預言アップデート
聖書預言が存在する理由を知る2019.12.29
https://www.youtube.com/watch?v=4i9ETfZo0MY&t=25s
さて、今日のアップデートは…

皆さんに、我慢して私にお付き合いくださいとお願いしなければならないもの

のうちに入ります。 主によって私に与えられた思いについて、 お話ししたいと思います。
えー、今回のアップデートは、 最も準備しにくいものの一つでした。 私はそれが簡単にお話しできるものだと
も 錯覚してもいません。 その理由を説明します。 主が私に語らせようとしておられると 私が感じているのは、
キリストのからだの内部で起こっている 分裂と不和のことで、 それは、現職米大統領ドナルド・トランプに 関
するものです。

間違いなく、皆さんも、

この痛烈な社説のことを耳にされているでしょう。

クリスチャニ

ティー・トゥデイの マーク・ギャリーが書いたもので、 その中で、彼は主張しています。 トランプ大統領は解
任されるべきだ、と。 彼の書いていることを引用します。
「トランプ氏には道徳上汚点があるにも関わらず、 彼を支持し続ける 多くの福音主義者たちに対して、 私たち
は次のように言うかもしれない。 自分が何者であり、誰に仕えるのかを思い出せ。 あなたがトランプ氏を正当
化することが あなたが主である救い主を証しする上で いかに影響するかを考えよ。 信仰のない世の人たちが何
というか、考えよ。 政治的便宜という大義名分のもとに、 あなたがトランプ氏の非道徳的な 言葉遣いや振る舞
いを軽視し続けたならば。」
基本的に彼の主張は、

クリスチャン、福音主義者たちが、

この男の不品行に目をつぶっているというもので

す。 彼の政策を好んで。 妊娠中絶反対、親イスラエル、 家族主義、親クリスチャン。 あえて言うとしたら、 こ
れは相当な猛反発を引き起こしました。 最初に発行されて10日経った今も、 騒ぎは続いているようです。 月曜
日に、クリスチャン・ポストは

ほぼ200人に及ぶ福音派指導者たちの署名を伴う手紙を発表しました。

彼ら

は、その社説のことで、 クリスチャニティー・トゥデイを 厳しく非難しました。 殊に、その編集長が 彼らのク
リスチャンとしての証しを 疑問視したことについてです。
信仰指導者たちは、その手紙の中で こう言いました。 その社説は、無礼にも、何千万人もの信者たちの 霊的品
位とクリスチャンとしての証しを疑問視した。

彼らは、自分たちの市民的、道徳的義務を真剣に受け止めてい

る人たちだ。 署名をした人たちは、また、 その記事の筆者ギャリーを非難しました。
彼らの言うところでは、 「彼は彼らの見解を不躾に撥ねつけました。」 それは彼が金曜日にCNNとのインタ
ビューで発したコメントのことです。 その場で彼はこう言いました。彼の書いた クリスチャニティー・トゥデ
イの社説のことで憤慨、あるいは激怒している福音主義者たちは、 当雑誌を読まない。 なぜなら… 彼らは「極
右のクリスチャン」だから。 へぇぇ。 「極右の福音主義者」です。
だから、彼らはトランプ大統領と同じように、 当誌に対して、否定的でしょう。 ちなみに、私は勝利の道を歩
んでいるんですよ。 今回は、私はツイッターを開きませんでした。 ただ、皆さんにお伝えしたかったんです。
私は今、勝利の道を歩いているんです。 いいですか？ では、続けます。 引用します。
「 私たちは、実際、その筆者が見なすような 極右の福音主義者ではない。」と その手紙は述べています。 「む
しろ、私たちは聖書を信じるクリスチャンであり、 愛国心の強いアメリカ人で、 私たちは、大統領が私たちの
アドバイスを求めてくれたことを単純に感謝し、彼の政権が以下の政策を推し進めてきたことを感謝している。
胎児を守り、 宗教の自由を奨励し、 我々の刑事司法制度を改革し、 家族休暇制度によって勤労者世帯の強化に
寄与し、 信教の自由を守り、 親権の優先順位を決め、 我々の外交政策が我々の価値観と一致するようにし、
その間も世界をより安全にしている。 イスラエル国家を支持することによっても。」
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だからだ。 ほほぅ。 皆さんがどうお考えか、 分かりますよ。 私は皆さんの心が読めますから。 待ってくださ
い。 今、何か伝わって来てますから。 「あなたはトランプ崇拝者だ！」 違いますよ。 私はトランプに投票し
ましたよ。 主の来られるのが後になって、 私たちがまだここにいて、選挙になって、そしてトランプが候補者
の一人だったら、 私はまた彼に一票を投じます！ どうです？ 私がこう言うのは、なぜなら… トランプが選ば
れてからずっと、私はこの預言アップデートをしてきました。

2016年からですから、今や三年ちょっとです。

そして、私は時折、トランプに批判的な発言をします。 すると、私たちのYouTubeチャンネルの コメントには…
「よくもまあ、主が油注がれた者に対して手を挙げたものだ！」 「トランプは神によって召し出され、 神の油
注ぎを受けた者だ。」 私の反応は、 「うわぁ。落ち着いてよ。」 「ちょっと一息ついて。」 一体全体… それ
からまた、 別のアップデートで 私が大統領の政策に触れて、 称賛します。 特に、彼が大使館をエルサレムに移
した時。 おや、まあ、まあ。 ちなみに、私はあれで物事の回転速度が 上がってきたと思っています。 今、大統
領に対抗して来ているものに弾みがつき始めたのが、この時です。それについては、この後すぐにお話ししま
す。

それで、私はこの壇上に立っています。

「うわぁ。やりましたねー。」

それまでの大統領はみんな、

「我々は大使館をテルアビブからエルサレムに移転します。私に投票してください。」 それで私たちは彼らに票
を投じますが、 彼らは実行しません。 トランプは 「私は大使館をテルアビブから エルサレムに移転する。」
彼はやったんです！ それで、私がコメントします。
「ところで、これは良いことですよ。いいですか？良いことなんです。」

「トランプは良いことをしまし

た。」 すると、あのコメントが来ます。 「お前はトランプ崇拝者だ。」 「彼は反キリストだ。どうしたんだ。
あんたは騙され切ってる。」 私は「あぁ、やれやれ、なんてこった。」 やってもやらなくても こき下ろされま
す。 私はどっちでこき下ろされたいか、 選ばなければなりません。 まあ、そういうことです。 「イスラエル国
家を支持することによっても」というこの最後の引用文ですが、 これがその本質なんです。 これに尽きるんで
す。 そして、ベンヤミン・ネタニヤフ、 イスラエルの首相です。
このフォックス・ニュースの報道を聞いていますか？ 来年の総選挙に先立つリクード党の予備選で 圧倒的勝利
を収めました。 この勝利は、イスラエルの3回目の選挙を前に、 多くの問題を抱えた主導者を後押しするもの
です。 前代未聞のこの選挙は、 2020年3月2日です。 一年以内です。 そして、 2019年の2度の試みで達成できな
かった組閣のチャンスを再び彼に与えうるものです。 お聞きください。 「ネタニヤフは、 過去10年間、国を
引っ張ってきて、 ベテラン政治家としてのイメージを作り上げてきました。 彼はトランプ大統領と親密な関係
にあり、 ウラジミール・プーチン大統領や、 他の世界的リーダーたちとも 親密な関係にあります。 あぁー、そ
うか。 だんだん分かってきたぞ。 やっと分かった。 それで… タイムズ・オブ・イスラエルです。 これはびっく
りします。 彼らはネタニヤフ首相の発言を引用します。 これがその引用です。
「プーチンが私に言ったことだが、 『私たちにこのような関係がなかったら、 私たちは、軍事衝突の最中にい
たかもしれない。』」

「『私たちが数か月おきに顔を合わせているからこそ、それは回避されてきたの

だ。』」
言い換えれば、 ネタニヤフがイスラエルの首相でなかったら、 ロシアはイスラエルと 戦争をしていただろう。
それから、トランプのことも忘れないようにしましょう。どうせ、忘れられるものでもありませんが（笑）。
もしも、トランプがどういうわけか解任されたら、 そうしたら、 アメリカが、 イスラエルを防衛することはな
いでしょう。 バーニー・サンダースが何と言っているか、 聞いていますか？ 何と公言しているか？ イスラエル
支持はもう終わり。 パレスチナ人だ。 民主党内部には、サンダースが指名を勝ち取るだろうと予測する人たち
がいます。 ごきげんよう。 私は口を重くしているんです。 申し訳ありません。 でも、私が皆さんに伝えようと
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しているのは、 とても重要なことで、 要はイスラエルが問題になっている、 ということです。 これはすべて、
イスラエルのことなんです。 どうか、私がこれについて独断的になってはいないことを知っておいてください。
しかし、私が言おうとしているのは、 こういうことです。 とにかく、私にお付き合いくださって、 一緒にじっ
くり考えてみてください。

トランプおよびネタニヤフの不在、

または、トランプあるいはネタニヤフの不在

は、 エゼキエル38章のイスラエル侵攻に関する聖書預言にピッタリ合います。 それはロシア、イラン、トルコ
によって 率いられるもので、シリアを介します。 それはイザヤ書17章で、 ダマスカスに関するものです。 私が
個人的に信じるところでは、 この侵攻による突如の破壊と荒廃に続いて、 反キリストが和平合意をもたらしま
す。 ダニエル書9：27で、あらかじめ書かれているものです。 覚えておいてください。 今日のイスラエルは、
メシアを探し求めています。 彼らが本当のメシアを拒んだからです。
そのため、 彼らは、イエス・キリストの代わりに、 反キリストを受け入れます。 そして、この和平合意は、私
の信じるところ、 第三神殿建設の許可を伴うものとなります。 エルサレムの神殿の丘に。 今日のユダヤ人は、
何でもします。 彼らは彼をメシアとして歓迎するでしょう。 その神殿のためなら、 彼らは何でもするでしょ
う。 だから… どうか聞いてください。 今日、イスラエルにいるユダヤ人たちは、 聖書預言をとても注意深く
追っています。 なぜか？ なぜなら、彼らはメシアの来るのが とても近いと信じているからです。 偽のメシアで
すが。 偽のキリストです。 水曜日に、ブレイキング・イスラエル・ニュースが 2019年の預言トップ10リストを
発表しました。 覚えておいてください。 これはユダヤ人の観点からのものです。 ユダヤ人たちは彼らのメシア
を退けました。 ちなみに、彼らは7年間の患難の中間点で彼を受け入れることになります。 メシアの来臨（初
臨です）に関する このユダヤの預言リストのことで、 私の注意を引いたのは、 第6番目です。 そのリストの6番
目は、 イスラエルの選挙が、メシアを予示するゼカリヤの預言に従って進んでいる、 というものでした。 聞い
てください。 その中で、筆者が言っています。 神秘主義者や終末専門家たちが予測しているところでは、 3回
目の選挙は再プレーとなり、 連立成立ならず、 決定的な結果が出ないだろう。 そして、そのとおりであるかも
しれません。 彼らはこの結末を何か月も予期してきました。 同時に、 政府の崩壊がダビデ王朝復活に必要不可
欠な前提条件であると指摘します。 ダビデの子、メシアが 来ようとしている。 メシアが来るためには、 組閣が
成立していてはいけない。 ネタニヤフが組閣がしてはいけない。 これは予示、前兆である。 メシアが来るの
だ。 でも、私たちにはそれがメシアでないことが 分かっています。 それは反キリストです。
では、質問です。 私と一緒にこのことをじっくり考えてくださるよう お願いします。 現在、起こっていること
はすべて、 イエスが教会のために来られる時に、 私たちにそうなると告げられている通りに 起こらなければな
らないか？ つまり…

もしも、＿＿＿＿＿ 皆さんがその空欄を埋めるんです。

もうちょっと掘り下げてみましょう。 もしも、どうにか… ところで、彼らはこの弾劾条項を 上院に送付しない
んです。 彼らにはそれが否決されるのが 分かっているからです。 「だから、我々は公正な裁判ができるまで 待
つことにする。」 どうなのかなぁ。 彼らは他に何を企んでいるのかなぁと 思います。
皆さんは理解しなければなりません。 彼らは敵ではありません。 私たちの格闘は血肉に対するものではありま
せん。 民主党、共和党ではなく、 主権やこの暗闇の世界の支配者たちです。 しかし、彼らは手段を選ばず、 何
でもやります。 この親イスラエル、親クリスチャンの大統領を ホワイトハウスから追い出すために。 彼らがネ
タニヤフを追い出したいのと 同様に。 ネタニヤフとトランプは 邪魔だからです。 プーチンに聞いてごらんなさ
い。 私たちに言ってくれたばかりですから。 ネタニヤフが邪魔になっていなければ、 我々は戦争をしているだ
ろう、と。 エゼキエル38章です。 もしもーし！ 彼らは消えなくてはいけません。 もしも… もしも何かが起
こったら… これが、陰謀説の領域に移ってしまうのは 分かっていますが、 こんな提案をしている人たちもいま
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す。 彼らはトランプを再選させないためには 何でもするので、 弾劾でできないなら、 暗殺でやる、と。 皆さ
んも耳にされたかもしれませんね。 ですから、もしも… もしも何かが起こって、 （「どうかそんなことになり
ませんように」とは 言えますが） どういうわけか、何らかの方法で トランプがその構図から外され、 同じこ
とがネタニヤフにも起こったら、 それが、起こるのだと私たちに 告げられていることなんです。 すると、それ
は、この真空を作り出し、 その真空は、登場することが 私たちに告げられているこの不法の人によって満たさ
れます。 ですから、もしも… これが起こらなければならないとしたら？ 「終わりが来るために」とイエスが言
われたように。 それならば、 こういうことになりませんか？ 世界で起こっていることは、 私たちが世を握り
しめているその手を神が緩めようとされているのだ、と？ 私たちを次のものに 備えるために。 私は皆さんに対
して率直になりたいのですが、 私がこの国が大好きであることを前置きしておくべきでしょう。 私が生きてい
るのは、両親のおかげです。 両親は私が9か月の時に、 中東から移民してきました。 1963年に、イスラム教か
ら逃れてここに来るために。 私は両親がそうしたことを感謝しています。 私は、私の救いと私の命をこの国に
負っていると思っています。

私たちがアメリカと呼ぶこの素晴らしい国に両親が来ていなかったら、私は自分

が生きていたか、 ましてや救われていたか、分かりません。 私はこの国が大好きです。 でも、ここは私の本当
の家ではありません。 神は、私を取り扱われなければなりませんでした。 なぜなら、私は私たちの国にこんな
ことが起こるのを見たくないからです。 私たちの国は今、 ズタズタに引き裂かれているんです。 私は時々、私
たちが全面的な市民戦争の寸前ではないかと思ったりします。 完全な政治的混乱と無秩序の寸前ではないか、
と。 何とも言えません。もしかしたら、 合衆国政府と憲法の崩壊かもしれません。 それほど深刻なことなんで
すよ。 だから私は、このことについて、私の心を 主に探ってもらわねばなりませんでした。
私はこの国が大好きです。 この大統領も大好きです。 ところで、彼は私の大統領であって、 私の救い主ではあ
りません。 私の望みはトランプにはありません。 私の望みはイエスにあります。 私の望みはアメリカにはあり
ません。 私の望みは、 「永遠」にあるのです。 それから、イエス・キリストが教会のために まもなく戻って来
られることに。 ですから、主が本当に 私の心を探られて、 課題はこれです。 アメリカに何が起こっているか、
見えないのか？ それがアメリカを握っているあなたの手を 緩めさせる私のやり方だと分からないのか？ 世界で
起こっていることは、 神が「ほら、あなたがたはもうあまり長く ここにいることはないのだよ」と 言っておら
れるのではないですか？ 一時的なこの世の土や、この世のものごとに、 あまり深く根をはらないようにしなさ
い。 そして、それが本当だとしたら、 私たちがこの世をごく緩くつかんでおくのも 道理にかなうのではありま
せんか？ この世の物事も。
主がいつ来られてもよいことを 知っているから。 ところで、補足的に言わせてもらいます。 すべてのことは、
神の預言的スケジュールに したがって、完璧に進んでいます。 神が天でこんな風になっていることは 絶対にあ
りません。 「なんだって！？」 「彼らは下院で二つの弾劾条項を可決したって？」 「いつの間に？？」 それ
はどんなに落ち着かないことでしょう。 「あなたは神です。あなたは初めから終わりのことを 知っておられる
はずです。全知のはずです。」 神は驚いておられません。 イスラエルで3回目の選挙？ 冗談ですか？ すべての
ことは、神の預言的スケジュールに したがって、完璧に進んでいます。 神の預言の暦の上で、 次に何が起こる
か、ご存じですか？ 携挙です。 携挙 第二テサロニケの学びに入ったら… いつもこう言ってるのは分かってま
す。 皆さんの中には、「さあ、もう第二テサロニケを やっちゃって、それから第一テサロニケに 戻ってくれば
いい」という方たちもいますね。
第二テサロニケ 2:3 教会が取り除かれないと、 反キリストは明らかにされることができません。 そして、反キ
リストの登場が こんなに迫っているのなら、 （歓喜の声） 私は、とても説得力のあるたとえで 終わりにした
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いと思います。 それはとても興味深いもので、 私に言わせれば、イエスが教えられた中で、 最も興味深いたと
えです。 マタイ第24章の終わりです。 （マタイ24：45−51）
イエスは、基本的に二人のしもべを 対比されます。 一方には思慮深いしもべがおり、 もう一方で、よこしまな
悪いしもべがいます。 彼らは二人とも、命令を受けており、 管理を任され、主人が戻って来るときに 忠実にし
ていることを求められています。 しかし、思慮深いしもべ、つまり良い忠実なしもべと、 悪いしもべとの違い
は、ただこれだけ、 思慮深いしもべは、主人がいつ何時 戻って来るかもしれないことを見越して、 日々、生活
し、働いていました。 それで、主人が戻って来た時、 主人は彼がそうしているのを見て、 言いました。 「良い
忠実なしもべだ。」 「主人が帰って来たときに、そのようにしているのを 見られるしもべは幸いです。 まこと
に、あなたがたに告げます。その主人は 彼に自分の全財産を任せるようになります。」 「よくやった。」 なぜ
なら、彼は 「彼は今日戻ってこられるかもしれない」 と思っていたから。 「主人に喜んでもらうために、私は
彼の 御国のことに勤しんでおかなくちゃ。」 「主人が来られる時に、 私に用意ができているように。」 それ
から悪いしもべがいます。 彼が何を考えているか、知ってますか？ 「よせよ。主人は帰ってこないぜ。」 「主
人はまだまだ帰るまい。」 私の両親も、祖父母も、 ひいばあちゃん、ひいじいちゃんも、 ひい、ひい、ひい、
ひい、ひい、ひい、 ばあちゃん、じいちゃんも イエスが戻って来ると思っていたが、 まだ戻って来ていない。
パーティーしよう！ 彼はそうするんです。 急ぎじゃないなら、心配もない、から。 皆さんもあの架空の説明を
聞いたことが あるはずです。 非常に良い説明です。 地獄の緊急会議です。 サタンが悪霊たちをみんな呼び寄せ
ます。 「俺たちは何とかしないと。」 「俺たちは天の御国に押されてる。」 「やつらは暗闇の支配者たちから
奪取してる。どうしよう！？」 ある悪霊が跳び上がって言います。 「考えがある。」 「 キャンペーンを始めよ
う。 『天国はない』」 サタンは言います。 「いや、そんなの通用しない」 すべての被造物が創造主の存在を叫
んでいる。 別の悪霊が名乗り出ます。 「分かった！『天国はない』じゃなくて、」 「『地獄はない』だ！」
「ダメだ。」サタンは言います。 「それもうまく行かない。」 すべての人には生まれつき、 この、善と悪を知
る知識がある。

そこでサタンは言います。

「これだ。キャンペーンはこれで行く。

これはうまく行く。」

「『天国はない』でもなく」 「『地獄はない』でもない。」 「『心配ない』だ。」 「心配ない。」 「急ぐこ
とはない。 主人はまだまだ帰って来ない。」
「パーティーをしよう。」 彼は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ます。 すると、
主人が来ます。 「うわぁ！」 「あなたがこんなに早く帰ってくるとは 思いませんでした。」 まあ、それが要点
とも言えるんですよ。 そのしもべの主人は、思いがけない日の 思わぬ時間に帰って来ます。 私がこの話をした
のは、 こう言いたいからです。 この世とこの世の物事に ごく軽く触れているだけのクリスチャンは、 主がいつ
でも戻って来られうることを 予期して生活しています。 そして、その通りなのです。 主はいつでも戻って来ら
れうるのです。 それとは逆に、 そうではないクリスチャンたち、 「主はまだまだ来られない」と信じている、
あるいはそう騙されているクリスチャンたちは… 聞いてください。 私は皆さんの牧師としてーそれが私の特権
ですからー しっかりとした生き方をしようとしています。 主は今日来られるかもしれないという 期待を持っ
て。 私は10年先でなく、今日主が来られても、 用意ができています。 ーお願いですから、10年後にしないでく
ださい。ー それでも、私は用意をしておきます。 私は主が来られるまで忙しく勤めます。 忠実であるところを
見られるように。 すべて、多く与えられた者は多く求められます。 私は、主から、あの言葉をかけられたいの
です。
私たちは皆、救い主の口から、 その言葉を聞きたいと切望しています。 「よくやった。良い忠実なしもべだ。
（主人の喜びをともに喜んでくれ。）」 ああ、待ち遠しくて、待ちきれません。 これが、私たちが預言アップ
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デートをする 理由ですよね？ 私たちが終わりに福音を伝える理由です。 私たちが切迫した時代に生きているか
らです。 あと数分いただければ、 福音と、救いのABCを伝えて 終わりにしたいと思います。 福音とは何か？
とても単純に、 イエス・キリストによる救いの良き知らせです。 なぜか？ なぜなら、主が来られて、十字架に
つけられ、 主は葬られ、三日目によみがえり、 そして主はいつか、 また戻って来られるからです。 それが良き
知らせです。 本当に素晴らしい知らせです。 それで、私が今朝考えていたことがあって、 実際、第一礼拝では
お話ししたのですが、 とても面白いことです。 一緒に考えてみてください。 価値というものは、 買い手がそれ
に対して どれほどのものを支払う気があるかによって 決められます。 私たちの家、 私たちが所有する家です
が、 私たちじゃなくて、銀行が所有しているんですが、 まあ、とにかく、 価値が上がっていきますね？ でしょ
う？ それで、鑑定価格というものがあります。 実際の価値は、だれかがそれに対して 実際にいくら支払おうと
する意志があるかに 基づいて決まります。 それがそのものの価値です。 では、私たちの価値について 考えてく
ださい。 主が私たちのために 支払ってくださったもののために。 私たちという宝を得るために、 畑を買われ
る上で。 主が支払われたもの。 主はご自分の命をもって支払われました。 それは主にすべてを犠牲にさせまし
た。 それが価値だからです。 それが良き知らせです。 救いのABCは、決して誰かの知性を 侮辱しようとするも
のではありません。 それはただ、子どものような単純さで 救いを説明する方法です。 どうやって救われるか。
私は…

37年前、もうすぐ38年になりますが、 私には、それが単純な、それも子どものように 単純なものでな

ければなりませんでした。 イエスは言われました。 「あなたがたも子どもたちのようにならない限り、 決して
天の御国には、はいれません。」
そこでAは、 あなたが罪を犯したことを認める (Admit) または認識する (Acknowledge)
あなたには救い主が必要である、と。 これが悔い改めというもので、 あなたの考え方を変えることです。 それ
で、聖霊の内住によって、今度は 神があなたの心を変えて下さるのです。 それが新生、聖化です。 それは罪に
背を向け、 罪の赦しを求めて救い主の方に向かうことです。
ローマ人への手紙3章10節
義人はいない。ひとりもいない。
ローマ3：23はもっと踏み込みます。
ローマ3
23すべての人は、罪を犯したので、 神からの栄誉を受けることができず、
そして、ローマ６:23は、言ってみれば、 判決の段階です。 なぜなら、今や、支払われるべき 罰があるからで
す。 その罰とは何でしょう？ 死です。
「罪から来る報酬は死です。しかし、」
さあ、良い知らせですよ。
「神の下さる賜物は、私たちの主 キリスト・イエスにある永遠のいのちです。」
それがAです。 次はBです。
Bは、 イエス・キリストが主であること、 そして神が彼を死者の中から蘇らせたことを 心で信じる (Believe)
ローマ人への手紙10：9-10
あなたの心で神はイエスを死者の中から よみがえらせてくださったと信じるなら、 あなたは救われるからで
す。
それがBです。 次はCです。 主の御名を呼び求める (Call) あるいは、ローマ10:9-10 にあるように、 口で告白す
る (Confess)
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ローマ10:9-10
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 よみがえらせてくださったと
信じるなら、 あなたは救われるからです。
その理由です。 「人は心に信じて義と認められ、 口で告白して救われるのです。」
私たちは木曜日の夜、箴言の学びの中で この話をしていました。 ところで、今度の木曜日は、箴言19章です。
待ちきれません。 箴言18章は、とっても興味深かったです。 「死と生は舌に支配される」という 箴言がありま
す。 舌の力によって、あなたは殺すことも、 生かすこともできます。 私はこのことを考えていました。 私たち
が、口と舌で告白するとき、 私たちは永遠のいのちへの 告白をしているんです。 ちなみに、それが違いなんで
す。 なぜなら、私たちは、すべてのものが膝をかがめ、 すべての口が「イエス・キリストは主である」と 告白
する、と告げられています。 問題は、すべてのものが膝をかがめ、 すべての口が告白するとき、 それが、地獄
行きへの告白になることです。 救いへの告白ではなくて。 ここハワイで言われるように、 "More better, now
（今のうちがいい）" 今のうちがいい。 今、するのです。 今、告白するのです。
最後に、ローマ人への手紙10:13 皆さんの忍耐に感謝します。 私はこれが大好きです。 これで決定的になります
から。
ローマ人への手紙10:13
『主の御名を呼び求める者は、 だれでも救われる。』のです。
それくらい単純です。 それほど単純です。 聞いてください。 お立ちくださいますか。 賛美チームに壇上に来て
もらいますが、 最後にひとつ言わせてください。 私たちは、2020年という年に入ろうとしています。 まあ、な
んとも、面白い年になるでしょう。 それに同意していただけますか？ と言うのは、2019年が、 2020年に起ころ
うとしていることを 少しでも暗示していたとしたら… ふぅー。 どう言うんでしたっけ？ シートベルトを締めた
方がいいぞ。 かなり道が悪くなるからな。 私は本当にそう思います。 新しい年は、とても興味深い年になるで
しょう。 私がこれらの預言アップデートの準備を 毎週毎週やっていくのに、 とにかく私の注意をつかむことが
あって、 心を打たれるのですが、 それは、神が私たちに聖書預言について 無知でいてほしくないと願われてい
ることです。 神は、終わりの時に何が起こるのかを 私たちに知ってほしいのです。 それが起こる前に。 それが
起こった時に、私たちが信じるように。 また、信じる者たちが体をまっすぐにし、 頭を上にあげ、 贖いが近づ
いたことを知るために。 神は、私たちに準備をしておいてほしいのです。 神は私たちに見張っていてほしいの
です。
だから、神は私たちに告げられるのです。 「よいか。終わりの時には、 世界はこんな状況になる。」
わたしはあなたがたに 不意を打たれてほしくない。 わたしは、それがあなたにとって 夜中の盗人のようになっ
てほしくない。 わたしがそんな風に来るのは、 それはマタイ24章のあのしもべだ。 私がそう言うのは、 こう
言うためです。 私はあなたにお願いします。 あなたが今日、この教会にいて、 ー私はだれのことも決めつけま
せんー あなたが一度も主の御名を呼び求めたことがなく、 心で信じ、 口で告白して、 罪の赦しのために主を
信頼したことがなければ、 あなたは何を待っているんですか！？ 今日が救いの日です。 どうしてあなたは人生
で最も重要な決断を 先延ばしにしたいのですか？ 永遠のいのちのために、 私は今日、あなたに心からお願いし
ます。
賛美チームが上がってきませんでしたね。 どういう意味でしょう？ 「ショーは終わりました。」？ いいでしょ
う。 祈りましょう。
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お父様。 もしかしたら、私がアカペラで締めることに？ そうなったら悲惨です。 お父様。感謝します。 主よ。
本当にありがとうございます。 聖書預言を感謝します。 あなたの御言葉の中で、終わりの時に 世界がどんな状
況になるかを告げてくださって ありがとうございます。 私たちに用意ができているように。 そして用意のでき
ていない人たちにとっては、 彼らがあなたと正しい関係になるように。
彼らにあなたが来られるための用意ができるように。
主よ。私は祈ります。 オンラインで観ている人か、 今日この教会に来ている人で、 あなたを呼び求めたことの
ない人がいたら、 私は祈ります。 彼らが今日あなたに降伏し、 あなたと正しい関係を持ち、
あなたに信頼しますように。 主よ。感謝します。 イエスの御名によって。 アーメン。
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