

14 …福音を宣べ伝える者が、福音の働きから生活のささえを得るように定めておられます。 

(第一コリント 9:14 ) 

 

4 穀物をこなしている牛にくつこを掛けてはならない。 

（申命記 25:4、第一コリント 9:9） 

 

と書かれているのと同様です。 
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また、聖書が事実として告げているのは、イエスは、宗教的なものとして与えることを非難されました。

パリサイ人について話したとき、彼は彼らを叱責して、言われました。 

 

42 …おまえたちは…十分の一を納めているが、公義と神への愛とはなおざりにしています。… 

（ルカ 11:42） 

 

言い換えれば、神は、あなたの心がそこになければ、あなたのお金は望んでいません。 

なぜなら、 

 

21 あなたの宝（お金）のあるところに、あなたの心もあるからです。 

（マタイ 6:21 ） 

 

あなたのお金のあるところに、あなたの心があるのです。 

神は私たちが、地上ではなく、天に宝物を積むことを望んでおられます。 

私たちはお互いに親切にし、お互いを助けなければなりません。 

私は、ここで社会主義を説いているのではありません。 

私は、親切で寛大であるよう説いているのです。 

これは、与えなければならない、というのではありません。 

他人に与えるために、あなたから取り上げられることではありません。 

これはクリスチャンの態度です。 

親切で、寛大で、与えること。そして与えるときは、喜んで与えるのです。 

それは、神が望む事です。ですから、十分の一献金自体は、必ずしも，新約聖書には当てはまりません。

しかし、マラキ第 3章 10 節のように、神の家にお金を与えること、これは非常に聖書的です。神が、あな

たに祝福を返すのを見るのは超聖書的です。 

実際、これは、私たちが主を試すことを神が許しておられる、唯一の領域です。 

もちろんこれは、あなたが、与えなければならない、というものではありません。 

大事なのは、あなたが与えたい、と思うこと。 

そこに、あなたの心がないなら、神は、あなたが与えることを望んでおられません。 

聖書は告げています。 

 

10 金銭を愛することが、あらゆる悪の根だからです。 

（第一テモテ 6:10） 

 

問題なのは、お金そのものではありません。お金を愛することが、問題です。 
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多くの人々が、お金を持っていないが、お金を愛している事を、私は知っています。 

一日中、彼らは熟考します。 

どうやってお金を稼ごうか？どうやってお金を盗もうか？ どうやってお金を取ろうか？ 

私は非常に寛大な、裕福な人々をたくさん知っていますし、また、必ずしも裕福ではなくとも、非常に邪

悪な人々も多く知っています。 

 

ですから、ポイントは非常に明確です。どれだけ与えるべきかを教える律法はもう、私達には必要ありま

せん。私たちには、聖霊が内住しています。神の御霊が、私たちの中に住んでおられます。それは信者で

あることの美しさです。 

 

神の御霊があなたの中に入ると、神があなたに与えたいと思わせてくれると私は信じています。主は、あ

なたが持っているものを、神の仕事をしている人たちと分かち合いたいと思うようにして下さいます。 

 

神は、あなたが教会を支えることを願っておられ、主は皆さんに、そのミニストリーと神の業を支えてほ

しいと望んでおられます。それには何も問題はありません。 

 

パウロは、誰にも負担をかけることを望みませんでした。そして、彼は天幕職人でした。 

しかし、彼は実際には、福音を宣べ伝える者が、福音の働きから生活のささえを得るのは、何も間違って

いないと言いました。 

 

ですから、繰り返しますが、私たちが、「与えなければならない」と考え始める瞬間、それは問題です。 

私たちは「与えたい」と願うべきです。私たちは、喜んで与える者になる必要があります。 

 

繰り返しますが、私が思うに、これを 10％に制限すると、「よし、10％だ。」となってしまいます。すると

また、要点を逃してしまうのです。要点を逃してしまうのは、旧約聖書の律法のやり方に対して、新約聖

書に従って皆さんの中にある御霊を考えているからです。 

 

ですから、確かに、与える必要があります。はい、あなたは与えたいと思うべきです。 

あなたは、喜んで与えなければなりません。 

 

そして、確かに、福音を宣教師、牧師、教師が福音の働きから生活のささえを得る事は、間違いではあり

ません。なぜなら、彼らも生活の支えは当然必要ですから。 

 

だから、十分の一献金は、あなたがしなければならない事として新約聖書が告げているものではありませ
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ん。しかし、新約聖書は、聖霊の信念のために、信者が行うものであると示唆しています。 

 

Q35.キリスト教徒が少ない非イスラム諸国があります。聖書には、これらの国々が携挙や大患難の前に、

救いや、リバイバルを経験するという記述はありますか？ 

 

A35.私達には、正確には分かりませんが、一つ、私に言えるのは、私たちは今、イランで起こっているこ

とについての素晴らしい話を聞いています。 

現在、アフリカ全土のイスラム教の国々で起こっている、素晴らしい話を聞いています。 

私たちは、インドネシア、マレーシア、インドでさえ、ものすごい数の人々が、イスラム教からキリスト

教へ改宗しているという素晴らしい語を聞いています。 

だから、それはすでに起こっています。それは、ものすごい規模で起こっています。  

ところで、キリスト教は、世界で最も急速に成長している宗教です。 

イスラム教ではありません。それは真実ではありません。 

中国で急速に成長していて、イスラム教諸国、中東、アフリカ、および他の場所で急速に成長しています。 

 

ですから、繰り返しますが、神は、人々を主と和解させ、人々を救い、人々を回復させる為に働いておら

れます。 

主は、人を裁き、滅ぼす為に働いておられるのではありません。 

裁きは、常に、人々が主を拒絶したときに起こるのです。 

しかし主は、いつも、いつも… 聖書は、告げています。 

 

9  主は…あなたがたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを望まず、すべての

人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。 

（第二ペテロ 3:9 ） 

 

皆さん、以上です。 

 

1 時間より 13 分過ぎてしまいました。 

 

ええ、パキスタンでさえ（キリスト教は成長している）その通りです。 

皆さんも、楽しんでいただければ幸いです。私は、すごく楽みました。 

背後のバックグラウンドミュージックが申し訳なかったですが、しかし、皆さん、光と音のショーを無料

でご覧になりましたね。 
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I love you all! 

God bless you! 

 

急いで準備をして、荷物を詰めてから、出発しますので、私のためにお祈りください。 

家までの 20 時間の長旅が待っています。上の子ども達と数日過ごすつもりです。 

その後、下の 2 人の子どもたちと妻と一緒に米国に飛んで、10 日間過ごします。 

今週の日曜日（11 日）は、カルバリーチャペルタスティン、18 日は、カルバリーチャペルイーストアナハ

イムで話します。 

お近くの方は、ぜひお越しください。2 つ新しいメッセージをお話ししますので、ぜひ。 

ありがとうございます。 

 

God bless you! 

 

では、アロンの祝福で終えましょう。 
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主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 

主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。 

主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 

 (民数記 6:24-26 ) 

 

ハシェム・イェシュア、イエスの御名で。アーメン。 

 

ありがとうございます。 

祝賀ムードのシンガポールより、God bless you!シャローム！ 

次は、ガリラヤの私の家ではなく、おそらく、アメリカからお届けします。 

ありがとうございます。 

 

 

メッセージ by Amir Tsarfati/Behold Israel ：http://beholdisrael.org/ 

ビホールドイスラエル日本語 YouTubeチャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCLcuvC6Mr63AqwiiXDkwRVQ 

 

 


