Pastor JD
現三大世界情勢（コロナウイルス・イスラエル3度目の選挙・世界統一宗教への動き）と聖書預言の
照合/たった一人への伝道が... 2020.02.16
https://www.youtube.com/watch?v=geawhHGwi8c&t=41s
それでは、今何が起こっているのか、また、何が起こったのかを見ていきましょう。私は通常、「ねえ、これ
が数日・数週間先に起こることなんだよ」と言う事はしませんが、しかし、今日はその点ではちょっと例外的
です。またしても、主が私にそうするよう促しているのを感じるのです。預言的重要性を持ち、私たちが観察し
ているべきものがたくさんあります。しかし、私が最も重要な展開だと信じているものを三つ、挙げていきた
いと思います。私たちは今後、数日、数週間にわたってこれらに注目しておく必要があります。
1つ目は、コロナウイルスの蔓延。それはたくさん報道されていますが、私たちが知らないこともたくさんあり
ます。2つ目は、イスラエルで行われる3回目の選挙。そして3つ目は、世界統一宗教に向けた動き。これが今日
話したい3つです。
私は今日達成したいと思っていることは、この時間の終わりに、私たちが皆、これらすべてが何を意味するの
かという事をよりよく理解していることです。これは今日の私にとって、何を意味するのでしょうか?

私は、

これが私たち一人一人にとって、深い意味を持っていると、提案したいと思います。
それでは、始めましょう。この不吉なガーディアンの記事から始めます。もし、抑制されないなら、コロナウイ
ルスは世界人口の60%に感染する可能性があります。素敵な午後を過ごしてください。
「コロナウイルスの流行は、抑制が効かない場合、世界人口の約2/3に広がる可能性がある。」
「香港の一流の公衆衛生疫学者によるところです。」正しく発音できているでしょうかね。彼の警告は、世界保
健機関のトップが次のように発言した後に出されました。「中国を一度も訪れたことのない感染者の、最近の
コロナウィルス感染例は、『氷山の一角』である可能性がある。」
皆さん、そのたとえはお分かりですね？「香港大学公衆衛生医学部長のガブリエル・リャン教授曰く、『最も
重要な問題は、その氷山の大きさと形を把握することである。ほとんどの専門家は、それぞれの感染者が、約
2.5人にウイルスを伝播すると考えた。それによって、60から80%の発病率となった。』
リャン教授はガーディアン社にそう語った。」「世界人口の60%とは、非常に大きな数字である。」留意すべき
なのが、これがアフリカのイナゴ大量発生と同時に起こっていることです。たぶん、皆さんご存知でしょう。
専門家が言っているのは、ー引用ー
「これは記憶にある限り、今までで最も壊滅的な疫病である。」なぜ私がこれを指摘するかというと、聖書の
言うところでは、終わりの時には、このような伝染病、疫病やウイルスなどが発生するだけでなく、終わりに
近づくにつれて、それらの頻度と強度が増加するからです。
マタイの福音書24:4-8で、イエスは、戦争や戦争の噂、国家的暴動、飢饉、疫病、地震を、産みの苦しみになぞ
らえています。弟子たちに尋ねられた質問への回答として。それは実際には、2つの質問です。
「終わりの時の兆候は何でしょうか?」そして、「あなたが来られる時の兆候は？」
そして、イエスはそのように答えられたのです。黙示録第6章。聖書を開かれると良いでしょう。
7節と8節を読みます。ヨハネは御霊によって書いています。7節です。
「小羊が第四の封印を解いたとき、私は、第四の生き物の声が、『来なさい。』と言うのを聞いた。」
（黙示録6：7）
「私は見た。見よ。青ざめた馬であった。...これに乗っている者の名は死といい、...」
これは、私たちがしばしば「黙示録の四騎士」と呼ぶものの4番目です。この第4番目の馬の騎士、彼の名前
は、「死」です。
「...そのあとにはハデスがつき従った。...彼らに地上の...」
聞いてください。
「...四分の一を剣とききんと死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。」（黙示録6：8）
興味深いです。ヨハネが描写していることは、生物学的な物だと信じられています。ギリシャ語新約聖書原文に
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ある言葉の為です。この青ざめた馬の「青ざめた」という語のギリシャ語は、「クロロス」です。
英語の「塩素(chlorine)」という単語はここから来ています。それは、その文脈では、この微細なウイルスを描
写しているかもしれません。それには、地球上の人口の非常に大きな割合を一掃する可能性があります。また、
「有害な獣」、あるいは「野生の獣」は、ギリシャ語で 「セリオン」で、それは、この恐ろしい病気や疫病
を指しているかもしれないと信じられています。人口の1/4以上を殺すものです。明確にさせてください。これ
について、私の話を最後まで聞いてください。そして、私を誤解しないでください。私は、コロナウイルスがこ
れだ、と言っているのではあません。私は、ただ、7年間の患難時代に、それについてはすぐ後で話しますが、
7年間の患難時代に、これが起こりえることを指摘しているだけです。それは何かこれに似たものだろう、と。
非常に多くの人々を殺す可能性を持っているもので、ものすごい猛スピードで大変な数の人たちに広がるもので
す。私はこのイスラエル・ハヨムの記事をとても興味深いと思いました。過激派がコロナウイルスの流行を使っ
て、ユダヤ人への憎悪をかき立てているという内容です。お聞きください。
「名誉毀損防止同盟は、過激派が、コロナウイルスがユダヤ人を殺すことを望んでいると警告。」うわー。「し
かし、彼らはまた、その発生を利用して、反ユダヤ主義理論を促進している。そのウイルスを作り出した責任は、
ユダヤ人にある、と。ウィルスを広め、減少した人口に対する自分たちの支配を高めようとしているか、ある
いは、それから利益を得ている。ネオナチと白人至上主義者たちは、致死率の高いコロナウイルスの恐怖を利
用して、ユダヤ人への憎悪をかき立て、ソーシャルメディアプラットフォーム上で陰謀論を広めている。名誉毀
損防止同盟が発表した新しい報告書によるところだ。」私がこれに言及し、これを共有したかった理由は、ユ
ダヤ人はヨーロッパにおける1348年〜1351年の黒死病の責めを負わされました。それは、一連の暴力的な攻撃
およびユダヤ人虐殺につながりました。彼らは非常に多くの命を奪った、その致命的なウイルスをユダヤ人の
せいにしました。
さて、ここから観察すべき2つ目のものに繋がります。このエルサレムポストの記事にあるのは、選挙の第3ラ
ウンドに先立ち、イスラエル有権者に倦怠感が起きていることです。ポスト紙の記述は次の通りです。
「これは、間違いなく、生涯の記憶の中で最も退屈な選挙運動だ。投票日まであと3週間だが、荒天、コロナウ
イルス、西岸地区とガザ地区における最近の暴力の急増が、国の注目を集めている主要な事柄だ。選挙関連の
ニュースは、ほとんど言及に価しない。」そして、その理由はここにあります。聞いて下さい。「誰も全く興奮
を呼び起こしていない。」それをちょっと覚えておいてください。また戻ってきますので。「ベンヤミン・ネタ
ニヤフ首相が収賄、詐欺、背任の罪に問われ、裁判を待っているという衝撃的な事実は、集団的なあくびをもっ
て迎えられた。」あなたがあくびをしたら、他の誰かがあくびをするでしょう？ 私だけでしょうか？ いい
え、聞いてください。私があくびをしてみますね。皆さんのうちの数人かはすでにあくびをしています。説教、
あるいはアップデートがそれほど退屈だということかもしれません。そして、最後にこう言っています。
「ドナルド・トランプ米大統領の世紀の取り引きでさえ、影響を与えていない。」
興味深いですね。さて、この3つ目のもののために、私はこのブレイキング・イスラエル・ニュースの記事に皆
さんの注意を引かせていただきます。
「ローマ教皇、イスラエル独立記念日に世界統一宗教を押し進める。」
その記事の内容は次のとおりです。「歴史的に、バチカンはユダヤ人の友ではない。しかし、その新しい構想
は、世界統一宗教という名の下イスラム教とカトリック教会を融合させる。それはユダヤ人にとってこれまで
で最大の脅威かもしれない。」私は同意します。「そのプロジェクトを進めるための主要なイベントが、イスラ
エル国家誕生の記念日に実施される。それは、あるラビによれば、ふさわしいことであり、なぜなら、ユダヤ
教は、新世界秩序（NWO)と全く相容れない最後の砦だからである。」
はい。皆さんにお付き合いいただければ、私はこれら全てを結び付けてみたいと思います。それは絡み合って
いるのです。私が特にこの3つを選んだ理由は、言ってみれば、共通項があるためです。それら三つすべてに。
それらはすべて、言うなれば、同じ方向を指し示しているのです。それらはすべて、あらかじめ記されている、
同じ預言された方向に向かっているのです。神の御言葉と聖書の預言に従って。
これはまさに私たちに告げられていた事です。全てが…先ほど話したコロナウイルス、イスラエルにおける不確
実性、不明確さ、そして今、この動き。今この時点でそれが必要であるかのように?

世界統一宗教へ向けての
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この動きが？ ところで、皆さんもご存知だと思いますが、もしそうでなければ、思い出していただきましょ
う。今日イスラエル、エルサレムに行けば、金曜日はイスラム教。土曜日は、安息日のシャバット、ユダヤ教。
そして日曜日は、カトリック。それをじっくり考えてください。3つの主要な世界的宗教があります。私がカト
リックとキリスト教を区別していることに注意してください。理由があってのことです。私はそれに今触れたく
ありません。時間がありませんので。私はそれについてお話するたびにいつもメールを貰います。人々から、い
くつか本当に意地悪なコメントが来るんです。私がカトリックとキリスト教の区別をするたびに。しかしイスラ
ム教、ユダヤ教、カトリックがあります。三つの主要な世界的宗教です。皆さんに理解してもらいたいのですが、
反キリストは、7年の患難時代の間に、それらすべてを一つにまとめるのです。あえてこの言葉を使いましょう
か？

彼らは世界統一宗教として「共存する(COEXIST)」でしょう。それが向かっている方向です。だから、

これは前述の質問に繋がるのです。これらはすべて、今日の私たちにとって何を意味するのでしょうか。それに
答えるために、私は次のことを前提条件として進める必要があります。7年間の患難時代に何が起こるか、皆さ
んが少なくとも、ある程度の理解を持っておられるという事です。そうでないとしたら、私は手短に、非常に
簡略に、要約します。7年間の患難時代は、ダニエル書9:27が成就するときに始まります。そこで私たちに告げ
られているのは、反キリストが強化、−ヘブライ語とアラビア語では、「ヒグベル」—

彼が契約を、より偉大

で、優れた、素晴らしいものにすることです。と言うことは、既に検討中の和平合意があるということで、彼は、
それを固め、より偉大で、優れた、すばらしいものにするのです。彼はこの契約を7年間、確約します。その
後、中間点の、3年半の時点で、彼は自ら神殿に立ち、彼は荒らす憎むべきことを行ないます。そして、その時
に、ユダヤ人たちは「彼は私たちの救世主ではない」と気づきます。そして、彼らは逃げます。私も含めて、多
くの人がその行先が現ヨルダンのペトラだと信じています。7年間の患難の後半の3年半の間、神が彼らをそこ
で守られるのです。そして、7年の患難の終わりに、イスラエルの国全体が救われます。そして、彼らは主を呼
び求め、彼らが突き刺したお方を、仰ぎ見ます。ちなみに、それが患難の目的です。ユダヤ人国家の救いのため
なのです。それが、7年間の患難のごく簡単な説明です。ですから、最初は平和で特徴づけられる期間になりま
す。「平和だ！平和だ！」とダニエル書にはあります。しかし、平和はありません。和平合意がある!そうでは
ありますが、ダニエル8:25は、「彼は、平和の政策を通じて、多くの人を破壊させる」と言っています。言い換
えれば、それは偽りの平和です。それは、偽りのキリスト、反キリストによってもたらされるからです。そして、
それが7年間の患難時代の概要です。教会はどこにいるのでしょう？どうしてそんな風に私を見るのですか？
皆さんは教会がどこにいるかご存知ですね。私たちはここにはいません。なぜなら、私たちは7年間の患難前に
連れ出されるからです。絶対に。これは理論ではありません。それは真理と健全な教義です。患難前携挙です。
ですから、教会が取り去られると、反キリストが登場します。
私たちはテサロニケ人への手紙第二の第2章でそれを学べます。
とにかく、それはテサロニケ第二です。ちなみに、それはテサロニケ第一の後です。...反キリストは、教会が携
挙されるまであらわされることはできません。そして、神はご自分の関心の的を、ご自分の民、ユダヤの人々
に移されます。そして、ユダヤ人のための最終的なご計画に。神は、ユダヤ人と関係を断ってはおられません。
ところで、私たちは、神がユダヤ人と関係を断っておられないことを非常に喜ぶべきです。なぜなら、神はユダ
ヤ人と契約を結んでおられるからです。ああ、ところで、神は、私やあなたとも契約してくださっています。神
がユダヤ人と関係を断っておられるとしたら、皆さんは、どれくらい安心していられるでしょう？ いいでしょ
う。つまり、それが私たちに、起こるだろうと告げられている事なのです。さて、ここが重要です。この反キリ
ストは、彼はカリスマ的なリーダーになるでしょう。彼はすべてに解決策を持っており、彼は救世主として崇拝
されます。先ほど「だれも全く興奮を引き起こしていない」と言ったのを覚えておられますか？ 今、それを思
い出して下さい。なぜなら、反キリストは、大きな興奮を生み出すからです。彼はとてもカリスマ的になります。
ある人が言ったように、「計画のある人。」「彼は解決策を持っている。」彼はついに平和をもたらすことに
成功し、人々は彼を救世主として崇拝します。そして、彼はこの新世界秩序を統治します。その後、神の怒りと
裁きが注がれるとき、これらの疫病とこれらの伝染病が、人口の大半を一掃します。ところで、多くのユダヤ人
もまた、悲しいことに、7年間の患難時代の間に殺されます。では、このすべてが何を意味するかに対する答え
現三大世界情勢と聖書預言の照合

2020.02.16

3/7

Pastor JD
はこうです。私と一緒にこれを考えてみてください。7年の患難中に起こり、成就されると私たちに告げられて
いるものごとが、今起こり始めているのを、私たちが今目にし始めているなら、…

私たちはまだ患難時代に

は入っていません。しかし、私たちは、7年間の患難中に起こり、成就されることを、すでに見始めているので
す。それらは、既に今起こり始めているんです。もしもし〜？
それがどういうことか、分かりますか？ 私たちが非常に近づいている、ということです。そして、実際そうな
のです。したがって、私が言いたかった事は、先週、バリー・マグワイアさんが共有したように、私たち一人一
人に行なう義務があるのは、毎日、あらゆる人をイエスに近づける事。人々が恐怖を感じていると言ったら?
特に、このコロナウイルスのために？ つまり、お許しいただきたいのですが、私たちの目の前には、キリス
ト教徒として、最も壮大で最高の機会があるのです。私たちの内にあるその希望についての答えを皆んなに伝え
るために。先週、娘と私は犬を連れて、ビーチに散歩に行きました。そして、突然娘は私に「パパ！コロナウイ
ルスのせいで、何人の人がイエスの下に来るのかしら？」なんということでしょう。これぞ私の娘、12歳で
す。彼女はたぶん母親からそれを受け継いだんでしょうが、私は自分の手柄にしようとしています。でもしか
し。。。「まさにその通り〜！」まさにその通りです。
中国には、キリストにある兄弟姉妹が大勢います。皆さん、それを知っていましたか?

この機会。ジム＆ボ

ニー・ミルトン夫妻は中国で30年以上を過ごしました。私は暫く前に、中国で何が起こっているのか彼に話し
てもらいました。まったく。。。悲しいことに、私はアメリカ合衆国について同じことが言えるのかどうか分
かりませんが、しかし、中国では、非常に多くの人たちがイエス・キリストの救いに辿り着いているのです。今
はどうでしょう?

なんて素晴らしい機会でしょう。私たちの目の前には、人々と分かち合える素晴らしい機会

があるのです。私たちには答えがあります。それで、先週、ご存知のように、バリー・マグワイアさんが来てお
話しくださって、大きな祝福でした。私は、「挑戦」を続けて行ないたいのです。私は昨日彼と電話で話しま
した。それをちょっと変更しました。先週は、「あなたの信仰の物語を分かち合ってください。」と言いまし
た。そして、多くの人たちが、どうやって信仰に至ったかを共有してくれました。それは良いことです。主を誉
め称えます。しかし、私は昨日バリーに「もうそれは言いたくないんです」と言いました。こういう風に言いた
いのです。たった一人でもいいから、だれかをどうやってイエスに近づけたのかを分かち合ってください。なぜ
なら、結局のところ、水をやる人がいて、種をまく人がいて、収穫する人がいます。私たちは皆、その中で役割
を果たします。私は皆さんに正直に言いますが、私自身の人生において、これは難しいものなんです。私にとっ
て、この説教壇の後ろに立ってマイクがある時には、とても簡単です。「私は福音を伝えられる。恐れなどな
い！」と

あらまあ、1対1では？「私は今何を言えばいいのか？どうしよう...」私は皆さんと同じです。私に

とって、本当に助けになったのは、私が取引を成立させる必要はないと気づいたことです。そんな表現をしたこ
とをお許しください。彼らをひざまずかせ、罪人の祈りをさせなければならないわけではありません。私は木
曜日の夜にこれをシェアしました。私たちの聖書の学びは、今「箴言」です。私は、販売経験があります。私た
ちは、常に割り当てと目標がありました。月末までに10件の売り上げ！それが私の目標だ。私はそれを自分の
信仰の分かち合いに、持ち込みました。今月、私はキリストに10人の魂を勝ち取らなければ！「ああ。それは
何ですか？売り上げ(セール）？それとも魂（ソウル）?」もう一つ成功が欲しいんですか？

売上番付に、もう

一つ付け足したいんですか？ ほんとですか。それで、プレッシャーが全部消えました。全くプレッシャーがな
いのです。なぜなら、私は彼らを「キリストに導かなければならない」わけではないからです。私は彼らを「イ
エス・キリストに近づけさせ」さえすればいいんです。バリーは先週、私にメールで言いました。「先週あなた
は、誰かをイエスに近づけましたか？」...これは水曜日頃です。私が「私はあまり出かけない」というのは、私
は本当にあまり出かけないんです。実際、月曜日から木曜日は、教会〜家。家〜教会。教会〜家。家〜教会。
そして、金曜日、バレンタインデー。「バレンタインは異教だ！」と言う皆さん、私は承知しています。それで
も、私は妻に薔薇を買いました。私は気にしません。とにかく、私はポリー・フローリストに行きます。ポ
リー・フローリストを知っている皆さん、中に入ると..人でいっぱいです。「主よ、これは今日誰かをイエスに
近づける為の私の機会です。」私はその人たちを見ています。みんなイライラしていて...バレンタインデーです
から。皆さんバレンタインデーに花屋には行くもんじゃないですよ。私は機転を利かせて、一週間前に注文して
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ありました。主を褒め称えます。薔薇の花束を。だから、それらはできていたのですが、それでもやっぱり列
に並んで待たなければなりませんでした。そして、私はカウンターの後ろにいる可愛そうな人たちを見ていまし
た。彼らは行ったり来たり走り回っています。「主よ。主よ。私はどうすればいいのですか？どうすれば？」す
ると、主は私にそれを教えてくださいました。私は言いました。「うわー、あなたたち。あのね、私はあなた
のために祈りますね。これは皆さんにとって最も忙しい日に違いないでしょう。」カウンターの後ろにいた女
性の一人が言いました。「母の日とバレンタインデーはね。」
私は「分かりました。母の日にもあなたのために祈りますよ」と言いました。「私はただあなたたちのために
祈りますね。」女性の一人は、子犬のような目で私を見て言いました。「それって、とても素敵！」私は「主
よ、ありがとうございます！」という感じでした。「やりましたよ！」私は彼女をイエスに近づけました。私
がしなければならなかったのはそれだけです。私は。。。何と言うんですか？「あなたは罪人の祈りをする必要
がある！」「膝を屈めて！」「私の言う通り繰り返しなさい！」違います！さて、それが朝のことでした。そ
の後、午後、私はロマンチックですから、私たちはタコベルのタコスを食べました。本当は、午後に向けて夕
食の予約をしました。妻と私はお互いを見て、「そういう気分じゃない。」皆さん、本当に特別な御馳走って、
家でタコスを食べることだと知っていますか?

実は、彼女は私のためにそうしてくれたんです。私は彼女に花

を買いました。彼女は私にタコスを食べさせてくれました。
...私は告白しますね。タコベルにある箱入り12パックのタコス、マイルドソースつき。とにかく。。。私は金曜
日、バレンタインの午後、タコベルでドライブスルーに入りました。誰もいませんでしたよ。みんな夕食はレ
ストランに行ってますから。私はドライブスルーに行きます。そして注文します。私はこれらのタコベルのタコ
スが天国にあると確信しています。ちょっと考えてるだけです。だから、私はそれを注文し、窓口に行きます。
もちろん、彼らは本当に忙しくしています。私はただ「ハッピーバレンタインデー💛 」と言いました。そした
ら彼女は「ああ、はい、ああ、はい、ハッピーバレンタインデー」
私は「ねえ、イエスはバレンタインデーにあなたのことを愛しているんですよ？」彼女は私の方を見ました。彼
女は急に固まって止まりました。私は彼女が泣き出すかと思いました。そしたら私も泣き出しちゃう。マスカ
ラが取れてしまう。私が言ったのは、ただ「ねえ、バレンタインデーですね。イエスはバレンタインデーにあな
たを愛しているんですよ。」彼女は…（ドキッとした様子）私はタコスを受け取って、去りました。私は彼女を
イエスに近づけました。私がしなければならなかったのは、それだけです。さて、神が皆さんに言い表せない
ような特権をくださって、彼らを祈りに導いて、イエス・キリストの救いの知識に導かせて下さることもあるで
しょう。もちろんです。でも、これって、プレッシャーを取り除きませんか？あなたと私がしなければならない
のは、彼らをイエスに近づけるだけなら?

私たちがしなければならないのはそれだけです。プレッシャーな

し。すべての恐れがなくなります。もし彼らが「嫌だ。」と言ったら？ あら、あなたは取引を成立させようと
しているんです。それは拒絶の恐れです。私はそれを非常によく知っています。いいえ、あなたは彼らをイエス
に近づけるだけです。だから、私が全部その話をしたのは、こう言うためです。あなたの「誰かをイエスに近づ
ける」体験話を共有してください。いかがでしょうか。大丈夫ですね？ 私はオンライン教会からそれを聞き
たいと思います。ところで、オンライン教会は、、、ご辛抱ください。ところでもう少しで終わりです。時計を
見ないでください。今、時計を見ましたね？私は何かをはっきりさせなければなりません。先週、バリーがこ
こにいた時、彼はバートウェルズに挨拶して、私はこれをやりました。私はシャカ（ハワイの挨拶）をしました。
「ヘイ、ヘイ...」私はあまりうまくありませんが、シャカをしました。なんということ。すべてのオンラインの
人々が、「なぜ悪魔の合図をしたのですか？」私は、「いいえ〜違います。」聞いてください。明らかにこれは
大きな問題であるので、はっきりさせたいのです。私たちはこうやってするんですよね？シャカでしょ？ハワイ
だもん。これは、悪魔の合図じゃないです。いい？私は悪魔に属してません！いいですか?

大丈夫ですね。こ

れ！私らしくあることは楽しいです。神はユーモアのセンスをお持ちですね？ 皆さん分かりますか？ オンラ
イン教会のためにもう一度画面にこのスライドを出してもらえますか？オフィスの電子メールアドレスです。私
たちはぜひ、みなさんからお聞きしたいです。
あなたの「誰かをイエスに近づける」体験話。それを分かち合ってくれませんか。私が今日共有したかった2つ
の体験話は、ポリー・フローリストとタコベル。私は..まだその余韻に浸っています。一日中、私はとてもいい
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気分でした。昨日も持ち越して、今、皆さんとそれをシェアしています。あなたは喜びについて話したいです
か?

私は今ちょうどそうなのです。いいでしょう。そういうわけで、私は模範となって導かなければなりませ

んから、あなたと分かち合っているのです。今度はあなたの番です。私にそれができるのなら、信じてください。
私にそれが出来るなら、皆さんにもお出来になります。
いいでしょう。さて、先生、もし彼らが「これは祈りの答えです」と言ったら...

「救われるためには、何をし

たらいいのですか?」と言ったら。皆さんが「さあ、どうしたらいいんだろう？」となったら。私が説教の後に
初めて招待をした時のことを決して忘れません。「あなたが今日ここにいて、神が本当にあなたの心に話しかけ
られ、」「あなたが心を開いて、イエス・キリストにあなたの人生を明け渡したいと思われたら、」「どうか
前に出てきてください。」そしたら、人々が前に進んで来始めました。「私は今何をすればいいんだ？」私は
完全にやり損ないました。御言葉がむなしく帰ってこないことを、神に感謝します。それは非常に簡単です。福
音です。それは子供でも分かる単純さです。イエスが地上に来られ、彼は十字架につけられました。彼は墓に葬
られ、３日目に甦りました。そして、彼はいつか再び戻って来られます。それが、福音/良い知らせです。そし
て、救いのABCを使って分かち合うことができるのです。なぜそれが良い知らせなのか。なぜこれが良い知ら
せなのですか?それが「福音」という言葉の意味です。あなたが救われることができるから、良い知らせです。
イエスは、全ての罪の代価を「完全に」支払ったのですから。A.最初のステップは、あなたの罪を認めるです。
A: Admid/認める。はい、私は罪を犯しました。救い主が必要です。悔い改めとは、そういう意味です。
あなたが自分の罪と、救い主の必要性を認めるという意味で。ローマ人への手紙

3:10には、「正しい者はい

ない。一人もいない。」と書かれています。そして、ローマ3:23が、私たちにその理由を教えてくれます。
「人は皆（私たちの誰しもが）、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、」(ローマ3：23）
私たちは皆罪を犯しました。私たちは皆、生まれながらの罪人であり、だから、天の御国に入るために新たに
生まれなければならないのです。ローマ6:23悪い知らせが先に来て、良い知らせとセットになっています。悪
い知らせって何ですか?ああ、罪に対するペナルティがあります。
「罪が支払う報酬は死です。...」(ローマ6：23a）それは死刑です。それが悪い知らせです。そして良い知らせ
があります。イエスが来て、「わたしがあなたの代わりにあなたのために死の代価を支払います。」と仰いまし
た。そして、彼は「全額」を支払われました。彼はすべてを犠牲にされました。そして、彼は、ご自分が私たち
の為に支払った贈り物を提供してくださっています。
「しかし、神の賜物は、わたしたちの主キリスト・イエスによる永遠の命なのです。」(ローマ6：23b）
それがAです。
次はBです。
Ｂ：あなたの心で、イエス・キリストが主であると

Believe/信じる。そして、

ローマ人10:9-10にあるように、神がイエスを死者の中から復活させられたと信じる。ーお聞きください。ー
「口でイエスが主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あな
たは救われるからです。」(ローマ10：9）
イエスは、私たちの罪の全代価を、ご自分の死をもって支払い、死を打ち負かしたのです。
そして最後に、Ｃ：主の御名をCall/呼び求める。
ローマ人10:9-10に、また、あるように、
「口でイエスが主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あな
たは救われるからです。」(ローマ10：9）
その理由は、
「実に、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。」(ローマ10：10）
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そして最後に、これで取引成立です。
『主の名を呼び求める者は”誰でも”（私たち全員が罪びとです）救われる。』(ローマ10：13）
『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』のです。救われるかもしれない、救われることもある、とかで
はなく、皆 「救われる」のです。大変簡単です。だから、私たちはテンプレートとしてあなたにこれを提供し
ます。私たちが皆さんに備えとしてあげるものです。皆さんに準備ができるように。神があなたのもとに誰かを
連れて来られた場合に。神はその時のためにあなたを選ばれたのです。このような時に、彼らをイエス・キリス
トの救いへ導くために。最後に、あなたはこの教会の中に座っているかもしれません。私は決めつけません。
そして、あなたは主の御名を呼び求めたことがなく、あなたの心で信じて、あなたの口で告白し、あなたの罪、
自分にイエスが必要なことを認めたことがないなら、私はあなたに切に願います。今日の預言アップデート、つ
まり、あの3つのことを見ているだけで…私たちは、7年間の患難時代にそれらが最終的に成就されることを
知っています。そして、それらがすでに起こり始めています。私たちは近づいているに違いありません。非常に
近づいて。お立ち下さい。一緒に祈りましょう。
天の御父様。感謝します。どうもありがとうございます。聖書の預言をありがとうございます。あなたの御言葉
の中で、私たちに告げてくださっていることを感謝します。それらが起こる前に、何が起こるかを。だから、そ
れが起こり始めるのを私たちが見始めたら。その事が、私たちの注意を引くように。そして信者は、顔を上げ
て、自分たちの贖いが近づいたことを知るために。そして、未信者も顔を上げて信じるために。主よ、私は福
音のシンプルさに感謝します。主よ、私はあなたが私たちの一人一人に聖霊の力によって、この能力を与えて下
さっていることを感謝します。たとえそれがたった一人に対してであっても。主よ、私はオンライン教会のこと
を思います。先週、私はちょうどこれについて考えていました。YouTubeチャンネル登録者は140,000人です。
140,000人のうち20,000人でさえ、誰か一人の人をイエスに近づけるとしましょう。ただ一人でも、それは
20,000人になります。
主よ。。。主よ、ありがとうございます。主よ、早く来てください。マラナタ！
イエスの御名によって祈ります。アーメン。
-------------------------------------------------------------------------------------------メッセージbyJDFarag牧師カルバリーチャペルカネオヘ
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