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では、今日の「預言アップデート」に 入って行きます。私は自分が見たことを、”預言的軌道”

通りに お話し

したいと思います。この言葉を使う理由を言います。重要な展開が、この先待ち構える事に向かって進んでいま
す。具体的には、中東で起こっている出来事に関連していて、さらにもっと具体的に言えば、 イスラエルで起
こっていることに関連します。これをお話しするにあたって前置きしたいのは、これがセンセーショナルに 聞
こえる可能性があることもよくわかっています。しかし、自分が心からこれを信じる理由を、論じたいと思って
いるのです。私は、イスラエルへの攻撃、イスラエルへの侵略、その後のイスラエルとの平和条約は、 差し
迫っていると思います。どういう意味でしょうか？ はい、私たちは、聖書聖句で 次のように言われています。
エゼキエル書３８章 、イザヤ書１７章、 ダニエル書９章２７節
国々が同盟を組み出し、 その同盟国の舵を取るのは、 ロシア・イラン・トルコ。エゼキエル書３８章には、 重
要な詳細が書いてあり、”彼らは、北からやってくる” と書かれています。彼らは、ゴラン高原/シリアとの国境
から、北からやって来て、イスラエルを侵略します。また、神ご自身が、ご自分の民に代わって ご介入される
ことも書いてあります。神が、その侵略者たちに壊滅的な大打撃を与え、敗北させます。「イザヤ書１７章」で
言われているのは、
イザヤ17
1 見よ、ダマスコ(ダマスカス/シリア）は 都の面影を失い、瓦礫の山となる。
人が住むことが出来ないくらいの廃墟となる。私含め多くの人が信じているのは、イザヤ書１７章の預言は、
ダマスカスが崩壊するとき、それが起爆剤となり、ロシア・イラン・トルコ、その他、こうして話している間に
も、シリアで準備をして待ち構えている国々の引き金を引きます。イスラエルとの国境で、攻撃の準備は出来て
います。次に、これは少し推論的ですが、私個人が信じているのは、ダマスカスが廃墟になって、エゼキエル書
３８章の預言が成就し、この侵略者たちが、壊滅して敗北した後、この世は、叫びながら懇願し、何としてで
も”平和”を請い求めるでしょう。そしてそこから、反キリストの時代へと入ります。「ダニエル書9：27」の中
に その預言詳細が書かれています。それは、
ダニエル9
27 彼は一週の間、多くの者と同盟を固め...
７年間の平和条約を結びます。興味深いことに、イーディ・ハインソン博士をここにお招きした時、 あの午
後、一緒に時間を過ごして、預言について、 特にこの「ダニエル書9：27」について話をしたのですが、彼は、
私がかつて考えつかなかったような 興味深いコメントをしてくれたのです。彼が言ったのは、「反キリスト
は、平和条約を７年間という 具体的な期間で契約しないかも知れない。」 言い換えれば、この平和条約は、一
つの平和・・・ ”一つ”ではありません。 まさに平和のための条約です。
「ついに！！ 中東に 平和が訪れる！！」ただ、ハインソン先生の意見は、聖書は、これは７年しか続かないと
告げているが、彼らは、必ずしもそれを知らない。彼らは、初めから、こんな風に設定したりしません。「さ
あ、これが平和条約で、平和が訪れる。 しかしそれは、７年間だけだ！！」なぜ、そんな事をするでしょう？
全く意味が分かりませんね？私は考えたことがありませんでした。
「ダニエル書9：27」は、 7年間の平和条約について 大変詳細に書かれています。そして、その真ん中、3年半
で、その反キリストは、自分を神と 崇めるように要求するのです。その神殿の中で。 つまり、この平和条約と
いう契約には、私たちが”第三神殿”と呼んだり、参照したりする、その神殿が契約に含まれているということで
す。7年間の大患難時代の神殿の事です。
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さて今、後でこの話に戻って来ますので、 ちょっとご辛抱ください。 これには順序があると思うので。ですの
で、もうしばらくの間 よく聞いてください。
まず、イスラエル、Hayom社の報道です。
イスラエルの首相、 ベンジャミン・ネタニアフが、 次のように大変明確に言及しています。
『イスラエルは、イランの攻撃を 黙って見ている筈がない。』
イランは、既に、 シリア・レバノン・ヒズボラから イスラエルを攻撃しています。記事の中で、ネタニアフ首
相の発言が 引用されています。「もし、誰かがあなたを殺そうと襲って来たら、 立ち上がり、先に相手を殺
せ。」これは、ゴラン高原から襲って来たイランの攻撃を イスラエルが阻止した後のこと。
ーーこれが初めてではありません。 最後でないことは確実です。彼は続けています。
「イスラエルへの攻撃の為に、 自分達の領土を利用する国は皆、 その代価を支払うことになる。」
これは、シリアです。そしてこれが、 本当に多くの人が持っている疑問です。
イザヤ書１７章１節、 ダマスカスの崩壊に関する預言は、 イスラエルの手によって起こるのか？
確実に、そのように見えます。
”８月２５日、先週の日曜日、ネタニアフ首相は、 「イランが、シリア国内に常設の足場を築くような事はさせ
ない」と誓った。ダマスカス付近にあるイランの資産を イスラエルが攻撃し、 差し迫る攻撃を阻止した翌日の
ことだ。” ー以上、記事より引用ー
昨日の、The Times Of Israelの報道は、”マイク・ボンペイオ国務長官の発言で、
「米国の諜報が、イランの油槽船がシリアに 向かっている事を示している。...テヘランが、 『自分たちの”貨物
船”は、あちらへは行かない。』と 保証しているにも関わらず。」
引き続き、緊張が高まっている。”この言い方は、控えめでしょう。これらすべてが、今日の時点で、１６日間
に起こっているのです。今日は、９月１日ですから、 １６日後は、イスラエルの、 議会再選挙

投票日です。

これは、ネタニアフが 政府構築できなかったためで、イスラエルの選挙で、史上初の事です。そのため、彼ら
は、今、 取り急ぎ選挙が必要となり、１６日後の９月１７日、イスラエルは 再選挙を実施します。全ての人々
が、その結果に注目しています。再選挙で、ネタニアフは再選されるのか？もしそうなれば、彼は政府を構築で
きるだろうか？また、全ての人々の目が、トランプ大統領がずっと待ち望み、ずっと保留にしていた世紀の取
引、”平和条約”に向けられます。
YNetニュースの報道によると、”「保留してきた和平プランは、 イスラエルの選挙前に公開されるかも知れな
い。」 と、トランプが言った２日後、ジェイソン・グリーンブラット 外交交渉特別代表が発言。
「アメリカ合衆国は、9/17のイスラエル選挙前に、 中東和平に関わる、いかなる法案も発表しない。」”
付け加えて、Breaking Israel Newsの木曜日の報道は、
”ネタニアフ首相、親-第三神殿擁護派の政治家を、当局のトップに置く。”
皆さんがこれを知っておられるかどうか分かりませんが、今日のイスラエルで、ユダヤ人と話をすれば、それ
が誰であろうと、事実、彼らが一番に言うのは、「我々には、自分たちの神殿が必要だ。」彼らは、エルサレ
ムの神殿の丘に神殿を再建するためには、 何だってするでしょう。
ここで再度、エゼキエル書38章・イザヤ書17章・ ダニエル書9章27節

があります。

皆さんに提案したいのは、私が心から信じている事で、特に、この3つの預言は、 他にもありますが、成就寸前
である。何がワクワクするかと言えば、信者ならワクワクし、未信者なら恐怖を感じるでしょう。それは、イ
エス・キリストの教会の携挙が、 大きな確率で、その前に起こるのです。もし、その前に起こらないなら、 ”彼
らを襲う突如の滅び” と同時に起こるでしょう。私たちに、ではなく。
第一テサロニケ4
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17 …生き残っている私たちが…一挙に引き上げられ
その前に、携挙されます。その後、神は、ご自身の目を完全にユダヤ人に向けられます。なぜなら、それが大患
難の目的であり、 ユダヤ人国家の救いの為だからです。一旦、花嫁が取り去られ、 教会が取り去られると、反
キリストが出現し・・・こんな風に言うことをお許しください。「全ての地獄の火蓋が、文字通り、切って落
とされる。」なぜなら、その時、 引き留める者達がもういないからです。引き留める者達が、取り去られたか
らです。それというのは、「彼らがもういないから、これからは、 自分達のしたいようにできるぞ！」そして
彼らは、実行します。
先週、主との時間の中で、主が、「ペテロの手紙第一4章」に 私を導かれました。章全体です。
具体的には、7節と8節ですが、 特に7節です。ペテロが書いていることを 聞いてください。
”万物の終わりが迫っています。...
「そんな〜また〜。 随分前からずっとそれ聞いて来ているし。」
「先生〜それが迫っているって ずっ〜と仰ってるでしょう？！」
「何年も、それが近い、近いって。」
分かっていますよ。そして私は言い続けますよ。
なぜか？ それは、今、さらに近づいているからです。私たちの救いは、 パウロがローマ人へ手紙を書いた通
り、 私たちが最初に信じた時よりも、 今、さらに近づいているからです。万物全ての終わりが、近づいていま
す。そういう時に、私たちがすべきことは何か、 ペテロが言っている事を聞いてください。
ペテロ第一4
7 万物の終わりが迫っています。だから、 思慮深くふるまい、身を慎んで、 よく祈りなさい。”もう一度読みま
す。
”万物の終わりが迫っています。...だから、思慮深くふるまい、 目を覚まし、身を慎んで、...”
"なぜか？”

そうすれば、 あなたは、よく祈れる。

敢えて言います。目を覚まして祈るべき時があるとすれば、今こそ、その時です。これが、私が皆さんに火曜日
の祈祷会に是非来て頂きたいと懇願する理由なのです。皆さんに言います。心から皆さんに、火曜日の夜7時
に、私たちの祈祷会に来ていただきたい。この数週間、大変緊迫して、私の心に大変重くのしかかり、私たち
は祈る必要があると感じています。なぜか？それは、何かが、迫っているから。
何が、迫っているのか？終わりが、やって来ます。
私は、自分の人生の終わりに、 仮に、携挙の前に死ぬ事があれば、主の御前で、申し開きをする時に、 どんな
後悔も残したくありません。教会として、家族として、 皆さんと一緒に祈らなかったという後悔など、決して
したくありません。祈りは、私たちに与えられた最も力強い特権です。どれほど力強いかと言えば、祈りの人
であるダニエルは、地獄の勢力が彼に敵対し、 彼に祈らせないよう攻撃しました。
彼を祈りから遠ざけようと あらゆる攻撃がなされたのです。ダニエルが、力強く祈っていたからです。
昇進し高く上げられ、 多くの責任と多忙を極めていた時でさえ、 彼はそれでもまだ祈りの人でした。
そして、闇の力を揺るがしました。それで悪霊たちは、ある男達に取り憑いて、王に勅令による禁止事項を定め
させようとしました。
ダニエル6
8 向こう30日間、王様を差し置いて他の人間や神に願い事をする者は、だれであれ獅子の洞窟に投げ込まれる。
死罪です。この事を、こういう風に言わせてください。私はこの教会に望みます。私は教会として、私たちに望
みます。地獄の悪霊達を、震え上がらせたいのです。なぜなら、私たちが祈るから。これは大げさな、誇張では
ありません。どうか聞いてください。私は、火曜日の夜を・・・
私は、皆さんに約束しますよ。 火曜日の朝か昼間に、皆さんの職場や自宅で 何かが勃発するでしょう。
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皆さんがここに来れないようにする為。私は、私たちの教会が、火曜日の夜に祈祷会をする事で、地獄の悪霊
を、震え上がらせたい。悪霊達を恐れおののかせたいのです。
「うわ〜まずい。 ＪＤ牧師が叫んで祈っている！！」「祈ってもらっちゃ〜困るんだ。」
「彼らが祈れば、神が動き、俺たちは負けだ！」「祈らせないようにしなければ！！」
皆さんにお約束します。私は予告したり、何かをしようとしている訳ではありませんが、でも、皆さんに約束
します。 もし皆さんが、火曜日の夜、祈祷会に来ようとすれば 何が起こるか分かります。
敵は、皆さんを来させないよう、あらゆることをするでしょう。興味深いのが、ダニエルが祈っている時、御
使いが彼を助けにやって来ますが、彼は、闇の勢力と戦っていたので、遅れ、ダニエルの祈りに、もっと早く答
えに来ることが出来なかったのです。彼らは、ダニエルが祈らないように、あらゆることをしました。ダニエル
が祈ると、神が動くからです。私は、私たちがそんな風になりたいのです。
そんな風になりたくないですか？そんなクリスチャンに、 そんな教会になりたくないですか？
皆さんが祈ると、サタンが悪霊達を緊急会議へ招集する。
「一体どういうことだ！！」「彼らがまた、祈っているではないか！！」「お前たちに、彼らの祈りを阻止し
ろと言っておいたはずだ！」「そうですが、この牧師は 前列の席に唾を飛ばしながら、皆に叫んで、 祈るよう
に言っているので止めれません。」
許可をいただいているので、シェアしますが、今朝、私たちは、毎週日曜日の7時45分から祈り会をしていま
す。7時45分から8時15分まで、ここで祈祷会をしていて、今朝、私は入ってきて、後ろに立っている男性に気
付きました。「調子はどう？兄弟。祈り会に来たの？」 と私が聞くと、「当然ですよ！！」と。そこで私は彼
に自己紹介しました。彼はそこ、奥さんのジェーンと座っておられますが、エドワードとジェーン・マッコーマッ
クご夫妻。ギャリーとアメリアの親しい友人です。私が自己紹介したら、彼は、話し始めました。2015年の事
ですね？彼がクイーンズ病院にいた時です。私はメモを取りました。
信じられないですが、敗血性で 両肺が肺炎・膵臓炎。それ以上だったんだろうと思います。
医者が「もう手立てがない。」と言ったのを 彼は覚えています。「自分は、もう終わりなんだ。」と 彼は思っ
たでしょう。主が迎えに来てくださり、私は旅立つ。これが自分の最後なんだと。その時、彼の奥さんが言っ
た、 「結論を急ぐな。」と。あなたには、もうちょっと長く生きて欲しいと奥さんが思ってくれるなんて、い
いですね。そこで、奥さんは、アメリアに私たちへ祈りのリクエストを頼みました。
これは、私たちがSDA教会だったころ、 2015年ですから古い建物の時です。日曜日の朝に、私たちは教会とし
て、 私たちの兄弟、エドワードの為に祈りました。彼はそこに座っています。 奇跡です。祈ったからです。
「あなたは、 カルバリーチャペル・イーストアナハイムで ワーシップリーダーですね？」
「あなたは、色々な所でワーシップされますね？」
ご夫婦は、 オレンジカウンテイ（カリフォルニア州）に 住んでいます。今、この島に旅行中です。4年前、皆さ
ん、その時私たちはたぶん、いつもの長い説教に入る前に誰かの為に、ただ祈ったのです。すみません。正直
になりましょうよ。
祈りが必要です。木曜日の夜、私たちの映像部門ミニストリーの ジョン・ペドロが、祈りのリクエストをして
いました。彼は3日間で、2時間しか眠れなかったから。その日彼に話して、彼が 「睡眠が必要なので、祈って
ください。」と。私は、「今夜、私達は教会として あなたの為に祈ります。」と答えました。木曜日の夜、聖
書の学びの前に、兄弟エドワードの時のように祈りました。ジョンの為に祈ったのです。「主よ。私たちの兄
弟は睡眠が必要です。 どうか夜通し眠れるようにお願いします。」と。何が起こったでしょうか？私たちが
祈ったから、彼は、12時間ぶっ通しで眠ったんです。何と言えばいいか、、、 私だけでしょうか？これは喜び
です。私たちは祈りが必要です。ちょっと「コロサイ人への手紙」の学びに戻ってよろしいですか？ 時計を見
ないでお付き合いください。
皆さんの幾人かの方の結婚生活は、祈りが必要です。皆さんのご家族は、祈りが必要です。「それだけ〜？」「は
い。それだけです。」祈りが必要です。「それが問題ですか？」 「はい。それが問題です。」祈りが必要です。
神は、あなたの祈りを聞かず、答えて下さらないと思いますか？

親としての私達は、自分の子供達の泣き叫び
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に、 どうやったって、耳を傾けますよね？

息子たちが小さかった時に、彼らが泣き出したら我慢できません

でした。一度だけやってみましたが・・・
「泣かせておきなさい。」 という躾がありますよね？

だから、「分かりました。やってみます。」と。

そして、息子が泣いているのです。 私は、約37秒しか持ちませんでした。私は耐えられず、行ってしまいまし
た。 ただ、もう、放っておけない。無理です。
私たちの天の父は尚更、私たちの泣き叫びにどれほど耳を傾けて下さるのでしょう。今日、この素晴らしい教
会を牧す特権を頂く 牧師として、皆さんの前に立ち、そして、皆さんに言わなければなりません。
皆さん、この大きな冷房設備のあるここで、快適な椅子に座っておられる事実。幾人かは、冷えすぎるから、
冷房設備の為に祈るのをやめて欲しいと仰る。でも、それは、私たちが祈ったから起こったのです。祈り。神
は祈りに答えてくださいます。「先生、そんな簡単なんですか？！」
締めくくりに入って行きます。 皆さんの忍耐に感謝します。
いつもこの「預言アップデート」の終わりに、 イエス・キリストの福音 イエス・キリストの救いの良い知らせ
で締めくくっています。
福音というのは、 「コリント人への手紙15章」に 使徒パウロが書いている通りです。
コリント第一15
1 兄弟たち、わたしがあなたがたに告げ知らせた福音を、ここでもう一度知らせます。 これは、あなたがたが
受け入れ、 生活のよりどころとしている福音にほかなりません。」
2 どんな言葉でわたしが福音を告げ知らせたか、 しっかり覚えていれば、あなたがたは この福音によって救わ
れます。さもないと、 あなたがたが信じたこと自体が、 無駄になってしまうでしょう。
3 最も大切な事として私があなたがたに伝えたのは、 私も受けたものです。すなわち、キリストが、 聖書に書
いてある通り私たちの罪の為に死んだこと、
4 葬られたこと、また、聖書に書いてあるとおり 三日目に復活したこと、
これが、 イエス・キリストの救いの良い知らせです。イエスは来られて、十字架刑にかかり、 葬られ、三日目
によみがえり、そして、イエスはいつか再びやって来られます。 まもなく、本当に大変まもなく。
これが、私たちが”救いのABC”を行う理由です。 もう少々お付き合いください。皆さんに、 子供でも分かる簡
単な”救いのABC”を シェアしたいと思います。
Ａは、自分が罪びとであるのを、Admit/認める、または、 Acknowledge/認識する。
これが悔い改めであって、思考が変わり、 神があなたの心を、あなたの人生を内外から変えてくださいます。
自分の罪に背を向け、救世主への転換。 罪の赦しです。 それはまず自分の罪を認識することです。
ローマ人への手紙3章10節
正しい者はいない。一人もいない
ローマ人への手紙3章23節
人は皆、罪を犯して 神の栄光を受けられなくなっていますが、
つまり私たちは全て、生まれながら罪があり、天の御国に入るためには新しく生まれなければならないのです。

ローマ人への手紙6章23節
罪が支払う報酬は死です。...
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これが、私達全員が罪びとであるため、 宣告されている死の報酬です。
これは悪い知らせです。良い知らせはこちらです。
ローマ人への手紙6章23節
...しかし、神の賜物は、 私たちの主キリスト・イエスによる 永遠の命なのです。
これが、今日皆さんと この後お祝いする聖餐式です。
Ｂは、あなたの心で、 イエス・キリストが主であるとBelieve/信じる。そして、
ローマ人への手紙10章9-10節
口でイエスが主であると公に言い表し、 心で神がイエスを死者の中から 復活させられたと信じるなら、 あな
たは救われるからです。
イエスは、あなたや私の代わりに死ぬ必要があったのです。イエスは、全ての私たちの罪の代価・死の報酬を
ご自分に引き受けて下さった。そして、それを全て支払って下さった。
最後に、Ｃ。Ｃは、主の御名を Call/呼び求める、 Confess/告白する。
ローマ人への手紙10章9節
口でイエスが主であると公に言い表し、 心で神がイエスを死者の中から 復活させられたと信じるなら、 あな
たは救われるからです。
ローマ人への手紙10章10節
実に、人は心で信じて義とされ、 口で公に言い表して救われるのです。
そして最後に、
ローマ人への手紙10章13節
『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』
今日ここにおられるか、または オンラインでご覧になっている方で主の御名を呼び求めたことがない方は、切
に今日、お勧めします。万物の終わりが近づいています。時が近づいています。主の再臨が、もうまもなくです。
差し迫っています。ご起立ください。 祈りましょう。
天のお父様。 本当にありがとうございます。
聖書預言の詳細な記述に 感謝します。
本当に、私たちに警告くださっています。何が待ち構えているのかを。
聖書の中のこれらの預言の為、世の中の出来事を見て、私達は 点と点を繋げることが出来るのです。
私達は、あなたが起こると仰った まさにその通りの出来事を見ています。主よ。私達は信じます。
あなたは、仰いました。
ヨハネ13
19 わたしは、そのことが起こる前に、今あなたがたに話しておきます。そのことが起こったときに、わたしが
その人であることをあなたがたが信じるためです。
また、あなたは言われました。
ルカ21
28 これらのことが起こり始めたなら…
私達は、ロシア・イラン・トルコが、 イスラエルの国境に居るのを見ています。
私達は、ダマスカスで起こっている事を見ています。 イスラエルで起こっている事を見ています。
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平和への推進と神殿の再建。あなたは、これがまさに起こると仰い、 そして、仰いました。
ルカ21
28 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、頭を上に上げなさい。 贖いが近づいたのです。
私達はそれが近いと知っています。主よ。どうか早く来てください。主よ。ここにいる中で、 主の御名を呼び
求めたことのない人たちに、また、オンラインでこの動画を見ている人たちに、あなたは彼らに実際に語ら
れ、 彼らの注意を引きつけておられます。理に適っているのが、これは実際に、 彼らが問いかけてきた質問へ
の答えだからです。主よ。私は、今日が 彼らの救いの日になることを祈ります。
イエスの御名によって祈ります。
アーメン。

-------------------------------------------------------------------------------------------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 Kaneohe47-525Kamehameha Hwy. Kaneohe, Hawaii
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