預言アップデート
聖書預言と情勢の照合・onlineメンバーの証（スイスより）2019.09.08
https://www.youtube.com/watch?v=43_199FGwJE&t=1718s
それでは、 「預言アップデート」の学びに入ります。お話ししたいのは、現在起こっている事の全てが、 この
先やって来る、”かの日”に向かっているように感じられる件についてです。
私達が普段することとちょっと異なりますが、私達は、預言的に大きな意味を持つ出来事を見て、それを、そ
のまま預言の点と点を繋げる試みをします。でも今日してみたいのは、先を見ること。その理由は、地域の変
動性で、ヨルダン川西岸地区ガザ・レバノン(私の出生地）・シリアでイランが、イスラエルへの攻撃・侵略の
準備を整えていて、これがかつて見たこともない状況に思える事。その変動性。
その変動性に加えて、イスラエルの再選挙が近づき、今日から残すところ、たった9日です。9月17日が再選挙
です。それに加えて、長い間保留され、長い間進めなかったトランプ大統領の和平法案が明らかになり、そこか
ら、私が”完璧な預言の嵐”と呼ぶものが起こるでしょう。それがまもなくです。
火曜日、The Times Of Israel社がネタニヤフ首相の発言を引用しています。
「トランプ大統領の和平条約は、 選挙後

”直ちに”

発表される。」

今、彼は、政治的イベントでサポーターに対してこれを言い、そうしながら彼は、興味深い質問をしています。
”目前に迫るトランプ大統領の世紀の取引について、 あなたは、誰に対応して欲しいですか？”
言い換えれば、”トランプ大統領と私は大変仲が良いのだから、 私に投票しなさい。”
”トランプの義理の息子、ジャレッド・クシュナーも同様だ。
”もし皆さんが他の人を選ぶなら、トランプ大統領とうまくやれるのか？”
無理でしょうね。それが火曜日でしたが、木曜日に、Fox News社が、トランプ大統領の発表を報道しました。
中東使節(イスラエル顧問）ジェイソン・グリーンブラットの突然の退任、ジャレッド・クシュナーと並んで、
トランプの和平協定案の立案者の1人です。
これは興味深いです。さらに興味深いのは、ジェイソン・グリーンブラットに代わって、ジャレッド・クシュナー
の側近・親友である、30歳のアビ・バーコウィッツ氏が、その役割を務める事が予測されている。クシュナー
と大変親しい友人が、 グリーンブラッドに置き換えられる。皆さんのご想像通り、グリーンブラッドの退任
と、 彼の後任へのクシュナーの選択、これら両方のタイミングは、多くの推測を呼び話題になっています。
”なぜなのか？”

だけではなく、 ”なぜ今なのか？”

私が読んだ報道の一つは、グリーンブラッドは計画発表まで留まると言い、また、それとは反対の報道もあり
ます。
The Times Of Israelの報道によると、正統派ユダヤ人であるグリーンブラッドは、 ずっと、待望の和平条約の中
心人物であったが、彼は、退任の理由に個人的理由を挙げています。すなわち、家族との時間、 妻と6人の子供
との時間を大事にしたいからと。しかしながら、理由はそれだけではない、と主張している人達がいます。す
なわち、和平条約そのものに対する、確信の不足。 本当に成功するのか？
大変興味深いですね。
エルサレムポストの特集記事を見ると、私には、多くを物語っているように思えます。 理由は様々あります
が、その一つは、発表されたジャレッド・クシュナーの役割です。彼らは、もはやそれを、”トランプ計画”と言
わず、 ”クシュナー計画”と呼んでいます。敢えて言えば、彼こそが あの計画を持った人物である。
ジャレッド・クシュナーは、 あの背景にいる人物である。この特集記事のタイトルは、
”クシュナーの計画は、価値ある試みだ。”
その中で、ライターが示唆しているのが、
”ネタニアフは、再選するかのように見える。 しかしながら、...”
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この記事のライターは、全く 親-ネタニアフ派ではないようで、 彼は言います。
”ネタニアフの最大の盲点は、 パレスチナ問題を、ほとんど手つかずのまま 放置していることである。”
そうして彼は以下の通り、 結論付けています。
”クシュナーの計画は価値ある試みであり、...

付け加えて、 ー以下引用ー

”パレスチナ人の生活を改善する為に、真剣に動く人は、彼以外他にいない。...
...ネタニアフは、歴史的な機会を失う前に、取り掛かるべきである。”
これに、”預言的な機会” と、付け加えさせてください。
「あら先生、何を仰ってるのですか？」
「今や、”クシュナーの和平条約”と言われている、 この和平条約というのは、ダニエル書9：27で 預言されてい
る、和平条約だというのですか？」
私には分かりません。そうかも知れません。
「クシュナーが、反キリストと仰るのですか？」
皆さんがこれを知っているのかどうか 知りませんが、いつもYoutubeサイトに頂く コメントが、
「ジャレッド・クシュナーのオフィスビルは、 666番地にある。」
実際、そうらしいです。皆さんの半分が引きましたね？ 皆さん、帰宅してから、その住所を調べられるでしょ
う。本当ですから。「間違いなく、彼は反キリストだ！！」きっとこれが、デフォルトでしょう。誰が反キリ
ストであるかについて、色々追求し、探し求める。
でも私は、反キリストを探していません。私はイエス・キリストを探し求めます。
疑いという闇を飛び越え、 私は確信しているんです。
私が全く持って、心から信じるのは、 教会は、反キリストの出現前に取り除かれます。
「テサロニケ第二2章」に書いてある事が その根拠です。いいでしょう。私が言いたいのは、この先の日々・週
には、私達が知っている通り全ての事が瞬時に変わるということです。考えてみれば、そうでなくてはならない
のです。何より、このまま全てが堕落して行けば、それが、突如として起こらなければならない理由になりませ
んか？
どういう意味でしょう？
はい、皆さんご存知、古い諺の、「鉄は熱いうちに打て。」私が個人的に信じているのは、言わば、預言的
な

”鉄”

は、かつてないほど、熱さを増し、預言的に打たれるのは、 もう時間の問題と言えます。

「先生は、予測しているのですか？」
「いいえ、断じて違います。」
「携挙が、これから数日、数週間後に 迫ってると仰るのですか？」
「私は、そう言っているのではありません。」
皆さんの、その反応に感謝します。 私は、疑問に思い始めました。起こり得ます！間違いなく、あり得ます
よ！私は、イエスが仰っている事を 常に思い出すようにしています。これは、本当に驚愕です。 考えてみて下
さい。
マタイ24
44 あなたがたは用心していなさい。なぜなら、 人の子は、思いがけない時に来るのですから。
「何ですって？！」 「ちょっと待ってください。」
言い換えれば、まるで、こんな風に言っているようで・・・ 皆さん、聞いたことがあるでしょう。
「期待していない時に、一番期待しなさい。」
さらに踏み込んでいいですか？ もちろん結構です。そうします。
この議題の目的です。この質問をします。私達の中で何人が、本当に期待していますか？
イエスが、今日の午後、来られて、 教会が携挙されることを。時間は、午後2時。
「あ〜すばらしい！ありがとう。 ジョイス。神のご加護を〜」
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他の方は？お願いしますよ。 全員の手が挙がっているべきです。私は両手を上げます。こんな風に私が言う理
由は、それが、イエスの仰った事だからです。
テサロニケ第一5
2主の日が夜中の盗人のように来るということは、 あなたがた自身がよく承知しているからです。
マタイ24
44だから、あなたがたも用心していなさい。 なぜなら、人の子は、思いがけない時に 来るのですから。
私達の誰か、泥棒がいつ来るのかメールで知らせてもらえますか？
「では、私は夜中の2時に押し入りますよ。 あなたのご都合いかがですか？

ではその時に。」

馬鹿げた表現ですが、これがイエスの仰っている事なんです。ここで私は、全てのことから、これを言う必要が
あります。
「はい。携挙はいつでも起こり得ます。」
預言的に、携挙の前に起こるべき事は何もありません。 何も成就する必要はありません。 何も起こる必要があ
りません。携挙はいつだって起こりえます。しかしながら、城壁の見張り番として、私は、警告しなければなり
ません。その前に、物事はさらに悪化します。皆さんの心に恐れが来るといけないので、次のことを言わせてく
ださい。ここでの事態が悪くなればなるほど、私達は、空中で主と会うことをより待ち望むようになります。
パウロがテモテに言っている事を聞いてください。
テモテへの手紙第二

4章

6 私は今や注ぎの供え物となります。 私が世を去る時は既に来ました。
7 私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、 信仰を守り通しました。
8 今からは、義の栄冠が 私の為に用意されているだけです。 かの日には、正しい審判者である主が、 それを私
に授けて下さるのです。...（そして、聞いてください。）...私だけでなく、主の現れを慕っている者には、 だれ
にでも授けて下さるのです。
私に分かるのは、自分の人生の中で、痛み、苦しみ、困難、試練、辛苦、逆境の時、私は、この世と、この世
の事に対する執着を緩めそして、ラッパが鳴り響くのを待ち望みました。ところが、物事がうまく行っている
と、 主の再臨を待ち望まないのは事実ではないですか？

物事があまりうまく行っていないと、どうですか？

さらに踏み込んで主張します。私が思うに、実際、これが、 新生(ボーンアゲイン）クリスチャンが、 携挙に対
してワクワクしていない理由でしょう。説明させてください。
彼らは、この消えゆく仮の世と言う土壌に、あまりにも深く根を張っているから。彼らの宝がこの世にあるか
らです。 イエスが仰った、
マタイ6
21あなたの宝のあるところに、 あなたの心もあるからです。
これが私の出せる説明です。皆さんに率直になっています。なぜなら、私はいつもこれに当惑するのです。 な
ぜクリスチャンが携挙を待ち望まないのか。
主の再臨を、 合図の号令・ラッパを待ち望まないのか。
テサロニケ第一4
16キリストにある死者が、先によみがえり、
17生き残っている私たちが、たちまち彼らと 一緒に雲の中に一挙に引きあげられ、 空中で主と会う。「主よ。
早く来てください！！」
私は、ただ、分かった事、クリスチャン達が「主よ早く来てください。」ではなく、「主よ。急がないでくだ
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さい。」 という理由は、「マタイの福音書24章」の最後に イエスの喩えの教えがあります。
イエスが、二人の僕を比較し、 喩えて教えておられます。イエスは彼らに仰いました。
「私は去ります。 あなたがたに仕事を任せます。」
「私は帰ってくるけれど、 あなた方は、それがいつかは分からない。」
「とにかく従事しなさい。」と。
一人の僕は、良い、忠実な僕で、主人に命令された事をきちんとするのを見てもらえる僕です。
なぜか？「主人はいつでもお戻りになる。」別の僕は、「いいね〜宴会でもしよう。」
マタイ24
49その仲間を打ちたたき、 酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めている…
なぜか？理由は、”主人はどうせまだ戻らないから、”
マタイ24
48主人はまだ帰るまい」と心の中で思い、
「時間はたっぷりあるさ〜♪」そして主人が帰ってくると、油断していて、捕まえられる。思うに、私が思う
に、たぶん私たちは、この件に関して、聖霊に私たちの心を調べて頂くべきでしょう。私たちは、何かに執着し
ていませんか？それは、良い事かも知れない。敬虔な事かも知れません。しかし、それにしがみついていない
か？主は、私が握りしめている手を緩めようとされているのか？私は、ある事について考えていて、それをシェ
アします。この事が何度も私の思いに浮かんで来るので、きっと、聖霊の導きだと思います。皆さんにこれをシェ
アします。
「狼少年」をご存知ですね？ 預言を語る者の多くが、そのレッテルを貼られています。いつも「狼が来る」「狼
が来る」と 繰り返している、と。「あなたは16年間、 狼が来ると言い続けている。」「主はいつ来てもおかし
くない」と。「狼少年」の話に関して、一つだけ言えるのは、狼が本当に来たという事。そうでしょう？何が
言いたいのか？ 言いたいことは、私はむしろ、自分の特権で、毎週日曜ここに立って、そして皆さんに「彼は
来る。彼は来る。」と言いながら、私たちが思ったほどすぐに彼がやって来ない方が、この説教台の後ろに立っ
て、 「彼は来る。彼は来る。」と言わず、なのに、私達が思ったより早く主が来られるよりも、 ずっと良い。
私は、地平線の彼方に見る通り、 彼はやって来ると断言します。それも、私たちが考えるよりもずっと早く
に。これが、私達が毎週これをしている理由です。これが、預言アップデートをしている理由です。継続してコ
メントやメールを頂きます。「先生、どうかこの預言アップデートを 止めないでください。」
そこで私は思うのです。私はやめるつもりはありません。仮に、私が止めようとしても、主が私に止めさせると
思いますか？どうなるか、ヨナに聞いてみて下さい。これは、私への、神のお召しなのです。
神はこうも命じられました。”福音を宣べ伝えなさい”
”イエス・キリストにおける、 救いの良い知らせ”

と。

を。

福音とは、 「コリント人への手紙第一15章」にあり、使徒パウロが書いています。 1節から4節。
コリント人への手紙第一15章
1 兄弟たち。私は今、あなたがたに 福音を知らせましょう。これは、私があなたがたに宣べ伝えたもので、あ
なたがたが受け入れ、 またそれによって立っている福音です。
2 また、もしあなたがたがよく考えもしないで信じたのでないなら、私の宣べ伝えたこの福音のことばをしっか
りと保っていれば、 この福音によって救われるのです。
皆さんのハードドライブを 壊さないでください。前は、ギアが動かなくなる、という表現を使っていました
が、今は、時代遅れですので。私が皆さんのハードドライブを壊さないでと言う理由は、
「へブル人への手紙4章2節」を、 数週間前から先週も、話した通りだからです。
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救いに辿り着くためには、御言葉と信仰を 結びつけなければならないのです。
エペソ2
8 あなたがたは、恵みのゆえに、 信仰によって救われたのです。
それらが相互作用しあうことにより、 成立することなのです。
コリント第一15
3 私があなたがたに最も大切なこととして 伝えたのは、私も受けたことであって、 次の事です。...
...キリストは、聖書の示すとおりに、 私たちの罪の為に死なれたこと、
4 また、葬られたこと、 また、聖書の示すとおりに、 三日目によみがえられたこと、
なぜ、これが良い知らせなのか？ それは、イエスは、死に向かわれて、 私達の身代わりで、ご自身の血潮を流
されて、 私達を解放してくださったから。
ヨハネ8
36もし子があなたがたを自由にするなら、 あなたがたはほんとうに自由なのです。
イエスの下へ来る全ての人は、罪が許されたことを、彼に信頼し、彼を呼び求めれば、救われるのです。
これは、私たちが”救いのABC”を する理由でもあります。大変シンプルで、 子供でも分かる”救いの説明内容”で
す。
しかしその前に、皆さんにシェアしたい 素晴らしい報告があります。数か月前にオンラインメンバーで

Piaと

いう名の人を紹介しました。彼女はスイスに居て、Red Light District（売春地区）というミニストリーに携わっ
ています。私たちは彼女の為に祈ってきて、オンラインメンバーの多くが彼女の為に祈って、サポートしている
のも知っています。彼女は、そのスイスの Red Light District（売春地区）で、 ”救いのABC"を使っています。そ
して、多くの女性たちが、イエスの救いに辿り着いているのです。皆さんにシェアします。彼女から素晴らしい
報告を メールで頂きました。
”この数か月、Red Light Districtでは多くの出来事が起こりました。これは皆さんが祈ってくださったからで、
そして、イエスがこれらの女性たちを解放したいと思っておられた為だと私は信じています。数人の女性が、
Red Light Districtを去る事が出来、現在は、就職のための研修を受けているのです。女性の一人が、私達のとこ
ろに来て、自分を助けてくれないかと相談しました。彼女はもう自分の身体を売りたくなかったから。彼女は
電話番号を教えてくれたので、翌日、私たちの本部を結成しました。私の姉妹の数人も、同じようにRed Light
District（売春地区）の女性たちを訪問していて、全てが迅速に進みました。私の友人は、彼女の小さな会社
に、仕事の見習いを受け入れる空きが1つだけあったので、彼女は、その子と話がしたいと言いました。 （これ
は主の働きです）問題は、まずその人は長年に渡って売春婦のボスだったことが分かったのです。しかし、後
で彼女と話して分かったのは、彼女の人生に、すでに変化があったこと。まだ新生クリスチャンではありません
でしたが。そこで、2週間前から、彼女は、 美容業界で見習いを始めています。これから数か月の間、私達は、
定期的に彼女の世話をし、福音をシェアします。彼女は、ほんの一つに例で、幾人かは今や仕事を持ち、新生
クリスチャンで、幾人かは、今、救いに辿り着く途中です。大事なことは、 ”二度とセックスの為に自分の身体
を売らない”

私たちは、これらの女性たちに心を向けて下さり、 そしてこの数か月の間に、 多くの扉を開いて

くださったことを神に感謝し、主イエスに感謝します。
イエスと共に、またこの世で最も暗黒な場所の1つ、人身売買という場所においても、 イエスの勝利に与れるこ
とを見て、励まされました。今、あなたとあなたの家族、カルバリーチャペルカネオヘの皆さんに、神の祝福
を、豊かな祝福を祈ります。スイスより、Pia

”ハレルヤ！！

A:は、これをする前に、もう一つだけ。これは衝撃かもしれませんが、私の職業は、伝道ではありません。私
の職業は、牧師・教師・授けるです。私は、皆さんを伝道のために授けます。授ける。私の職業というのは、本
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当に短く、一行に収まる内容です。牧師・教師・授ける者。私が、”救いのABC"をする時はいつも、これをする
2つの理由があります。1つ目は、この教会に来られた方、または オンラインでご覧になってる方で、主の御名
をまだ呼んだ事のない方が、 救いに辿り着き、今日救われるという望みの為。これが最初の理由です。
2つ目の理由は、皆さんの信仰を周りにシェアするための、シンプルなツールを授ける為。スイスのRed Light
District（売春地区）では ないかもしれない。ここワイキキの路上かもしれない。壁際の。
Ａ：自分が神に背いた罪びとであるのを、 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、 自分の罪に対して、救い主/救世主が必要であると分かるのです。自
分の罪に背を向け、救世主へ向き直す/転換。 罪の赦しです。
ローマ3
10正しい者はいない。一人もいない。
ローマ3
23人は皆（私たちの誰しもが）、罪を犯して 神の栄光を受けられなくなっていますが、
ローマ6
23a罪が支払う報酬は死です。...
死刑宣告です。 これは全員に宣言されています。 全てということは、誰しもが、です。
だから、これが良い知らせなのです。イエスが来てくださり、「私があなたの死刑宣告を支払った。」 と仰っ
てくださった。あなたの身代わりになって。だからこれが良い知らせなのです。イエスは既に支払って下さった。
全額、完全に。そして私たちに、 主イエス・キリストにおける永遠の命である、 神の無償の賜物を差し出して
下さっているのです。
「エペソ人への手紙2章8-9節」に、
エペソ人への手紙2章
8 あなたがたは、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。
9 行いによるのではありません。 だれも誇ることのないためです。
イエスがしてくださったのです。 彼が十字架の上で、完了したのです。そうすることで、イエスが、 全額罪の
代価を支払ったのです。死刑宣告の罰金全額を。そして彼は私たちに、 差し出してくださっています。彼が代
わりに支払ったから。無償で与えられる、 永遠の命である神の賜物を。
Ｂ：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10
9 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。
そして

C、

Ｃ：主の御名を Call/呼び求める、 Confess/告白する。
皆さん、これを暗記する必要はありません。これは、ただシンプルなABCです。
Acknowledge/認識する。 Believe/信じる。 Call/呼び求める。
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Acknowledge/認識する。 Believe/信じる。 Confess/告白する。
「ローマ人への手紙10章9-10節」にある通り、
ローマ人への手紙10
9 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。
そしてその理由は？
ローマ10
10 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」。
ローマ10
13『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』
私は、37年前、アメリカ本土の寒い1月9日の事でした。私はただ、主の御名前を呼び求めた。
私の心で信じながら、罪の赦しのために、主を信頼した。彼が支払った無償の賜物=永遠の命を受け入れた。私
の主の御名を呼びながら祈り、 眠りに落ちました。翌朝起きたら、 自分が全く違う被造物になっていて、 もう
決して振り返りません。お立ち下さい。祈りましょう。

天のお父様。 ありがとうございます。
主よ。私達は忠実だと思ってもらいたいです。
私達は待ち望み、「良くやった！」という言葉を 聞きたいのです。
『良い忠実なしもべだ。入りなさい。』と。
主よ。私達は、その日が、とても近いと信じています。
ですから主よ。私たちの祈りは、この教会にいる人、 またはオンラインで聞いている方の中で、誰でも、あな
たを知らない人、 あなたを呼び求めたことがない人、 あなたに立ち返っていない方々が、今日、あなたに降参
しますように。あなたの御前でへりくだり、自分自身の罪を認め、罪の赦しが必要であることを認め、心で信
じ、口で公に告白し、あなたを呼び求め、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。

-------------------------------------------------------------------------------------------メッセージby JD Farag
牧師カルバリーチャペルカネオヘ
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