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それでは、 今日の「預言アップデート」を、 私は実際に準備しました。
そして昨日、 それを破棄しました。 そうした理由と言うのは、 聖書の中に預言されている事で、 主が私に、
何か指示されたのを感じたからです。 それは、”終わりの時の教会の状況”に関して。
恐らく、皆さんに次のことを前置きとして 知らせておくべきでしょう。
恐らく今日は、今まで私がお教えしてきた 「預言アップデート」の中で、 最も厳しい内容の１つになると思い
ます。 皆さんお聞きになっていると思いますが、 良く知られているクリスチャン指導者達が、 有名なクリス
チャンの指導者達が、 著者であり、ワーシップチリーダーである 彼らが、最近、公に自分たちの信仰を捨てた
と発表しました。
水曜日の「Washington Examiner」の報道、 ジェンナ・エリス・リーバス氏の記事は、”信仰を離れた有名クリ
スチャン達、 真理を見失う” 彼女が書いている内容のいくつかを 聞いてください。
”福音派の世界は、 最近の報道で揺れ動いている... ...著名なクリスチャン達が、突然、 信仰を捨てると公言し
ているからだ。”
クリスチャン音楽家の マーティ・サンプソンが書いているのは、 彼はキリスト教は、 （引用します。） ー記事
本文引用ー キリスト教は、ただの宗教の一つであると 信じている。
数週間前に、 Dating and Sexual Purity(純粋な交際） の著者で知られるジョシュア・ハリスが、 インスタグラ
ムに投稿したのは、
ー引用ー
自分の信仰に大きな変化を経験した。
そして、自分は もはやクリスチャンではないと発表した。 （以上、ハリスのインスタより引用）
リーバス氏は、ハリスの全投稿の皮肉さを 次のように書いてます。
”興味深いのは、 自分たちが信仰を捨てた後に、 これら公の発表が、 明確なクリスチャンの倫理を持って、 完
結している。”
サンプソンは、愛と赦しと書いた。 親切にする。 気前よく、人に良いことをする。 何を信じようとも、何か良
い点があるものだ。
ハリスは、望みを感じていると言った。
「愛し、赦し、良い事をする意味が何なのか 私達はどうやって知ることが出来るだろう。 真の基準と、測る事
の出来る定義無くして、 私達は何に望みをもつのだろうか。」
何だって？！
さて、 このトピックを取り上げた、 著名なクリスチャン指導者達の解説やブログ、 SMSの投稿に、感謝しま
す。 皆さんのご想像通り、 これらの ”有名なクリスチャン達”が、 本物か否かに関して、多くの議論・推測があ
ります。 彼らは、そもそも、本当に救われていたのか？
神は心の中をご存知で、 私達はその外面だけを見ます。 皆さん、理解しておいてください。 特に、この2人の
人物は、 私は彼らの事をよく知りません。 彼らについて聞いた事があるだけです。 一人は、著名で有名な歌手
であり、 ワーシップリーダーだという事は知っています。
他方は、作家。 この二人は大変有名です。 そして今、彼らは、 何を信じていいのか分からないと言い、 彼ら
は本当に、キリスト教と、 他の宗教との違いが分からない、 と言っているのです。
もし私が、こんな風に言えばどうでしょうか？
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「これは始まりに過ぎない。」
「さらに悪くなっていく。」
「神の御言葉で、これらは預言されている。」
と言えば、どうしますか？ これはまさに、終わりの時に起こる事柄です。
私達は、こういうことが起こると 言われていただけではなく、 私達は、”なぜ“

こういうことが起こるのかも

知っています。 これが、残りの時間、 私達の今日の「預言アップデート」の学びです。
今日、教会の為の警報と考えます。 この終わりの時代において。 皆さんが、私の話を聞いてくださるなら、
「テモテへの手紙第二４章」を開いてください。
１節から４節を読みます。 使徒パウロが、この牧師に手紙を書いています。 牧師の名前は、テモテ。 教会の牧
師であり、これは教会宛の手紙です。
テモテ第二4

新共同訳

1 「神の御前で、そして、 生きている者と死んだ者を裁くために来られる キリスト・イエスの御前で、その出
現と... (待ちきれません。） ...その御国とを思いつつ、厳かに命じます。」
「御言葉を宣べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。とがめ、戒め、励ましなさい。 忍耐強く、十
分に教えるのです。」
皆さん理由をご存知ですか？ 次の３節にその理由があります。
テモテ第二4
3 「だれも健全な教えを 聞こうとしない時が来ます。... (今がその時です。） （その時が来ています。） ...その
とき、人々は 自分の都合の良いことを聞こうと、 好き勝手に教師たちを寄せ集め、」
彼らは、御言葉を宣べ伝えようとせず、 彼らは、御言葉を教える牧師を置こうとはせず、
とがめ、戒め、励まし、 神の御言葉を教える事をしないのです！！ 皆さん、その代わりに彼らがすることを ご
存知ですか？ 人々は自分に都合の良いことを聞こうと… そんな教会、行きたくありません。 彼らは、好き勝手
に教師たちを寄せ集め、 多数の教師たちが、 彼らに都合の良い事を言います。 そして、
テモテ第二4
4 「真理から耳を背け、作り話の方に それて行くようになります。」
皆さん、 私は、厳しい事が言いたい訳ではないのを ご理解ください。 これは本当に、悲しい事なのです。 な
ぜなら、今日のアメリカの教会は、 神の御言葉と祈りを、 彼ら自身の欲望に合う事柄に、 置き換えているから
です。 そのため、皆さんが大きな教会に行けば、 …巨大なメガチャーチです。 皆さんがその教会に座って、
聖書の教えを聞くことはありません。
御言葉を教える事と、 御言葉について話すことは差異があります。 ええ、彼らは、聖書を手に持ち、 これを引
用するでしょう。 これらの人達が自分の信仰を捨てた理由、 彼らが疑いを持った理由をご存知ですか？ また、
私たちが、なぜこのカリキュラムを使うか、 クリスがお伝えした、子供ミニストリーの為の、 「答えは創世記
の中に」のカリキュラムを 使用する理由をご存知ですか？
なぜなら、子供達、これらの若い世代は、 彼らが大学に行くようになると、確実ですが、 しかし、クリスが
言ったように、早い段階で、 教師たちは、地球の年齢は何億年である と話し始めます。
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すると、この哀れな子供たちは、 彼らは、自分がなぜ信じ、何を信じているのか 分からないのです。 私の息子
のリーヴァイは、 今大学二年ですが、 去年、初日のクラスで、教授が、 キリスト教に対する彼の考えを、明確
に告げた事を 話してくれました。 思うに、 それが悲しい理由は、私たちの子ども達だけではなく、 私達にとっ
てもそうだから。 木曜日の夜だったと思いますが、 私はコメントしました。 私には本当に分からないのは、
この先、待ち構えている日々を、 ”神の御言葉と祈り”

なしに、 どうやって乗り越えられるのか？ 皆さん、 も

しかして、ではなく、 来たるその時、です。 人生に、逆境が襲い掛かる時、 その診断が下される時、 神の御
言葉に根を下ろしていなければ、 そんな家は、崩れ去ります。 神の御言葉という基礎の上に 建てられていない
のだから。 これらの牧師達は、いつか 神の御前に立つ時に、問われるのです。
教会には、考えられない試練や、 辛苦な困難に直面している人々がいるのです。
その人達に、一番必要ないのは、 ”３つの要点”の説教とその結論です。
皆さん、教会の中には、 子どもが自殺した人がいるのです。 なのに、”３つの要点”とその結論なんて 聞きたい
ですか？！ 外面のかっこいい人を見たいですか？！ 流行に乗りたいですか？！
すみません。 私は主にお願いしなければなりません。 主の御前で、自分自身が。 神よ。どうかお願いします。
皆さんの幾人かは、 困難に直面しておられるのも分かっています。
アリゾナ在住で、今ここで働いている 一人の兄弟が、 今朝の祈祷会で、シェアしてくれたのは、 ６歳になる自
閉症の息子さんが、 脳腫瘍で90％を取り除いたそうです。 私達は、彼の為に祈っているのです。 ６歳の息子さ
んですよ。
私の娘のノエルが死んだとき、 少し言わせてください。
妻と私は、 神の御言葉に根を下ろしていなかったなら、 決して乗り越えられなかった。 絶対に乗り越えること
などなかった。 神の御言葉と祈り。 大変シンプルです。 神の御言葉と祈り。
私は、他の牧師のメッセージを聞きましたが、 そのほとんどを、インターネットで聞きました。 彼らが言うの
です。 自分の教会の祈祷会へ、 人を来させることがいかに難しいか。 私は思いました。 祈祷会へ人を来させ
る事が、 なぜそんな難しいのでしょうか。 先へ進めた方がいいですね。
「ルカの福音書１８章」です。
イエスが弟子たちに、 喩えで教えておられます。 その喩えのポイントは、 「諦めず、絶えず祈らなければなら
ない」 ことを教えています。 しつこくせがむ、一人のやもめの喩えです。 そして彼女は、 ついに裁判をしても
らえるのです。 彼女が裁判をしてもらえたのは、 決してあきらめなかったからです。 皆さん、何が驚くかと言
うと、 イエスがこの喩え話を教えた後に、 仰ることです。 ８節、
ルカの福音書18
8 「言っておくが、 神は速やかに裁いてくださる。...」
究極の裁判官、神です。 そしてその後に、こう仰っています。
ルカ18新共同訳
8 「しかし、人の子が来る時、 果たして地上に信仰を見出すだろうか。」
信仰の究極の表れが何かご存知ですか？ ”祈り”です。
信仰なしに、神を喜ばせることは不可能だとご存知ですか？ 祈りとは、神を喜ばせるのです。
私達が祈ると、神は喜ばれます。 神は、私たちの祈りを取り、 御座の前の鉢に入れて下さるのです。
それらは、神には、 かぐわしい香りなのです。 そして神は、それら１つ１つを お聞きになります。
神の民の泣き叫ぶ声に 耳を傾けてくださるのです。 なのに、私達は、祈らないですって？！
私達には神がいて、 無制限に近づけるのですよ。 その神が、私達にこう仰るのです。
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ヨハネ14
13 「わたしの名によって願うことは、 何でもかなえてあげよう。こうして、 父は子によって栄光をお受けにな
る。」
マタイ7
7 「求めなさい。そうすれば、与えられる。」
ヤコブ4
2 「得られないのは、願い求めないからです。」
皆さん、 私達に、祈ってほしいと仰る人々が いるのです。 彼らの子供さんが、同性愛に走っている。
彼らは、ドラッグや薬に溺れてる。 ホームレスで、道端で死に行く人々。 私達は、教会に娯楽を求めます。
「ヨハネの黙示録３章」。 感情的になって、すみません。
黙示録２章から３章には、 ７つの教会宛の７つの手紙が出てきます。 実在した教会です。
７節から１３節。 この手紙は、イエスがヨハネに、 フィラデルフィアの教会へ書かせたものです。
８節で、イエスは彼らに命じています。
ヨハネの黙示録3
8 「あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、 わたしの名を知らないと言わなかった。」
おぉ主よ。どうかお願いします。
テモテ第二4
16-17 「…神のラッパが鳴り響くと、 それから、わたしたち生き残っている者が、 空中で主と出会うために、
彼らと一緒に 雲に包まれて引き上げられます。」
私は、私達について、こう言われたいのです。
「あなた方は諦めなかった。」 「あなた方は、神の御言葉を固く守った。」
「あなた方の牧師は、御言葉を宣べ伝え続けた。」
ところで、 言うまでもないでしょうが、 神がお赦しになる限り、 私が息をしている限り、 最後まで、私は御
言葉を宣べ伝えます。 私は、神の御言葉を宣べ伝えます。 どうやって、 神の御言葉を拒めるのでしょうか？
どうやって、 神の御言葉を置換出来るのでしょうか？ 黙示録３章１０節で、イエスが言っています。
ヨハネの黙示録3
10 「あなたは忍耐についての わたしの言葉を守った。...
それゆえ、地上に住む人々を試すため 全世界に来ようとしている試練の時に、 わたしもあなたを守ろう。」
11 「わたしは、すぐに来る。 あなたの栄冠を誰にも奪われないように、 持っている物を固く守りなさい。」
これは、７年間の大患難のことです。 皆さん、何が起こるかご存知ですか？
何が迫っているか、ご存知ですか？ ”持ちこたえなさい。”
そしてイエスは、１３節で このように締めくくっています。 全ての手紙がこれで終わっています。
ちょっとすみません。
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ヨハネの黙示録3
13 「耳ある者は、“霊”が諸教会に 告げることを聞くがよい。」
今朝の祈祷会で、共有したのは、 「へブル人への手紙4章２節」 ヤコブが話している事、
”ただ聞くだけの者になるな。” これは、修辞法ですね。 「耳のある者は・・・」 私は二つ耳があります。
「・・・聞きなさい。」 分かりました。 ヨハネ、ありがとうございます。
”御言葉を聞く者になれ。” それが、なぜなのか？ 彼は、ワーシップリーダーです。 それが、自分は、 もうクリ
スチャンではないと言っている。 礼拝で、そのワーシップリーダーは、 神の御言葉の教えの下に座っていたの
か？ 彼には耳があります。 聴覚障害者ではありません。 ワーシップリーダーなら、 聴覚障害者ではない筈で
す。 耳が聞こえるはずです。 ご辛抱ください。 そうでしょう？ 彼は聞こえているはずです。
では何が起こっていたのか？
次の２つの内のどちらかです。 彼は、宣べ伝えらえる御言葉を 聞いてはいなかったか、 もしくは、宣べ伝えら
れる御言葉を 聞いてはいても、 まったく感化されなかった。 なぜなら、 そういう人と言うのは、 ヤコブが言
うように、
ヤコブ1
23 「御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、 その人は生まれつきの顔を 鏡に映して眺める人に似ていま
す。」
24 「鏡に映った自分の姿を眺めても、 立ち去ると、それがどのようであったか、 すぐに忘れてしまいます。」
「へブル人への手紙４章２節」 にあるように、
ヘブル4
2「彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。 その言葉が、それを聞いた人々と、 信仰によって結びつか
なかったためです。」
今まで聞いた最高の描写が、これです。 水素と酸素があり、 水になるためには、 それを結合しなければなりま
せん。 何かになるためには、御言葉を聞く事が、 信仰と結合しなければなりません。
言い換えると、私たちは、 耳で聞いたことを、 実行する者にならなければならない という事です。
もう一度言います。 皆さんの忍耐に感謝します。 こんなに感情的になるとは、思いませんでした。
皆さん、「伝道者の書」の著者ソロモンが 言っています。
伝道者の書1
18 「知恵が深まれば悩みも深まり 知識が増せば痛みも増す。」
私はただ思います。 この世が、向かっている先を見て、 人々が抱える苦悩を見ながら、 また、この先何がやっ
て来るのかを 知っています。 これは大変に嘆かわしい事です。 相当な苦悶です。 でも再度言わなければならな
いのは、 このために、私は、 次回の祈祷会がいつなのかを お知らせするのです。
私たちの祈祷会に、 是非来ていただきたいと思います。 祈るべき時があるとすれば、 それは今です。
この教会の中には、 祈りが必要な人たちがいるのです。 彼らには祈りが必要で、 彼らは、、、
私たちは、「コロサイ人への手紙」で 結婚について話しましたね。 毎週毎週、心から説教しています。
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しかし時おり、私達はただただ、 主に泣き叫ぶことがあります。 私たちの唯一の望みが、主に泣き叫ぶ事。 祈
りと、断食です。 断食。 神の御前でへりくだる。 「ああ神様。 私にはあなたが、あなたが必要です。」と。
「四六時中、私にはあなたが必要です。」 私は今、ただ祈りたい気持ちです。
主が皆さんに、今、 立つように言っておられると感じます。 私たちは、主を呼び求める必要があります。 祈る
前に、ワーシップチームは こちらへ上がって来てください。 ワーシップチームが終われば、 私はここに戻りま
す。 皆さんと、一緒に祈れることを 本当に光栄だと思っています。 今日のこの礼拝を終えるにあたって、 私達
が、主を呼び求めながら、 この礼拝を締めくくらなければ、 私達は、 大切なポイントを逃してしまうと感じま
す。
私は、この「預言アップデート」を準備して、 終わりに”福音”と、皆さん良く記憶されてる ”救いのABC"をお分
かちする事も可能です。 私は、神の御言葉を解説しながらお教えし、 毎週日曜日、続けてここに来る事は可能
です。 それをさせていただけるのは、特権です。
しかし私は、 主を呼び求めなければなりません。 今日ここに来られて、 「わぉ〜先生、感情的で引いてしま
う。」 と仰るかもしれません。 それについて、お詫びします。
あなたは、 物事の頂点におられるかも知れません。 ハレルヤ。
それを味わってください。 ハレルヤ。神に栄光を。 「今私には、試練なんてないよ。」 と仰るなら、 それは
素晴らしい！ でも、あなたには、 キリストにおける兄弟姉妹がいて、 今、助けを必要としているのです。 こ
の教会にいる人達が、本当に今、 祈りを必要としているのです。 ある人は、糸一本で 持ちこたえているので
す。 あなたに事実を言います。 事実です。 幾人かが、本当に糸一本で 何とか持ちこたえているのです。 キリ
ストの身体としてするべきことは 何でしょうか？ 何が本当に悲しいか？
何人かは、糸一本で持ちこたえていて、 あなたが今日、教会へ持って来た、 自分の人生のこの困難、辛苦の状
況。 それはまるで、終わりがなく、 望みがないように見える。 絶望し、 どうすればいいか、分からない。 で
も誰にも言うことは出来ない。 人々は、あなたを見下げたり、 または、あろうことか彼らは、あなたについて
噂話を始めたり、または裁いたりします。 もしかするとあなたは、 こう言う必要があるのかも知れません。
「誰か、私に手を置いて祈ってください。 私の為に祈ってください。」と。 神はその状況をご存知です。 複雑
過ぎて、私には説明すら出来ません。 複雑過ぎて、神が入って下さらなければ・・・
では、ワーシップチームが 曲で締めくくったら、 皆さんこちらにいらしてください。
私もここに戻ります。皆さん大勢が ここに上がって来られますよう。 少し時間をかけて、 祈りましょう。
天のお父様。 ありがとうございます。
あなたの御言葉に感謝します。
祈りの力に感謝します。
主よ。あなたが私たちの叫びに 耳を傾けてくださることに感謝します。
イエスの御名によって。
アーメン。
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