Pastor JD

トランプ大統領弾劾とイスラエル選挙3回目 前代未聞の世界情勢と聖書預言 2020.01.19
https://www.youtube.com/watch?v=pCZotzObsQA
（先ほどの説教は）預言アップデートでは なかったんですよ。預言アップデートになりえたかもしれません
ね。では、今日のアップデートのためには、 手短にその背景をお話しする必要があります。
数ヶ月前、昨年の12月の初めのことでした。私はこの自由回答形式の質問を自問し始めました。
こんにちの世界で起こっていることすべてについて。そして、自由回答形式の質問は、 次の2つのシンプルな言
葉でした。仮に、もし？ 仮に、もし？ それから、私は主に尋ね、いわば、空白を埋めようとしました。 こんに
ちの多様な地政学的不確実性をもって。 それはたくさんあって、 皆さんもそう同意されると思います。それが
今日、お話ししたいことです。 私が思うに、未決定で、未確定の、 「仮にもし」という質問は、最近の記憶で
は見たことがないようなものです。同意してくれますか？本当に多くのことが... そして、ダジャレを言うつもり
はないのですが、本当に多くのことが、 宙に浮いています。 ...世界の舞台上には、この不確実な状態にある重
大な問題が、非常にたくさんあります。イスラエルの3回目の選挙のことが思い浮かびます。 3月2日に3回目の
選挙が行われることを 知っていますか？
前に起こったことはありません。前代未聞です。そして、こうなったのは、 政権を樹立できなかったためで
す。 前例のないことです。それで今、彼らは3回目の選挙に入ろうとしています。皆さんが私と同じニュース
フィードを読んでいるなら、皆さんもはっきりと認識しているでしょう。 彼らの提言、さらに予測では、この3
回目の選挙では何も解決されず、実際、これは前例のない、4回目の選挙につながる可能性が非常に高いです。
そして、それについてもお話してきました。私はまた、上院の弾劾裁判のことも考えています。これは... だから
火曜日に、… −良い一週間をお過ごしくださいね−
すべての画面がこのことで覆われて、 ニュースフィードがいっぱいになるでしょう。裁判になって、興味深いこ
とになるでしょう。それはアメリカ大統領選挙へとつながりますが、 それまであと10か月ほどなんですよ。私
がさらに思うことは... 皆さんも聞いているか分かりませんが、これは非常に興味深いです。先週のことです
が、 ウラジミール・プーチンが事実上、多くの人が、ロシアでの彼の恒久的統治として見ている体制を固めま
した。大統領...ではなくて、 メドベージェフ（首相）の辞任によって。
名前の発音がよく分かりませんが。それから、イラン内での、またイランとの緊張が高まっています。
私は、イラン政権は土壇場に追い込まれていると思っています。特に、皆さんの多くも知っているに違いない
現在進行中の抗議デモのことを踏まえると。私たちはそれについても話してきました。それから、もしこれでも
足りないというなら巷でのうわさでは、トランプ大統領がついに「世紀の取引」と呼ばれる、 彼の待ちに待っ
た和平案を発表するらしいと。私たちはこれについて2年近く聞かされており、 3年目になろうとしています。
彼にはこの和平案、「世紀の取引」がある、と。彼はそれを公表しようとしていましたが、 公表しませんでし
た。そして今、彼はそれを公表しようとしています。
多くの人は、それが3月2日のイスラエルの選挙に先立って発表されるだろうと思っています。 首相としてネタ
ニヤフに有利に働くように。「仮にもし」の質問をしているのは 私だけではないようです。
エルサレム・ポストによると、私の同胞のアラブ人、 ヨルダンのアブドラ王となかなか仲が良いようです。彼
は同じ「仮にもし」の質問をしていますが、 その理由が異なります。引用します。
「『仮にもし、イスラエルーパレスチナ紛争の二国解決策を世界が諦めたらどうなるだろうか？』
アブドラは次のように述べて自分の質問に答えた。『世界平和は、この紛争の結果に依存している。繰り返し
繰り返し言うが、より安定した世界は、安定した中東なくしては不可能だ。そして、パレスチナ人とイスラエル
人の間に 平和がなければ、安定した中東は不可能だ。』アブドラが述べると、大きな拍手が送られた。」
彼は続けて、「『仮にもし、 私にとって個人的に大事な都市で、 大きな歴史的意義のあるエルサレムが、争点
のままだったら？ 私たちには、クリスチャンとイスラム教徒から同様にこの都市が象徴する霊性、平和、共存
を奪い、代わりに、それが政治的対立に陥ることを 許す余裕があるだろうか。』
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彼は次の憶測が高まる中で語った。ドナルド・トランプ米国大統領が、ついに、 「世紀の取引」として知られ
ている 彼の待ちに待った和平案を発表するだろう、と。」
それから彼らはこう言います。 注意してよく聞いてください。
「その案には、1967年以前の国境線における従来の二国間解決策が見込まれていないと想定される。」
それが問題です。...私たちではなく、彼らにとってです。いいですか？私は、1967年以前の国境線に賛成です。
私は創世記に戻りたいからです。創世記にあるこれらの国境線です。 1967年以前の。アブドラとEUはどちら
も、1967年以前の国境線に基づいた決議を受け入れています。彼は言いました。再び引用します。
「『仮にもし、次回、イランと米国が、 どちらの側も瀬戸際から身を引かず、 私たちを皆、未知の混乱に引き
ずり込んだら、 どうだろうか？そして全面戦争が、 地域全体の安定性を危険にさらしたら？』」
ここにある共通のテーマが見えますか？ 共通点：平和と安定 平和と安全
「『再び、それは市場を含む世界経済全体に 大規模な混乱を与える危険を冒し、そして、世界中における テロ
リズムの復活を脅かす。』」まだ引用中です。
「『仮にもし、ISISが再び現われ、そして、シリアが残りの世界に対する攻撃の足場になったら、どうだろう
か？』」これをでっち上げることはできません。
「『シリアは報道されないかもしれないが、 危機はまだまだ終わっていない。』」そして彼はそれについて絶
対に正しいです。仮にもし？仮にもし？ まあ、もし皆さんが寛容を尽くして 聞いてくださるなら、先ほど言っ
た「仮にもし」の質問に答えたいと思います。そして、私は神のみことばから答えたいのです。具体的には、聖
書預言のページから。それは 私たちのために、上記のすべてに答えてくれます。
「仮にもし」ということになると。神は私たちに何が起こるかを教えてくれました。
「仮にもし、それが起こったら？」ではありません。違います。私たちには、終わりの時に何が起こるかが告
げられています。イザヤ書17章1節は、シリアについて語っています。エゼキエル書38章は、 ロシア、イラン、
トルコという、この、イスラエルを 侵略する国々の連合について語っています。
ゼカリヤ書12章は世界がエルサレムを分割することに夢中になることを告げています。そして、私たちがテサ
ロニケの学びで話したように、平和と安全を求めて、 この世界的な、飽くなき探求があるでしょう。それがま
さに、こんにち起こっていることです。お付き合いくださいね。それで、仮にもし？
仮にもし、何か奇妙なことが起こったら？ そして、どうにかしてトランプが罷免されたら？
あるいは、トランプ大統領に何か起こったら？ もし、3月に... もうすぐですよ。 3月2日の選挙後の預言アッ
プデートが、再び、明確な勝者、おそらくはネタニヤフが組閣することができないという事実に関するものと
なったら？ 仮にもし？ 仮にもし、瀬戸際に立たされているイランが… 彼らは何かをしなければなりません。そ
の政権は危機に瀕しています！ 分かりますよね？ イラン・イスラム共和国のことです。 イランの人々ではあり
ません。つまり、イランには構造的な転換がありました。
仮にもし、イランがロシアを呼んで、こう言ったら？ 「おい、我々はこれを急がなくちゃいけない。」
というのも、時が押し迫っているし、 チャンスを逃さない（鉄は熱いうちに打て）ために。
仮に、もし？ その答えは、すべての「仮にもし」の質問に対するものです。仮にもし、今言ったことすべてが
発生した場合は？ それは何を意味しているか？ それは、主の再臨が差し迫っていることを意味します。そし
て、時がすぐ手の届くところまで近づいていることを。
私がこれから言いたいことに前置きをさせてください。 誤解されることがないように。そうです。私たちは主
の空中再臨に備えて、 今日、用意ができていなければなりません。それがこの先まだ10年後のことだったとし
ても。 主が来られるまで、私たちは常に忙しくしている必要があります。ただし、そして誤解しないでくださ
い。私が個人的に確信しているのは、 2020年というこの年に、神が多くの人々を、揺さぶり、 時の遅さと時の
緊急性に目覚めさせることです。その理由を知りたいですか？ 使徒ペテロは、彼の第二の手紙3章9節で、私た
ちにこのように語っています。ペテロは言います。
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ペテロの手紙第２

3章9節

「主は、ある人たちが遅れていると思っているように、 約束したことを遅らせているのではなく、あなたがた
に対して忍耐しておられるのです。 だれも滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおら
れるのです。」
言い換えると？

神は、皆の注意を引くためには、 何でもやり、手段を選びません。そして神は手遅れになる

前に、そのためにあらゆる手段を用いられます。私に見えるのは...

起こっていることすべて、私たちが話して

きたことのすべてと、 他にも現在起こっている多くのこと、...それは人々の注目を集めています。イランとの
この状況。 それは人々の注目を集めています。このようにして神は、 特に、霊的に眠っている信者を揺さぶ
り、目覚めさせます。私は、使徒パウロがローマの教会に宛てた手紙にショックを受けました。ローマ13章
11〜14節を読みたいと思います。本当にゾッとします。

彼の言うことを聞いてください。

ローマ13章11〜14節
さらにあなたがたは、 今がどのような時であるか知っています。あなたがたが眠りからさめるべき時刻が、 も
う来ているのです。
あなたがたは寝ている！

あなたがたはうとうとして、眠り、 霊的にまどろんでいる！目を覚ませ！

私たちが信じたときよりも、今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり、昼は近づいて
来ました。ですから私たちは、闇のわざを脱ぎ捨て、光の武具を身に着けようではありませんか。…昼らし
い、品位のある生き方をしようではありませんか。
ここでパウロはちょっと具体的になります。 ちょっと居心地が悪くなりますが、当然のことです。
彼は言います。「遊興や泥酔、淫乱や好色、争いやねたみの生活ではなく、」むしろ、「主イエス・キリスト
を着なさい。欲望を満たそうと、肉に心を用いてはいけません。」
そんな時間はありません！ 遊びは止めよう。神のことを真剣に考える時です。
「その日が近づいています。」「目を覚ます時です。」「時が来ました。」「主の帰還はもうすぐです。」
私はこれらの預言アップデートを 目覚まし時計のようなものだと見ているんですよ。毎週アラームを鳴らさな
ければなりません。それが、私たちがこれらの預言アップデートを 行う理由です。
それは、私たちが生きている時刻の遅さを一番に意識させることです。それはまた、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。
そして、シンプルで子どもにもわかる、 救いのABCで。福音とは何ですか？それは「良き知らせ」を意味しま
す。良き知らせは、イエスが来られたということです。 主は十字架につけられ、 主は墓に葬られました。 そし
て主は三日目によみがえられました。
そして、テサロニケ人への手紙第一で読んだように、 主は戻って来られます。それが福音であり、良き知らせ
です。救いはイエス・キリストにあります。私が皆さんにこう言ったらどうでしょう？これが「最終呼び出し」
のようなものであると。あといくつのことが起こらなければならないのか わかりません。
神が私たちの世界を揺さぶって、次にくるものを私たちに期待させるために。そして、この世とこの世の物事に
対する 私たちの手の握りを緩めるために。あえて言わせてもらえば、この素晴らしい国、 アメリカ合衆国でさ
えも？ 私はこの国にとても感謝しています。つまり、ここは私たちの家ではありません。それは過ぎ去るもの
です。主は来られます。そして、私たちには用意がなければなりません。
そして、私たちは見ている必要があります。私たちの目に映る世界の状況には、 本当に必要なこの作用があり
ます。人々の注意を引き、目を覚まさせること。私は皆さんにメールをシェアしたいです。
Gayle Dyryという名前の オンラインメンバーから受け取ったものです。お名前を正しく発音できていれば。彼
女はこう書いています。
「カナダのブリティッシュコロンビア州 バンクーバーに友人がいます。私が7歳の時から知っている人で、彼女
は10歳でした。現在、それぞれ75歳と78歳です。」 わ〜お！
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「私はアメリカに住んでいます。 彼女はまだカナダにいます。私は1974年にクリスチャンになりました。私た
ちは、何度も、直接会ったり、電話で話したりしてきました。私たちは主について、どうやって救われるかに
ついて 話しましたが、効果がありませんでした。二日前、私たちはまた、おしゃべりしていました。」
「今回は…」聞いてください。 「彼女はイランとの状況のせいでとても恐怖を感じていると言いました。」ほ
ほぅ。「彼女は、どうやったらクリスチャンになれるか わからないと言ったところでした。途中で通話が切れ
たため、6回もかけ直しましたが、 彼女につながりませんでした。（「トワイライトゾーン」のテーマ）何が私
の頭に浮かんだと思いますか？

ファラグ牧師の救いのABCです。」

ところで、これらは私が考えついたものでは ありません。私は数年前にこれをオンラインで見つけて、 シェア
することにしたんです。
「私はあなたのウェブサイトに行き、 ABCをコピーしてメールに貼り付けました。翌日、ホッとしたことに、
彼女は私に電話をくれました。そして彼女は、メールを読んだと言い、また、彼女は自分が （いわゆる）「ク
リスチャン（CHRISTIAN）」 だと思っていたと言いました。それを考慮して、私はこれが彼女の最後のチャン
スだったと信じています。そして、彼女については、 私にはもう何の疑いもありません。私は、シンプルかつ
徹底した 『救い』の説明の仕方が大好きです。ありがとうございました。」
... ABCに行く前に、 ちょっと皆さんに挑戦したいと思います。強い言い方かもしれませんが、 ほかに良い言い
方がないので、私は皆さんに挑戦したいんです。もしかしたら今週、 主がチャンスを与えてくださるかもしれ
ません。神による出会いです。主が、誰かを皆さんの道に連れてきます。それは オンラインのソーシャルメディ
ア上かもしれません。Twitterフィードに行くと、こんにちの世界で起こっていることについて、 非常に多くの
人々が、 本当にたくさんの恐怖に怯えています。このイランのことが… ちなみに、これは未だに進行中のこと
ですが、これが起こった時、たくさんの人が...

彼らは罵り言葉、 悪い言葉を使っていました。しかし、それ

が本当であり、ありのままなんです。彼らは言っています。 「このせいで頭がおかしくなりそうだ。私はマジ
で、何が起こるか怖い。」単にツイートするのはどうでしょうか？
グラムなどのプラットフォームで返事をしてみたら？

ツイートや、フェイスブック、 インスタ

仮にもし、「あなたは恐れなくてもいいんですよ」と

言ったらどうなるでしょう。
「希望はある。」「答えはある」と。そして、皆さんがイエス・キリストに持っている希望を人々に分かち合っ
てください。私たちは、私たちの内にある希望の答えを 皆に与えるべきですよね？
と思われることではないでしょうか？

そして、これらのABCを行うことは...

それが、主がなさりたい

ここにいる人のためだけではな

いかもしれません。主の御名を一度も呼んだことがない人、または、イエス・キリストとの関係について確信
が持てない人のためかもしれません。ヨハネは、あなたは永遠のいのちがあることを知ることができると言い
ました。結論は出たのです。 評決は下されています。あなたが救われていることを知ることができます。あな
たがここで吸う最後の一息が、天で永遠にあなたが吸う次の呼吸につながることを知ることができるのです。
確実にそれを知ることができます。私のこのくだらない見方、言い方を 許してほしいのですが、私はこう呼ん
でいます。それは生命「保証」証書です。生命保険ではありません。永遠の生命の保証です。そして、聞いてく
ださい。その保証料は、主が支払ってくださったんです。無料です。私は永遠の生命保証証書を持っており、
主が保証料を支払ったのです。
それは良い話です！それは良き知らせです！
Aは、あなたが罪を犯したこと、 そしてあなたが救い主を必要としていることを 認める（admit）か、認識する
(acknowledge)。これが悔い改めです。それは考え方の変化であり、今、 神はあなたの心を変えることがお出来
になります。しかし、あなたは神に対して 罪を犯したことを認識するのです。
ローマ人への手紙3章10節にはこうあります。
「義人はいない。一人もいない。」
あなたは良い人かもしれません。 しかし決して十分に良くはなれません。
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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。
「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、」
ローマ人への手紙6章23節は、言うなれば 実際に「量刑段階」です。
私たちは宇宙の裁判官の前に 立っているところです。そして、神が私たちに宣告されるところです。 私たちが
罪を犯し、そして、神の律法を破り、 神の義の完全な標準に違反したからです。そして、あなたはその判決文
が 何であるか知っていますか？

死。

「罪の報酬は死です。しかし」！
良き知らせがあります。
「神の賜物は、 私たちの主キリスト・イエスにおける 永遠のいのちです。」
それは私たちが受け取る贈り物であり、 イエスが全額支払ってくださった贈り物です。そして主は、私たちが
受け入れるように私たちに差し出してくださいます。主は決して私たちにそれを押し付けたりすることはありま
せん。主は私たちにそれを差し出してくださいます。主は私たちにそれを強要しません。それがAです。
次にBです。
Bは、イエス・キリストが主であると あなたの心で信じる（believe）。
そしてローマ人への手紙10章9-10節にあるように、
「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。」
私はこれが好きです。かなり断定的ですから。 そうでしょう？「あなたは救われるべきだ」とは言いません。
「救われる可能性がある。」「救われるかもしれない。」「救われる可能性が高い。」いいえ、あなたは救わ
れます！あなたは救われるんです。
最後に、Cは 「主の御名を呼び求める（call）者は救われる」
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。」
そしてその理由はここにあります。
「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。」
私は「義と認められる」というこの言葉が大好きです。 というのは、それが本当に意味するもののように 聞こ
える言葉だからです。まるで罪を犯したことがないかのように。 (justified--just as if I had never sinned)義とさ
れるのです--justified--。 罪を犯したことがないかのように。 --just as if I had never sinned--神は、私たちを見る
とき、私たちの罪を見ません。神は、そのひとり子を見るのです。私が義とされたからです。主がその罪を負わ
れたからです。そのすべての罪を。そして十字架で全額を支払われました。
ローマ10:13とても簡単です。それは一つの祈りで手に届くものです。永遠のいのち、救いの保証は、ひとつの
祈りで手に入れられます。
「主の御名を呼び求める者はすべて救われる。」
私は「私の後に繰り返してください」と言う人たちを 軽視するつもりは全くありませんが、救われるために、
特定の祈りを 特定の方法でする必要はありません。最後に、本当に手短にお話しできれば、たぶん、これはこ
こにいる誰かや、 オンラインで見ている誰かのためかもしれません。私が主の御名を呼び求めた際、 ‐ちなみ
に、38年前のこの月のことでしたが‐私の祈りがどんなものだったかというと、
まず第一に、私は... 私はこのことを誇りにしてはいません。 許してください。しかし、私はすごく酩酊してい
て薬物ハイになっていました。自分の部屋に入り、ベッドに横たわっていました。私はこんな風に主の御名を
呼びました。
「神さん、いい？おれぁじごくにいきたかぁねぇ」 ....それが私の祈りでした。そして主はその祈りを聞かれま
した。私が主の御名を呼んだからです。心で信じ、口で告白し、罪を認めて。
「地獄に行きたくない。」「天国に行きたい。」「私は地獄に行きたくない。 私は救われたい。」
私は祈りながら、眠ってしまいました。私はろれつの回らない舌で祈りました。 ろれつの回らない舌で罪人の
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祈りをしたんです。どんなもんでしょう！私が翌朝目を覚ますと、私はキリストにあって 新しく創られた者と
なっていました。私はアルコール、タバコ、薬物なしでは、 一日を始めることができませんでした。私は、そ
れらのものに手を伸ばそうとしました。 すると、今や私の中に住まわれる聖霊が、あのかすかな細い声で私に
言いました。 「あなたにはもうそれは必要ない。」私は自分の力でやめようとしていました。 意志の力を結集
して、もう薬はやらない！もうタバコは吸わない！もう酒は飲まない！
4分38秒はできましたが、私にはどうしてもできませんでした！

しかし、今度は？

私の中におられる聖霊が、力を与え、 私ができるようにし、私を封印してくださいました。今、私は救われて
いるからです。私は新しく創られたものです。古いものは過ぎ去りました。...そして、私は人によって異なるこ
とを知っていますが、しかし、それらのものに対する欲求は 完全に取り去られました。
主は私を完全に満たされました。私のすべての必要を。そして私が切望し、何よりも望んだのは、ただ主だけ
です。
ご起立ください。お祈りしましょう。
主よ、ありがとうございます。主よ、誰かこれをオンラインで見ているか、それとも、この教会の礼拝に 出席
しているかもしれない人で、あなたの御名を一度も呼び求めたことのない方が、今日、真理を聞いたかもしれ
ません。それは彼らを自由にすることができます。 そして、あなたがその真理です。主よ、あなたが自由にし
た人は、 本当に自由なのです。ですから、主よ、 今日が彼らの救いの日になることを祈ります。彼らが人生で
最も重要な決断をするのを 遅らせることが決してないように。永遠のいのちのために。彼らが今すぐに決定す
ることを祈ります。主よ。感謝します。
主よ。あなたを知っており、 あなたと一緒に歩いてきて、あなたを愛し、あなたの現れを 待ち望んでいる人た
ちのために、主よ、あなただけが与えることのできる励ましと、世が与えるのではなく、あなただけが 与える
ことができる平安を求めて祈ります。あなたが私たちの心を励まし、 強めてくださることを。私たちは、私た
ちの贖いが近づいていることを知って、身を起こし、頭を上げていますから。
主よ、マラナタ！ 主イエスよ、すぐに来てください。イエスの御名において、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
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