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では、預言アップデートにとりかかりましょう。 今日のアップデートは、皆さんに我慢してお付き合いいただ
くよう、お願いしなければなりません。 私は預言上、大きな意味のある進展の数々に皆さんの注意を引きたい
と思います。 それらのことはたくさんあります。 あまりにも多くの事があまりにも速いスピードで起こってい
るので、すべてのことについて行くのが、ますます困難になってきています。  
実際、ちょうど今朝のことなのですが、 私はアップデートを更新するために 2:30に起きました。  
それくらい、すべての事が速いスピードで起こっているからです。 イスラエルに関しては、特にそうです。 主
が私に、今日語らせようとされていると思うのは、言うなれば、私が「預言の好機」として見ているものです。 
それは、イスラエルが組閣できないことによって生じたものです。 これについて、最新の進展を追跡している
皆さんは知っているか分かりませんが、私は金曜日のタイムズ・オブ・イスラエルの記事から始めたいと思い
ます。  
リクード党と「青と白」連合による、二党間の４時間にわたる協議の結果ですが、 4時間にわたる協議のあとも
何の進展もなく、その代わりに、交渉の決裂の責任を互いに擦り付け合うものとなりました。 これは前例のな
いことです。 イスラエルの歴史の中で、二度も選挙があったということは今までにありません。 正式に選出さ
れた首相が、 組閣することが出来なかったのです。 前代未聞です。 昨日、 タイムズ・オブ・イスラエルが伝え
たことですが、日曜日に、ええと、それは今日のことですが、イスラエルは今は午後になっています。ところで、
イスラエルの新年ロシュ・ハシャナ―は今夜始まります。 イスラエルの今夜。 イスラエルの今朝、 つまり私た
ちにとっては昨夜、 彼らは協議を再開し、今朝行われた協議が不調に終わった場合、 ネタニヤフは与えられた
指令をイスラエルのルベン・リブリン大統領に 返還する可能性が高いと報じられました。  
今朝のアルーツ・シェバが伝えたところでは、 今日の協議もまた こう着状態に終わりました。  
さて、今私たちは未知の領域に足を踏み入れており、 だれもが次に何が起こるかに注目しています。  
三回目の選挙も噂されていますが、 これは誰も望んでいません。 ガンツとネタニヤフが、首相として共同して
指揮を執るという議論もあります。 しかし理解しなければならないのは、 イスラエルには、ネタニヤフが再選
してほしくないだけでなく、彼が起訴されるのを望んでいる人がいることです。  
ちょうど、ここ合衆国にも、トランプ大統領が弾劾されるのを見たいと思っている人たちがいるのと同じよう
に。 何だか面白いと思いませんか？ 多分、ほんの少しだけ？ イスラエルの二度目の選挙に引き続いて、 前例
のない三度目の選挙が見込まれる中、 国連総会が先週ニューヨークで行われ、 …あぁ…なんて言ったら良いん
でしょうか。 上手い言葉が見つからないんですが、 それは、興味深かったです。 国連への出席者は、イランの 
ハッサン・ロウハニ大統領に他なりませんでした。Sky Newsの報道によると、彼の国から世界に向けたメッ
セージは、平和と安定だと言ったということです。 あ～…。  
ハッサン・ロウハニは、国連総会に出席していた ニューヨークで、こう付け加えました。 引用します。  
「私たちは、ペルシャ湾における状況が、非常に敏感で不安定であることを世界に伝えたい。」 ほぉ～。 そ
りゃそりゃ、控えめですな。 それは、控えめ中の控えめな表現ですよ。 さて、それは月曜日のことでした。 そ
の前日に、フリエット日刊ニュースは  
「トルコのエルドアン大統領が9月24日の一般討論の初日に、国連総会で、国際平和と安全保障問題を取り上げ
る」と言ったという記事を掲載しました。 ちなみにネタニヤフは、その一週間前の選挙結果により、今年の国
連総会には出席していませんでした。 それも初めてのことです。 イラン、トルコ、ロシアが、 イスラエルの政
治的分裂だけでなく、米国で起こっていることもきっかけにして、今や、つけあがっているように見えるのは、 
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驚くべきことではないでしょう。 そう思うのは私だけでしょうか。 霊の領域における力や主権という言葉を使
わせてもらいますが、それらが文字通り、 誇張表現ではなく、必死になって、 イスラエルと米国を破壊するた
めに全力を尽くしているのではないでしょうか。 それは驚きでしょうか。 みなさんは、イランがアメリカを大
サタン、 イスラエルを小サタンと見なしていることを理解しなければなりません。 では、どうやってイスラエ
ルを破壊するのでしょう。  
アメリカを最初に取り除かなくてはならないんです。 敵が破壊する典型的なやり方は？ 典型的です。分裂さ
せ、征服する。 分裂させ、征服します。 分裂を見てごらんなさい。 もしかしたら、私だけかもしれませんが、 
私のオフィスにはテレビが数台あって、音を消してあります。 最近は、これまでになく消音にしてあることが 
多いのですが、たまに消音を解除して、 彼らが何を言っているのか聞いてみます。 そして、ニュース報道を見
ていると、 私はこう思います。 彼らはトランプ大統領を弾劾したがっている。 そしてベンジャミン・ネタニヤ
フを起訴したがっている。 あ～、 それはまさに、私たちに聖書預言で語られている、 終わりの時に起こると言
われていることに、ぴったり当てはまります。  
「どういう意味ですか？」 まあ、どうしてそう思うのか、ご説明しましょう。 エゼキエル38章では、 ロシアと
イラン、そしてトルコが、 連合諸国を指揮して、 シリアを介して北からイスラエルに侵略すると書かれていま
す。 彼らはゴラン高原にいますが、略奪するためです。 それは、エゼキエル38章が 詳細に預言していることで
す。 そして、この預言からはっきりと不在しているのは、 アメリカ合衆国を最たるものとして、 イスラエルの
防衛に来る国家の言及です。 それが何を意味するか分かりますか。 それは、このエゼキエル38章の預言が成就
する前に、 一度は世界で最も強力となり、これまでにない親イスラエル派の大統領を持つ国家に、何かが起こ
らなければならないことを意味します。  
その預言には、もう一つ、 非常に興味深い詳細が書かれています。 13節に、 古代名ではシェバとデダン＝サウ
ジアラビアは、 タルシシュと、そのすべての若い獅子たちとともに、 ロシア、トルコ、イランと、その他の同
盟国による、このイスラエルの侵略にただ抗議するだけである と書かれています。  
面白いと思いませんか？ 私が間違っていなければ、イランはサウジアラビアの石油施設に攻撃をしているから
です。 興味深いです。 そして、さらに興味深いのは、止まることのないイランからの脅しです。 彼らはもう一
度首脳会談を開いたばかりです。 ご存知でしたか？ イラン、ロシア、そしてトルコ。 5回目だったと思いま
す。 シリアで、です(笑)　シリア抜きで！ つまり、シリアを扱った、シリア抜きの会談です！ もう一度言わせ
てください。 時差ボケしてますから。 それ口実にしたいのです(笑)。  
彼らは5回目の首脳会談を開きました。 これは、ロシア、イラン、トルコです。 エルドアン、ロウハニ、プーチ
ン。 それはシリアを扱うものでした。 シリア抜きで。 バッシャール・アル＝アサドは どこにもいませんでし
た。 そしてとても興味深いことに、この最新の首脳会談は、ユーチューブで翻訳のクローズキャプション付き
のを見つけることが出来ます。 プーチンがコーランから引用するんです。 彼は、このロシア、イラン、トルコ
という自分たちの同盟を弁護して、コーランから引用します。 さて、月曜日のイスラエル・ニュース速報の記事
は、イランのアッヤトーラ―・ハメネイの 代表者の言葉を引用し、 「イランは、『半日で』イスラエルを 粉々
にする能力がある」と言ったと報じました。  
私は、このすべてのことに関する皮肉に気付かずにはいられません。  
なぜなら、エゼキエル38章の預言によれば、 ある人たちが信じているように、 一日とかからないうちに塵と化
すのは、 ロシア、トルコ、イランの同盟の方だからです。 それは、非常に決定的に、迅速に起こります。 そし
てそれは神がなされるのです。これも、やはり、その預言の中にあって、それが実現し始めているのが、私たち
にも分かる詳細の一つです。 しかし、そこにはどの国もいません。 この国家同盟が決定的に壊滅の一撃を受け
る唯一の理由は、神がご介入されるからです。 主は言われます。 「わたしがこのことをするのは、 わたしが神
であることを、 彼らが知るようになるためである。」  
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「わたしだけが、 わが民イスラエルのために介入することで、 すべての栄光を受けるのだ。」  
最近、中東の地図を見ましたか？ それは大きな地図でないといけません。 そうでなければ、この細長い切れ端
のような土地に イスラエルの名前を入れることが出来ません。 地中海の方に外して「イスラエル」と記して、 
このちっぽけな土地に矢印を引っ張って来なくてはならないでしょう。  
ロシアはこんなに大きい、 イランもこんなに大きい、 トルコも大きい。 そして、これらの国々が全部、  
イスラエルに侵入して来る？ そして、 24時間以内に彼らは敗北する？ 私としては、信じています。  
「そんなことがあるもんか！」あ～、 私には神の声が想像できます。 「おーい！わたしだよ！　わたしがやっ
たのだよ！ 」 
わたしは神だ！ 旧約聖書のいたるところにたくさんあります。 神が、「わたしがあなたの神、主である」と 宣
言されているところが。 「わたしが」に重点があります。 「彼らはあなたの神ではない！ それはあなたの神
じゃない！ あなたは神じゃない！ わたしが、主であり、あなたの神なんだ！」  
水曜日のCBNニュースが、 レイ・ベントレイ執筆の記事を公開していました。 私は、レイ・ベントレイ牧師に
会って 知り合いになる特権に与りました。 彼は、サンディエゴのマラナタ・チャペルの牧師で、 そこは私の息
子が通っている教会です。感謝です。 サウジアラビアの油田に対する攻撃について、彼の意見を聞いてくださ
い。 「イランとサウジアラビアは、 かなり前から対立しています。 しかし、ここ最近の高まり続ける両者間の
緊張の中で、 私はまたしても、エゼキエル書37章、38章、39章に 導かれました。 そこには2,500年前からの、 
非常に具体的な預言があります。 エゼキエルが私たちに告げているのは、 戦争が起こることと、 その戦争の片
側はペルシャで― ―ここで歴史のお勉強です。  
ペルシャというのは、現代のイランがある土地の 古代の名前であることを覚えていますね。――  
神自身がご介入されるその紛争のもう一方の側は、 シェバとデダンとして言及され、現在はご推察の通り、 サ
ウジアラビアの統治にあるものです。」 聞いてください、私は…。 なんて言えば良いでしょうかね？ もう言っ
ちゃえばいいですね。 なんと立派なアイデアでしょう。 もう言ってしまいます。  
もしこれがエゼキエル書38章でないのなら、 私には何がそれなのか分かりません。 もしこれが、 エゼキエル
書38章の成就の始まりでないのなら、 私には他に何がそれに当たるのか分かりません。  
しかし、神は。 しかし、神は。 神が、中東に関する最終決定権を持っておられます。特にイランに関して。 私
がこう言ったらどうしますか。 世界中で今日、起こっている中で最大のリバイバルが...  
私は以前にも、これをお伝えしましたが、 今日もこれを皆さんにお伝え出来ることを、 本当に嬉しく思ってい
るのです。 イランのイスラム教徒たちが、 世界中の他のどこよりも最も多く イエスを知って救われてきてい
る、 と言ったらどう思いますか。 そのことがあなたの耳に入ってくることはないでしょう。 でも事実なので
す。 フォックスニュースの記事です。 現在、イランの教会は 世界で最も急成長していると。 それは新しい映画
についての記事ですが、 その映画は、いかに世界で教会、つまり信者、 イランにいる私たちのキリストにある
兄弟姉妹たちが、 隠れていて、迫害されているかを伝えています。 そしてこの動きは、 イスラム過激テロを送
り出すことで有名な国、 イランで起こっているのです。 イスラム教徒が大多数を占める国、イランの人々が、 
イスラム教から大挙して逃げています。  
信者たちがイエスに膝をかがめ、積極的に イスラエルを支持するようになっています。 私たちがこうしている
間にも、 それがイランで起こっています。 この記事で私が驚いたのは、これを報道した通信社は他にも２～３
あったのですが、 しかし、本当に私を驚かせたのは、イランのこうしたイスラム教徒たちをキリストに勝ち取
る上での、 顕著で、卓越した祈りの役割でした。 彼らは、誰にイエスのことを話すべきかについて祈り、 イエ
ス・キリストの福音を分かち合います。 それは常に、祈りから生まれるのです。 私には言いたいことがあって
この話をしているんです。 皆さんにはきっと、私が何を言うつもりなのか分からないに違いありません。 本当
はお分かりだと思います。 火曜日の夜の祈祷会についてお話したいです。 私たちのこの前の祈祷会は、 私たち
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がこれまでに教会として共に開いた中でも、 最強の祈り会の一つで、おそらく最も強力な 祈り会でした。 最初
の３０分をアップロードしました。 実際には、その祈り会は一時間半続きました。 誰も帰りたがらなかったの
です。 私はそうなるのが大好きです。 最初の３０分は、オンライン教会のために、 ユーチューブにアップロー
ドしました。  
私たちは、彼らの多くから、非常に深刻なことについて彼らのために祈ってくださいと頼まれました。  
私は、皆さんに賛美の報告をお伝えしたいと思います。 その祈りの会において、また、その祈りの会以来、 私
は神に、賛美の報告が入って来るようにとお願いして来たからです。 言い換えれば、私たちが祈ったために、 
神様がなしてくださったことです。 私たちの祈祷会の結果として起こった正真正銘の奇跡のことを、皆さんに
お分かちしたいと思います。  
「数週間前に、トラック運転中の反転事故の後、 重体になっていた高校生のために、 祈りのリクエストを送っ
た者です。 レントゲン撮影で見ると、彼の脊髄が切断され、 脳、大動脈、鎖骨にも損傷がありました。 あなた
がたの教会での祈祷会の後まもなく、 医師たちは、彼の背骨に手術を施して、出来る限り修復しようと決断し
ましたが、 彼の両親には『彼は二度と歩けない』と言いました。 彼らが驚いたことに、 背骨が全く無傷であ
ることが判明しました。 この奇跡は、私たちのコミュニティ全体、 および州境を超えて広がって、 神がすべて
の栄光を受けておられます。 三週間たって、まだ彼は入院中ですが、 すべてのケガが徐々に回復しています。 
この青年はクリスチャンホームの出身で、 主を愛しています。 イーサンのために祈るという私たちの重荷を 分
かち合ってくださったあなたとあなたの教会が、 神様に祝福されますように。 彼は私たちの孫娘の非常に親し
い友人であり、 この奇跡は、彼女の人生にも影響を与えました。」 ありがとうございます。（拍手） 拍手をあ
りがとう、すべての栄光は主に。 人々の祈りのリクエストが１,２,３,４ページあります。 泣きたくなります。 
彼らはこれらの祈りを私たちに送って来て、 私たちに祈るようにと頼んでいます。 両面印刷してます。 だか
ら、８ページにわたる祈りのリクエストで、 人々は私たちに、彼らのために祈ってくださいと懇願しているの
です。 どんなものがあるか、お分かりですか？ 「夫が帰宅します。結婚35年にして、 縁を切りたがります。 彼
はいなくなりました。結婚して35年です。 ステージ４の癌、ステージ３の癌、余命数週間。」  
「私の娘が自分はLGBTだと言っています。」 「私の娘は自傷行為をしています。」 「私の息子が自殺したば
かりです。」 リストはどんどん続きます。 薬物中毒、 精神疾患、精神疾患、 「どうしたら良いか分かりませ
ん。 どうかお祈りしてください。」 私たちが祈らなくて、誰が祈るでしょう？ ここでなければ、どこで祈るの
ですか？ 今祈らなくて、いつ祈るんですか？ 神様がなさっていること、 神がお出来になることに、 関わりた
くありませんか？ 声を張り上げて、すみません。 取り消します。 私は本当は、すまないとは思ってません。 
火曜日の夜に来てほしいのです。 昨年かそこらあたりから、 祈りの必要性が重視されてきたように思います。 
ちなみに、日曜日の朝に、この礼拝の前に ７:４５～８:１５まで、３０分の祈祷会をしています。 いくつあっ
たか、忘れましたが、 人々から非常に多くのリクエストがあったのは、 名前を挙げて、特定して、人々の救い
のために祈ってくださいというものです。 つまり、 「彼らの救いのために祈って下さい」と言ってから、 名前
を列挙してあるんです。 この人たちのために祈ることができるのは、 何という特権でしょうか。  

イエス・キリストの福音で 締めくくりたいと思います。 イエス・キリストにある、 救いの良き知らせです。 福
音とは何ですか？ パウロが Ⅰコリント15章で語った福音とは、 基本的にこういうものです。  
キリストが来られて、十字架につけられ、葬られ、 三日目によみがえられ、そして、いつか 再び戻って来られ
る、ということです。 それが福音です。 良き知らせです。 どうしてそれが良き知らせなのでしょうか？ それ
は、主が、あなたと私のために 死ぬために来られたからです。  
主は、あなたや私のために、 我々のすべての罪の代価を 全額 払うために来てくださいました。  
主が、私たちに永遠のいのちという、 無償の贈り物を差し出せるように。 これが、救いのABCを私たちが提示
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する理由です。 これは簡単で、子どもでもわかる、救いの説明です。  
Aは、あなたが罪を犯したこと、そして 救い主を必要としていることを admit（認める） または、acknowledge
（認識する）。 これが悔い改めの意味です。 それは考え方を変更することです。完全な転換、 言うなれば180
度の方向転換です。 あなたは 自分の罪に背を向け、罪の赦しのために、 あなたの救い主の方に向くのです。 
ローマ人への手紙３章１０節にはこうあります。 
  
ローマ3 
10義人はいない。一人もいない。 
ローマ人への手紙３章２３節には  

ローマ3 
23すべての人は罪を犯して、 神の栄光を受けることができず 
とあります。 私たちはみな、生まれながらの罪人です。 だから、私たちは天の王国に入るためには、 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節にはこうあります。  

ローマ6 
23罪の報酬は死です。 
それが悪しき知らせです。 私たちは皆、自分の罪のために、 永遠の死を宣告されました。 私たちは皆、罪を犯
したからです。 これは悪しき知らせです。 でもここに、良き知らせがあります。  
「神の賜物は、 私たちの主キリスト・イエスにある 永遠のいのちです。」 これがAです。　  
次にB。 Bは、イエス・キリストは主であり、 死からよみがえられたことを心で信じる（believe）。  
それがローマ人への手紙10章９～10節に 書いてあることです。 
ローマ10 
9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 よみがえらせたと信じるな
ら、 あなたは救われるからです。 
C  Cは主の御名を呼び求める（call）。 またはローマ人への手紙10章９-10節にあるように、 

ローマ10  
9 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 よみがえらせたと信じるな
ら、 あなたは救われるからです。  
10人は心で信じて義と認められ、 口で告白して救われるのです。 
最後にローマ人への手紙10章13節。 これで取引成立です。 

ローマ10  
13 主の御名を呼び求める者はみな救われる。 
簡単です。 嬉しくないですか？ 複雑じゃなくて、良かったでしょう？ 子どもでも分かるくらい簡単で、 良かっ
たでしょう？ 皆さんで立ち上がって、お祈りしましょう。  

天のお父様、  
私たちは、今日、世界や私たち自身の国で 起こっていること、特にイスラエルで 今日、何が起こっているかを
目にし、 聖書にあることと繋ぎ合わせてみると、 あなたが言われた通りのことが 実現しようとしていることが 
とてもはっきりとしてきています。  
あなたは、何が起こるかを、それが起こる前に 私たちに語ってくださいました。 これらのことが起こり始めた
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ら、 未信者は信じ、 信者は彼らの贖いが近づいていることを知って、 身を起こし、頭を上げるためです。 主
よ、私はあなたにお願いします。 この教会にいる人や、 オンラインで見ている人たちで、 あなたの御名を一度
も呼び求めたことがなく、 あなたを信じ、罪の赦しのために あなたに信頼を置いていない人がいたら、 まだ時
間がある間に、 今日が彼らの救いの日となりますように。 手遅れにならないうちに。 主よ、感謝します。  
マラナタ。 主よ、すぐに来てください。  
イエスの御名によってお祈りします。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         筆記hukuinn7 

聖書預言：エゼキエル書 38章通りの現中東情勢・祈りの重要性　2019.09.29　"6


