
Pastor JD　聖書預言アップデート

トランプ・ネタニアフの現状の聖書預言的理由 / Pastor JD日本語チームの証　2020.01.12
https://www.youtube.com/watch?v=CNm8hX5FrMI

はい。さて、今日のアップデートは、皆さんに ご辛抱していただかなくてはならないアップデートのうちの一
つです。先週の出来事をすべて整理していきます。言うまでもなく、とても忙しい一週間でした。
とても多くのことがすごい速さで発生しています。 そして、とても多くのことがすごい速さで発生しているの
で、私は先週、アーカイブに戻るのに時間をかけました。そして、私が何年も前にまとめた預言パズルを再考し
ました。おそらく今から約10年前でしょう。今日私が達成したいと思うことは、いくつかの質問に答えること
です。すべての事がいかに組み合わさるかに関して。これらすべてのことはどのように組み合わさるのでしょう
か？　そして、これらすべてのタイミングは どうでしょうか？
そして、すべてがとても速く動いているように見えるのは、なぜでしょうか？　私は、皆さんが次のニュースを
ご存知だという前提で始めたいと思います。火曜日に、イランの弾道ミサイルがイラクの米軍基地を攻撃した
ことです。これはちょうど、火曜日の夜の祈り会の直前でした。感謝なことに死傷者はいませんでした。しか
し、…私たちは今朝、第一礼拝の前にこのことについて話していたのですが、より多くの情報が得られるにつ
れて、イランはアメリカ人を殺すつもりだったと考えられています。ソレイマニの死に対する報復として。悲し
いことに、こんな報告もありました。イランがその攻撃の数時間後に誤ってウクライナの旅客機を撃墜したと。
そして、彼らはロシア製のミサイルを使用しました。そして、それが飛んできたものだと誤解して、撃墜しまし
た。彼らは先週までそれを認めようとしませんでした。ようやく彼らが誤射したことを認めたのは、木曜日か
金曜日だったと思います。さて、これは昨日私たちが見たこと、イランでのこうした抗議のすべてにつながりま
した。興味深いことに、彼らは「アメリカに死を！」 「イスラエルに死を！」とは叫んでいません。これらは
イランの人々ですよ。
今、区別することが非常に重要であることを忘れないでください：イラン・イスラム共和国という政権と、 イ
ランの人々とを。ちなみに、彼らの多くは、「イラン人」ではなく 「ペルシャ人」と呼ばれることを好みま
す。前世紀には、ペルシャでした。しかし、約100年前に、 彼らはイランに名前を変えました。私たちはこれ
についても話していました。そんなに昔のことじゃありませんでした。 覚えている人も多いかもしれません。
1979年、1979年以前までは、‐いいですか‐ イランは親西側、親イスラエルでした。ユダヤ人はイランで休暇を
とっていました。そして、ジミー・カーター大統領がイランの シャー（パーレビ国王）の退位を手伝いまし
た。そして、当時の最高指導者、アーヤトッラー・ホメイニが登場します。1979年、イラン・イスラム共和国
になりました。
だから、今、イランの街で「アメリカに死を！」 「イスラエルに死を！」と唱える代わりに、彼らは、「最高
指導者ハメネイに死を！」、 「最高指導者に死を！」と言っています。イランの人々のために祈る必要がある
ことを、 心に留めておいてください。なぜなら、非常に多くの群衆がキリストの御元に来ているからです。彼
らはこんにちのイランの、キリストにある、 私たちの兄弟姉妹です。さて、ここで興味深いことに言及する
と、これらすべてが火曜日に起こりました。火曜日について興味深いのは、 それがトランプ大統領の和平案に
関する最新ニュースがあったのと同じ日だということです。
これ、聞きましたか？　このことについてお話したいです。このエルサレム・ポストの分析に注目したいです。
筆者は最後にこの質問をします。「トランプの和平案は間もなく到着。イスラエルは準備ができているか？」
お聞きください。 「米国の大統領選挙まであと10か月となり、トランプ政権は、今後数週間のうちに和平案を
提示することを検討している。3月2日のクネセット（イスラエル国会）選挙を待たずとも」皆さんの中には、
「ああ、以前にも聞いた話だ。」と 言う人がいるでしょう。
「彼はもう2年間も、 この和平案を発表したいと考えている。しかし、未だに和平案は存在しない。」
「政権の論法は明確である。3月にイスラエルの選挙が行われる場合、おそらく5月まで政府は存在しない。そ
れは米国大統領選挙に非常に近くなる。またトランプが、ネタニヤフが首相を続行することを望んでいること
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も明らかである。2019年の最初の選挙の直前に、ゴランに対するイスラエルの主権を認めさえもしたのだか
ら。」
さて、何の選挙が近づいているのか知らないかもしれない方のために説明します。イスラエルは今、この前例の
ない 第3回目の選挙を行っています。なぜなら...ネタニヤフは政権を樹立させることが できませんでした。ここ
アメリカとは大きな違いがあるんです。ですから、今、彼らは1年以内に3回目の選挙に直面しているのです。過
去には一度もなかったことです。これが、トランプが今、 絶好の機会がなくなろうとしていると見て、前述の
和平案を明らかにする必要があると見なす理由です。エルサレムポストの引用を続けます。
「そのため、いかなる発表も、 メリットを最大限にするために、 おそらくネタニヤフと連携して行われるだろ
う。あるいは、少なくとも選挙前のタイミングの副次的影響を最小限にするために。この案が今後のイスラエ
ルの選挙にどのような影響を与えるかという問題は興味深いものである。なぜなら、それについて分かってい
ることから 判断すると、[聞いてください] その性質は前例がないもののように見えるから。」これを覚えてお
いてください。 またこの話に戻ってきますから。しかし、問題があります。
問題は…イスラエル・ハヨムによると、
「新しい世論調査では、3月2日の投票における 明確な勝者は示されていない。」
これは、これまた前例のない4回目の選挙が 行なわれるか否かという疑問を投げかけます。
イスラエル・ハヨムからの引用です。
「クネセットが数週間前に 早期選挙を呼びかけたとき、多くのイスラエル人は、 これがついに政治的行き詰ま
りを打破し、国家が新内閣の宣誓就任を許可することを 期待しました。ところが、イスラエルが1年未満で3回
目の 投票をしようとしているにもかかわらず、状況は3月2日の投票後も変わりそうにありません。さて、理解
してください。 ネタニヤフは起訴されていて、米国大統領は弾劾に対応しています。私がそれについて言及し
たのは、 次のことを言うためです。トランプとネタニヤフは二人とも、 ここで何が起こっているのかを はっき
りと認識しています。彼らは、今年の選挙で何が懸かっているのかを はっきり認識しています。答えの必要な
質問は次のものだと思います。なぜ彼らは、これらのリーダーを二人とも 権力の座から引きずり降ろそうとし
ているのか？ここ米国では、トランプ大統領の弾劾に奮闘中です。そして、イスラエルでは ベンジャミン・ネ
タニヤフの起訴に骨折っています。これを最後まで聞いてくださいね。私に理解できる唯一の説明は、この2人
のリーダーは、連帯で、 グローバリズムの計略にとって、脅威となります。強いアメリカと、安全なイスラエル
によって。私は個人的に、トランプの和平案はイスラエルの敵の火にガソリンを注いでいる、と考えています。
つまりイランに。
それがここで起こっていることです。

木曜日のタイムズ・オブ・イスラエルの報道です。 「イランのミサイル攻撃の後、トランプとネタニヤフは、
『二国間および地域間の 重大な問題』について議論した。」
しかしながら、ホワイトハウスの声明は それ以上の詳細を明らかにしませんでした。言及したい報道がもう1つ
あります。これらすべてを結び付ける前に、 私たちの理解に密接な関係があるものでしょう。
「ブレイキング・イスラエル・ニュース」からです。これは本当に面白いです。それはアルジャジーラの調査に
ついてで、 以下を明らかにしています。バグダッド、ダマスカス、ベイルートの後、 イスラム教徒はイランが
エルサレムを 「解放する」ことを望まない、と。アルジャジーラの記者、ファイサル・アル・カシムは、イラ
ンの外交官タミール・ムサウィーに インタビューしました。そして、そのやり取りの中で...皆さんはこれを オ
ンライン動画で見ることができます。アル・カシムはムサウィに尋問し、 仮説的な質問をして相手に詰め寄り
ました。
「イスラム政権は、エルサレムを『解放』したら、 何をしようと計画しているのか？」
その質問はいくぶん誘導尋問のようでした。 司会者は次のことを明らかにしました。
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「テヘランがバグダッド、ダマスカス、 [私の生まれ故郷の]ベイルート などの都市で 大惨事を引き起こした
後、アルジャジーラが調査した人々は、むしろイランが エルサレムをものにしないことを望んでいる」と。イ
ンタビューの中で彼は尋ねました。 引用します。
「エルサレムで何をしたいですか？それらをリストに追加したいのですか？　私は何のリストのことを言ってい
るでしょうか？　あなたがエルサレムを解放した後、 それはバグダッドになりますか？
世界で最も分割された都市に？これは私が言っていることです。世界で最も汚い都市。ベイルートのようにな
るんですか？中東最大のゴミ捨て場となった都市に？」
ところで、レバノンのベイルートについて 知っている皆さん、繰り返しますが、私の出生地です。以前は「中
東のパリ」と呼ばれていました。綺麗だったんです！私たちはハワイで美しい場所に住んでいます。しかし、ベ
イルートでは、 午前中はサーフィンを楽しみ、 午後はスノースキーを楽しむことができます。どんなもんで
しょう？美しい大都市でした。今や、それは廃物です。中東のゴミ捨て場。ダマスカスにするつもりですか？　
人々が文字通り飢餓で死にかけている都市に？フーシ派が管理するイエメンにするつもりですか？アラブ人た
ちがあなたに言っているんですよ。 『私たちはあなたにエルサレムを 解放してほしくない。』あなたがエルサ
レムを解放することを 誰も望んでいません。」
皆さんは、これがことの本質だということに 気づいていますね？聖書の預言のゴールの支柱が、すべて エルサ
レムを中心にしているのをご存知ですね？それはすべてエルサレムについてです。
神がすべての都市の中で、文字通りに、 神ご自身の名前を置くために選んだ都市。神の名前はエルサレムの上
にあります。さて、これは先ほど言った預言のパズルに つながります。繰り返しますが、私は皆さんに ご辛抱
していただくことをお願いします。可能性のあるシナリオだと私が思っていることを 皆さんにお伝えしたいと
思います。これは、これら全てがどのように組み合わさる 可能性があるのかというタイミングに 関連している
ためです。私はこのパズルを何年も持っていました。
私はそれを修正し、更新してきました。 今日は、それを再考したいと思います。私はこうした預言がすべて動
いていると 信じているからです。私はこれに前置きする必要があります。 どうか私の言うことを聞いてくださ
い。私は、それをすべて理解しているという 印象を与えたくありません。
「私はこれをすべて理解しています。」 そんな人は誰もいません。私はこれをもっともらしいシナリオとして 
提示したいだけです。そして、どうして私がそう思うのか、 できる限り明確かつ簡単に説明します。それで、
これに飛び込む前に、これらの預言が何を予告しているのか、 簡単な要約をしたいと思います。特に、聖書の
預言一年生の皆さんのために。これは「聖書預言・初級編」のようなもの かもしれません。他にも預言はあり
ますか？ ーはい。しかし、これらは私がこんにち働いていると信じている主要なものです。テサロニケ人への
手紙第一5章3節から始めましょう。
私たちは、テサロニケ人への手紙第一の バイブルスタディの中でまもなくそこに到達します。
使徒パウロは言います。

テサロニケ人への手紙第一5章3節
人々が『平和だ、安全だ』と言っているとき、 妊婦に産みの苦しみが臨むように、突然の破滅が彼らを襲いま
す。それを逃れることは決してできません。 
これがテサロニケ人への手紙第一5章3節です。
イザヤ17章、とりわけ第1節は、シリアのダマスカスの突然の破壊を 宣告する預言です。突然の破壊です。

イザヤ17章1節
ダマスコは取り去られて都でなくなり、 瓦礫の山となる。
ゼカリヤ12章、非常に興味深い預言で、 神がこう言われます。
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ゼカリヤ書12章２節
わたしはエルサレムを、その周りのあらゆる民を よろめかせる杯とする。
酩酊させる杯。全世界が取り付かれます。彼らはエルサレムに夢中になり、取り付かれます。
とりわけ、重い、動かすことのできない地境の石に。彼らがそれを切り取り、分割しようとするとき。
そして神は宣言されます。 「あなたがたがそれを切り取ろうとするなら、 わたしはあなたがたをバラバラに切
り裂く。それは、わたしの町だ。」ですから、それはエルサレム、 特にエルサレムの分裂に関する預言です。
エゼキエル38章。私たちはこれについて かなりお話してきました。特に去年は。...簡単に説明すると、次のよ
うになります。それは、国々の同盟に関する預言です。それはロシア、イラン、トルコを筆頭にして、イスラエ
ルの繁栄を奪う目的で、 イスラエルに侵入します。
ダニエル書9章27節。 これまた非常に興味深い、詳細な預言です。反キリストが7年間の契約を結んで、7年間の
契約をかためます。そしてその7年間の中間点で、彼は神殿で、神として崇拝されることを要求します。荒らす
忌むべきことをします。ここであんまり深入りしたくありませんが、それは7年間の平和条約についての預言で
す。
そして、黙示録13章。簡潔に言うと、反キリストが全世界を効果的にコントロールすることの要約です。世界
統一政府、世界統一宗教、世界統一経済。特に、世界統一経済です。
そこで、私はこれらのパズルのピースをこの順序で、このように配置しました。イラストを用いて、よく言うド
ミノ効果にたとえることができると思います。どういう意味か、説明します。1つのドミノを倒すと、その後、
連鎖反応で、他のものを全部倒して行きます。だから、問題は、最初のドミノは何か、です。私は本当に最初の
ドミノは １テサロニケ5章3節だと信じています。それは、人々が、具体的に「平和」と「安全」という この2
つの言葉を使っている時、その時、突然の破壊、「突然の」破壊が、妊婦の産みの苦しみのように、彼らに臨
みます。そして、彼らは逃げられません。
私がイザヤ17章のパズルのピースをその次に置いているのは、このためです。シリアのダマスカスの突然の破壊
であると、 私が信じているものです。イザヤのこの預言から、それが非常に 迅速に起こることが示されていま
す。それはまた、私がエルサレムに関するゼカリヤ12章の預言のパズルピースを置く理由でもあります。イスラ
エルの敵によって、 こうして私たちが話している間にも、エルサレムを「解放」し、 分裂させようとしていま
す。それがまた、私がエゼキエル38章のピースを配置している理由でもあります。私は他の預言を、触媒として
働くものとして見ているからです。ロシア、イラン、トルコなどがすべて 侵攻して来るためにその目的は、エゼ
キエル38章の13節で 言われているように、戦利品として、金、石油、天然ガス、 今言ったものすべてを「分捕
る」ためです。さて、ここが面白いところです。私たちは先週お話しましたが、 それは非常に可能性のあるこ
とだからです。この連合軍の侵略を神が打ち負かした直後に、反キリストが登場して、この和平協定を結び、ダ
ニエル9章27節を実現します。そうであるのは、7年の和平協定が、 7年の患難の始まりだからです。
別名：ダニエルの70週、 別名：ヤコブの苦難の時、イスラエルの苦難の時。
そして、ここでひとつ簡単に注記することがあります。 非常に重要なものです。ダニエル9:27の「契約を結
ぶ」という言葉は、 ‐「堅い契約を結び」‐　それは原文のヘブライ語では、 非常に興味深い言葉で、私の母国
語であるアラビア語の言葉と同じものです。それは「ヒグビール」という言葉であり、 「より優れている」と
か、 「より素晴らしい」という意味ですイスラム教では、彼らは 「アッラー・フ・アクバル」と言います。と
ころで、アッラーは ヤハウェと同じではありません。アッラーは彼らの神の名前です。アッラーは偽りの神で
あり、 ムハンマドは偽りの預言者です。彼らがアラビア語で「アッラー・フ・アクバル」と 宣言し、祈るとき
はいつでも、彼らはアッラーの方が偉大だと言っているのです。
「優れている」ではありません。 「より優れている」です。 「最も優れている」とさえも。そしてこのアクバ
ルは 「ヒグバー」と同じ言葉から来ています。Hig-bar：より素晴らしい、より優れた、 より優れた、より素晴
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らしいものにする功績。それが反キリストがやろうとしていることです。彼がこれを行うとき、この和平協定
を結ぶ時に。
さて、ここで質問です：携挙はこのパズルのどこに収まりますか？　聞いてくれてうれしいです。
皆さんはその質問をしていますよね？　私は皆さんの心を読むことができるので知っています。 ちょっと待っ
て。 ほら、ここです。携挙はこのシナリオのどこに当てはまりますか？　もし私が皆さんにこう言ったらどう
でしょう？　それが、前述の突然の破壊と 同時に起こる可能性があるというのは？
どうしたらその結論に行き着くのかを 説明させてください。私はますます確信を深めています。 突然の破滅が
下ると、私たちが天に上がります。反キリストは、教会が取り除かれるまで 明らかにされることはできませ
ん。そして、神は、教会が取り除かれるまで、 ユダヤ人のためのご計画を終えることができません。だからこ
そ、ヤコブの苦難の時、 イスラエルの苦難の時と呼ばれているのです。
ダニエルの70週目です。神はその時、ご自身の注意を、神の民、ユダヤ人、 イスラエルに移されます。
そして、その7年間の患難の目的は、 ユダヤ人の救いのためです。言い換えれば、携挙は、これらすべてが起こ
る前に 起こらなければなりません。私が何を言おうとしているか、わかりますよね？これらのことが起こり始
めたら、そしたら、私たちは身を起こして 頭を上げなければなりません。私は今日、このことを考えていまし
た。ここで物事がうまくいっているとき、 私たちは携挙についてあまり考えません。
主のおられるところに行くことについて。今は、状況が良いからです。しかし、まぁ、ここで物事がうまくいか
ないときは？　そのことで、主と共にいるために、 皆さん、あちらに行きたくなりませんか？
主が、私たちになさりたいと望んでおられるのは、 そういうことだと思いませんか？　特にここ、アメリカの
私たちに？
神は私たちにこの世界や、この世界の物事に対する 握り方を緩めさせているのではないですか？
私たちを次のものに備えるために？　聞いてください。見てください。私はこれを長年研究してきました。そし
て、私はこれらのすべてが起こり始めているのを目にしています。私はこれがそれであるという結論に達しなけ
ればなりません。突然、情勢が鎮まるようなシナリオが 想像できないからです。
私はスピードアップすると思います。そして、これが実に「どうしてこんなに速く動いているように見えるのか」
という質問に対する答えです。そうでなくてはならないでしょう？　つまり、「突然」という言葉だけでも...　
「突然」という言葉の意味を知っていますね？　突然です！ またしても、非常に深いことですが、 しかし...　
それは突然起こるのです。
イエスは、「見よ、わたしはすぐに来る」 と言われました。それはすべて非常に迅速に 起こらなければならな
いのです。毎週私たちがこれらの預言アップデートをして、イエス・キリストの福音で締めくくるのは そのため
です。イエス・キリストの救いの良き知らせ。また、子どもにもわかる救いのABCで終わります。
これで締めくくる前に、お話したいことがあります。JBという名前のオンラインメンバーからの強力な証しを、
皆さんにシェアしたいと思います。私の名前JDが 「イエスの弟子（Jesus’ Disciple）」の略で あることを知っ
てから、 彼女は名前をJBに変えました。それで、彼女は自分の名前をJB 「イエスの花嫁（Jesus’ Bride）」に
変えました。なんと貴いことでしょう！ねぇ？　私たちの姉妹JBの写真をお見せします。これは、約1週間前に
行われた 彼女のお母さんの葬儀での写真です。
彼女が私に言ったことを、 皆さんにお伝えしたいと思います。　彼女は言いました。「私の母といえばご存じ
の通り、彼女は伝統的な仏教寺院の家に育ちました。彼らは仏教界で、高い地位にありました。 （彼女のお母
さんと、 お母さんのお父さんのことです。）しかし、母は昨年キリストに立ち返って、 2019年10月に洗礼を受
けました。そして、葬儀には大勢の人が来て、 彼らはとても驚きました。母がイエス・キリストの救いを知っ
たということを知ったからです。」彼女は次のように書いています。 「神様はまた私に大きな祝福をください
ました。 ミネソタであなたに会ったカヨさんが…‐私はジャン（マーケル）のカンファレンスで カヨに会いまし
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た。‐...（カヨさんが）ジャスティンの通訳をするために 来てくれました。」
さて、ご存知ないみなさん、ジャスティンは、以前ここにいた フレッドとカレン・ルセロの息子です。
彼らは本土に引っ越しました。ジャスティンは教会を始めるために 日本に行きました。彼の父親は、 今主と共
にいるパウラの夫であるキム・ハリスが、80年代前半に彼に福音を伝えたときに 救われました。
つまり、とても小さな世界です。誰ぞ知る？　まあ、神はご存じでした。そして神は、JBがYouTubeで動画を
見ることになるのをご存じでした。そして、彼女が救いのABCを聞いて、イエス・キリストに自分のいのちを捧
げることを。そして彼女は今日、主のために心燃やされています。それで、彼女の話の続きです。「数年前にカ
ヨさんがあなたの説教を一人で 翻訳していたので、私はカヨさんに連絡しました。
私も彼女と一緒に翻訳に参加するようになりました。カヨさんはその先駆者でした。主は私に「divineus.org」
で彼女（カヨさん）の オンライン・ミニストリーを見つけさせてくださいました。
そして、そこであなたのことを知りました。」彼女たちは、預言アップデートを日本語に翻訳して、日本語の字
幕をつけています。それで、日本の人々がこれらの預言アップデートと 救いのABCを見ているんです。そして、
彼らは救われているんです！「こんにちは！」「 はい！」 「 ありがとうございます！」（拍手！）とにかく、
彼女は「それが私の悲しみにどれほどの 祝福を注いだかお分かりでしょう。」と言います。「カヨさんは右
端、ジャスティンは、 母の遺影を持って着物を着た私の隣にいます。」
これがジャスティンです...向かって左側　お母さんの遺影を持っているのが、JBカヨは反対側にいますね。とに
かく、このお話をまとめさせてください。彼女の言葉です。 「葬式で、ジャスティンとカヨさんが 福音を説教
しました。イエスの救いの知識、私たちが天国に行く希望　母にも、もうすぐ会えることを。私たちは、ひと
つひとつの袋に ABC救いのトラクトを入れました。」
日本語のです。 彼女たちはそれを日本語に翻訳しました。
「参列者がそれを家に持ち帰るように。主は母の死をご自身の栄光のために用いられました。私はちょうど2年
ほど前に 新生したクリスチャンになりました。」
この話の終わりにあたって、興味深いのですが、 それが私たちが救いのABCを始めた頃でした。
だからこそ、私は救いのABCを毎週続けるつもりです...　私がもうそれをやらない週が来るまで。
必要なくなるんです。 当然、なぜかは分かりますよね。
救いのABCとは何ですか？　救いのABCは、どのように救われるかについて、 子どもにもわかるほど簡単に説
明するものです。
Aは、皆さんが罪を犯したことを認める（Admit）か、認識する（Acknowledge）ことです。
そして、皆さんには救い主が必要であることを。
ローマ人への手紙3章10節には、 「義人はいない。一人もいない。」と 書いてあります。
ローマ人への手紙3章23節には、 その理由が書かれています。
その理由は、「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、」
そしてローマ人への手紙6章23節には、 すべての人が罪を犯したので、 その罪に対する罰が書かれています。
「罪の報酬は死です。」
それは悪しき知らせです　ここに良き知らせがあります。福音です。良き知らせは、
「しかし神の賜物は、私たちの主 キリスト・イエスにある永遠のいのちです。」
それはどのように働くのでしょう？　さて、言ってみれば、私たちは皆、 死刑を宣告されています。
なぜなら、私たちは皆、神の律法を犯し、 破ったからです。神の完全な義の基準に達していないのです。
そして、神に対して罪を犯しており、 その罰は死です。それが悪しき知らせです。
そしてイエス・キリストが来られて、 十字架につけられ、私たちの身代わりに死んでくださり、 主イエスのい
のちで全額が支払われました。私たちの永遠のいのちのために、主は復活なさって、 死を打ち破りました。そ
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れが良き知らせです。
主はこの贈り物の代価を支払い、 その贈り物は私たち一人一人が 手にすることができます。それは良き知らせ
です。 それが福音です。
次にB。Bは次のとおり。イエス・キリストが 主であることを心から信じる（Believe）。
ローマ人への手紙10章9-10節によると、
「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。」
最後に、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節にもあるように、「口で告白する（Confess）」
「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。」
ここに理由があります。
「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。」
最後に、非常にシンプルです。
ローマ10:13...
ちなみに、今月は私の38回目の霊の誕生日です。私はもう一方の誕生日について話すのは 好きではありません
が、霊的な誕生日について話したいと思います。私はまだ38歳です。見かけがなかなかいい... いいえ、違いま
す。(笑)　38年前。私はローマ人の手紙10章13節が言っている 「みな」の一人でした。こう書かれています。 
「主の御名を呼び求める者はみな救われる。」皆さん、ご起立ください。
あなたがこの教会にいらっしゃるか、 オンラインで見ていて、あなたが口で告白して、 主の御名を呼び求めた
ことがなく、あなたの心で信じ、主を信頼して罪の赦しを求め、あなたの罪を認め、あなたには救い主が必要
だと 認識したことがないなら。どうか、人生で最も重要な決定をこれ以上 先送りしないようにお願いします。
永遠のいのちのために。毎週言っているということは、わかっています。しかし、私は他の言い方を知りませ
ん。とにかく、時が近づいています。終わりの時に起こると言われたことが すべて起こり始めています。イエ
スはこう言われました。 
「これらのことが起こり始めたら、身を起こし、頭を上げなさい。 あなたがたの贖いが近づいているからで
す。」 （ルカ21:28）
私は心から本当に信じ、一点の疑いもなく、 確信しています。私たちの贖いが今まで以上に近づいていること
を。想像がつかないくらいに。数週間前に私はコメントをしました。2020年の今年は非常に興味深い年です。
すでにそのように始まっています。今年主がとどまられた場合、 非常に興味深い年になると思います。止めら
れない勢いで、非常に多くのことが 急速に起こっています。明快な呼びかけは、私たちが１テサロニケの学び
で話していたように、 聞くこと...　耳のある者は、御霊が今日、 私たちに語っておられることを聞きなさい。
私は本当に主がこう言っておられることを信じます。
「わたしは来る。わたしはまもなく来る。わたしはすぐに来る。わたしは来る。」

お祈りしましょう。
天のお父様、ありがとうございます。主よ、聖書の預言に感謝します。
私たち、あなたのことを知っている者たち、そして、終わりの時についてあなたが御言葉で 何と言われている
かを知っている者たちにとって、これが実際にエキサイティングなことでありえるのを 感謝します。しかし、
主よ、私たちはまた、 これがエキサイティングではないと思う人々のことも、非常によく認識しています。彼
らにとってそれは実際に恐ろしいことであり、 それは良いことかもしれません。
なぜなら、私は何度も言ってきて、それが粗野な言い方であり、 祈り方であるのは分かっています。
しかし、私はお世辞を言って彼らを地獄に落とすよりも、むしろ誰かを怖がらせて天国に行かせたいです。主よ、
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健康的な恐れ、あなたへの恐れが必要ならば、かくあらしめ給え。これらは恐ろしい時代です。
だから、主よ、私は祈ります。たぶん誰かが見ているかもしれません？ もしかしたら日本で？もしかしたらイ
ランで？　もしかしたらサウジアラビアで？ レバノンで？ シリアで？ イラクで？ 中東で？
イスラエルで？ どんなもんでしょうか！
今日私がシェアしたことが、 本当に胸にこたえていたら、あなたが彼らの心に語ったからです。
主よ、彼らがあなたに心を開き、 あなたを呼び求めることを祈ります。彼らが心で信じて、彼らが罪から離
れ、 あなたに向き直りますように。主よ、今日が彼らの救いの日になることを祈ります。
主よ、おわりに　マラナタ！　早く来てください！イエスの御名において。アーメン
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