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2020年1月に起こった世界情勢と聖書預言の照合
ゲストスピーカーBarryMeguiar氏の証2020.02.09
https://www.youtube.com/watch?v=brl5WJeV5pc

一息つきたいと思います。その理由は、2020年の最初の月だけであまりにも多くのことがあまりにも速く起こ
りました。あまりにもそうなので、もしもこれがこの先に待ち受けているものの兆候であるとすれば、私たち
は霊的なシートベルトを装着して、腕まくりをした方が良いでしょう。
比喩を混ぜて使っていますが、お許しください。なぜ私がここでそれらのたとえを選んだか、まもなく理由が
わかるでしょう。先週、私はいくらか時間をかけて、そして、確かにそれなりの時間がかかったのですが、リス
トを作成してみました。振り返ってみたかったんです。今日は2月9日です。早いですよね？だから私はさかの
ぼって、1月の一か月間だけで起こったことをすべて、ざっと振り返ってみたかったんです。そこで、私はこの
リストを作成しました。私はそれを凝縮しなければなりませんでした。私は1月に起こったことを10件だけお話
ししたいと思います。

1.昨年7月に始まったオーストラリアの山火事は、現在までに、1,600万エーカー以上を燃やしました。
最近の記憶の中では、最悪のものです。全体像をつかむために比べてみます。神が奇跡的に私たちに与えた下さっ
たこの地所ですが、海からセブン・イレブンまでは3.1エーカーです。1600万エーカーですよ。

2.カセム・ソレイマニがバグダッドで米国の攻撃によって殺されました。イランが我々の大使館を攻撃した後で
す。多くの人は、それが進行している間、それがまたリビアのベンガジのようになるかもしれないと恐れていま
した。しかし、ありがたいことに、それは起こりませんでした。アメリカ人死傷者は出ませんでした。イラン
が報復として、イラクにある我々の基地に対して攻撃を開始した時でも、です。神の恵みによって、アメリカ人
犠牲者は一人も出ませんでした。

3つ目。これはデッカイです。私は多くの皆さんと同じように、これに注目してきました。中国はついにコロナ
ウイルスという名前の新しいウイルスを特定したことを認めました。それは現在、世界的に広がっていて、その
数字は控えめに言っても、恐ろしいものです。ところで、このリストにある事柄はすべて私は聖書預言の観点か
ら、特定の聖句と結びつけることができます。聖書預言はこのリストにあるすべての事柄と、他の多くの事柄に
関連していますが、時間の都合上、それらのことについてはお話しできません。このコロナウイルスですが、ま
だどうなるか分かりません。しかし、黙示録の6章8節に、青ざめた馬に乗っている者と、死と破壊のことがあ
ることに留意するべきでしょう。それが描写しているのは、世界的流行病の広がりで、地球の人口の1/3を一掃
するウイルスによるものだと信じられています。ギリシャ語新約聖書の原語を調べると、それは、そのようなこ
とを語っています。マタイ24章7節。イエスは、弟子たちの次の質問に答えられます。
「あなたの来られる時や世の終わりには、どんな前兆があるのでしょう。」
イエスは、戦争や戦争の噂があると言われます。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、地震、飢饉、疫
病が起こるだろう、と。そして、イエスはそれらのことすべてを産みの苦しみになぞらえます。
それは、徐々に頻度を増し、徐々に強度を増していきます。私は多くの人々がこれを非常に注意深く見守ってい
るのを知っています。それは確かに、懸念して当然のことです。

4つ目。これは面白いですよ。それは1月の最後の日に起こりました。英国はついにEUを離脱しました。「ブレ
グジット」と呼ばれるものです。それは、英国が正式に離脱を発表した2017年3月に始まりました。これは大き
いです。多くの人は、これがエゼキエル38:13を説明するかもしれないと提案しています。タルシシュの獅子に
関して、それが英国のことである、と。

5.ロシア政府は、ドミートリー、この人の姓の発音の仕方が難しいので、我慢してください。メドベージェフ　
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彼の第二次内閣が総辞職し、ある人たちの信じるところでは、今やウラジーミル・プーチンが最高指導者とな
りました。ロシアにおいて、無期限に。繰り返しますが、多くの人は、これがものすごくエゼキエル38章に似
てきたと提案しています。そしてゴグ、G-o-gと呼ばれるこの人物に。

6.トランプ大統領が、長く期待されてきた和平案を発表しました。　「世紀の取引」と呼ばれるものです。さ
て、私たちはこのことについては、先週時間をかけてお話しました。YouTubeのビデオでご覧になることをお
勧めしたいと思います。私たちはその中でこの案を検討しています。私にとって交渉決裂の要因となるのは、
181ページにわたる案の中の35ページ目にあります。セクション21に、「主張の終結、紛争の終結」とありま
す。主張の終結?　主張の終結とはどういう意味ですか?　あら。紛争を終わらせたければ、主張を終わらせる
必要があります。まあ、どんな主張?　ああ、エルサレムに関するイスラムの主張と、エルサレムに関するユダ
ヤ人の主張です。えっ？？　だから基本的に、それは..
私はこれについてあんまり感情的になりたくありません。先週感情的になりましたから。だから、先週の動画
をご覧ください。でも、これだけは言わせてください。あなたはエルサレムに関するイスラムの違法な主張を正
当化し、同時に、エルサレムに関するユダヤ人の正当な主張の合法性を認めていません。
あー、もしもーし。私はそれには賛同できません。だから私は、これがゼカリヤ書12章の預言の始まりである
可能性が十分にあると信じています。エルサレムの分割に関する預言です。そして、おそらくもっと重要なこと
に、ダニエル9:27の預言の成就です。反キリストが（契約を）固め、強化し、より優れたもの、より素晴らしい
ものにすること、ヘブライ語および私の母語のアラビア語では「ヒグ・ベル」言い換えれば、そこに暗示され
ているのは、反キリストがそれ強化し、固めるため、「ヒグ・ベル」にするためには、すでに何かが検討中で
なければならないということです。これが、それかもしれません。

7.ベンヤミン・ネタニヤフとベニー・ガンツがホワイトハウスへの招待を受け入れました。3月2日の選挙に先
立って発表を行うためです。選挙まで、もうわずか22日です。今回で3回目の選挙です。あなたが私と同じ
ニュースフィードを読んでいるなら、この選挙で決定的な結果が出るという望みはあまりありません。首相が政
権を樹立するという点では。これもまた、本当に注意深く見守るべきものです。

8.トランプ大統領の弾劾裁判が上院で始まり、無罪判決につながりました。先週のことです。

9.進行中の戦争や自然災害がエスカレートし、また、世界中で抗議行動も増えました。

では、10件目。私はこれを最後に選びましたが、決して重要でないわけではありません。原子科学者会報は世
界終末時計を動かしました。1947年に開始して以来、真夜中に最も近い位置に。皆さんは世界終末時計の存在
を知っていましたか?　あるんですよ。ごきげんよう。というのも、今は真夜中まで100秒ですから。1947年以
来、最も近くなっています。面白いことに、イスラエルが国家として帰還する1年前でした。それは、聖書全体
の中の最も強力で奥深い預言の一つを成就したと私は信じています。言うなれば、時計を作動させたわけです。
これは全部1月のことです。私を愚か者と呼んでください。確かに、もっとひどい呼び方をされたことがありま
す。しかし、何ということでしょう。からかってるんですか。これがすべて、今年の最初の月に起こったのです
か?　今日のアップデートの準備をしながら、私は主に話しかけ、主に尋ねていました。主は私に思い出させて
くださいました。実際、主は私を2006年に連れ戻されました。私が主から、聖書預言を教え始める時だと言わ
れている気がした時でした。
これは14年前の2006年のことです。　私は2006年にこの聖書預言アップデートを毎週やり始めました。私がこ
う言うと、中には信じられなくて首を振る人たちがいるでしょうが、しかし、もともと、アップデートはほん
の5～10分の短いものでした。こんな反応の人がいますね。ええぇっ。10分間のアップデートは、まあ、14年
間やっていませんね。しかし、毎週、私がお話ししているのは、いかに、現在の出来事が、聖書にあるこれら
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の預言を指しているかです。その当時、私は、私たちが人類の歴史の中のある時期に入ろうとしていると感じま
した。それは私たちが前に見たことがなく、また、二度と見ることのないものです。それが2006年でした。
2016年に早送りします。ドナルド・J・トランプがアメリカ合衆国大統領に選ばれました。私は、それに続く
アップデートであるコメントをしました。2016年11月のトランプ大統領の当選が実際にいかに聖書の預言、聖
書の預言の成就を速めることになると私が信じているか。約3年半後に早送りすると、私は告白しなければなり
ません。私はすべてのことが起こっている迅速さに少し驚いています。聞いてください。私たちは驚くべきでは
ないんです。これはまさに聖書が終わりの時に起こると言っていることだからです。物事はスピードアップしま
す。黙示録第22章に注意を向けたいと思います。聖書の中の最後の書の最後の章です。12節。イエスが言われ
たことを聞いてください。ヨハネは御霊によって書いています。イエスが言っておられます。「見よ。わたしは
すぐに来る。」その言葉を覚えておいてください。「わたしはそれぞれのしわざに応じて報いるために、わた
しの報いを携えて来る。」その「すぐに」という言葉は、ギリシャ語新約聖書の原語では、「タクオス」とい
うギリシャ語です。タコスでも、タコポキでもありません。タクオス。車にあるタコメーター（回転速度計）
という英単語は、ここから来ています。だから私はシートベルトのたとえを使っているのです。それは一定の時
間です。それは測定値です。時間は1分間に設定されています。それは分毎の回転数の測定基準、"rpm"です。皆
さんはここでイエスが仰っていることが分かりますか？イエスは、「わたしは物事が回転速度を上げている時
に来る」と言っておられるんです。　スピードアップしている時に。「レッドゾーン（最大回転数）に達してい
る時に」と言ってもいいでしょう。「わたしは物事が本当にものすごく速く進んでいる時に来る。」使徒ペテ
ロはその第二の書簡の3章9節でこう述べています。
「主は、ある人たちがおそいと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。か
えって、あなたがたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを望まず、
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。」（２ペテロ3:9）
皆さんは、主が遅れていると思うかもしれません。主が来るのを遅らせていると。と言うのも、私はこれで、
何年間聞いて来ましたか?　主が戻ってこられる!　しかし、私たちはまだここにいます。
ところで、それは、それ自体で聖書預言の成就です。ペテロはその章の冒頭に書いています。終わりの日に、あ
ざける者たちがやって来て、私たちのようなクリスチャンをあざ笑う、と。私たちは、「主が来られる！主が
来られる！」と言います。「キリストの来臨の約束はどこにあるのか。」誰もがそれは自分たちの生きている
間に起こると思ったが、主はまだ来ていない。さて、その理由はここにあります。主がまだ来られていない理
由は、それは、主が、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるからです。パウロがローマの人たちに
第11章25章で書いたことを考えてみてください。彼は基本的に、その最後の異邦人が救われるまで携挙は起こ
らないと言っています。異邦人の完成のなる時まで。その最後の異邦人が救われるとき、あら、ごめんなさい
ね。何人か、皆さん起こしちゃいましたね。お帰りなさい。歓迎します。その最後の異邦人が救われるとき、
私たちはここから出て行きます。ちょっとくだらないことなのは分かってますが、お許しください。私の頭は
こんな風な配線になってるんです。私のために祈ってください。私はいつも疑問に思っていました。その最後の
異邦人は誰だろう?　私たちは知ることになるんでしょうか？　それがだれであれ、私は神がその人にそんな仕
打ちをされるとは思いません。なぜなら、彼らは天国の「証人保護プログラム」に入れられないといけなくな
るでしょうから。
なぜなら、「あんたか!」「お前だな!」「何でそんなに長くかかったんだ?」聞いてください。私は最後の異邦
人が1982年以前に救われなくて良かったと思います。私は取り残されていたでしょう。私は福音を聞いていな
かったでしょう。私は膝をかがめて、口で告白し、主の御名を呼び求め、イエス・キリストを知って、救われて
いなかったでしょう。最後の異邦人が救われていたら。70年代に、「主が来られる!　主が来られる！」ダメで
す！主は70年代に戻って来てはいけません。私はまだ救われていません!　私は1982年まで救われませんでし
た。'83年ならいいです。それなら大丈夫です。皆さんの中には、「ダメ。'83年でもだめですよ。」と言ってい
る人もいますね。そして今、2020年です。そして、主はまだ来ていません。そして、これがその理由です。さ
て、彼は11節と12節で続けます。11節の後半と12節の前半です。ペテロがこれに関して何と言うか、聞いてく
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ださい。
「あなたがたは、どれほど聖い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして、神
の日の来るのを待ち望み、」それから彼はこう言います。お待ちください。いきますよ。
「その日の来るのを早めなければなりません。」（２ペテロ3:11-12）
え？　私たちは主の来られるのを早めることができるのですか?　どうやって？　さあ始めましょうよ！　
ちょっと待って。私は神が主権者だと思ってました。ああ、そのとおりですよ。でも、私たちが主が戻って来ら
れるのを早める方法があるのです。その方法が何であるかを知りたいですか?　尋ねてくれて、すごく嬉しいで
す。皆さんは尋ねてくれてますよね?　息をひそめて待ってますね。　答えは何ですか?　私は主の来られるのを
どうやって早めることができますか?　その方法は次のとおりです。手遅れになる前に、失われた人たちに働き
かけ、彼らを勝ち取ることによって。まだ時間がある間に。そして、時間はまだあるのです。それほど多くの時
間はありません。時は近づいています。しかし、その最後の異邦人が救われるまで、私たちには、失われた人
たちに働きかける機会があるのです。まだ時間があるうちに。このために、2年前に、私はアップデートの終わ
りに...　私は、使徒パウロが「もし（イエス・キリストの）福音を宣べ伝えなかったら、私はわざわいに会いま
す。」と言ったことを考えます。つまり、私が福音を宣べ伝えなかったら、呪いが私に来るのです。だから私は
本当に主から言われているように感じました。イエス・キリストの福音でアップデートを終わらせ始める必要
がある、と。そしてイエス・キリストにある救いをもって。そのために、私たちは、その時に、ABCの救いを
始めたんです。
その結果として、私たちのオンライン教会から、世界中の人々がたくさん、イエス・キリストの救いの知識に
到達しました。そしてそれと同時に、私たちは皆さんをも備えました。皆さんが信仰を分かち合う上で、簡単
にできることを提供しました。さて、これが、本日の皆さんに用意したビックリにつながります。バリー＆カレ
ン・マグアイアーさんご夫妻が今日ここにいらっしゃっています。彼は先週私にショートメールをくれました。
「やあ、私は今度行きますよ。あなたが教えますか？」私は言いました。「教えますけど、あなたにもお話し
てもらいますよ。」それで、私は彼に壇上に上がって私たちにちょっとお話ししてもらえるようお願いしました。
皆さんの多くは彼のことをマグアイアーズ・カーワックスの社長として、またカー・クレイジー・テレビの司会
者として知っていると思います。しかし、彼はまた、「リバイバル・アウトサイド・ザ・ウォールズ（壁の外の
リバイバル）」と、「イグナイト・アメリカ」の会長でもあります。私は画面上にウェブサイトを提示していま
す。皆さんがそれらのウェブサイトを訪問することを心からお勧めします。彼の「IgniteYourLife（人生を燃え
立たせ）」テレビの放送を見ることができます。これは、スペクトラム・ケーブルTVの一部チャンネルで放送
されています。
私はジャック・ヒブスと協力して彼をKALO（カロ）TV（クリスチャン放送）で放送してもらおうとしていま
す。基本的には、それは、皆さんや私のような人々が信仰を分かち合う番組です。信仰を分かち合う際のあの怖
れを克服して。私はここ数年、バリーさんと奥様のカレンさんと知り合う特権に預かりました。バリーさんは、
私にとって個人的に、ものすごい励ましとなってきました。さらに重要なことに、彼は私に信仰を分かち合う
よう、私を奮起させました。「何を言ってるんです?あなたは牧師でしょう。」それが問題なんです。「どうい
う意味ですか。」それはとても簡単なんです。というのも、私には説教壇がありますから。私はこの説教壇の
後ろに隠れることができます。私はここに立っていると、かなり見栄えがいいでしょう？ところで、オンライン
の皆さん、私の身長は6フィート（183㎝）です。知っておいてください。みんな私の背が低いと思ってます
が、私は身長は6フィートです。ああ、すっきりしました。私はそれを思い切って言って、さっぱりしたかった
んです。それで、私はこの説教壇の後ろに立って、マイクもあります。皆さんの注意も引いています。もしそう
でなければ、私は叫んだり、手を叩いたりして、皆さんの注意を引きます。ここに立って福音を分かち合うのは
とても簡単です。1対1となると?　いやはや...　「主よ、どうしたらいいですか?」バリーさんは、もっと１対
１で私の信仰を分かち合うように、本当に私を励まし、私を奮起させてくれました。だから私は彼に15分ほど
私たちにお話しくださるようお願いしました。そして、私たちがどのように信仰を分かち合えるか、実践的な
方法と例で励ましてくださるように。ひょっとしたら、あなたが最後の異邦人をキリストのために勝ち取る人

2020年1月に起こった世界情勢と聖書預言の照合� /�4 12



PastorJD

になるかもしれません。私たちは家に帰れるんです！　では、私と一緒にバリー・マグアイアーさんを歓迎して
いただけますか。....　

彼は最高じゃないですか?　私はそう言ってもらうために彼にお金を払いました（笑）JD牧師、私はあなたが大
好きです。あなたという友がいて、すごく嬉しいです。ああ、それもいただけるんですか?　すごいな。いい
ねぇ、これで私も正式ですね。ありがとう。きれいだね。とても素敵です。ありがとう。私たちはBJバート
ウェルとボブ・バートウェルに感謝ですね。
彼らは今、これを見ていますよ。彼らは私たちを引き合わせてくれました。私はあなたのことを知りもしなかっ
たでしょう。それが今は、この友情に至ってます。だから、BJとボブ、ありがとう。そして、私の妻に感謝しな
ければなりません。私が言うことはすべて、私の証をお話しするのですが、それは私たちの証しなんです。カレ
ン、56年です。カレン、立ち上がって。私の人生の多くの奇跡...　私は一日中、私の人生の奇跡についてお話し
することができますが、最大の奇跡は、この女性が、56年間私と一緒にいてくれていることです。彼女は聖人
です。彼女は私が目標からズレないようにしてくれます。私を励まして、日中は私に聖句を送ってくれ、私のた
めに祈ってくれます。彼女自身にも証があって、彼女は話をするのが上手で、ここで私がやっていることをやっ
ているべきなんですが、JDは私に依頼してくれたので、今朝は私がやらせていただきます。私が昨年お話しし
た時にここにいた人は、どのくらいいますか？　うわー！かなりたくさんいますね。いいですよ。　昨年、私
がお話ししたのは、言ってみれば、私たちが信仰を分かち合うことの義務のようなことでした。それは義務付
けられているんです。言い訳の余地はありません。私たちは本当に信仰を分かち合うことから逃げ出すことはで
きません。それが私たちのやるべきことです。言うまでもなく、それが大宣教命令です。そこで、私はそこから
進んで、少し「やり方」を読んでみようと思いました。そうしたいと思います。それは簡単だからです。「信仰
を分かち合う」と思うと、ああ、私は信仰を分かち合わなければならない。そうするべきなのは分かっている
けど、そうしたら緊張して、手に汗をかいて、喉がイガイガします。何を言おうか?勉強しなくちゃぁ…　全然
そんな感じじゃないんです。とにかく、そうじゃないんです。信仰を分かち合うのは、呼吸するようなもので
す。…皆さんが信仰を分かち合っていないなら、あなたには、クリスチャンであることがどういうことなのか分
かっていません。あなたは萎縮しているんです。萎縮。あなたはただ下へ下へと行きます。あなたは萎縮するだ
けです。あなたの体と同じです。運動しなかったら、そうなってしまうんです。JD牧師、あなたはちょうど形
だけの人たちについて話していましたね。　...何が起こるかというと、私たちはサインアップ（登録）します。
私たちは救われます。その後、我々はチームに加わるんですが、我々はただベンチに座っています。ジョン・マ
クスウェルがうまく言いました。私たちはただ円陣にとどまって、一度も円陣から出ない。みんなは歩き回っ
ている。私たちは円陣で何をしているのか?　それはチームスポーツです。「どうやって人々をひざまずかせた
り、罪人の祈りを言わせるのか分からない」という考え、「私にはどうやったらいいのか分からない」とか...　
それが起こることはほとんどないんです。その場ですぐに彼らを救いに至らせるということではないんです。彼
らをイエスに近づけるということなんです。「今週誰かを見つけよう」というこのアイデア。私は2週間前に牧
師とご一緒しました。私は「今週誰かにあなたの信仰を分かち合う」というビデオを撮っています。私は彼に
言いました。「いいよ。私が今週一緒に過ごす、すべての地獄に向かっている人々の中で、どの人を選ぶべきで
すか?　どうしたら分かるんですか?」私は毎日驚いています。毎日皆に信仰の話をしているからです。
もうすぐその方法をお教えします。応答する人たちは、多くの場合、最も応答しそうにない人たちです。
タバコや入れ墨した人たちなんかです。決めつけるつもりはありませんが。しかし、それはしばしば最も可能性
が低いと思われる人なんです。なぜなら、人々は様々な形で主のもとに来るからです。色んな理論があって、6
回とか20回とかかかると言われます。私たちはそのリストのどこかにいるんです。聖書には、種をまく人たちが
いれば、水をやる人たちもいる、とあります。しかし、収穫をもたらすのは神です。私は初めの頃、とてもイラ
イラしていました。私は彼らを救いに至らせなかった。私が彼らと話していると、彼らは全然外れた方に行っ
てしまいます。私はまだ3点目に到達したかった。彼らを3点目に連れ戻さなきゃ。それはイライラすることで
した。私は重荷を感じて、やり通さねばと思っていました。そして私は気づきました。神は言われます。「彼ら

2020年1月に起こった世界情勢と聖書預言の照合� /�5 12



PastorJD

はあなたの愛によって、あなたがたがわたしの弟子であることを知るのです。」ただ人々に愛を注ぐんです。そ
れから神は言われます。「考えなくてもいい。」「わたしがあなたに語るべき言葉を与えよう。聖霊があなた
を導くから。」それで、すべての重荷が取り除かれます。この「隣人を自分のように愛しなさい」ということ。
神を愛しなさい。これらは2つの素晴らしい聖句ですよね?「神を愛し、自分を愛するように隣人を愛しなさ
い。」そして、続けて、この2つのことを行うと、他のすべてのことが満たされるとあります。どうしてそうな
るのか?　だから、私はそれら2つだけを心配すればいい。他の8つについて心配する必要はないのですね。私は
律法的な環境で育ちました。これもしなくちゃ、あれもしなくちゃ、と思っていました。私はいつも心配して
いました。何をしなくちゃいけないんだろう？私は神を怒らせたくない。イエスでさえも言われました。「わ
たしがわたし自身を聖め別つのは、あなたのためではなく、彼らのためです。」彼らが聖め別たれるために。」
神は、今すでに私を愛している以上に、私を愛することはできません。そういうことではありません。神が私
をもっと愛してくださるようにと、神を尊重する人生を送ろうとするのではなく、他の人々が神を見ることが
できるように、神を尊重する人生を生きることです。だから、私たちがチームであると認識するとき、私たち
は登録し、そして、自分のポジションでプレーします。そして、私たちのポジションがどこであれ、そこで自分
の役割を果たすのです。主婦、高齢者、高校生、教師、弁護士など。それはあまり重要ではありません。私は
車のワックスを販売しています。私は信仰を分かち合うというこの重荷を感じて、「フルタイムで奉仕するべき
か」とまで思いました。1973年です。私は1973年に私の人生の中で最も熱烈な祈りをしました。私はオフィス
へのドアを閉め、言いました。「神様、あなたが私にフルタイムで奉仕させたいなら、私はそうします。しかし、
私がそうしたら、私の小さな家業は、当時は非常に小さかったのですが、おそらくそれは失敗するでしょう。
だから、私は耳に聞こえる声であなたに語ってもらわなければなりません。」それがまさに私が神に言ったこ
とです。
20分も経たないうちに、ある男が私のオフィスに入ってきました。私たちのウェブサイトで彼とのインタ
ビューを見ることができます。彼はもう亡くなっています。デビッドが私のオフィスに入ってきました。それは
私が話したことがない人で、目を合わせたこともありませんでした。彼は私の教会にいましたが。私は彼がア
フリカの布教対象地で育ったことを知っていました。彼は私のオフィスに入ってきました。「この辺にきたから、
立ち寄ってみようと思って。調子はどう?」私は思いました。彼はおそらく、私みたいに、かっこいい車やピカ
ピカの塗料には興味がないだろう。宣教師の子供だから。だから私はただ彼と信仰の話をし始めました。彼は
私を見て言いました。「おやまあ。神はここであなたに素晴らしいミニストリーを与えらてますね?」　う
わー。　私は「どうしてそう言うのですか？」と聞きました。　彼は言いました。「牧師には、あなたが働き
かけている人々に働きかけることができないでしょう。ビジネスマンとして、あなたにはできます。明らかに、
あなたのビジネスがあなたの説教壇です。」
うわー。皆さん、あなたがどこにいても、あなたが世界のどこにいても、ビジネスでも、あなたが人生で何を
するにしても、それがあなたの説教壇です。あなたは影響力を持っています。そのために、神はあなたをそこに
置いてくださったのです。それを裏付ける聖句はたくさんあります。そして、あなたがそうする時、あなたが神
を愛し、自分を愛するようにあなたの隣人を愛するとき、あなたは彼らの救いを自分の救いのように、気にか
けるのです。分かりますか?　あなたはそれが分かりますか?「その二つをやるなら、残りも全部やるもことに
なる」とイエスは言いました。だから、自分を愛するように隣人を愛するなら、あなたは自分の救いと同じよ
うに、彼らの救いを気にかけます。では、先に跳んで、それが神の目的だと言いましょう。神は失われた人々を
探し出し、救うために来られました。どうやったら信仰を持てるか、知りたいですか?　神の恩恵を受けて生き
る方法を知りたいですか?　毎日、軽い足取りで歩き回りたいですか?　主は言われます。「あなたが失われた
人々を探して救うという、私の目的のために生きるなら、わたしはあなたの人生のすべてを働かせて益としよ
う。」それはローマ8:28です。あなたはおそらくそういう風には聞いたことがなかったでしょう。ほとんどのク
リスチャンは、それにつまずきます。すべてのことを働かせて益としてくださる。しかし、神よ、それらはうま
く働いていませんよ。私には問題がたくさんあります。私はあなたを信頼できないみたいですね。私たちには信
仰がありません。あなたは聖書全体を読む必要があります。あなたが神を愛し、自分を愛するように隣人を愛
する時、それらはともに働いて益となるのです。神を愛し、失われた人を探して救うという神の目的のために生
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きる時に。だから、様々な聖句があります。私はそれが大好きです。私はすぐに喜びにあふれ、それ以来、その
喜びを持ち続けています。何が起ころうともカレンと私の足取りは毎日軽いのです。それから、私はヨハネ
15:11を見つけました。こう書いてあります。あなたが実を結ぶとき、「わたしの喜びがあなたがたのうちにあ
り、あなたがたの喜びが満たされ」ます。幸せは、やって来ては去っていきます。同じ日のうちに幸せだったり、
幸せでなくなったりします。喜びは、この内側のものです。足取りが弾むのです。それは、どうやったらできる
のですか?　毎日信仰を分かち合うんです。あなたは毎日、すべての人をイエスに近づけるのです。私はちょう
どこの聖句を発見しました。これは強力です。ちょうど見つけたんです。最高です!その御言葉はとても素晴ら
しいです。使徒20:24です。書き留めるといいですよ。
「けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた、神の恵みの福音をあかしする任務
を果たし終えることができるなら、私のいのちは少しも惜しいとは思いません。」（使徒20:24）
皆さん、信仰を分かち合うことは良いことを行うことではありません。良いことをするのが大事なのではあり
ません。あなたは素晴らしい父親であるかもしれません。あなたは年老いた両親の世話をしているかもしれま
せん。あなたはおばあちゃんが道路を渡るのを助けているかもしれません。それはすべて素晴らしいことです
が、それは贖いにはなりません。それはあなたが天国に入るための点数稼ぎにはなりません。あなたは地獄に
向かう人々をより快適にしているだけです。米国の人口の80%が教会にいないことを知っていますか?　彼らは
神から離れています。牧師たちは彼らに働きかけることはできません。彼らが知ることになるのなら..あなたは
何て馬鹿げているんだと疑問に思います。抗議する人たち…　ワシントンの人々は、どうして彼らの愚かさを
情熱的に宣言できるのでしょうか。彼らは失われています。そして、サタンは、未信者の心を盲目にします。そ
れが私たちが今日見ているものです。それは彼らのせいですか?いいえ、それは私たちのせいです。それは教会
のせいです。私たちは世界を失望させました。私たちが見るこの混乱、この不安定さ、私たちが見ているこの
卑劣なもの、愚かさ、彼らが可決している法律、それらは失われた人々によって可決されています。それは教会
が教会であることをやめたからです。教会に行かない人たちの80%以上は、世界が手に負えなくなっていること
を知っています。彼らは混乱を解明できる神がいると信じたがっています。そして、彼らは自分たちに教えてく
れる人を探しています。誰でも、クリスチャンを少なくとも一人は知っています。私たちは30日間でアメリカ人
に伝道することができます。しかし、そうしているのは、私たちの1%未満です。確かに、私たちは聖書の成就
を見ています。畑は収穫の用意ができていますが、働き手が少ないのです。皆さん、私たちは忙しくしなければ
なりません。たまに私は「イエスよ、来てください」と思います。なんということ。しかし、すぐに私はこう思
わされます。「神の御国の家族に入れなくちゃいけない人たちが、まだまだたくさんいる。だから、神様、
ちょっと待って下さい。」私はあちこちに「撒き餌の糸」を張っています。私が祈っている人たちがたくさん
いるんです。それは毎日起こるんです。さて、私はいくつかの例を挙げましょう。手短な例です。それはとても
楽しいです。その方法というのは、ちょうど呼吸のようなものです。みんなを動かしてください。一人だけでは
ありません。みんなです。それから、何を言おうかなんて、心配しないでください。あなたはただ意図的でなけ
ればなりません。あなたは意図的でなければなりません。私たちは先日の夜、ロイヤルハワイアンで夕食を食
べていました。私たちはウェイターに、いつも通りのことを言いました。私たちはウェイターと知り合いになる。
私たちは意図的にウェイターと知り合いになるんです。そして彼との関係を築きます。（何かを）ただ見ていて
はいけません.
「ねえ..彼は食べ物にうるさいんです。スペシャルをもらわないと…」何でもいいですから、関係を築くんで
す。そして最後に、こう言います。「ああ、もう一つ質問があるんです。」私たちはいつも、食事の祈りをする
ときにウェイターに私たちが祈ってあげられる必要があるかどうかを尋ねます。それはとても簡単です。知って
ますか?　約90%かそれ以上の場合に、彼らは「あります」と言います。たとえ彼らが「いや、特にないです。
全般的に祈ってください」と言っても、「はい。私たちはそのために祈りますよ。」時折そういうこともありま
すが、通常は何か問題があります。先日の夜、ロイヤルハワイアンで、私たちはそう言いました。笑顔だったそ
の男性は...「私は前立腺癌で、化学療法に直面しています。私は怖いんです。」デビッド、私たちはあなたのた
めに祈るけど、今だけでなく皆で一緒に祈るよ。
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私たちは彼に説教はしませんでした。しかし、私たちは彼に愛を注ぎ、彼にたくさんチップを渡しました。教
会の後にレストランに行く人はどのくらいいますか。　あなたが行うこと、言うことはすべて、人々を神から近
づけたり遠ざけたりします。あなたが行うこと、言うことすべてです。あなたがクリスチャンであることを彼ら
が知っている場合は、彼らを神に近づけるか、遠ざけるかします。最も単純な方法で。私たちは教会の後に外食
しに行きます。ウェイトレスは日曜日に働きたくはありません。子供たちと一緒にいたいと思っていますが、
日曜日に働かないといけません。そこにクリスチャンが来ます。ウェイターたちがクリスチャンを嫌っているの
を知っていますか?　彼らはクリスチャンをすごく嫌っています。どこのウェイターにでも尋ねてみてくださ
い。彼らはクリスチャンが大嫌いだと言うでしょう。
なぜでしょうか。私たちはレストランに行くと、2倍くらい長居します。私たちは色んなことに注文が多いで
す。彼らには、神とか教会についての話が聞こえます。そして、チップをケチるのです。私たちは彼らを神に近
づけたでしょうか。遠ざけたでしょうか。つまり、そういうことがあるんですよ。モアナサーフライダーには、
ウェイターがいて、私たちは数年前からの知り合いで、私たちは彼と語り、彼と一緒に祈ってきました。とうと
う、彼は身を固めて、結婚することになりました。彼は「これが正しいことか分からない」と言い、私は彼と
一緒に祈りました。彼はクリスチャンではありません。そして彼は涙を流しています。私は彼と一緒に祈り、彼
を励ましました。今週、彼は妊娠4ヶ月の新妻を連れて来ました。彼は言いました。「ただ彼女にあなたと会っ
てほしかったんです」それはちょっと珍しいことです。そこで、私たちは彼女を招いて、彼女にコーヒーを用意
して、座って話しました。私たちは赤ちゃんに関する彼女の心配を聞きました。「私たちはあなたのために祈っ
てもいいかな？」もちろんです。
それで、私たちは方程式の反対側と知り合いました。それがどこに向かっていくか分かりませんが、そうなるん
です。今朝私たちをここに連れて来た運転手は、運転主の仕事とは別に、彼はワードセンターに行って、新しく
建設されているアパートで働いています。素晴らしいアパートです。「どうしてそうするの?」と訊くと、「私
はただ人々を新しい環境に連れて行くのが大好きなんです。そして、彼らに素晴らしい環境で新しい生活を与え
るんです。」彼は話し続けます。「私をとても良い気分にさせるんです。」
私は言いました。「私たちもそんなことをしてますよ」彼は「そうなんですか?」私は言いました。「そうだ
よ。私たちは人々を天国に招待するんだ。」彼は言います。「えっ?」...私たちはかなり詳細なことまで話しま
した。彼は本当に耳を傾けていました。そして、私は今朝、彼に救いの計画を全部教えました。昨日の朝、私
が部屋に入ると、週末のメイドがそこにいました。私は彼女に見覚えもありませんでした。私が部屋に入ると、
彼女はすでにそこにいました。「ああ、マグアイアーさん、お会いしたかったんです。私のために祈ってくださ
いますか？」「え？」「私のために祈ってくれませんか。私の頭のために。私のために祈り、私を祝福してくだ
さいますか?」私は「なぜ私が?」彼女は言います。「あなたは神を知っています。」「光栄です。」人々はあな
たがクリスチャンであることを知っていますか?　人々はあなたがクリスチャンであることを知っていますか?　
あなたがクリスチャンであることを彼らが知らないなら、何かが間違っています。あなたは明かりを灯さなくて
はいけません。実際、教会はその明かりを消しました。私たちは世界を去って、サタンが世界を満たしました。
それは私たちのせいです。私たちは暗闇を押し戻さなければなりません。私たちが明かりを灯せば、アメリカ
では30日間でそれを押し戻すことができます。しかし、あなたは世界を救うことはできません。私が世界を救
うことはできません。あなたは世界に明かりを灯すことはできませんが、あなたの世界には明かりを灯すこと
ができます。あなたがいる所で。私が言っていることが分かりますか？私たち一人一人が自分が住んでいる世界
に明かりを灯すならば、私たちは世界を照らすでしょう。私たちはリバイバルを迎えることができます。私は、
私たちが最後の異邦人に到達する時点に到達したいと思います。私たちはそれを早めることができます。ここで
私たちが話していることです。これがその鍵です。それは心が躍ることだと思いませんか?　先日、私はある男
性を10分で主に導きました。10分です。友人から電話がありました。「ジャックがあなたから電話してほし
がっているよ。彼はホスピスベッドに寝てるんだ。彼は緊急にあなたと話したがっている。」カレンと私は映
画を見るために映画館に行く途中でした。私は「カレン、運転して」と言いました。彼女は言います。「え?」
私は言いました。「運転して。私は電話しなくちゃいけないから。」私たちが映画に向かう間、私はホスピス
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ベッドに寝ているジャックに電話しました。私は40年間彼に信仰を分かち合ってきました。そして今、彼は死
ぬ間際でホスピスベッドに寝ています。そして、彼は奥さんに「バリー・マグアイアーと話をしなくちゃいけな
い」と言います。あなたが車に詳しい人なら、これまでで最も有名な車の専門家の一人は...　おそらく最も有名
な車の専門家です。名前はジョージ・バリス。私は40年ほど彼のことを知っていました。彼はミュンスター
モービルやバットモービルを作成しました。たくさんの車や、ホットロッドを。そして、彼が脳腫瘍になるま
で、私は彼に影響を与えることができませんでした。彼が脳腫瘍になったら、私たちは真剣な会話をしまし
た。　そして、彼は受け入れました。彼が言ったたぶん最後の言葉は、「神が私と一緒にここにいる。私は救
われている。」とにかく...　ある人は...　私は長年にわたって信仰の話をしてきました。私は彼がステージ4の
癌を患っていることを知りました。私は暫く彼に会っていませんでした。だから、彼に電話しました。「ラン
チに行きませんか?」「ああ、ランチ、いいですね！」その昼食で、彼は私がすでに知っていたことを私に教え
てくれました。その2時間のランチの間に、私は彼を主に導きました。彼はそのときは熱心になっていました。
私は彼の臨終の床で、言いました。「なんで最後まで待つんだ?」なぜなら、いつ終わりが来るかは必ずしも分
からないからです。私にはこう言い続ける友人がいます。「いつかその決断をする。そうする必要があるのは分
かっているけど、私にはまだ準備ができていません。私は言います。「ぎりぎりまで待つ人がどうなるか知っ
ていますか?　彼らはしばしばギリギリになる前に死にます。彼は「あららら….」と言います。でも、彼はまだ
決断していません。ある男性は私のところから約1時間の所に住んでいましたが、彼は死にかけていました。彼
はホスピスのベッドにいます。非常に有名な車の専門家です。私は車を運転して彼の所に行って、話をし、彼に
主の話をしつづけました。彼は「そうだな、次回にはたぶん。次回に。」そして、私が最後に行った時、私は
言いました。「今日こそはできますか?」「今ちょっと忙しいんだ。」彼は居間のホスピス用ベッドにいます。
私が「忙しいの?」と言うと、彼は「うん。」居間には大きなテレビがありました。「インディの予選だし、隊
列順位を見たいんだ。だから忙しい。」そして私がまた訪れる前に、彼は亡くなりました。知ってますよね。
永遠は…　私たちがそこに行って1万年経ったとき、それは始まったばかりで、そこに行って1000万年たったと
き、それは始まったばかりです。私たちはそういう考えをします。彼は主を信じたかもしれませんが、そうでな
かったら、永遠に!　彼は、レースを見ていたために天国を逃したことを覚えているでしょう。私たちは悪いこ
とが終わるのに慣れています。　腕が折れると治ります。たとえ私が死ぬとしても、少なくとも私は死んで、そ
れは終わるんです。あなたが地獄にいくと、それは永遠なんです。あなたが天国にいくと、それは永遠なんです。
ペン・アンド・テラーは、ラスベガスでマジックショーをしています。ペンにはとにかく驚くべきビデオがあり
ます。YouTubeで見れるかもしれません。『ペンと聖書』彼は言います。「私は無神論者です。私は神を信じて
いません。しかし、ある夜、ショーの後である人が私の所に来て、彼の信仰のことを話し始め、私に聖書をく
れました。彼は言います。「私はそのことで彼を責めない。」本当に私が地獄に行くと信じているなら、それ
を私に言わないというのは、どれほど私を憎んでいるということですか?　皆さん、重要なのは何ですか?　人
生とは何ですか?私たちは100年間ここにいます。私たちの周りの人々は地獄に向かっています。本当です。彼
らは地獄に向かっています。彼らが死にかけている時や痛い思いをしている時に、あなたが彼らにどれほど優
しくし、愛し、彼らを快適にするかは重要ではありません。あなたが彼らに、衣服を与えたり、食事を与えた
りしていても。あなたはただ地獄に向かっている彼らをより快適にしているだけです。あなたの人生にいる人々
が、そこにいるのは、神があなたに機会を与えているからです。あなたには責任があります。
分かりますか。私たちはそれをし始めなければいけません。そうすると、足取りが軽くなるんです。それはとて
も楽しいです。聞いてください。最後にいくつか手短に例を挙げましょう。私はデトロイトでタクシーに乗りま
した。外は本当に寒かったんです。私はただマリオットからコボ・センターに行きたかったんです。歩けば5分
で行くこともできました。でも、外は華氏7度（－14°C)で、私は歩きたくありませんでした。だから私はこの
タクシーに乗って、その運転手に言いました。「あのね、短い距離だけど、チップをはずむよ。」彼は「チッ
プはいらない」と言いました。「もう一度言ってもらえますか？」
「チップは欲しくない。」「すみませんが、どうしてチップが欲しくないんですか?」「俺はチップに値しな
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い。悪い男なんだ。」聖霊が…　お分かりでしょう？　私は言いました。「神はあなたを愛しているんです
よ。」「そんなことはない！」私は笑い出しました。「もちろん、神はあなたを愛していますよ。」
「違う！」私は言いました。「知っていますか？」　...あなたは人々を愛さないといけません。神の愛で。
ああ、どうしよう。何と言ったらいいんだろう、みたいなものではありません。...それとか、彼が電柱に突っ
込む前に、この車から降りた方がいい、とか。これはチャンスなんです。あなたに悪いことが起こるとき、それ
はチャンスなんです。道中でタイヤがパンクする時…　あなたはどこかに行こうしていて、そこに着かなくては
いけません。いいですか。神はあなたに機会を与えられたんです。あなたが今日救急で病院にいるなら、それは
チャンスです。あなたはさもなくば会わなかった人に会います。神はあなたと一緒におられます　偶然に起こる
ことは何もありません。すべて用意されているんです。私は彼に言いました。「いいですか。もっといい話です
よ。」「神は今まで誰かを愛されたのと同じだけ、あなたを愛してくださっているんですよ。」この時は彼は何
も言いませんでした。「実際、もっといい話がありますよ。」「神は御自分の子イエス・キリストを愛している
のと同じだけ、あなたを愛しているんですよ。」一言もありません。私は車から降りました。雪が降っています。
窓に雪がついています。彼は助手席側の窓を開けました。私は彼の顔を見つめました。「神が、今、私をあな
たの車に乗せてくださったんです。なぜなら、神はあなたに、ご自分があなたを愛していることを知ってほしい
からです。そして、神はあなたに永遠を一緒に過ごしてほしいと思っています。」そして、私は彼にたくさんチッ
プを渡しました。私はただ立ち去りました。やった！私は彼を救いに導きましたか?いいえ。私は彼をイエスに
近づけましたか?　そうに違いありません。その日、彼を自殺から救ったかもしれない。分かりません。
私たちにはただこういう瞬間があって、ただ「聖霊様、あなたにお委ねします」と言うんです。...それはチーム
スポーツです。私が言っていることが分かりますか?　私たちは皆チームの一員です。ベンチから降りて、ゲー
ムに参加し、楽しみ始めるんです。そして立ち去ります。毎回私は思います。
「あなたがたの力を主が喜ばれるからだ。」（ネヘミヤ8：10）
...私は神の顔を見ませんが、イエスの顔が満面の笑みで私を見下ろしているのを見ます。私はそれを頻繁に見ま
す。私は今、イエスの顔を笑顔にしたんだ。主が喜ばれる。主の喜び。主がこう言っているようです。「よくやっ
たぞ、バリー。わたしはそこにあなたを置いた。あなたはそれをうまくやった。」
「ありがとう！それがまさに..」やった！そして、うわー!　皆さん、あなたがそれを経験していないなら、あな
たはクリスチャンであることがどういうことか分かっていません。最後の話をします。最後の1つです。いいで
すか?　いい？…はい。私たちはホテルにいました。私たちは夕食に行こうとしていました。私は友人が来る前
にそこに着きたかったんです。なぜなら、彼がいつも勘定を払うからです。
でも、私が支払いをしたかったので、私が先にそこに着かないといけませんでした。そこで私は携帯電話を取
り出して、Uberアプリの操作をします。「Uberは利用できません」ホテルの中では動作しないから、階下に降
りた方が良い。それで私たちは階下に降りますが、そこでもうまくいきません。そしてカレンが言います。「あ
のタクシーを拾った方がいいわよ。」正面に一台のタクシーがいます。そこで私は「すみません、あのタクシー
に乗ります。」彼は言います。「ああ、あのタクシーは予約済みです。」
私は「何て?」「そのタクシーは予約されています。「あそこの後ろの女性、彼女のタクシーです。」それで、
私の頭から血の気が引き始めます。なんということだ。困ったな。「タクシーが見あたらないけど、もう一台
タクシーを捕まえるのに、どれくらいかかりますか。」「5時ですから、10分ほどかかる場合があります。」私
は「あーあ、もうダメだ。」ちょうどその時、その女性が言います。「あのぅ、私のタクシーを使ってくださ
い。」「え？」私のタクシーを使って。私の夫は上にいて、彼が何をしているのか分からないの。彼がいつ降り
てくるか分からないから、次のタクシーに乗ります。どうぞ、それに乗って。それで私たちはそうしました。私
たちは飛び乗ります。最初の言葉は...そうだよね？カレン?最初の言葉は冒涜です。その男は怒鳴っています。
手に負えません。なんということ。そこで、私たちは彼に質問し始めました。彼の妻が癌で死んだばかりのこ
とが分かりました。彼女は数年間患っていたので、痛ましい試練でした。彼の子供たちは完全に反抗的で、手
に負えず、叫んでいます。彼はとにかくものすごく苦しんでいます。私は「聖霊様、聖霊様...」私は言いまし
た。「神はこう言っているんですよ。『すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。
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わたしがあなたがたを休ませてあげます。』」
そして、彼はその同じ声で叫びます。「ああ、俺には休息が必要だ！」彼を捕らえました!　そこで、そこから
レストランまで、彼に聖書の話をしました。私たちがそこに着く頃には、彼は言います。「私は神の所にいかな
くちゃいけない。教会に行かなくちゃいけない。」私は言いました。「それがまさにあなたがしなければいけ
ないことです。」到着したとき、私は言いました。「あなたの携帯電話を教えてくれたら、良い教会を探して教
えますよ。」彼は「そうしてくれますか」と言いました。「もちろんです。」そして彼の番号をもらいました。
私は「あなたのために祈ってもいいですか」と尋ねました。彼は「お願いします」と言いました。そのレスト
ランの前で、通り過ぎる車と、レストランに入る人たちの中、このタクシーの運転手と私たちが3人で一緒に
祈っています。全く...　申し上げないといけません。すっごく楽しいんです。私が話していることが分かります
か?　皆さん、あなたがこれをやっていないなら...
他のことと同じです。バスケットボールをシュートし始めると、ゴールの淵にも当たりません。しかし、それを
長く続けるならば、いくつか入り始めます。トレーニングはありません。人を愛するように訓練される必要はあ
りません。ただ、彼らを愛するのです。あなたが彼らを愛するとき、あなたが彼らを愛するとき、彼らは心を
開きます。見知らぬ人が心を開きます。びっくりしますよ。5分たったら、全く見知らぬ人が彼らの必要がどこ
にあるかを教えています。それから。。。話は一つではありません。あなたの話を書き留めてください。準備す
るんです。私には話が100とあります。JDの話もいくつか抑えています。私はジョニー・エリクソンの話をたく
さん使います。私はたくさんの話を使います。私には弾薬庫にいっぱいの話や聖句があります。そして、聖霊が
最適のものをもってきてくれます。分かりますか?　あの人生経験、あの話、あの聖句を使って、そして、適切
な話、適切な説明、適切な聖句をその必要のある所でそろえると、涙を流させます。そしてあなたは人生を変
えたのです。世の中にはそのようなものは他に何もありません!　それはとても信じられないほどです。皆さ
ん、お願いします。あなたが楽しみ始めたいなら、どんな形でも信仰が欠けているなら...　イザヤ43:10はこう
言っています。わたしはあなたを証人にする。あなたが信じるためだ。もし私が神だったら、「わたしはあな
たを証人にする。彼らが信じるためだ。」と言うでしょう。彼は「あなたが信じるためだ」と言います。その
理由を知っていますか?　なぜなら、あなたがそれをやっているとき、あなたは何をしているのですか?　あな
たは質問を受けています。ああ、答え方が分からない質問を受けるのは素晴らしいことです。「調べてみます
ね。」そして、あなたは祈りながら、聖書を調べています。あなたはまた連絡を取る人々のために祈ります。あ
なたがまだ会っていない人々。あなたが今日会った人々。世界は突然生き生きしてきます。あなたの祈りの生
活が生き生きします。すべてが機能しています。自分で持っていることさえ知らなかった真実が、出てきます。
つまり、人生のすべてにおいて。これが人生というものです。人生の本質は贖いです。あなたの人生を最大限に
生きてください。そして、私たちはその最後の異邦人のためにその日を早めるんでしょう?　それは心躍ること
です。神を褒めたたえます。ありがとう。皆さんのために祈ります。JD牧師が壇上に来ますから。

父なる神様。ここにいる聴衆と世界中の聴衆を合わせると、私たちが触れる人たちが何人失われているか想像
もつきません。私たちにはあなたを代表する機会があります。今ほど人生において心躍る時はありません。…
主として、救い主としてあなたを知ること、そして、神よ。失われた暗い世界で、あなたの愛を伝えること。私
たち一人一人を助けてください。毎日、一瞬一瞬、すべての人をイエス様、あなたに近づけるために。あなたの
栄光のために。あなたの御名において。

皆さん、お立ち下さい。バリーの喜びは伝染します。私はとにかく、兄弟、あなたと一緒にいるのが大好きです。
あなたは私を励まし、私に思い出させてくださいます。私は思い出さなければなりません。お話ししてくれてあ
りがとう。礼拝チームに来てもらいます。まだここにいますか？　ああ、いました。よかった。神が皆さんを
祝福されますように。私たちは歌で終わりにします。私はそれをもう一歩進めます。バリーと私は実際、第一礼
拝の前にこれについて話しました。そして、私たちのオンライン教会のためにも、これに言及したいと思います。
まだ録音していますか?　してる？よかった。オンラインの皆さん、まずは、皆さんから始めましょう。「あな
たの信仰の物語」をオンラインで分かち合ってくださいますか?私たちのYouTubeチャンネルや、その他のソー
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シャルメディアプラットフォームで。ツイッター、フェイスブック、何でも。でも、YouTubeが主なものです。
「あなたの信仰の物語」を分かち合ってくださいますか?　さて、ここに集う私たちは、私は私自身が挑戦され
たように皆さんに挑戦するつもりです。今週、理・美容院の予約がありますか。今週、あなたの車の修理の予
約はありますか?　今週、昼食の約束がありますか。それがあなたの機会です。「あなたの信仰の物語」を私と
分かち合ってくれませんか。私たちと?　なぜなら、私たちはそれによっても励まされたいからです。神の祝福
がありますように。
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