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アップデートに入る前に私は二つの祈りの課題について 言及したいと思いました。
まず、先週の日曜日に殺された2人の警察官のご家族の慰めについて。実際、その事件は先週の日曜日の第二礼
拝中に起こりました。ティファニー・エンリケス、（私は彼らの名前を正しく発音できていると良いのですが）
38歳。彼女はHPD（ホノルル警察）で7年勤務のベテランでした。そして、カウリケ・カラマ(KK、34歳)は 
HPDの9年勤務のベテランでした。二人は先週の日曜日、撃たれて殉職されました。皆さん、ご遺族の慰めのた
めにお祈りください。また、私たちのすべての警察官の皆さんのためにお祈りしましょう。私たちは彼らにも
のすごく感謝しなければなりません。彼らは毎日、命を懸けてくださっています。私たちは彼らにとても感謝し
ています。私たちの教会の家族にも多くの警察官がいます。そして、彼らはとにかく、つまり…　ここに特別担
当警官がいるときはいつでも、 皆さんにしていただきたいことがあって、すでにそうされているかもしれませ
んが、私たちは通常、建物正面に特別担当警官にいてもらいます。彼らと握手をして、彼らの奉仕に感謝してく
れますか?　それは彼らを大いに祝福しますから。 それから、どうか、彼らのためにお祈りください。
二つ目ですが、私は今朝ちょうど、このことを知ったばかりです。ニューメキシコ州カルバリー・アルバカーキ
のスキップ・ハイツィグ牧師のために祈る必要があります。彼は硬膜下血腫を患っています。 脳に出血があり
ます。昨夜の時点で、医師団が手術を行う必要があるかどうかを判断していました。血液が吸収されず、彼の脳
への圧力を緩和しない場合、彼らは手術しなければならないでしょう。ですから、主に導かれるままに、 どう
かスキップ牧師のためにお祈りください。

さて、預言アップデートを始めましょう。今日、私が皆さんにお伝えしたいことは、主が本当に私の心に印象
を与えたことでした。そうすることで、こんにちの世界で起こっていることすべてに関する私の心を落ち着か
せました。多くの皆さん同様に、私のニュースフィードはびっしりと、先週の、上院弾劾裁判でいっぱいです。
トランプ大統領を見ていると、面白いですね。彼らが彼を弾劾しようとしているなんて、うかがい知れないかの
ようです。つまり、これらすべてのことが、すでに堅かった彼の決意を、さらに強固にしたかのようです。これ
に直面して。そして、私は先週これを見て感銘を受けました。トランプ大統領が、毎年恒例の マーチ・
フォー・ライフ・ラリーで演説した米国史上初の大統領となったのです。これまで一度もこんなことはありま
せんでした。それは本当に励みになりました。そして、また先週、それでも足りないかのように、大統領は、彼
の和平案について駒を進ませました。イスラエルの来たる3月2日の、前例のない三回目選挙を見越して。それ
が今日の預言アップデートで私が焦点を絞りたいことです。そして、このことの預言的重要性、重大性、その意
味についてお話ししたいと思います。さて、いくつかの相反する報告がありますが、現状では、ネタニヤフとガ
ンツは火曜日にホワイトハウスに来ることになっています。今度の火曜日、2日後にトランプ大統領と会談する
ためです。
私はエルサレムポストの二つの記事に皆さんの注意を引くことから始めたいと思います。この金曜日のものか
ら始めましょう。 トランプ大統領が言ったことについて。彼の政権による待望の和平案の発表が間近に迫って
いるとしたトランプ大統領の発言について。それが、ベンヤミン・ネタニヤフ首相と青と白のリーダー、ベニー・
ガンツが、火曜日に ワシントンを訪問する前に予期されている、と。パレスチナ人と話をしたかどうか尋ねら
れると、 大統領は答えた。
「私たちは彼らと簡単に話しました。しかし、私たちは一定の期間内に彼らと話をする予定です。そして、彼ら
にはそうする動機づけとなるものがたくさんあります。」笑ったことを許して下さい。私がなぜ笑っているのか
すぐに分かります。「彼らは確実に最初は否定的に反応するでしょう。」ああ、良いね！皆さんも今笑ってま
すね。「しかし、それは実際には、彼らにとって 非常に建設的なものです。」はい。
木曜日の予備報告が示すところでは、 －聞いてください。－
「この計画はイスラエルにヨルダン渓谷とすべての入植地に対する主権を与え、－よく聞いてください－ エル
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サレムをイスラエルの首都にする。」どんなもんでしょう？「さらに、エルサレムは －用意はいいですか－　
分割されない！イスラエルの統治下で！」冗談ですか？　いいえ。
「さらに、イスラエルの安全保障要求はすべて受け入れられた。和平案には、パレスチナ人にイスラエルをユダ
ヤ人国家として認めるように要求することが含まれる！ガザ地区を非武装化し、ハマスの武器を取り上げる。」
ここからまだ良くなりますよ。申し訳ありませんが、 私はすごくうわついているんです。私は、なんという
か、うわー、うわ ー！
「そして、エルサレムを イスラエルの首都として承認する。この計画では、伝えられるところによると、 パレ
スチナ人はいかなる国境の支配権も持たない。」ええ、彼らは最初はそれに対して少し否定的に反応するかも
しれませんね！　さて、まあ、それは何となく理にかなっていますね。道理で…　納得です。
それが納得だと言った理由をすぐに説明します。トランプの突然の驚くべき発表と招待状は、この2つ目のエル
サレムポストの記事の説明となるかもしれません。「平和チーム」のイスラエル訪問をキャンセルするという 
ジャレッド・クシュナーの決断に関するものです。これは土壇場の決断でした。これは、計画発表のための最
終的な調整であると理解されました。　そして、それは少し混乱を引き起こしました。控えめな言い方をして
いますが。エルサレムポストからの引用を聞いてください。
「元駐イスラエル米国大使ダン・シャピロは エルサレム・ポストに語った。『真剣に考慮してほしいと思うな
ら、その計画を 今、発表する理由は全くない』そして、彼はこう言う。 －引用中です－
『それに基づいて行動できるイスラエル政府が存在しない』」－これを覚えておいてください。－
『そして、我々が知る限りでは、パレスチナ人は即座に拒否するだろう。』そう思うって？『成立しないこと
は初めから分かっている。今、計画を発表する唯一の理由は 「政治的な」ものであろう。イスラエルの選挙で
ネタニヤフを助けようとするか。あるいは、二国家案に反対するトランプの有権者、 支援者基盤を強化するた
めか。』」私はこれに、「または両方、上記のすべて」と 付け加えます。ふ～む。
イスラエルにはトランプの和平案に従って行動する政府が存在しないという、この最後のコメントが 私に強い
印象を残しました。同時に、ネタニヤフとトランプの両方が 裁判にかけられているのは偶然ではありません。1
人は汚職のため、もう1人は妨害のため。1人は起訴され、1人は弾劾の裁判にかけられている。それは偶然だと
思いますか?　私はそうは思いません。そして、私はさらに一歩踏み込んで、それが理由だとも提案します。ど
ういう意味ですか？　私は個人的には次のように信じています。上述の「和平案」はグローバリストの原動力の
一つであり、彼らはこれが実現するのを止めるために、手段を選ばず、全力を尽くしています。なぜなら、彼ら
はこの和平案の内容を知っているからです。そして、それは実現してはいけないからです。だから、ネタニヤフ
もトランプも去らなければならない。彼らはどうやって彼らを取り除くつもりですか?　じゃあ、一方を起訴
し、他方を弾劾しましょう。それでどうでしょう？　勘違いしないでください。トランプとネタニヤフは二人
とも、 非常に頭が良いです。彼らはこの背後にあるものをすべて正確に知っています。そしておそらく、これ
がトランプと、 いくつかの解説がこう示唆する主な理由の1つでしょう。大統領がしたことは、とにかく見事な
ことだったと。
それで、彼は何をしましたか?　まぁ、彼はネタニヤフとガンツが来週火曜日にホワイトハウスを訪問し、まだ
公開されていない彼のイスラエル・パレスチナ和平案について話し合うことを確認しました。
しかし、ツイッターで、彼はこう言いました。彼は、「イスラエルの政治的ライバルが火曜日にワシントンに来
るとき、二人を歓迎することを 楽しみにしている、」と。「しかし、詳細に関する報告と…」
私が今しがたエルサレムポストから引用した、それらの詳細です。「…そしてタイミング」それが発表されるタ
イミングのことですが、 火曜日より前かもしれませんね。「...我々の非公開の和平計画のタイミングは、 純粋
に投機的である。」言い換えれば、どちらに関しても、 憶測に過ぎません。
「これに関して、ネタニヤフは言った。…」 ―引用しています。―『大統領はイスラエルに平和と安全を与え
ようとしています。』あぁ、なんということでしょう！完璧です！『...それにふさわしい平和と安全。』彼は付
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け加えた。『私はベニー・ガンツも ホワイトハウスに招待されるべきだと提案しました。
ガンツが世界の舞台に出る大きなチャンスとなるだろうけれど。』」日刊紙ハーレツは、その招待を、ホワイ
トハウスのうわさされる努力の一環として描写する青と白の情報源を引用しました。
「ネタニヤフが、彼の訴追免除要請のクネセト審議を、3月2日の選挙後まで延期するのを助けるためだ。」
これまで、彼らはそれを否定してきました。なぜなら、彼は起訴されているからです。ところで、その容疑が何
であるか知っていますか?　つまるところ、それが何なのか知っていますか?　ああ、これは考えられません。
彼は仲の良い友人からシャンパンと葉巻のプレゼントを受け取りました。まさか！彼もウクライナに電話したん
ですか?　ごめんなさい。我慢できませんでした。思わずやってしまいました。それは賜物です。それが私の言
い分であり、そういうことにしておきます。さて、それは木曜日のことでした。そして金曜日、アルツ・シェバ
の報道です。 「青と白代表のベニー・ガンツは、世紀の取引に関する議論のための、トランプ米大統領による
ホワイトハウスへの招待を拒否する方向に傾いている。」
記事は続きます。「ガンツと彼のスタッフは、その訪問が罠になるかもしれないという懸念を表明した。
一つには、ガンツを招くという考えを思いついたのが ベンヤミン・ネタニヤフ首相だったからだ」
「ネタニヤフはこれに対し、マイク・ペンス米副大統領との会談の中で説明した。彼がガンツを招待することを
提案した。－これ、聞いてください。ー「ホワイトハウスに素晴らしい友がいて、米国からのそのような支援
を受けて、我々は可能な限り広範な総意を得るべきです。」ああ、もっとよくなりますよ。 皆さん準備ができ
ていますか。いいですか。「...安全と平和を達成する努力を囲んで。」 平和と安全です。
それは引用です。これはネタニヤフです。 「イスラエル国家の安全と平和、平和と安全」 引用終わり。
テサロニケ第一の1章5章3節に戻りましょう。というのも、この人たちは何をするんでしょう?彼らは朝起きて
読むんでしょうか…　ああ、ねえ、私たちは安全と平和について話し始めなくてはならない。
ここで、平和と安全について話す必要がある と言っている。まさしくこれらの2つの言葉。ところで、今朝、私
が準備していたとき、私は思い出しました。確かに、1テサロニケ5章、特に3節を 教えることを念頭に。私は自
分のアーカイブに当時の大統領ビル・クリントンと ベンヤミン・ネタニヤフとの記者会見の音声ファイルがあ
るのを思い出しました。これは90年代ですよね?　そして、彼らが、このたった一度の記者会見で、 彼らがこの
2つの言葉を言ったその回数は、5、6、7回です。 非常に短い記者会見で。それが私のアーカイブにあるんで
す。1995年ですよ。何年前ですか?　15年前?まあ、もっと前ですね。25年前? ありがとうございました。私は
それが25年前であってほしくはありませんでしたが、しかし、はい、25年前です。平和と安全。その後、木曜
日、トランプは記者団に「来週計画を発表するだろう。」と語った。もしかしたら、－よく聞いてください－
その2人のイスラエルの指導者がワシントンを訪問する前に。」ええと。ちょっと待って。日曜日なので、火曜
日の前なら?　つまり、彼は今日の残りと、 明日、月曜日だけですね。ああ、それは非常に興味深いことになる
でしょう。
さて、それは金曜日のことでした。今朝の速報。ガンツは招待を受け入れただけでなく、今、彼はワシントン
に向かっています。 タイムズ・オブ・イスラエルがこう呼ぶもののために。「...電光石火の、トランプとの和平
案会談」何が彼の考えを変えたのでしょうか?　金曜日と土曜日に、彼は「これは罠だ！」 という感じだったの
に。「私は行くつもりはありません！ 私は招待を断るつもりです！ネタニヤフは何か企んでいる！ 私は彼を信
用していない！彼は何をやっているんだ？ なぜ彼らは私に行って欲しいんだ？」
私が思うに、誰かが彼のところに行って、言ったのでしょう。「考えてみてください。あなたがこれに行かな
いのなら、それはどのようなメッセージを送ることになるでしょうね？」興味深いです。もう、分かりませんが、
今週が待ちきれません。それは悪いことですか?　言うまでもないことだと思いますが、
これらの全ての動向に関する憶測は尽きることがありません。これがどのように展開するかについては、 まだ
結論が出ていないように思います。しかし、また、皆さんも同意すると思いますが、そして、私たちはすぐに知
ることになるというのが理にかなっているでしょう。つまり、数週間のうちに分かるでしょうか？長くても、
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数か月で?何かが起こるでしょう、ねぇ？このままの状態で続けることはできません。
私はまたこれを輪ゴムにたとえてみます。輪ゴムを手に取り、引っ張り続けると、ある程度まで伸びてプツンと
切れます。そのように、私はこんにちの地政学的状況を見ています。この輪ゴムは、あまりにも長く、ぎりぎり
まで引き伸ばされてきました。もう時間の問題です。それがプツンと切れるまで。いずれにせよ、一つのことが
明らかです。それは強いアメリカと、分割されていないイスラエル、すなわちエルサレムの両方が、トランプと
ネタニヤフの両方が代表し、グローバリストの計略の行く手を阻んでいます。それは計略なんです。なぜなら、
最終的にはいわゆるグローバリストの唯一の目標は、新しい世界秩序だからです。ナショナリズムではなく、グ
ローバリズム。世界統一政府。世界統一経済。そして、世界統一宗教さえも。そして、それは登場してくる反キ
リストの計画全体に貢献していきます。そして、彼が支配をします。この新世界秩序を。この世界統一政府を。
この世界統一経済を。そして、この世界統一宗教を。ところで、非常に興味深いのですが、そこにはアメリカの
不在と、妥協したイスラエルがなければなりません。それが起こるためには。ネタニヤフとトランプが問題で
ある理由が わかりますか？
なぜこの試みがなされているか分かりますか？　私は悪魔的な試みだとさえ言いましょう。この二人の男性を
その地位から外すために。なぜなら、彼らはこの計略に反対しているからです。もう少しお付き合いください。
ここからが、今日、私が皆さんに お分かちしたかったことです。主が先週、私に本当に教えてくださったこと
です。初めは、私はとても落ち着かなくて、動揺すらしていました。はい、それは控えめな言い方で、 私は
怒っていました。これらのことを見ているだけで。ええ、私は消音設定にしていますが、それでも、時々、私は
消音スイッチを切ることがあります。おおぉっ！その後、私は再び消音に戻します。なんということだ…　一体
全体..　私は、最新のニュース全部についていこうとします。そして、先週は、矢継ぎ早に新しいニュースがた
くさんありました。だから、私は、主よ！...　主は「何をしているのだい」という風に言われます。「落ち着き
なさい。」これが落ち着いていられようか！何が起こっているのか分かるでしょう？　そして、神だけがお出来
になるように、言わば 「適切に語られた言葉」を私にくださいました。最後には、すべてが膝をかがめ、すべ
ての舌が 「イエス・キリストは主です」と告白する、と。神は、これらすべてのことに 最終決断を下されま
す。そして、私は待ち切れません。
使徒パウロは、ピリピ教会に宛てた手紙の中でこう語っています。ピリピ人への手紙2章9～11節。「それゆえ
神は、この方を高く上げて、すべての名にまさる名を与えられました。それは、イエスの名によって、 天にあ
るもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌が、『イエス・キリストは主です』
と 告白して、父なる神に栄光を帰するためです。」
でも、聞いてください。すべての舌は告白することになります。しかし、すべての舌が告白するとき、 それは
どちらかになります。救いへの告白か、あるいは、罪の定めと永遠の地獄行きへの告白か。
さて、なぜそれが私を落ち着かせたのか？　それは、それは私が本当に思い出さなくてはならないことを思い
出させてくれたからです。それは、この平安だけでなく、 緊急性ももたらしました。主だけが与えることがで
きるもの。つまり、それが解決したのです。
ご説明します。平安が来るのは、なぜなら、すべてのこととすべての人をこのレンズを通して 見ることで、私の
反応の仕方が変わるからです。ここに例があります、私は見ています…　私は名前を挙げます。 そして、私が
それを口にするとどうなるか、知っています。アダム・シフ　まぁ！私にとって変わったこと、そして神が私を
どのように落ち着かせてくれたかが、ここにあります。アダム・シフにはイエスが必要です。アダム・シフの舌
は、いつの日か、イエス・キリストが主であることを告白します。もし皆さんが祈るなら…　もし私が、彼が告
白するときに、 それが地獄に落ちるためではなく、 救いのためであるようにと祈ったらどうでしょう？それで
少し外観が変わりませんか？　その人に対する気持ちが変わりませんか?もう少し名前を挙げてみましょうか？　
それとも、私は集団的ため息を受けるでしょうか…　ナンシー・ペロシ。はい！ああ！おっと！ねえ！彼女に
はイエスが必要です。そして、彼女の舌は告白します。 彼女は膝をかがめます。私たちが祈ったら、どうです
か。彼女の舌が、「イエス・キリストは主です」と告白するとき、それが救いのためであって、 地獄に落ちる

トランプ大統領の中東和平案発表/聖書預言」2020.01.26     � /�4 8



Pastor JD


ためでないように。私が何を言おうとしているか、分かりますか?それは全てを変えませんか?　皆さんのすべ
てのものに対する見方が？　私はこれらすべてを見ていて、彼らに同情を感じると言ってもいいくらいです。主
を知らない人たちのために。なぜなら、彼らはとても迷っていて、彼らはあまりにも欺かれているからです。彼
らには見当がつきません。私が決して忘れないことです...　これは数年前、ニューヨークのタイムズスクエアで
あったことです。というのも、人々がすし詰め状態で、私は娘と一緒にいて、とてもしっかりと 彼女の手を
握っていました。ほとんど血が止まるかというくらいに。私は彼女をホテルの部屋に戻そうとしています。そし
て、急に思ったんです。こうした人々の何人が、群衆の何人がイエスを知っているでしょうか？　彼らには、次
に何が起こるのか、見当がつきません。今日起こっていることすべては、イエスが来られようとしていることを
意味します。 そして、彼らは全く知らず、準備ができていません。そして、彼らはとても迷っています。そし
て、そこで緊急性が生まれるのです。というのも、平安が来て、それは私を落ち着かせます。しかし、私たちに
はまだやるべき仕事があるという、この落ち着かない緊急性もあります。クリスチャンとして、私たちはぼんや
りと座って受け身の姿勢を取ることはできません、それについて何もしないでいるなんて！私たちにはまだや
るべき仕事があります。この、私たちが知っている人類の歴史の最後の時に。私たちが持っている希望につい
て、 一人一人に答えを与えることが、 私たちに課せられています。これは使徒ペテロです。 ペテロの手紙第一
3章15節。覚えやすいですね。ヨハネ3章16節、 ペテロ 第一3章15節。
覚えやすいです。
ペテロ 第一3章15節
むしろ、心の中でキリストを主とし、 聖なる方としなさい。あなたがたのうちにある希望について説明を求め
る人には、だれにでも、いつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし、柔和な心で、恐れつつ、健全な良
心をもって弁明しなさい。
私はそこだけで一回分の説教をすることができます。主を分かち合うとき、私たちは大いに過ちを犯すと思い
ます。私たちが感じが悪く、失礼で、辛辣なとき、私たちは穏やかになり、敬意を払う必要があります。それは
また別の機会にお話ししましょう。この節の何が興味深いのかわかりますか？まるで私たちが尋ねられること
を前提としているかのようですね。「ねえ、皆さんの何でしょう？　皆さんにはどこか違うものがあります。」
「あなたは私が持っていないものを持っている。あなたが持っている希望、私はそれが欲しい！それについて
私に教えてもらえますか？　というのも、私はあなたと同じ世界に住んでいるし、そして、私は世界で起こって
いるすべてを見ているのに、...あなたはワクワクしています。私はワクワクしていません！私は恐ろしいです！
私はとても恐ろしいです！この世界はどうなってしまうのだろう！ああ！なぜあなたは恐れていないのです
か？」
ああ、私はあなたが聞いてくれてとてもうれしいですよ。これが答えです。私は希望を持っています。そして、
私の希望はこの世界にはありません。私がこれを言うと、ショックに聞こえるかもしれません。以前にも言い
ましたが、もう一度言います。私の希望はトランプにはありません。トランプは私の大統領ですが、イエスが
私の救い主です。私の希望は、私はこの国を愛していると言っても、この国にはありません！そして、私はこの
国が大好きです!　しかし、私の希望はここにはないのは、 私の家がここにはないからです。ここは私の家では
ありません。そして、私はこれらすべてから得られる結論は、 ねぇ！
あなたは、あなた自身の人生で、まず、 この世と、この世の物事を手放すことができなくてはなりません。な
ぜなら、あなたはもうあまりここにはいないからです。それから第二に、誰かが皆さんに尋ねたとき...　そし
て、彼らが皆さんに聞いているといいのですが、ちなみに、彼らが、皆さんの持っている希望についてあなた
に質問していないなら、ひょっとして？　ああ…私はここで愛をもって 何人かのクリスチャンを不快にするこ
とになるでしょう。ええ、私は自分のことを言っています。まあ、もちろん、牧師として、つまり、 ああ、特
にアラブ人牧師として。皆さんが持っている希望について彼らが尋ねてこないなら、たぶん、理由があるんでしょ
う？　そのように言ってもいいですか？　というのも、私は他の言い方を知りません。私はできる限り愛情を
込めて、私は皆さんに 本当のことを言わなければなりません。愛をもって真実を。つまり、 誰も皆さんに尋ね
て来ないなら、おそらく、彼らが皆さんに聞いてこない理由があるのではないですか？　だから、誰かが皆さ
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んに尋ねたら、 そしてそうだといいのですが、「ねえ、どうしてそんなにうわついているの？　そのつまり、
どうしてそんなに興奮しているの？」
なんということでしょう。 私が興奮している理由はここにあります。ルカの福音書21章。ところで、聖書の中
で見せてください。何年も前のことです… 彼もジプシーでした。　...私は彼に福音を分かち合っていました。
彼はロニー・マークスという名前です。私は自分の聖書を持っていました。 私たちは車の中にいて、 聖書をド
アポケットに入れていました。彼が私に尋ねてきたので、 私は彼に分かち合い始めました。それから私が聖句
を引用し始めたら、彼は 「いいえ、あなたの聖書を見せてください」と 言いました。私はそれでとても反省し
ました。だから、私は自分の聖書を引っ張り出して、 広げ、そして、彼に見せました。 彼がそれを見ることが
できるように。さて、ここで問題があります： 見ることは信じることですか？　それは実際には逆です： 信じ
ることは見ることです。しかし、私は聖書で彼に見せました。ルカの福音書21:28を見せて、そこから始めまし
た。イエスは言われました。 「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。」
それから、「あなたはイエスが何について 話しておられたか知っていますか?」 と聞くのです。
「イエスは聖書の預言のすべてについて 話しておられたのです。」それから、イザヤ書17章1節を彼に見せまし
た。「今、シリアで起こっていることすべてそれは預言です。そして、それは起こっているのです。」ロシア？
イラン？トルコ？エゼキエル書 38章。あなたは聖書にそってそれらを見せることができるのです。おぉ、テサ
ロニケ第一5章3節を見せると、それはその場ですぐに人々の 「ハードディスクをぶっ壊す」ことになるでしょ
う。「人々が『平和だ安全だ』と言っているその時に」 そればかりが聞こえてきているんです。柔和な心で、
敬意をもって、愛情込めて、 思いやりを持って、忍耐をもってこれを行うのです。何度も、私は主に忍耐を与
えてくださいと祈り求めています。なぜなら、私は自分自身の中に「良いことは何もない」ということを知って
いるからです。私の肉の中では、主と離れては、 私は何もできないからです。実際、私はさらに一歩踏み込ん
で、 こんなことを提案します。主に祈って、だれかをあなたのところに連れてきてくださいとお願いしてみて
はいかがでしょうか？　今週。...そして、彼らに答えを与える準備をしましょう。そして、彼らに分かち合いま
しょう。世界で起こっていることを見ながら、 私がワクワクして、恐れていないのは、それが不安にさせるよ
うな、 不確実なものであっても、神がみことばの中で、主が戻って来られる前の終わりの時に、世界で何が起
こるか、 言われている通りだからです。主は来られようとしているんです。 だからこそ私はワクワクしている
のです。だから、私は励まされています。だから、私はビクビクしていません。ええ、でも、あなたはテレビに
怒鳴ってる。いやその、それ以外はということで...　私はだんだん向上していますよ。 主はその点で私を扱っ
ておられます。ところで、私たちがこれらの預言アップデートをする理由の1つは、あなたに備えさせるためで
す。イエス・キリストの福音と子どもでもわかる、救いのABCで締めくくるのもそのためです。福音が子どもで
もわかるくらい簡単だと知っていますか？「福音」という言葉はどういう意味ですか？　良き知らせ、あなた
の負債が支払われました。あなたは釈放されて自由になりました。どのような負債ですか？　ああ、死刑を伴
う罪の負債です…　それが良き知らせです。イエス・キリストが来られて、十字架につけられてあなたの身代わ
りに死なれた。墓に葬られ、三日目によみがえられました。そして、いつか再び戻って来られます。すぐに、も
のすごくすぐに！良き知らせです！　それが福音です。
さて、もし誰かが皆さんのところへやって来て「どうすれば救われるの?」と聞かれたら、あなたは彼に何と言
いますか？「え～と、牧師に聞いてみます。」と言わないでください！いいえ、皆さんは彼らに答えます。希望
と、子どもでもわかる簡単な救いを 分かち合いましょう。ところで、これは唯一の方法ではありません。誰か
に分かち合う簡単な方法の一つに過ぎません。イエス・キリストの救いの知識がわかるように、 誰かと一緒に
祈るのです。

Aは、認める（admit）あるいは 認識する（acknowledge）あなたが罪を犯したこと、 救い主が必要であること
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を。これが悔い改めるということです。それは思考の変化です。それは「私は罪を犯した」という認識です。そ
して、あなたはその罪から、罪の赦しのために 救い主に向き直って、方向転換するのです。
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。」とあります。あなたは良い人かもしれま
せんが、 それだけでは決して十分ではありません。
そして、ローマ人への手紙3章23節は、 私たちにその理由を教えてくれます。それは、「すべての人は罪を犯し
て、 神の栄光を受けることができ」ないからです。非常に興味深いですね。 それはアーチェリー用語です。そ
れは的を外し、ブルズアイ（的の中心点）を外すという意味です。あなたが矢を放ち、的を外したら、彼らがあ
なたに何て言うか知っていますか?　「お前は罪を犯した！」私が？「そうだ。」 私はただ的を外しただけで
す。そうです。あなたは的を外した。 遠く及ばなかった。それが「罪」という言葉の意味です。私たちは皆、
罪を犯しました。 私たちは皆、不十分なのです。わたしたちは皆、神の完全な義の標準という的を外してし
まったのです。さて、裁判にたとえることをお許しいただけるなら、私たちは今、量刑段階にいます。私たちは
有罪と宣告されています。私は有罪です。どのように歎願しますか？ 告訴の通り有罪。私は神の律法に背いた
ために有罪です。私は罪を犯しました。さて、今、あなたは判決を受けます。あなたは判決が何であるかをご存
じですか？　死刑。
「罪の報酬は死です。しかし 」 ここで良い知らせが入ってきます。
「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。」（ローマ人への手紙6:23）
それが良き知らせです。永遠のいのちの贈り物。主はそれを全額支払ってくださったのです。そして、主は私た
ちにそれを差し出してくださっています。主がそれを支払われました。そして、主は永遠のいのちを、私たちに
差し出しておられます。

Bは、イエス・キリストが主であることを あなたの心で信じる（believe）。
ローマ人への手紙10章9～10節にはこうあります。
「…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。」
それはかなりはっきりとしています。　使徒ヨハネは「永遠のいのち持っていることを 知ることができる」と
言います。「永遠のいのちがあればいいな」 というのではありません。いいえ、永遠のいのちがあることを 知
ることができるのです。あなたは救われるのです。

そして最後に、C。 主の御名を呼び求める。（call）
または、ローマ人10章9～10節がまた言うように、 イエスは主であると、口で告白する（confess）。
私たちはこのことについて話しました。 救いへと。地獄に落ちるのではなく。
「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、ここに理由があります。
「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。」
そして最後に、ローマ人への手紙10章13節、 私のお気に入りの節です。ね？
「主の御名を呼び求める者はみな救われる。」
質問があります。愚問をお許しください。「みな」って誰ですか？　皆さんには資格がありますか?誰も手を挙
げてないの？ うわー、誰も「みな」ではない？　皆さんは「みな」ではないのですか?　「みな」は全員を意
味しませんか?　私はギリシャ語の新約聖書の原文でそれを調べました。「みな」という言葉が何を意味するか
知っていますか？ 「みな」では、もう一度やってみましょうか？　もう少しで終わります。お付き合いくださ
いね。オンラインの皆さん、あなたは「みな」の一部ですか?　まあ、それは断然良いですね。私を甘やかして
くださってありがとうございます。私は「みな」です!　それらしく見えないというのはわかっているんです
が、そうなんです！　私は「みな」です。
「主の御名を呼び求める者はみな救われる。」
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救いは祈り一つで得られると言っても差し支えないと思います。私は皆さんにお願いします。 もし、今日ここ
におられる方で、今まで一度も主の御名を呼び求め、心で信じて、口で告白したことのない方は、今日、皆さ
んの人生で最も大切な決断をなさって、永遠のいのちを受けるように、お願いします。なんということでしょう！
そのような決断を、 どうして先延ばししたいのですか？　こんにち起こっていることすべてを考慮した上で？　
私はずっと喋り続けてきました。 時間が分からなくなってしまいましたが、時計を見ないで！もうすぐ終わり
ます。しかし、私は40分ほどもしゃべり続けています。私たちが生きている時の緊急性について、あなたにお
話しています。そして、主が戻って来られることが 近いということを。皆さんがこれを知っていると良いので
すが、もしかしたら、これを言う必要があるかもしれません。私は絶対に、主はいつでも戻って来られ得る
と、 全身全霊で信じています。それは私が聖書預言を教えているからというだけではありません。いいえ、私
は本当にこれを信じていて、 長年これを信じてきました。私は38年間、主とともに歩んできました。私は1980
年代に聖書預言を勉強し始めました。計算しないでくださいね。 私が始めたのは5歳のときでした。そこで、私
は1980年代に聖書の預言を勉強し始めました。私は1980年代から信じていました!　主はいつでも戻って来るこ
とができるということを！　そして、私たちは2020年にいますね？　ローマ人への手紙13章でパウロが言った
ように、
「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。」
ご起立ください。ところで、ご清聴ありがとうございました。

主よ、感謝します。主よ、聖書預言を本当にありがとうございます。主よ、それは私にとって面白いものです。
私たちはこのような時に、テサロニケ人への手紙第一を学ぶことになるとは。これらすべての預言的意義のあ
る展開がこんにち世界であなたがおっしゃった通り、正確に起こっています。和平合意、国々の団結、こんに
ち起こっているのを 私たちが見ているすべてのことが一点に向かって収束しています。あなたがおっしゃった
通りに。 そして、それが意味するのはただひとつです。誰もがどちらかの側につきます。しかし、それはイエ
ス様、あなたの戻ってこられるのがそこまで来ていることを意味します。準備ができていて、あなたを知ってい
る人たちと、そして、そうでない人たちがいます。ですから、主よ、私は今日、ここにいる人でも、オンライン
を見ている人でも、 あなたを知らない方がいれば、今日、彼らがあなたとの関係を正し、 あなたの御名を呼び
求め、彼らの心で信じて、彼らの口で告白するように、 お祈りします。主よ、ありがとうございます。マラナ
タイエス様、早く来てください。
イエス様の御名前でお祈りします。アーメン。

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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