Pastor JD 預言アップデート

聖書預言と世界情勢照合・預言とは？ 2019.10.20
https://www.youtube.com/watch?v=mBB9vHrydDI
では、今日のアップデートは、 「テサロニケ第一」の”主の再臨に備えること”

についての教えに繋がってい

ます。オンラインでご覧になっている方の為に言いますが、毎週、「預言アップデート」の前に、 聖書の学び
「テサロニケ第一」を学んでいます。「テサロニケ第一」と「預言アップデート」が結びつく説教は、これから
も続くでしょう。「テサロニケ人への手紙」第一・第二の書簡は、 基本的に、”教会携挙”について書かれてい
ます。”主の再臨に備えること”、がその内容です。これらの書簡のページの中に、使徒パウロが、落胆している
教会を励ましている場面が大変たくさん出てきます。戦いに疲れた信者に。「テサロニケ第一の4章」を見ます
と、パウロが

”携挙/挙げられる事について”を話しているのが分かります。彼の記述は、”教会携挙”が、7年間

の患難前に起こるということです。そして彼が、その事の後に言っているのが、
テサロニケ第一4
18 ですから、今述べた言葉によって 励まし合いなさい。
なぜパウロは、聖霊に触発され、主の再臨・教会携挙というこれらの言葉を使って、お互いに励まし合いなさ
いと言ったのでしょうか？もし彼らが落胆していないのであれば。新約聖書・旧約聖書に限らず、聖書の全聖句
に 「恐れるな。」と書いてあるのを考えます。「恐れず、勇気を出しなさい。」聖書聖句を通して、大変多く
の箇所にそう書いてある理由は、 私たちの人生には、あまりにも多く私たちが落胆してしまう時があるからで
す。恐れを抱き、望みを失い、主がまもなく再臨されるという 「祝福された望み」を知っていながら、 私たち
は、望みを失ってしまう。それが、今日私がお話ししたいことです。毎週これを言っているのは分かっていま
すが、 主は戻って来られます。今日かも知れない。私が告白せざるを得ないのは、私が、大変悲観的な性分で
あることです。現在のこの世で起こっている事を見ていると。「え〜。先生は、楽観的な筈では？」「主にお
ける喜びがあるでしょう？」じゃあ、よろしい。 これは神聖なる悲観です。 いかがでしょう？説明させてくだ
さい。皆さんの中には、 「どうぞ説明ください。」と言って下さる。この神聖なる悲観は、私が、「預言的不
確実さ」として見ているものの為です。今日起こっているあらゆることは、 不確実性でいっぱいです。私も、
「不確さ」には うまく対応出来ないタイプです。私は、全てが宙ぶらりんになっているのが 嫌なタイプなので
す。私は、物事を「確実」にしておきたいのです。私は、物事が「確か」でないとダメなのです。でも、ここに
問題があります。聖書預言は、終わりの時の不確実性を描いているのです。特に、経済的に、世界的に、また政
府的な不確実性に関して。またそうでなければなりません。 なぜなら、この世で物事が不確かである時に、少
なくとも次に起こる事を 考えるようとするからです。米国大統領を弾劾しようとする動きを見れば、 十分で
しょう。それから、事実、イスラエル政府を形成する動きがありません。ここアメリカ合衆国における不確実
性から始めましょう。興味深いのが、 Washington Examiner社の報道です。彼らは、世論調査の結果を引用し
ていて、これをご覧ください。これはクレイジーです。
「ほとんどの人々が、トランプ大統領は弾劾され、 2020年に再選すると思っている。」
記事を引用しています。
「最新のホワイトハウスの危機管理の世論調査曰く、 アメリカ人は、トランプ大統領がめちゃくちゃに弾劾さ
れるが、しかし、彼が体勢を整えて再選される事を期待している。」
私から見れば、トランプ大統領に関しては、 結果はまだ出ていません。来年の選挙に関してさえ、そうです。
また、先月のイスラエル選挙の結果に関しても 同じことが言えると思います。
The Jerusalem Postの報道は、リブリン大統領の身近な情報源が、ネタニアフ首相の政権構築の為の権限は、
10月24日木曜日以降、延期されることはない。今日からあと4日です。さて、皆さんのご想像通り時が刻々と過
ぎています。責任は、ネタニアフ首相にあります。The Times Of Israel社の報道によると、彼はこれを達成でき
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るかどうかは、不確かで、見た所よろしくありません。彼の新提案が、即座に拒絶された点を見れば特に。そ
の提案は、即効、不誠実にガンツに却下されました。青と白の政党の指導者曰く、「ネタニアフは、 ー引用ー
団結ではなく、免疫を求めている。首相の地位を保持するための彼の主張は、彼が告訴されている3つの刑事事
件の訴追を 避けようとするための言及に過ぎない。」
皆さん、ちょっと興味深くないですか？米国大統領とイスラエルの首相を同時に取り除こうとしているのです。
多くの人が、それは同一人物たちの仕業だと 信じています。現在のイスラエルの状況は、 大変不確かです。
Ynette Newsの報道は、米国高官曰く、「ドナルド・トランプの中東アドバイザートップと、 義理の息子のジャ
レッド・クシュナーが、 今月末にイスラエスを訪問する予定。」
「クシュナーは、ネタニアフ首相と、 彼の政治的ライバルであるベニー・ガンツと会う予定だ。」
「その役人は、公式発表する権限がないため、 匿名を条件にそう発言した。」
「ところでクシュナーの訪問は、 マイク・ポンペオ国務長官がイスラエルを訪問した直後になる。現シリア情
勢が混乱する中、 不確かなイスラエルに ゆるぎない米国の支持があることを、新たに保証する為である。」
”不確実性”について話す時はいつも、この言葉を頻繁に使う事をお許しください。でもそれが今日の 「預言アッ
プデート」のトピックであり、これが、”預言的不確実性”なのです。しかし、これについて話すときはいつも、
シリアについて話さざるを得ないのです。皆さん、たぶんお聞きになっていると 思いますが、いわゆる”安全確
保”と言われる 停戦がありました。
Fox Newsの木曜日の報道は、「トランプ大統領が、ー引用ー 『文明にとって、最高の日』だと宣言。」
アンカラで、トルコ大統領のエルドアンと会談した後、マイク・ペンス副大統領と、マイク・ポンペオ国務長官
が、 シリアにおけるトルコ対クルド人の紛争停戦協定を発表した際のことである。
これがSNSのあちこちに出ているのは、興味深いですね。しかし、トランプ大統領がエルドアン、 トルコの大
統領に手紙を書いた。大変興味深い手紙であった。おもしろいのが、SNSを見ている人々が、実際に、それは
フェイクニュースだと思った事です。基本的に、大統領は、彼は憎まれるか、愛されるかですが、これは皆さん、
愛するべきです。彼が基本的に言っているのは、
「お前がしていることを止めなければ、 私がお前を潰しにかかる。ごきげんよう。」
基本的に、それが手紙です。エルドアンは、その手紙を受け取って、 ゴミ箱に捨てたと報道されています。そ
うはいかない！次に私たちが知っているのが、120時間の停戦協定。その間クルド人率いる軍は、トルコとシリ
アの国境約20マイル距離の安全地帯から 撤退することができたのです。問題は、報道とトルコの見方に、矛盾
があるということです。トルコは、これを停戦ではなく、 単に一時的な休戦と見なしている。そして、それ
が、昨日現在、シリアのクルド軍とトルコの間で、 紛争と批判合戦が続いている理由を表しているのです。
ところで私が間違っていないなら、 120時間の停戦/休戦は、火曜日に終わります。注意する必要があるのは、
エルドアンが、ロシアに行く計画を立てていて、シリアに関して、プーチンと会談する為です。
それもまた、この火曜日なのです。10月22日火曜日。2日後です。恐らく、何も驚く事はないでしょうが、ロシ
アが、どう空所を埋めるのかに関して、プーチンは、シリア内のパワーブローカーとして、 ロシアの役割を強
化しようとしています。え〜私たちは、これがまさに起こる事だと 言われてましたね。
「イザヤ書17章1節」の通りであり、 私達は、ほぼ毎週それについて話しました。
イザヤ17
1 ダマスコ（ダマスカス）に対する宣告。
それと共に、ロシア・イラン・トルコが 主導権となる同盟国が、北から、つまりシリアから イスラエルを侵略
するという預言。その詳細が、「エゼキエル書38章」に 書かれています。それが起こりつつあるのです。まさ
に、私たちが言われていた通りです。しかし、問題は、すべてが今、不確実な状態にあって、敢えて言えば、
不確実性は、不安定と同義語です。そして、ある男がやって来る。 聖句に書かれています。それは、平和と安
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全を叫び求めている世に対して、 確実な平和と安全をもたらすのです。
その他の主要な地政学的な進展があります。すべて不確実性に満ちていますが。ところでその一つが、 大統領
の和平協定の発表です。覚えていますか？ 彼は、あの選挙の後で発表しようとしていました。
今、それは不確かです。イギリスのEU離脱の結果の”不確実性”も 付け加えます。それも「エゼキエル書38章」
特に13節の預言成就だと示唆する人もいます。そして、これはどこへ向かっているのでしょうか？私は、不確実
性のゆえに、世は、反キリストの出現に向けて、 準備が整いつつあるという事実から、 不確実性は預言的であ
る、と信じます。かつてなかった程に。私たちがかつて見たことがないほどに。さらに踏み込んで言いますと、
私がまた信じているのは、反キリストは、こんにち健在である。舞台裏で。彼は既に存在しますが、 まだ、舞
台には登場していません。なぜなら、教会携挙がまだされていないから。ところで、ネタバレ注意！「テサロニ
ケ第二

2章」の学びの時に それについて話します。皆さんに警告しておきます。幾人かの方は、実際どの節を

話しているか ご存知ですね。しかし私が主張するのは、反キリストは、教会携挙が起こるまでは 登場しないと
いう事です。まず教会が携挙されなければなりません。それから！！彼が出現出来るのです。「 ヨハネの手紙
第一2章18節」を 聞いてください。
ヨハネの手紙第一2
18 子供たちよ、...終わりの時が来ています。反キリストが来ると、 あなたがたがかねて聞いていた通り、 今や
多くの反キリストが現れています。...
そして彼が言っている事に、 耳を傾けて下さい。
18 ...これによって、 終わりの時が来ている事が分かります。
もう一度言ってもいいですか？もちろん私は言います。それが私たちが知る方法。私たちが知る通り、 今は、
人類史上の最後の時間なのです。この世は準備できています。私たちは？かつてないほど、この世は整っていま
す。反キリストが登場して、平和と安全をもたらす。中東に平和をもたらす。「ダニエル書9章27節」に、 7年
間の和平条約が持たれるとあります。それは、7年間の患難なのです。その7年間のど真ん中で、反キリストは
新しく建てた神殿に入るのです。私は、これは、和平条約の一部であるはずだと 確信しています。ユダヤ人
は、彼らの神殿を再建する事を 許されます。3年半で、反キリストが その神殿に入りますから。自分を神とし
て崇め、礼拝するように 要求するために。そして彼は、私たちが神殿で憎むべき事をさせるのです。多くの人
が、汚れた動物の犠牲が捧げられるのだと 信じます。そして、
ダニエル9
27絶滅が、荒らす者の上にふりかかる。
その時点で、ユダヤ人達は、 これは私たちの救世主ではないと気づきます。それが彼らを、真の救世主、 イエ
ス・キリストの救いへ誘導するのです。7年間の患難の残りの3年半で、 ユダヤ人は逃げ出します。私を含め 多
くの人々が、彼らが現代のヨルダンのペトラへ逃げると信じています。その3年半の間に、神は、ユダヤ人たち
を絶滅しようとする反キリストから 彼らを守られるのです。それが私たちの知る方法です。今が終わりの時で
す。私たちは、今が終わりの時だと知っているから、 毎週「預言アップデート」をしているのです。それは、
私たちがイエス・キリストの福音で 締めくくる理由でもあります。”救いのABC” は、 子供でも分かる救いの説
明です。福音とは何でしょうか？福音とは、イエスが来られて、 十字架につけられ、葬られ、 3日目によみが
えられたこと。そこで終わらないでください。彼は、いつか戻って来られます。 それが良い知らせです。それ
が福音です。使徒パウロが、 「コリント人への手紙第一15章」に 書いています。福音とは、 イエス・キリスト
の死・埋葬・復活です。彼は、二度も 「聖書に書いてあるとおり」と言っています。言い方を変えると、「預
言通り」です。皆さん、聖書の一番最初の預言が何か お分かりですか？「創世記3章」15節です。これは先週も
話しましたか？ 話したと思います。何度も言うことをお許しください。原福音です。
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「サタンはイエスのかかとを打つ。だが、 イエスはサタンの頭を踏み砕く。」
女の子孫（種）。 それが、処女降誕の預言です。この世に救世主が来るという預言。そして全ての為に、ただ
一度犠牲となられる。私達全員が罪を犯したから、 全てのその罪の為に。それが、聖書聖句の預言通り 良い知
らせです。”救いのABC”に入る前に、 1つメールをシェアしたいと思います。
オンラインメンバーの オードリー・ブレナンさんから 先週貰ったメールです。お許しいただきたいのが、「先
生、毎週毎週”救いのABC”をされるんですね。」と 仰られるかもしれないのは分かっています。
「毎回！」 「分かっています。」「私はもう既に聞いているんです。」 「はい。でも...ある人には初めて聞く
事かも知れません。」これがそのケースです。オンラインメンバー。 彼女のメールです。
「２，３か月前に、乳癌との長い戦いに負けた私の患者についてメールをしました。私は、先生の”福音を伝え
て、結果を報告せよ”という言葉に触発され、彼女に、先生の”預言アップデート”の一つを シェアしました。そ
して彼女は、”救いのABC”を学びました。そして彼女は、 キリストを受け入れる決断をしました。そして、自宅
の浴槽で洗礼を受けることを選びました。彼女は肉体的に、 教会に参加する事は出来ませんでした。昨日、彼
女は、主の元へ旅立ちました。良い知らせをシェアする方法を、 指導してださった事に感謝します。」
数年前、ミネソタで、 Jan Markellさんの「今の時を理解する」 カンファレンスで話しました。今回の、先月の
ではなく、 去年です。私が話す直前に、誰かが私のところへ走ってきました。今まで聞いた中でも、 最も力強
い例と証の1つをシェアしてくれました。彼女は私に、”救いのABC”を感謝してくれました。彼女曰く、”救いの
ABC”を使いながら自分の友達をキリストへ導いたと。
ところで、それは唯一の方法ではなく、 ただ簡単な方法の一つなのです。私に出来るなら、あなたに出来る。
どうやって救われるのかを共有する簡単な方法です。それで彼女は、どうやってこの友達をキリストへ導けたか
をシェアしてくれました。そしてその友達が救われてから、 彼女と一緒に教会へ行ったそうです。日曜日。そ
のまさに翌日の事、彼女の夫が彼女を殺し、自殺したそうです。彼女は主と一緒に居ます。たぶん私が言うこと
は、私は絶対に止めない。福音と、”救いのABC”をシェアすることを。 なぜならあなたは知らないから。
Aは、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。
自分には、救い主/救世主が必要であると 認める事。これは、私たちが「テサロニケ第一」で 話している事で
す。自分の罪に背を向け、救世主へ向き直す 悔い改めと思考の転換です。自分は、神に背を向けていた罪を認
め、 神の義の完全な基準に満たないと認識する。神の律法を犯して来たのです。「十戒」 自分はそれら1つ1つ
破りました。 いくつも。色々発案して、破壊しました。
ローマ人への手紙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、
これは悪い知らせで、 さらに悪い知らせがあります。なぜなら、罪の罰があるからです。
その罰は、死刑宣告。

ローマ6
23 罪が支払う報酬は死です。..
しかし、良い知らせがあります。良い知らせを聞く準備はできていますか？

あれ、嫌じゃないですか？ 誰か

がやって来て言うあれ。「悪い知らせと良い知らせがある。 どちらを先に聞きたい？」通常私は、「下がれサ
タン！」と答えます。「悪い知らせなど全く要らない。 悪い知らせはもう十分だから。 私には良い知らせが必
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要だ〜。」良い知らせです。 まさにその良い知らせは、
ローマ6
23b しかし、神の賜物は、わたしたちの 主キリスト・イエスによる永遠の命なのです。
それがAです。 では、Bは、
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。
本当にシンプルですね。たぶん、シンプル過ぎます。最後に

C、

Ｃ：主の御名をCall/呼び求める、 または、再度「ローマ人への手紙10章9節〜10節」 Confess/口で告白する。
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。
その理由は？
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。
最後は、「ローマ人への手紙10章13節」取引成立です。
ローマ10
13 『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』
完結です。もしあなたが、今まで一度も主の御名を 呼び求めたことがないなら、恐らくあなたはオンラインで
ご覧になっている。私は心から願います。今日私たちが目にしているこの不確実性の状態。それは預言的なの
です。今までないような舞台が出来上がっています。この世は、世界的なカリスマ指導者が 登場する場面に
整っていってます。ある人は、計画を実行する人と呼びます。救世主だと見なされるでしょう。全ての問題を解
決し、 経済的に、政治的に、宗教的に、 皆を一つに纏めます。世界新秩序 (NWO)。とでも言いますか。世界
統一宗教、世界統一政治、世界統一経済。それが私たちの知っている事。今は終わりの時です。主が来られる
のです。お立ち下さい。祈りましょう。
主よ。ありがとうございます。主よ。良い知らせをありがとうございます。世の中は、悪いニュース以外何もあ
りません。でも悪い知らせは、 良い知らせ・救いの福音の促進剤に なりえるのを感謝します。
主よ。私は今日この教会におられるか、 オンラインで見ている方で、あなたの御名を呼び求めたことがない方
が彼らの心で信じ、 罪の赦しの為あなたにおいて信じ、 彼らの罪を認識し、イエスを主であると告白すること
を 祈ります。彼らが、永遠のいのちのために、 人生で最も大切な決断をしてから、 この教会を後にすることを
祈ります。またオンラインでご覧になっている方々が、このビデオ動画が終わる時に、主イエス、 あなたにお
いて 新しい人生の始まりになることを祈ります。
主よ。ありがとうございます。主よ。早く来てください。イエスの御名によって祈ります。
アーメン。
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