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2020年7月14日 インターナショナル・若者ズーム 
アミール・ツァルファティ 

- エトセトラ - 
YouTube：2020年7月14日「インターナショナル・若者ズーム」 

[ジェフ]　参加したら、チャットを開いてください。そして、出身地を知らせて下さい。住んでいる国名を知らせて
下さい。 

[アミール]　カメラをオンにして下さい。 

[ジェフ]　ですね。カメラもオンにして下さい。助かります。皆さんにお会いしたいです。ｚｏｏｍで呼びかけよう
と考えたのは、皆さんの顔を見たいからです。それで、カメラをオンにして下さい。ええ。カメラも同様にして下さ
い。助かります。 

[アミール]　少し遅れが生じてますね。 
[ジェフ]　ええ、それでは、・・・ニック、直せますか？ 
[ニック]　ええ。 
[ジェフ]　じゃあ、皆さんどの国から来てますか？ 

[ニック]　スイス、南アフリカ。アメリカ、シンガポール、アメリカからもう一人、テキサス、アメリカですね。そ
れか独立国。(笑）南アフリカからもう一人。 

[ジェフ]　ええと、皆さん、参加したら、良かったらカメラをオンにして、顔が見れるようにして下さい。 
[ニック]　オレゴン。アーカンソー。 
[アミール]　おぉ、美しい眺めですね。 
[ニック]　カナダのオンタリオ。 
[ジェフ]　ツアーに参加した人もいますか？ 
[ニック]　オーストラリア 
[アミール]　インドかアフリカの人は？ 
[ニック]　アフリカはいました。フロリダ、ケンタッキー、フィリピン！ 
[アミール]　素晴らしい！ 
[ニック]　あれはシーナですね。シーナ・リーです。 
[アビゲイル]　やあ、シーナ！ 

[ジェフ]　スコットランドのハンターさんたちもいますね。会えて良かった！よし、この辺りで始めましょうか。ま
ず、私から自己紹介します。次にチームからもお願いします。私はジェフ・クオッゾです。私はここイギリスで牧師
をしています。バースです。カルバリー・チャペル・バース。他に、UKとヨーロッパ地域でビホールド・イスラエル
の運営を担当しています。ビホールド・イスラエルの為に色々な世話をしています。それと、もう一つ、「ティク
ヴァ」という弟子訓練をイスラエルの人達と行っています。いくつか掛け持ちしています。それからニックを紹介し
ようと思います。ニックはカナダ出身です。ニックとティナが参加しています。二人は、ビホールド・イスラエルの
カナダ地域の世話役をしています。二人はカナダ代表です。それから、アビゲイルがいます。フィリピンにいます。
ビホールド・イスラエルのソーシャルメディアを全てやってくれて、ソーシャルメディア上で見られる素敵なグラ
フィックデザインには、アビゲイルが一役買っています。そして、ドナリーです。ドナリーを知っている人もいるかも
しれません。ビホールド・イスラエルのイスラエル・ツアーに参加した事があれば、ドナリーがツアーの細々したお
世話をきちんとやってくれます。そしてジェイソンです。ジェイソンと交流した人もいるかも知れません。ジェイソ
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ンはアリゾナにいて、基本的にみんなのために、沢山の裏方をしています。ジェイソンはビホールド・イスラエルの
ために素晴らしい仕事をしてくれています。そしてもちろん、マイク・ゴレイです。私達の運営部長で、ここに参加し
ています。それから他には・・・あちらに見えたのは、アミール・ツァルファティという名の紳士、ビホールド・イ
スラエルの創設者で、ここに参加しています。これが私達の素晴らしいチームです。 
皆さんと一緒にいるのは素晴らしい事です。私たちはとても嬉しいです。皆さんに参加してもらえて嬉しいです。こ
れからご一緒するひと時を楽しみにしています。 

　初めにお祈りをしたいと思います。それから、いくつかの話題について、会話を持ちたいと思います。 
楽しみです。では一緒にお祈りしましょう。 

　天のお父様、この若い人達のグループに感謝します。主よ、今日、交わりを持ち、一緒に過ごす時間を楽しむため
に、あなたが私達を集めて下さったので主よ、私たちは今日、あなたが私達の心に伝えたい事に耳を傾けています。
主よ、私達はあなたの声を聞きたいです。これが私達の祈りです。私達の願いでもあります。ですから主よ、どうか
この時間を祝福し、あなたの目的の為にお用い下さい。そして主よ、私達がこの時間を共にし、あなたと時間を共に
するにつけ、私たち一人一人があなたをもっと良く知る事ができますように。あなたの御言葉が私たちにとって生き
たものとなりますように。 
イエス様の御名において祈ります。 
アーメン。 

　皆さん、私がお話ししたいのは、私たちがこのミーティングを行っている理由です。なぜ私達は世界中から集まっ
た人達とZOOMミーティングに参加しているのか、私は皆さんとこうした事が出来る事にゾクゾクして興奮していま
す。どうか、これが私達のミニストリーの真髄である事を理解して下さい。私達の望みは、皆さんの為のものです。

しんずい

ただ皆さんと共に歩み、皆さんを知る事に、とても興奮しています。私の個人的な事を少しお分かちします。私の人
となりと、バックグラウンドを知ってもらうために。私は皆さんの状況、皆さんの年代の事を理解しています。もし
皆さんがイエス・キリストを信じ、聖書に誤りがない事を信じているなら、その信仰は、私達の周りの世界から攻撃
を受けています。ですから、皆さんに知ってもらいたいのですが、ビホールド・イスラエルのミニストリーとして、
今皆さんが会ったばかりのチーム、私達は、皆さんの為に、ここにいます。皆さんと知り合える事に、とても興奮し
ています。そして、皆さんに知って頂きたい事の一つは、私達は毎週、ビホールド・イスラエルの若者の為のインス
タグラムを更新しています。皆さんにフォローして欲しいと思っています。皆さんに参加して欲しいです。私たちはこ
れを継続的な議論にしたいのです。これは一回きりのものでは無く、２～３週間おきに何となく繋がって、そしてま
た2~3週間後まで会わない、というものにしたくないのです。皆さんと関係を作りたいと思っています。皆さんの本
音を聞いていきたいと思っています。皆さんの事をどんどん知っていけたら、そして皆さんが抱いているかもしれな
い疑問に出来る限りで、答えていきたいと思っています。ですから、皆さんが参加して、私たちをフォローして、他
の人たちと交流してくれるのを期待しています。そして皆さんの本音や、皆さんの目下の問題などを教えて頂けれ
ば、と思います。 

　さて、ちょっと私の話ですが、私は成長期に信者の友人がいませんでした。私にとっては辛い事でした。私の家族
は愛のある家族でした。誤解しないでください。でも、誰かに私のそばに来てもらって、神の御言葉の真理を教えて
もらい、私の主との歩みを励まして欲しかったです。でも、私にはそういう事はありませんでした。しかし、何が
あったかと言うと、私は大学を卒業しようとしていて、私は実際にあるプロスポーツチームの広報係で働こうとして
いました。私の両親が勧めました。「カリフォルニアにいる、私達の友人を訪ねてみたら？」それで、私はカリフォ
ルニアのカルバリー・チャペル聖書学校の友人の所に行きました。私はニュージャージー人です。私はニュージャー
ジーの海岸地帯の出身です。ニュージャージーからカリフォルニアに行った若者として、イン・アンド・アウト・バー
ガーにハマった他に、また、イエスを知る人達にたくさん出会いました。彼らはイエスを知っていました。そして私
は、私だってイエスを知りたいんだと気づきました。彼らには私にない何かがありました。私が本当に理解したのは
二つの事でした。一つは、彼らは聖書全体を教えられる事を通して、イエスを知るようになっていた事。一節ずつ、
創世記から黙示録まで。それから、彼らは、彼らの人生に働く神の聖霊の力によって、イエスとの関係を豊かに歩ん
でいたことです。皆さんに言わないといけませんが、そこに行って、その経験全てが私の人生の航路をすっかり変え
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てしまいました。実際にそうなったんです。24歳で、私は理解しました。イエスが本当にどれだけ私を愛している
か、そして、新しい人生を歩む為に聖霊がどれだけ私を強めて下さるかを。それは、イエスに信仰を置き、彼を信頼
する、私達全てが手にすることが出来るものだと、神が約束されています。それで、私は考え始めました。私は二年
間、そこに住んでいました。そして考えました。「もし、人々がイエスがどれだけ彼らを愛しているかを知ってさえ
いたら、みんなも同じようにイエスを知りたくなるだろう。」これが本当に私にとってミニストリーへの召しの始ま
りだったと言っていいと思います。私はただ神の御言葉の真理を他の人と分かち合いたかったんです。彼らがイエス
を知り、イエスがどんなに彼らを愛しているかを知る事が出来るように。それで、若者として、青年として、この事
は私の重荷であり続けています。今では、もう青年とは言えなくなりましたが、それでも、この事は私の重荷であり
続けています。なぜなら私はこの事に価値と利益を見出しているからです。皆さんがこの道を歩む際、私はそれがと
ても難しい事があるのを知っています。だから、皆さんに寄り添って、主にあって共に歩める事は本当に素晴らしい
です。そして、私達はチームとして、皆さんに寄り添い続ける事ができます。 

　本題に入る前に、皆さんと少し御言葉をお分かちしたいと思いますが、その前に、これをニックに送ります。皆さ
んに、ちょっと投票してもらいたい事がありますから。大事なことですから。これは知っておく必要がありますの
で。これは大事な事です。少なくとも私にとっては。皆さんが何を飲んでいるか知る必要があります。私はコーヒー
を飲んでいます。コーヒー中毒だと言ってもいいでしょう。しかし皆さんが何を飲んでいるか、ちょっと知りたいん
です。ニックが投票アンケートを送ってくれています。コーヒー？紅茶？炭酸飲料？それから水？中にはこう言う人
もいるかな。「いやいや、私はマテ茶です。」「私は新しい流行にハマってるんです」みたいな。でも、さて。結果
はどうだったでしょうか？おお、これは。 

[ニック]　おお、水が沢山ですね。 
[ジェフ]　健康的な世代ですね。あれを見て下さい。おお。65％！水が勝ちそうですね。炭酸飲料を飲む人がちらほ
ら。ありがとう。 
[ニック]　コーヒーは約25％です。今の所20～25％ですね。 

[アミール]　恥ずかしいですね。白状しないといけませんが、私は、皆さんが、もっとコーヒーを飲んでると思って
ました。どうなっているんですか？ 

[ジェフ]　ええと、これは私の話ですが、私達はイギリスのレイクディストリクトで教会を立ち上げようとしていたん
ですが、その間、私はコスタ・コーヒーで2年間働いていました。それが私のコーヒー中毒の言い訳です。言っておき
たいんですが、無料のコーヒーがあって、やられちゃいました。とにかく、いいですね。ニック、有難う。感謝です。 

[アミール]　という事は、私達は・・・、 
[ニック]　これが結果です。 
[アミール]　了解。 
[ニック]　これが結果です。 
[ジェフ]　で、最終的にはどうでした？読み上げてもらえませんか？見てますか？皆さん、見えてませんか？ 
[ニック]　全員がこれを見れますかね？ 
[アミール]　はい。 
[ニック]　はい。コーヒーが23％、紅茶6％、果汁ジュース2％、炭酸飲料5％、水65％。三分の二は水を飲んでます。 

[アミール]　私は皆さんのことを誇りに思います。でも私は恥ずかしいです。皆さんが健康的で水を飲んで 
いて誇りに思います。私はコーヒーが90％と思っていたので恥ずかしいです、そして多分10％が・・・、皆さんは私
が思っていたより、ずっと健康的な若者ですね。とてもいい事です。本当にいい事です。 

[ジェフ]　凄いですね。本当に素晴らしいです。では皆さん、ここで少し皆さんにお話ししたい事があります。私た
ちは昨日デボーションをしました。インスタグラムとフェイスブックに載せました。中には見た人もいるかも知れま
せん。もし見てないなら、今週、もしかしたらこれから2～3週、私たちが話すのは、神が、一番最初に創世記で説明
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された事を私たちがどう見ているか、神は皆さんと私を造られました。神はご自分のかたちに、神の似姿に私達を創
造されました。さて、もし皆さんが見てないなら、短く内容をまとめます。まず、もう一度言いますが、インスタグ
ラムに参加してください。皆さんと交わり続ける事が出来たら素晴らしいと思いますから。私達が買い物をする時、
中には、しばらく店に行って買い物できていない人たちもいますが、幸い、一部は正常に戻りつつあると思います。 

　お店かオンラインで買い物をする時、手作りの商品を見たら、ちょっとした特別感がありますよね。何かが手作り
されていると、すぐに造られたものだという感覚が伝わりますよね。これはカスタムメイドだ。ですから、より貴重
で、より価値あるものになります。そして、創世記1章1節を読むと、初めに、神は天と地を創造したとあります。私
たちが理解するのは、それが完全に超自然的な出来事だという事です。この世界は…ここに出てくる「創造した」と
いう単語は、ヘブライ語で「バーラ」と言います。「バラー」です。チームでヘブライ語のできる人が正してくれる
でしょう。基本的には、文字どおり何もない所から創造するという意味です。さて、これは私達人間に出来る事では
ありません。これは明らかに、神がその全能の力をお示しになられたものです。さらに、創世記2章7節を読むと、神
は人間を土地のちりから形造られたと書かれています。そして、鼻にいのちの息を吹き込まれ、そして人は生き物に
なった、と。さあ、私たちは、使われた言葉を理解しています。これは非常に個人的な過程でした。ここで使われる
ヘブライ語の単語は、「ヤツァー」で、その意味は、文字どおり、神がご自分の手で何かを造られたという理解です。
陶芸家が粘土を形作る様に。私達は神の手作りなのです。同様に、聖書が女のことを語る時も、神が語られるのは、
ヘブライ語では、やはり非常に個人的なもので、その創造は名匠が傑作を作り出しているようなものです。そして、
もちろん詩篇139篇では、私たち一人一人が、恐ろしい程に、素晴らしく神によって造られた事が語られています。
私達は神の手づくりなんです。私達は母の胎の内で組み立てられました。（詩篇139:13参照）ですから、私達が自分
についてどう感じようと、他人がどう言おうと、思おうと、私達は格別なんです。何故か？なぜなら私達は貴く価値
があるからです。私達は神の手作りの作品だからです。私たちは神の手作りの作品であり、神の芸術だからです。神
の作品なんです。別の言葉で言えば、私達はお金に換えられない価値があるんです。 

　さて、私たちはこうした事は全て聖書から学びました。しかし、ちょっと時間をとって、説明したい事がありま
す。それが終わったら、質問にお答えする時間を取りたいと思います。繰り返しますが、もし質問を考えているな
ら、質問があったら、チャット欄に質問を書いてください。ニックが質問の受付をしてくれます。もしかしたら、私
が話している間に質問を思いつくかも知れませんし、今、心の中に質問が浮かんでいるかも知れませんが、それを
チャットに簡単に書いて下さい。私達に送って下さい。なぜなら、今日、あなたの質問に答えられるかもしれません
し、答えられないかも知れません。私たちが今日話している話題についての質問をするのが良いですが、もし、皆さ
んが質問をチャットに書いてくれたら、どうなるかと言うと、私達は質問を集め続けます。何故かと言うと、私達は
皆さんの声を聞きたいんです。私達は、皆さんが何を考えているのか、何を望んでいるのか、何が必要なのかを知り
たいのです。どんな疑問があるのか、どんな事が心配なのか、何でも知りたいんです。皆さんが質問を書いてくれた
ら、私達はそれを記録しようと思います。それをキープしておきます。それを今後も続けたいと思います。議論を続
けたいんです。集まった質問を巡って、皆さんと交流と続けようと思っています。ですから、今日の話題に関してで
も、そうでなくても、チャットに書いて下さい。皆さんの声を聞くのを楽しみにしています。皆さんの心で何を思っ
ていのか知りたいのです。そして、先ほど見たように、神によって造られた、という考えについて話し合う時、私達
が聖書から理解するのは、神を知るという事、神がどういう存在で、どんなお方かを知る事には、聖書に非常に重要
なくだりが二つあります。一つは詩編19編1-6節、そしてローマ人への手紙1章18-21節です。そこで語られている
のは神の創造の事です。詩篇19篇1節で語られています。そこを読ませてください。「天は神の栄光を語り告げ」も
し手元に聖書があれば、開いて下さい。詩篇19篇1-6節です。 

「天は神の栄光を語り告げ大空は御手のわざを告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もせず、
語りもせず、その声も聞こえない。しかし、その光芒は全地にそのことばは世界の果てまで届いた。神は天に太陽の
ために幕屋を設けられた。花婿のように、太陽は部屋から出て勇士にように走路を喜び走る。天の果てからそれは昇
り、天の果てまでそれは巡る。その熱から隠れ得るものは何もない。」 
　(詩篇19:1-6) 
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　そこで、それについて考えてみたら、私達は今ここでzoomミーティングに参加していますが、一部の人はアメリカ
の西海岸の人で、ちょうど日の出があったばかりで、一方で地球の反対側にいる別の人たちは、フィリピンや今日初
めに聞いたその他の地域では、もう日の入りがありました。それでも、私たちは被造物を通じて神が一貫しておられ
るのが分かりますね。そして、それが創造の至る所で見て取れるもので、自然の中に神の栄光が示されているのが見
えます。神の創造した自然が不変で一貫しているという証しが見られます。神が私たちに示して下さる啓示がありま
す。言葉によらないので、神は絶えず、ご自分を示しておられるのです。神の御力と存在の継続的な証しを通して。
さっき言ったように、その範囲は世界中に及びます。それは至る所にあります。私達全員が見る事が出来ます。そこ
に言葉の壁はありません。素晴らしいですね。神のコミュニケーションに言葉は必要ありません。だれもが見て、聞
いて、理解します。私がちょうど言ったように、太陽は、神の人間への恵みについて、不変の証しをしてくれます。
さて、もう一つの聖句は、先ほど言ったように、ローマ人への手紙1章18節です。もし聖書をお持ちであれば、開い
て下さい。ローマ人への手紙1章18節にはこう書かれています。 

「というのは、不義を持って真理をはばんでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から啓示され
ているからです。なぜなら、神について知りうることは、彼に明らかであるからです。それは神が明らかにされたの
です。神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物によっ
て知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは、神を知ってい
ながら、その神を神としてあがめず、感謝もせず、かえってその思いはむなしくなり、その無知な心は暗くなったか
らです。」　(ローマ1:18-21) 

　そこで、19節と20節から私たちは二つの事を学びます。一つは、神について知り得る事は、はっきり分かること
です。20節では、神の見えない本性、すなわち神の永遠の力、神のご性質、それらははっきりと見る事ができます。
それは被造物によって示されている、と。しかしながら、まとめると、今見てきた様に、神は私たちに、このご自身
の証しを残されています。だれもが、私たちが今見たように、この惑星上の全ての人が、神の創造を見る事が出来ま
す。誰にも、それを否定する弁解の余地はありません。つまり、神の存在と力は、私たちにはっきりしていて明らか
です。実際、私達の周りのこの全ての創造物を見ると、創造物は創造主の方を見るようになっているはずです。しか
し、ローマ人の手紙では、25節で、もう一つの事に触れています。この沢山の創造物があるにも拘らず、悲しい事に、
こう書かれています。 

「彼らが神の真理を偽りと取り代え、造り主の代わりに造られた物を拝み、これに仕えた」　(ローマ1:25) 

　ここに、進化論的理論の紹介があり、そこには創造主に対する責任がありません。皆さんが理解しなければいけな
いのは、進化論を考えている人にとっての一番のメリットは、これなのです。彼らはそれは最高だと考えます。なぜ
なら、神が存在しない事を意味するからです。規則を造った創造主はいない訳です。言い換えると、責任がない、と
いう事です。人類が頂点にいます。私たち一人一人が自分のボスなんです。自分で自分の規則と目標を決めるんで
す。自分に一番いい事を自分で決める訳です。私たちが見ているのはそういう事で、創造物が私たちに神を明かして
いるにもかかわらず、人間は「それはイヤだ、私はその真理はもみ消す」と言って、文字どおり無理やり抑え込む訳
です。何が真理なのか、私は自分で決める、と。そして自分が自分の神になる、と。しかし、想像できるでしょうが、
こういう考え方のマイナス面は、永遠への希望がなければ、自分が存在する本当の目的がないです。もしこれが全て
の終りなら、何の意味があるんだ？もし皆さんが今日、この人生の目的は一体何なんだ、と自問しているならば、あ
のですね、正直に言うと、何も見つからないでしょう。もし皆さんか、または誰かが、私たちが話してきた事、つま
り、自分が自分の神になれる、という考えを信じているなら、私の牧師がいつも言っていたのですが、もしこれが真
実なら、もし私達全員が、原始のどろりとした物から進化して、そして動物界を通り抜けて、今、私と皆さんがヒト
になったのなら、それはあまり良い結果ではないですよね。私達はどろりとした物から始まって、動物になり、今こ
うなって、すべてを理解しようと努力しています。人が、生きる意味や人生の目的がない、と感じても驚く事ではな
い訳です。しかし、この自然、神の世界からの啓示、私たちが創造物に見る全般的な啓示が、私達よりも偉大な存在
がある、創造主がいる事を私たちに理解させるものの、それでもまだ、それが私達に伝えてくれる事は限定されてい
ます。なぜなら、神の見えない本性、性質の一定の側面だけが明らかにされているからです。それは言うまでもな
く、神の永遠の力と神性です。しかし、私達に分かる事は、私達には未だ必要があるという事実です。要するに、自
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然は、神の部分的な側面だけを私達に示してくれる訳です。私達は自然から、知識と、そう、神の力を発見します。
それでも、自然は神についての真理の情報源としては限度のあるものです。人間は、神について自然から一定の事を
推測できるだけです。なぜなら、そこには神について言葉で明白に述べられていないからです。言い換えると、私た
ちは、神に関して、一定の真理以上の事を理解できないのです。そして、ここで私達の神についての知識が加えられ
ないといけなくなるのです。時には、正される必要もあるでしょう。ここが、神からの特別な啓示が必要になるとこ
ろです。私達に必要なのは記録です。人類に対する神の啓示を、私達が理解できる言葉で書いた永久の記録です。有
難い事に、ご存知の通り、神は、ご自身についての書かれた啓示を、私達に与えて下さいました。それは神の御言葉、
つまり聖書に書かれています。そして、聖書にある神の特別な啓示を通じてのみ、神がどういうお方で、私達に何を
求めておられるか、明確な記述が得られるのです。思い出して下さい。詩篇19篇1-6節を読んだ時、私たちは、いか
に全ての創造物が神について物語っているかを見ました。しかし、面白い事に、もしそのまま読み続けて、7節まで
読んでいたら、全ての創造物が神について語っているという記述を終えて、7節にはこう書かれています。 

「主のみ教えは完全で、たましいを生き返らせ、主のあかしは確かで、わきまえのない者を賢くする。」 
(詩篇19:7) 

　ここに書かれている事は、私達は必要として、確かに、創造物が私達に一般的な啓示を教えてくれます。私たちは
一貫性や、神の力など、私達が話してきた事全部を見ることが出来ます。しかし、私達は、それでも、神の御性格や
ご性質を理解するために、直接的な神の啓示が必要なのです。私達が学べる事は、神が私達を創造されたのは、神は
愛であり、神が創造物を愛しているからだという事です。そして、神の創造物として、私達は神に反抗し、自分で自
分の道を選びました。これが罪と呼ばれるものです。皆さんも知っていると思いますが、罪の報酬は死です。(ローマ
6:23参照）もし知らないなら、それが真理なんです。私達の罪の報酬は死です。そして、これは愛の神からの永遠の
別離です。皆さんに説明したいと思いますが、その前に、ニック、また投票アンケートがあります。ただ知りたいだ
けなんです。本当に、皆さんと話しをして、知り合っていく上で、創造と進化についての皆さんの考えや立場にとて
も興味があります。それで、ニック、投票を行ってもらえますか？ 

[ニック]　はい。アンケートは複数の選択肢から二つ答える形になると思います。聖書に書かれている通りに創造を
文字通り信じますか？それとも進化の過程を信じますか？良いですか？これが投票アンケートです。今から始めま
す。もし答えて頂けるなら、回答時間は15秒です。分かりました。今投票中です。うわ、沢山結果が寄せられていま
す。 

[ジェフ]　励まされますね。今のところ。 
[ニック]　ええ。皆さん見ていますか・・・、誰かこれが見れる人は？ 
[ジェフ]　全員、これが見えますか？手を挙げて下さい。みんな見えていると思います。 
[ニック]　行きますよ・・・、今の所、86人中72人が答えてくれました。参加者の84％ですね。 
[ジェフ]　分かりました。 
[アミール]　たぶんチームのメンバーが… 
[ニック]　投票を終わります。ここに結果が出ます・・・結果が出ています。 
[ジェフ]　はい。 
[ニック]　創造を信じている人の割合が高いように見えますね。疑う人が何人か。今のところ、一人です。 

[ジェフ]　正直に答えてもらって感謝です。ありがとう。本当に助けになります。皆さんありがとう。皆さんありが
とう。では、私は例を挙げて皆さんに説明したいと思います。これは私を助けてくれますから。もしかしたら私が子
供っぽいからかも知れませんね。分かりませんが。でも、私はイメージや例が要るんです。それらは助けになるんで
す。その一つがこれなんです。良いですか？私達が創造された時、神が私達をご自身のかたちに、神に似せて創造し
た時、神は、父、御子、聖霊でした。良いですか？私の方を見てますか？三つあったのです。父、御子、そして聖霊
です。そして神は、皆さんと私を、「霊」と「たましい」と「体」として創造されました。ですから、私達が神のか
たち、似姿に創造された時、三つの部分がありました。さて、神は霊です。だから神は私達に霊を与えられました。
私達が創造された時、私達は繋がっていました。私達は創造主との交わりを持っていました。それが意図されたあり
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方でした。全てが始まった時は、そのようでした。霊、たましい、体は、創造主に霊で繋がっていました。良いです
か？しかし、ご存じのように、神は言われました。もしあなたがこの禁じられた木の実を食べたら、もしわたしに反
抗し、抵抗する事を選ぶなら、あなたは必ず死ぬ。その日に死ぬ、と。それがあなたの死となる、と。さて、それは
どういう意味でしょうか？文字どおり、地面に倒れる事でしょうか？違います。皆さんも違うとご存じでしょう。し
かし、実際に起こったことはこうです。私達は創造主と交わっていました。そして、私達が神に反逆し、従わず、結
局サタンに従ったその日、私達はその日に死に、その交わりを失いました。その繋がりは断ち切られ、私達は創造主
との関係を失いました。しかし、それだけではなく、最悪の事は、いえ、それが最悪の事でしたけど、それから、私
達の肉体的な欲求が‥。ですから、それは霊、たましい、体でした。私達は創造主と繋がり、導かれていました。し
かし、今では霊が死に、関係全体が反転させられました。今では、私達は体とたましいで生きています。ですから、
私達の肉の欲が私達に言うのです。「これをしろ、あれをしろ。」と。ですから、私達は体にコントロールされてい
るのです。そのために、私たちが新約聖書を読むと、ヨハネの福音書3章で、イエスは、あなたは新しく生まれなけ
ればならない、と宣言されているのです。イエスが宣言された事は、「あなたはわたしから断ち切られている。あな
たは壊れている。その関係が壊れている。そしてあなたの肉の欲が‥。」パウロがエペソ人への手紙で語ったように
皆さんは肉によって導かれ、命令されているのです。 

　皆さんは、霊がよみがえる必要があります。だから、皆さんは神の御霊に来て頂き、もう一度命を与えて頂く事が
必要です。皆さんがもう一度生き、創造主と再びつながる事が出来るように。最初に意図されていたように。これ
が、私たちにご自分のいのちを与えられる事で、神がなさっている事です。それで、続けますが、先ほど言ったよう
に、私達の罪の報いは、死です。それは神からの別離です。しかし、私達はまた、創造主が愛に満ちている事も分かっ
ています。なぜなら神は愛だからです。神は、ご自分の創造物が死んだり、滅んだり、永遠に神から離されたりする
事は望まれません。それで、神は、皆さんや私の為に進んで究極のいけにえになろうとされました。神は私達の一人
になったのです。そして、神はご自分の創造物に、ご自分を虐待し、死に至らしめる事をお許しになりました。なぜ
でしょうか？神が私達の代わりに罰を受ける事が出来るためです。そうすれば神は私達が犯してきた全ての過ちを赦
す事が出来るからです。神は私達の為に罪となり、それで私達はキリストにあって、神の前で義とされることが出来
ました。そして今や、私達は受け入れてもらう事が出来るのです。私達は再び繋がれるのです。良いですか？私達は
神の御前で再び受け入れて頂く事が出来るのです。私達はもう一度、創造主と交わる事が出来るのです。そうです。
罪の報いは死です。それは別離です。しかし、神の贈り物は、私たちの主イエス・キリストにある永遠のいのちです。
私たちは、神が私達を愛しておられるのを知っています。神は何の疑いの余地もなく、それを示してくださったから
です。私達がまだ神を拒絶し、神に興味を持たず、私たちがまだ罪人だった時に、イエス・キリストは皆さんと私の
為に死なれたのです。イエスは私達全員の為に死なれたのです。なぜなら、 
「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅び
ることなく、永遠のいのちを持つためである。」　(ヨハネ3:16) 

　それで、私達は、この無償の贈り物を受け取る必要があります。それは福音と呼ばれます。ほとんどの人は知って
いると思いますが、もし知らない人がいれば、福音という言葉は、「良き知らせ」という意味で、確かに恵みに満ち
た良き知らせなのです。恵みとは何でしょう？神の恵みとは、あなたが受けるに値しない贈り物を受け取るという意
味です。私達にふさわしいのは‥、私達が何にふさわしいか分かりますか？私達は、裁かれ、罰を受けるに値するの
です。それは私達がした全ての間違った事のため、私たちの罪のためです。しかし、イエスはそれをご自分の身に受
けて下さいました。イエスは私達の為に裁きを受けて下さいました。私達に永遠のいのちを提供することが出来るよ
うに。それが恵みです。それは何ですか？神の不相応な、あなたと私が受けるに値しない好意が、私たちに注がれる

ふ そうおう

のです。全くそれに価しない者たちに。ですから、私たちが御言葉を見ていくこの短い時間の終わりに…、だから、
皆さんと私には聖書が必要なのです。どういう意味かと言うと、私達には一般的な啓示があります。自然と創造物が
はっきりと私たちに、偉大な神、全能の神、力強い神を示しています。しかし私達が福音、良き知らせのメッセージ
を理解するのは、神のことばによるのです。私達は創造の中に神の恵みが示されるのを見ませんが、恵みは、福音の
メッセージを通して理解されるのです。ですから、そうです。私達は神に手作りされています。私達はとても格別な
のです。しかし、それだけではなく、もし、あなたが、あなた個人の主として、救い主としてイエス・キリストに信
仰と信頼を置くなら、その時、あなたは、また新しく生まれ変わるのです。そして、言わば、作り直されるのです。
皆さんは神の作品で、キリスト・イエスにあって良い行ないのために造られました。あなたは芸術作品なのです。そ
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れは、神が良い行ないの為に造られたものです。それは、神があらかじめ、あなたの人生の為に準備されているので
す。そして神は計画と目的をお持ちです。間違いではありません。あなたがここにいるのは偶然ではありません。私
達はそれぞれ、神の目的とご計画の為に存在しているのです。では、お祈りをして、それからQ&Aを始めましょう。
ニック、何か質問は来てますか？ 

[ニック]　来てます。はい。 
[ジェフ]　素晴らしい。では、お祈りして、それからQ&Aに入りましょう。 

お父様、私達はこの時間に再度感謝します。この真理、この御言葉に感謝します。そうです、主よ。あなたは私達全
員にご自身を知らせて下さっています。主よ、創造を通して、歴史を通して、創造物があなたの事を語っています。
しかし、私達は、この時間に、主よ、あなたが私達の救い主であり、あなたの恵みを必要としている事をあなたが示
してくださり、私たちに明らかにして下さったことを感謝します。自分の行いによるのではない事を。主よ、私達は
行いによらず、信仰によって、恵みにより救われました。私たちが少しでも誇る事がない為に。そして、十字架の
メッセージに感謝します。福音のメッセージに感謝します。主よ、今日ここに私達と共にいるこの若物たち一人一人
を感謝します。主よ、私たちが歩むべく、あなたがあらかじめ備えて下さった良い行ないに従って、私たちが共に歩
める事を感謝します。 
イエスの御名によって、アーメン。 

さて、ニック、行きましょうか。 

[ニック]　了解です。グレース・ローさんから質問が来ています。ロウさん・・・失礼、グレース・ロウさんです。多
分正しく発音できたと思います。私がお願いしたら、自分のミュートを解除してもらえると助かります。彼女の質問
は、ヘブル人への手紙に、神は私達の罪を思い起こさない、とあります。私達はキリストにあるからです。それで
も、私達はまだ裁きの座で申し開きをする必要がある、とある事についてです。それをどう調和させるのかという問
題です。では、今、お願いしようと思います。どうぞ質問して下さい。 

[グレース]　皆さん、こんにちは。はい、お会いできて嬉しいです。それで、ただどうなのかなと思っていて、はい、
ニックが言ったように、この二つの箇所をどう一致させたらいいんでしょう。神は私達の罪と不法を消して、そして
思い起こさない、と言われました。でも、まだ、私達は申し開きをするよう求められています。自分の行いの義と不
義について。その意味で、まだ裁きを受ける事になります。ですから、はい、この二つの箇所をどう理解したらいい
のでしょうか？ 

[ジェフ]　グレース、あなたはどこにいますか？どこ出身ですか？ 
[グレース]　シンガポールです。 
[ジェフ]　ああ、いいですね。さて、ニック？始められますか？ 
[ニック]　はい。アミール、この質問を受けて下さいますか？ 
[アミール]　ぜひ、させて頂きます♥ 
[ジェフ]　ははは、お願いします。 
[ニック]　この質問はアミール宛てです。 

[アミール]　グレース、ジェフがさっき言ったように、罪への報酬は何でしたか？死です。そのとおりです。罪への
報いは死です。言い換えると、グレース、あなたが言った事は、裁きの座では、私たちはまだ自分の言動の申し開き
をしないといけない、という事ですね。思い出してください。もしあなたが裁きの座まで行くという事は、あなたは
すでに携挙されています。携挙されるためには、新しいからだに変えられないといけません。それは決して死なな
い、死ねないからだです。言い換えると、あなたは罪への報いを受ける必要はありません。なぜなら、すでに新しい
からだになり、天国に連れていかれ、あなたは今…あなたは永遠のいのちを生き始めたんです。いいですか？ですか
ら、私達が天でする事、天で私たちが立って説明せねばならない事は、私たちが信者になった瞬間からの私たちの信
仰に関する事です。いいですか？ですから、私達は地獄に送られるのでもなく、火の池に投げ込まれるのでもありま
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せん。私達信者が受けるもの、あるいは受けないものは、報酬です。報酬が得られるか、得られないか、です。いい
ですか？ですから、グレース、この二つは違う事なんです。あなたの罪は許され、思い起こされません。その罰もあ
りません。あなたはすでに新しく作られたものです。あなたはすでに‥、あなたは新しい栄光のからだに変えられる
でしょう。あなたは神の御前に出て、後は冠を受けるか受けないか、という事です。しかし、あなたはもはや、この、
「私は救われれるのか、どうか？」、「私は永遠のいのちを手に入れたのか、どうか？」もはやこういう事ではあり
ません。思い出してください。グレース、最後の最後に、聖書全体の中で最も悲しい箇所があります。しかし、最後
の最後で、(全ての書が…）全ての人が生き返ります。これが第二の復活です。全ての人が生き返り、全ての人が立っ
て説明しないといけなくなります。そして聖書には、複数の書が開かれると書かれています。いいですか？そして、
聖書によると、子羊のいのちの書にその名が記されていない者は皆、火の池に投げ込まれます。あなたが信者になっ
た瞬間に、あなたの名前は子羊のいのちの書に記されました。ですから、そこはすでにクリアしています。聖書のヨ
ハネの黙示録に書かれているのは、もしあなたが第一の復活にあずかるなら、言い換えると、あなたが引き上げられ
た教会の一部なら、第二の死はあなたに対し、何の力もないという事です。言い換えると、あなたは‥、死はもはや
最終的な死ではなく、この永遠の死は、もうあなたの選択肢には無いのです。ですから、その事を心配する必要はあ
りません。そうです。あなたが信者になった時、忠実である事が大事になります。私達が聞きたいのは、次のことば
です。「よくやった。良い忠実なしもべだ。」(マタイ15:21)これがあなたの質問への答えです。 

[グレース]　ありがとうございました。もう一つ質問できますか？それで、キリストの裁きの座で、私達は、自分の
行いが火をくぐるのを見て、それでもまだ、それが焼かれて灰になるのを見て、実際、恥ずかしくなったり、後悔し
たり、罪悪感を感じたりしませんか。 

[アミール]　こう考えてみましょう。私達がその事について聖書で学ぶ理由は、私たちが恥ずかしい思いをしない為
です。私達が今や忠実になるためです。私達がそこに立って...しかし、明らかに、道理にかなっているのは、もしあ
なたが神の御前に立っていて、あなたがあんまり忠実でなく...できたはずの事をしなかった！と気づいたら、その事
に少し恥ずかしくなると思いませんか？ 

[グレース]　はい。 
[アミール]　さて、裁きの座がどんなものかを神が私たちに教えて下さっているのは、素晴らしい事ではないです
か？私達がそうならなくて済む為に。つまり、私達の未来について、私たちが知っている事は、すべて、私達が備え
るためです。怖がるためではありません。いいですか？まさに、この理由で、グレース、あなたは美しい国にいるの
です。私はシンガポールが好きです。ところで、言っておきますが、シンガポールは、ビホールド・イスラエルの創
設に大きな役割を果たしてくれています。話せば長くなりますが、要点は、主との歩みにおいて、あなたは忠実でな
いといけません。聖書のコロサイ人への手紙3章1-2節にこうあります。 

「もしあなたがたが、キリストとともによみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。」 
　(コロサイ3:1-2) 

私達は、ほぼ毎日、その事を考えるように命じられています。御前で、何と言おう、私は何をするだろうか？私は天
で神の御前に立った時、何と言うだろう？その事は、今、役に立つはずです。私達がもっと効果的になり、もっと忠
実になり、私達に必要な熱意と興奮を持つ為に。間違いなく、神は、私たちを連れに来られた時に、神の事で忙しく
している者を、見つけたいと望んでおられます。眠っている者ではなく。うーん、ええ、これは‥、 

[ジェフ]　グレース、一つ付け加えてもいいですか？私が感じた事は、私はその質問が良く分かります。私は、この
質問を何回も受けました。なぜなら彼らは心配していて、何が起こり得るかと言うと、分析マヒになりかかるんで
す。こう考えてしまいます。これは正しい動機に基づいているだろうか？私は純粋に、聖く、完璧に神に仕えている
だろうか？私の決断は利己的だったんじゃないか？そして彼らは、自由に神を愛し、奉仕する事ができないような状
態になります。私が好きなのは、神がエレミヤ書で私達に言われた事で、預言者エレミヤはこう言っています。主が
語られた時、こう言われました。 
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「もし、あなたが帰って来るなら、私はあなたを帰らせ、私の前に立たせよう。もし、あなたが、卑しいことではな
く、尊いことを言うなら、あなたはわたしの口のようになる。」(エレミヤ15:19) 

ですから、神はご自身の性質、性格を示されていました。つまり、神には、卑しい事から尊い事を引き出す能力があ
るという事です。言い換えると、木や草やわらを焼き尽くすという考えは、時に起こり得るのは、人々が「あー、私
の行いは、全部木や草やわらだ」と思う事です。私の動機が不純だったから、とか、私は利己的だったから、と。し
かし神が言われるのは実際はこうです。「確かに、わたしは精錬する者の火だ。しかし、わたしは、あなたがただわ
たしに仕え、わたしを愛したいのを知っている。」そこに金があるのです。ええ、私達は、吹き飛ばさないといけな
いもみ殻を少し持っているかも知れませんが、大丈夫なんです。なぜなら神はあなたの心と、神に奉仕したいという
望みをご存じだからです。私が大好きなのは、新約聖書を読んでいく時、いいですか？そして、新約聖書で触れられ
ている、これらの旧約聖書の登場人物に目を留めます。そこで気づくのは、旧約聖書の人物の事を新約聖書で読む
時、誰のことについても、否定的な事は一言も言われていないという事です。ヘブル人への手紙11章に行きましょ
う。そこは信仰の殿堂です。次から次に、神は彼らの信仰と彼らが進んでした事を誉めています。しかし、私達はそ
のうちの何人かの話を知っています。私たちは彼らのした事のいくつかを知っています。そして、私達は「おおおお
お」となります。でも、それが大事な事なのです。恵みの福音の下で、神は卑しい事から尊い事を引き出すことが出
来るのです。神が私たちに示しているのは、「いいかい？わたしは善いものを覚えている。わたしはそれを見て、た
だわたしに仕え、わたしを愛したいというあなたの心のために、あなたに報酬を与えよう。」ですから、ただ思い切
り神を愛し、神に仕えて下さい。心配しないで、やればいいんです。考えすぎないで。ただ主に奉仕し、主を愛して
下さい。そしたら祝福を受けるでしょう。 

[グレース]　アーメン。有難うございました。感謝します。 

[ニック]　ありがとう。次の質問はケネディからです。ケネディの質問は基本的に、携挙と再臨の本当の違 
いを知りたい、という事です。この事象については、少し混乱があるみたいですね。では、ケネディ、ミュー 
トを解除してもらえますか？聞こえますか？ケネディ？ 

[ケネディ]　良く聞こえます。 
[ニック]　あなたの番です。 
[ケネディ]　はい。 
[アミール]　ケネディ、どこの出身ですか？ 
[ケネディ]　ザンビアです。 

[アミール] ザンビア！素晴らしい。あなたが参加してくれて嬉しいです。続けて下さい。ケネディ、質問して下さ
い。ザンビア？ガリラヤが呼んでいますよ。ケネディ、聞こえますか？質問してもらえますか？では、彼の質問に答
えましょう。 

[ニック]　はい、はい。 
[アミール]　彼をミュートできますね。たぶん、彼も聞こえるでしょう。 
[ジェフ]　あまり電波がよくないですね・翌日 

[アミール]　少なくとも、彼の声は聞きましたし、出身も分かりました。それで、ケネディ、お知らせしておくと、
その件について、私はメッセージをしてます。携挙と再臨の違いについて。皆さん、皆さんはとても若いので、短い
標語を覚えるのは簡単ですよね。だから、これを覚えて下さい。携挙はキリストが教会を迎えに来る事です。再臨
は、キリストが教会と共に来る事です。この二つは別の事象です。携挙には、世界の他の人達は含まれません。教会
だけが、出し抜けに、瞬く間に、です。誰も目撃しません。誰にも分かりません。何の準備もありません。どこでも
実況される事もありません。パっと、瞬く間に、私達は消え失せます。それが教会が除かれる時で、患難時代が始ま
ろうとする時です。しかし、主が私達と共に戻る時、世界中が、それを見ることになります。あらゆる場所から、全
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ての膝が跪き、全ての舌が告白します。信じられない様な事になるでしょう。イエスは雲に乗って来られ、あらゆる
ひざまず

人が彼を見る事が出来ます。聖書によると、イエスを見るだけではなく、ゼカリヤ書14章 

「見よ。主は千万の聖徒を引き連れて来られる。」　(ユダ1:14)、 

「主の足は、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。」　(ゼカリヤ14:4) 

オリーブ山は二つに裂けます。地震が起こります。イエスは彼ら全ての上に裁きを注がれます。それはスゴイことに
なるでしょう。最初の事、携挙では、世界は気づきもしません。つまり、二人の人が畑にいます。ブーン！「ひとり
は取られ、ひとりは残されます。」 

「二人の女が臼をひいていると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。」　(マタイ24:40-41) 

これは裁きの事でも何でもありません。私達、キリストの使節は、自分が属する所に呼び戻されます。この世界で戦
いが行われる前に。そして、7年後に、7年間の患難時代が終わる時、そしてイエスが再臨する時に、私達も彼と共に
戻らないといけません。なぜ、私達は彼と戻らないといけないのでしょうか？聖書のテサロニケ人への手紙第一4章
には、私達がイエスと共にいるようになる時、再びイエスと離れる事はない、と書かれています。つまり、テサロニ
ケ人への手紙第一4章の最後を読むと、そこに携挙全体の事が書かれています。その瞬間から、イエスが行く所には
どこでも、私達も行く事になります。それだけです。私達はもうイエスと離れる事はないんです。ですから、イエス
が天にいるなら、私達もまだ天にいます。イエスが地上に戻られる時、私達も彼と共に地上に戻ります。イエスが千
年の間治める時、私達も彼と共に治めます。私達は彼と共に裁きます。そして、もちろん、全てが新しくされる時、
新しい天、新しい地、新しいエルサレム。そこに私達もいます。ですから、これらは二つの異なる事象です。携挙は
静かで、素早く、迅速 
で、私達の為だけです。再臨は壮大で、大きくて、あらゆる人がそれを見て、それは、世界全体の為で 
す。その時、私達は主と共に戻ってきます。 

ところで、ビホールド・イスラエルのユーチューブのチャンネルを見てもらえれば、そこに、この件について教えた
メッセージがあります。ええと、ええ、メッセージのタイトルは、こうだったと思います。「イエスの再臨は私達の
為に？それとも私達と共に?」良いですか？私が覚えている限り、それがメッセージの 
タイトルです。これはお聞きになる事を本当にお勧めします。「イエスの再臨：私達の為に？それとも私達と共
に？」私は全部のメッセージに目を通しています。そこにあるはずです。覚えている限りでは。もう一度。「イエス
の再臨：私達の為に？それとも私達と共に？」これは基本的に、もし皆さんが見つけたら、リンクを貼ってくださ
い。それか、ジェイソンがしてくれるかも知れません。チャットルームにリンクを貼れます。 

[ジェイソン]　もう貼ってます。 

[アミール]　もうですか？素晴らしい。ですから、チャット欄にそのメッセージへのリンクがあります。皆さんの助
けになると信じてます。良いですね。 

[ジェフ]　ジェイソンが裏で世話してくれてるって言ったでしょう。見て下さい。いい仕事ぶり。素晴らしい。 

[ニック]　はい、では次の質問はブロックからです。ブロックの質問は、「19歳ですが、いろんな事が不確かな中
で、どう人生設計をしたら良いですか？」それで、私は、うーむ。ブロック、これから、あ、消えちゃった。 

[アミール]　私には見えますよ。どうぞ。 
[ブロック]　こんにちは。有難うございます。本当に、ここに居れて光栄です。 
[ジェフ]　どこの出身ですか？ 
[ブロック]　フロリダです。 
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[ジェフ]　うん、いいね。どの辺り？どの地域？ 
[ブロック]　パームベイです。 
[ジェフ]　私の両親がそこ出身なんですよ。 

[ブロック]　はい、僕はフロリダのパーム・ベイの出身です。最近は厳しいという事は分かっています。若い世代の
中でも変化が凄くて、漫画もそうで、視覚的な見方といった事でもそうなんです。そして、みんな本当に神の御言葉
から離れていってるんです。そして、そうでない人もいます。それで、僕にとっては、人生で何がしたいのか答えを出
すのがすごく難しくて、僕は何をすべきなのか？何を怖がるべきじゃないのか？何を克服するべきなのか？そういっ
た事です。だって、最近は本当に世の中がひどくなってきているから。でも、ちょっと知りたいと思う気持ちがあっ
て、ただ進み続けて、そして将来のことや、自分に理解できる事、出来ない事について、自分に何が出来るか見てみ
ようと… 

[ジェフ]　うん、私はちょっと答えてみますが、もし他に誰か答えを持ってる人がいれば‥。私はただ、君を力づけ
たいです。つまり、私が最初に言った事ですが、私たちが、5年ほど前に始めたミニストリーの名前は「ティクヴァ」
と言って、それは、ヘブライ語で希望という意味です。それはエレミヤ書29章11節からとった言葉で、神の心の内が
神の民、イスラエルの国に語られるのを聞くのですが、神は言われました。「あなたがたのために立てているわたし
の計画はわざわいではなく、平安を与えるものだ。それはわざわいではなくて、平安を与える計画であり、あなたが
たに将来と希望を与えるためのものだ。」ですから、神はこう言っているのです。「わたしはあなた方に先立って行
こう。」なぜなら神は、何ですか？良い羊飼いです。ですよね？そして、良い羊飼いとして、神は羊の先を進まれ、
場所を準備し、緑の草と水を準備されます。神は、彼らが行くべき所に彼らを導かれます。そして、神はイザヤを通
じても語られました。「わたしはあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、あなたがたのしんがりとなる」と。私
達は今日の学びでも少し見ましたが、私達は神の作品であり、キリスト・イエスにあって、良い行ないのために造ら
れました。それは私達が行なえるように、神が事前に準備して下さったものです。ですから、聖書にあるように、君
が、「信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さない」でいるなら　(ヘブル12:2)、あなたがたのうち
に良い働きを始められた方は、忠実にそれを完成させて下さいます。(ピリピ1：6参照）イエスから目を離さないで
いれば、イザヤが言ったように、「志の堅固な者を、あなたは全き平安のうちに守られます。」（イザヤ26:3） 

　しかし、ここに難しい点があります。私達全員にとって難しい事です。ペテロは船から出ましたよね？そして、彼
は少しの間、イエスを見ていました。しかし、風と波が吹き始めた時、彼は、主から注意をそらしました。なぜなら
周囲の全ての「状況」が渦巻いたからです。そして何が起こり始めましたか？ペテロは沈み始めました。そして、こ
れは私達全員に起こりうることなんです。本当に、もし私達が主から目を離し、周囲の状況や時のしるしや、そう
いったものが続いたら、私達は「うわ、どうしよう」と考え始めます。私達はイエスに目を向ける必要があります。
もし、皆さんが今そうした状況にいるなら、皆さんの中には今日、沈みかけているように感じている人がいるかも知
れませんが、奮い立ってください。ペテロはどうしましたか？「主よ、助けて下さい。」　(マタイ14:30)それだけ
です。単語数個だけです。主よ、助けて下さい。イエスはすぐに助けて下さいました。そして、ここは憶測ですが、
彼らは多分一緒に歩いて舟まで戻らないといけなかったでしょう。いいですか？ですから、どちらにしろ、私が言い
たいのは、次の事を知っておく事です。イエスは「わたしは決してあなたを置き去りにしない、決してあなたを見捨
てない」と言われます。「わたしは昨日も、今日も、いつまでも同じです。」ですから、どんな状況であっても、イ
エスにはご計画があり、皆さんの為の目的をお持ちなのです。ですから、イエスがあなたの為に事前に準備した善行
の中を歩み続けて下さい。 

[ブロック]　はい、有難うございます。感謝します。 
[ジェフ]　ふーん。 
[ブロック]　もう一つ手短に言います。未来に関する全ての事が、私にとって、さっき言ったように、とてもきつい
です。それから、少し緊張しています。すみません。こういう事をするのは初めてなので。 

[ジェフ]　大丈夫だよ、兄弟。ここにいる私達は、みんな友達です。 
[ブロック]　将来について、前向きな見方ができるように、何かお勧めはありますか？ 
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[ジェフ]　さっき言ったように・・・ 

[ブロック]　何を・・・、良い例があればお願いします。クリスチャンとして、将来何をするべきか答えを出す助け
になるもの。クリスチャンとして何をすべきか。 

[ジェフ]　ニックが何か言いたそうです。それが伝わって来ますよ。でしょ？ニック？ 

[ニック]　これは難しい質問ですね。あなた位の年頃の人が沢山います。私の子供はあなた位の年で、同じような葛
たくさん

藤があります。今どきは、沢山の選択肢があります。私達が子供の頃は、みんな同じ工場で働いて、車の相乗りが出
来ました。今の時代では、みんな違うシフトで、違う場所で働いて、すごく沢山の選択肢があります。そして、特に、
コンピューターやハイテクの世界の出現で出来る事が沢山ありますが、最終的には、キリストの信者としては、神が
戸を開かれます。あなたが御言葉にとどまり、信仰を保つ限り、神が戸を開いて下さいます。それはあなたが考えも
しなかった様な分野かもしれません。あなたが聖霊の導きに耳を傾ける限り、神は、あなたが以前は考えてなかった
ような分野を開く事が出来ます。私が与えられる最善の答えは、ただキリストに全てを委ねて下さい。すると、後は

ゆだ

自ずと開けてきます。神はあなたが思ってもなかった様な分野にあなたを導いてくれます。最初に決定して、その後
おの

で、「神よ。私はこれをしたから、今からそれについて祈ります」と言うよりも、最初に祈って、神があなたをどこ
に導くか見てください。 
[ブロック]　有難うございました。 

[ジェフ]　さて、手短に、ブロック、この事についてまた少し。神は、しばしば私達を導いて下さいます。私達が信
仰によって歩み、神を信頼し、私達が従順な時に。これが鍵の一つです。神が自分に示した言葉に必ず従うようにし
て下さい。なぜなら、それが、あなたがどこにいるべきかを知る助けになるからです。神 
は言われました。 

「この世と調子を合わせてはいけません。心の一新によって自分を変えなさい。」(ローマ12:2) 

　ですから、神のことばで自分を洗い、心を一新して下さい。神は、私達は「何が良いことで、神に受け入れられ、
完全であるのか」を知ると言われました。(ローマ12:2)ですから主に従順に歩み続けて下さい。そして、君を力づけ
る為に言える事は、神は、時々、超自然的に自然な働きをなさいます。ですから、もし、君が心の中で望みを抱いて
おり、それが神の聖書に反せず、非合法でなく、君が自然に出来る事があって、「ああ、僕は本当にこれをするのが
好きだ。」と感じるなら、それがそうかもしれません。祈って。その事について祈って下さい。主が、君に与えた賜
物は何かを祈り、それが君をどこに導くか見ましょう。もしかしたら、それは主も望んでおられる事かも知れませ
ん。そして、それは、御言葉やあなたの周りの人を通じて、時々、裏付けられるでしょう。周りの誰か、責任ある立
場の人に相談出来るなら、それも大変助けになります。 

[ブロック]　有難うございました。 

[ニック]　はい、有難う、ブロック。次の質問はベッカからです。ベッカ、あなたのミュートを解除しますね。質問
してもらえますか。質問は自然における神の存在に関する事です。どうして人はその責任を問われるのか？ 

[アミール]　ベッカ、どうぞ。あなたはミュートを解除されています。話せます。まずどこの出身か教えて下さい。 

[ベッカ]　テネシーです。私の質問は実際にはちょっと違います。それは誰か別の人の質問だったのかも… 
[ニック]　続けて下さい。 
[ベッカ]　私の質問は‥、 
[ニック]　沢山の質問が来てたから。ベッカ、ごめんね。どうぞ。 
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[ベッカ]　分かりました。大丈夫です。私は友人たちに、実際にどう話したらいいか知りたいんです。彼らは、とて
もリベラルで進歩的な考えを受け入れていて、どうやって聖書を通じて力づけてあげられるか、聖書から裏付けした
りして。私の友達の多くは信者です。でも彼らが、今、世界で起こっている欺きに騙されていっているように感じて
います。皆さんが話している大いなる欺きの事です。それが本当に気になります。聖書を読むと、例えば...私には、
これが、今リベラル主義や進歩主義で起こっている事と、完全に関係があるのかどうか、分からないのですが、でも、
テモテへの手紙第一の6章20-21節にこうあります。 

「テモテよ、ゆだねられたものを守りなさい。そして、俗悪なむだ話、また、まちがって『霊知』(＊他訳＝知識)と
呼ばれる反対論を避けなさい。これを公然と主張したある人たちは、信仰からはずれてしまいました。恵みが、あな
たがたとともにありますように。」(テモテⅠ6:20-21) 

　この箇所を読む時、私は間違って「知識」と呼ばれるものについて矛盾している事を思うのです。たとえば、黒人
の命が大事（ブラック・ライブズ・マター）だけど、でも、中絶や、黒人による黒人への暴力を無視して、少数の「ブ
ラック・ライブズ・マター」だけに注目しています。他に似たようなものが沢山あるんです。リベラルな議題には、
間違って「知識」と呼ばれているものの矛盾が見られるんです。それで、私の友だちにこの問題について話をする時
に、他にどんな聖句が使えるか知りたいんです。そして最終的に、リベラリズムが福音の光を封じ込める危険につい
て、友だちに教えたいんです。そして、実際に彼らにどうやって話せばいいか、知りたいです。 

[アミール]　私は‥、どうぞ。 

[マイク]　ベッカ、あなたに覚えていて欲しい事を二つ、思いつきました。一つ、彼らは聖書が権威あるものと思っ
ていないかも知れません。そうであれば、すぐにそこに行くのは最善の解決策ではないかも知れません。出発点を二
つ提案させてください。それから聖書についても話せるかも知れません。一つ、今の世代の人とは、問題を別の視点
から見直す必要があります。例えば、お友達はあなたに言うかも知れません。「ベッカ、あなたブラック・ライブズ・
マターを信じてないの？もしそうなら、恥を知りなさい。」お友達は、あなたを不意打ちして、追い詰めたんです。
ですから、この問題を捉え直す事は、お友達にとって驚くようなものになります。私は次のようなやり方をします。
私は普通、守りに入るよりも攻めに回って、こういう風に言います。「あなたの考えでは・・・」むしろ質問に答え
るよりも、質問を投げ返します。これが二番目の点で、ジレンマを移す事です。私はそれを別の視点から見直して、
ジレンマを相手に投げかけます。「あなたは家族が大事だと思いますか？」お友達は、もちろん、と言うでしょう。
あのね、「ブラック・ライブズ・マター」の教義では、現実に、彼らは家族をバラバラにする事に対して心配してい
ないんだよ。あなたは全ての命が大事だと思いますか？ええと、そうです。では、胎児の命はどうですか？そこか
ら、お友達との色んな会話が湧き出て来ると思います。さて、もしお友達が聖書は絶対的だと信じているなら、そう
かも知れないし、そうでないかも知れませんが、それがどこに繋がっていくのかというジレンマをお友達に投げかけ
ないといけないかもしれません。私が色んな人と話をする時、それが「ブラック・ライブズ・マター」であろうと、
中絶のことであろうと、マルクス主義的社会主義のことであろうと、私は問題を別の視点から捉え直して、それがど
こに繋がっていくのかという、ジレンマを伝達しようとします。あなたに質問します。ベッカ、マルクス主義的社会
主義、左翼の世界観はどこに行き着くと思いますか？質問に正面から答えるようにお願いします。つまり、それらは
どこに行きつきますか？何に繋がりますか？ 

[ベッカ]　私は間違いなく、それは神から離れて、とても世俗的でヒューマニズム的な世界観に導かれると思いま
す。そっちに行くと、聖書的な世界観を受け入れる事が出来なくなる、と思います。 

[マイク]　そうですね、めいめいが自分の目に正しいと見える事を行うでしょう。ベッカ、もしみんなが自分の目に
正しいと見える事を行ったら、どうなると思いますか？今回は、ジレンマをあなたに投げることで、ロールモデルを
演じています。めいめいが自分の目に正しいと見えることを行なったら、どうなるでしょうか？ 

[ベッカ]　私達はみんなとても我がままになり、最後にはお互いに傷つけ合うと思います。 
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[マイク]　そうですね。社会においてそれはどう作用するでしょう？例えば、クリスマスに、大型スーパーのター
ゲットで、最後に残ったおもちゃを、娘に買ってあげたかったら？分かりますか？本当に個人的な問題にしないとい
けないんです。分かりますか？もし不法が蔓延していたら、どうなると思いますか？もし、誰かがあなたの家に侵入
して来て、警察を呼びたくなったとしましょう。さて、どうでしょう。 

[ベッカ]　ええ。 
[マイク]　言っている事が分かりますか？ 
[ベッカ]　分かります。 

[マイク]　あなたが守りに入るよりも、問題を捉え直して、それから、愛と気配りをもって、優しく対応すれば...そし
てお友だちに対して少し攻撃的にいって、ジレンマを移すのです。私に友人がいます。娘の友人です。彼女は電子タ
バコが好きで、彼氏と寝るのが好きです。私の娘はその事について何と言ったらいいか分かりませんでした。私は言
いました。「次に彼女に話す時に、問題を捉え直して、ジレンマを移すんだよ。」なぜなら、彼女は私の娘を引き込
もうとしていたからです。問題を見直すというのは、次のような事を言うことです。「ええ。ニコチンは、私の人生
で、今必要じゃないの。それより、もっと健康的なことをしたいの。ある日起きたら中毒になっていた、なんて事に
なりたくないから。それに、ある日目が覚めたら、子供を育てないといけなくなってて、男が誰かと逃げた、なんて
事にもなりたくないです。私はおかしいかも知れないけど、でもむしろ賢い決断をしたいの。」 
では、アミール、コメントをもらえますか？私の助言は、問題を捉え直して、ジレンマを移して、相手に問題がどこ
に行き着くのか分かってもらう、です。もし上手く出来たら、それが楽しい部分ですよ、ベッカ。 

[ベッカ]　とても参考になりました。マイク、有難うございます。 

[アミール]　ベッカ、事実、「ブラック・ライブズ・マター」について訊かれたら、こう言うべきです。「もちろ
ん！だから私は、全ての黒人の赤ちゃんの中絶に反対しているのよ。彼らは大事よ。だから私は、黒人の多い地域で
の暴力を、警察が止めるのを禁止する市長たちを、全く理解できないのよ。彼らはお互いに殺し合ってる。私は彼ら
を、黒人の命を愛しています・・・。」私が今何をしたか分かりますか？ 

[ベッカ]　はい。 

[アミール]　「私は愛してるのよ！」と。ところで、私は振りをしている訳ではありません。これは私達が信じてい
る事です。彼らは本当に大事です。だからこそ、私たちは、法と秩序が必ず存在するように、せねばならないので
す。だからこそ、私達は、赤ちゃんが生まれる前に簡単に殺す事は出来ないように、しないといけないんです。とこ
ろで、彼らがプランド・ペアレントフッド（全米家族計画連盟）を創設した時、黒人は、プランド・ペアレントフッ
ドの標的になっていたのです。彼らが主な対象集団で、彼らから生まれる赤ちゃんは、殺されないといけない、と。
そしてそれを始めた女性が「世界の問題は何だと思いますか？」と訊かれた時、彼女は言いました。「明白で単純で
す。赤ちゃんです。」子供達が問題なんです！分かりますか？そして、あなたは、人間を愛し、人間の命を愛し、赤
ちゃんを愛し、あらゆる人を愛する者として、あなたは、みんなを愛しています。あなたは、こうした事が、受け入
れられないんです。ですから、あなたの立ち位置は、選択的な立場よりも、10倍も黒人の命を支える事になります。
もし、それが大事だと感じるなら、選択的にならないで下さい。受胎から死まで、全てが大事なんです。それから、
私たちが否定的に聞こえない様にする事が大事です。または・・・ところで、私は「ブラック・ライブズ・マター」
の組織に反対なので…それは、彼らが超マルクス主義的で、反ユダヤ主義だからですが、多くの人が私を人種差別主
義者だと思っています。そして私は黒人の人々を愛してないと思われています。それは事実とは程遠いです。私が彼
らを愛しているからこそ、私はこの組織に反対なんです。なぜなら、それは邪悪な組織で、黒人を食い物にしている
からです。黒人を利用しているのです。これは何か別の策略を推進するためのもので、それは、黒人コミュニティの
健康と幸福とは何も関係がありません。黒人は家庭に父親が必要なんです。黒人は仕事が必要です。彼らには勤め先
が必要で、彼らには医療が必要です。彼らには、これら全てが必要です。分かりますか？あなたがそれを支援するな
ら、あなたは本当に彼らを愛しているのです。彼らには混乱は必要ありません。彼らには、そう、無政府状態は必要
ありません。彼らには必要ありません。ただ、必要ないのです。彼らには法が必要です。彼らには家庭における父親
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像が必要です。そして・・・私が言いたい事は、誰にも事実を捻じ曲げさせないようにして下さい。まるであなたが
人種差別主義者であるかのように。あなたの方が、あの組織の支持者よりも、黒人の事を遥かに気にかけているんで
すから。以上です。 

[ベッカ]　素晴らしいです。有難うございました。 
[アミール]　はい。 
[ニック]　はい。有難うございます。次の質問はレインからです。レイン？どこにいますか？見つけるのに手間取っ
ています。ジェイソン、もしレインを見つけたら、彼のミュートを解除して下さい。もうちょっと探してみます。い
た、いた。それでは、レイン。 

[レイン]　上手くいってますか、兄弟？ 
[ニック]　ええ。どうも。あなたは？ 
[レイン]　僕は好調ですよ。 
[ニック]　また会えて良かったです。 

[レイン]　はい。こちらこそ。それで、実際には幾つか質問があるんですけど。最初に聞きたいのは、裁き 
の座とかの、アミールの議論なんかです。彼は言ってました。ええと、僕たちは恥ずかしくなるだろう、と。ええ
と、僕たちがした事、しなかった事のせいで。それで、僕の質問は、もし裁きの座が天にあるなら、天では明らかに
痛みも苦しみもないから、それで思ったんですけど、その「恥ずかしさ」は痛みと苦しみに当たるんじゃないかなっ
て。それか、僕が間違った見方をしてるのかもしれませんけど。 

で、もう一つの質問は、今日のレッスンの創造とかに関する事なんですけど、パンゲア大陸っていう考えがあって、
世界全体が一つの大きな大陸で、大洋がそれを囲んでいる。それは聖書的かな？と。僕たちの創造論に一致するか
な？と。僕は、大洪水でそれが説明できると思いますけど、実際にリサーチまではしてません。それで、これが僕が
思いついた質問二つです。 

[アミール]　はい。最初の質問から始めましょう。コリント人への手紙第一3章10-15節。 

「与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように、土台を据えました。そして、ほかの人がその上に家を建
てています。しかし、どのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは、だれも、
すでに据えられている土台のほかに、ほかの物を据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストで
す。もし、だれかがこの土台の上に、金、銀、宝石、木、草、わらで建てるなら各人の働きは明瞭になります。その
日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価をため
すからです。もしだれかの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もしだれかの建てた建物が焼ければ、そ
の人は損害を受けますが、自分自身は、火の中をくぐるようにして助かります。」 

つまり、聖書には、死や病、そして世界の殆どが苦しんでいるものによる苦しみや痛みの事は、書かれていません。
しかし、この箇所には、喪失の苦しみのことが書かれています。あなたはそこに立って、忠実さが報われるのを見ま
す。そして、あなたには時間がたくさんあったんです。主について話したり、主があなたに明確に示した事を行う代
わりに、あなたはただ任天堂で遊んでいました。他の何でもいいですが。そして、どうでしょう、ただブラブラした
り、たむろしたり、何もしないでいた。いいですか？私達は・・・繰り返しますが、聖書が言っているのは、私たち
が何をしたかだけではなく、その背後の動機もです。それが忠実さです。ですから、それは、私達がこの世界で味わ
う涙や痛みや悲しみではありません。苦しみや、悲劇的な出来事や、死や病によって起こる様なものではないので
す。しかし、失う苦しみはあって、それは、聖書のコリント人への手紙第一3章10-15節にはっきり書かれています。 

[レイン]　ですから、それが・・・ 
[アミール]　はい。 
[レイン]　はい。だったら、後悔に近いですね。 
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[アミール]　ええ。でも、ほら、いい？君は天に入れたんです。そして...　ところで、パウロは何故これをコリント人
に書いたと思いますか？何故、二千年前に、私達は裁きの座がどのようになるかの描写を与えられたと思いますか？
私達がそれを知って、そういう状況にならないようにする為です。私達がそこに立って、失う苦しみを味わないで済
む道がある、と理解する為です。ですから、報いを得られなかった時に、どう感じるかに焦点を当てる代わりに、今、
ここに残されている時間を利用して、物事を正しく行ってはどうでしょう？報いを受けられるように。 

[レイン]　アーメン。 
[アミール]　それが、未来を知る事の素晴らしさだと思います。聖書の預言、特にヨハネの黙示録、その他にも、聖
書の預言的な箇所はどれも、怖がらせる為にあるのではなく、備えさせる為にあるのです。それは文字どおり、あな
たに次の事を理解させてくれます。キリストにあってあなたはどういう存在なのか、あなたがどこに行くのか、あな
たは何を言い、何を経験することになるのか。それから、はっきりさせておきましょう。私達はまだ地上にいます。
まだそこにはいないのです。言い換えると、神は、私達が働き人として自分の価値を証明する時間を、与えて下さっ
ているのです。そして・・・。繰り返しますが、彼が言っている事を見て下さい。自分自身は救われます。ただし、
火の中をくぐるようにして、です。それは、あなたがイエスの御前で、感じたいものではないでしょう。そうですよ
ね？ 

[レイン]　アーメンです。そのとおりです。 

[アミール]　良いですね。あなたは救われます。しかし、あなたは、その報いを受ける素晴らしい気持ちを味わう事
はない。ところで、そこにいる24人の長老は...聖書には、彼らがその冠をイエスの足元に置く事が、書かれていま
す。それはまるで、私達がイエスから受けるものを、私たちは、イエスにお返しするようです。あなたは、イエスに
全ての物を返したくはないですか？もし何も受けないなら、あなたはイエスに何を差し上げられるでしょう？今日、
私達の助けになる事が沢山あるんですね。私たちの人生をイエスのために生きる事に焦点を当てるために。そして意
図が…意図はとても大事です。仮に、私が世界で一番大きなミニストリーを運営しているとしても、それでも失う苦
しみを味わうことがあり得るのです。それは、意図がお金だったり、名声だったり、その他何でも、本当に正しいも
のではなかったからです。大事なのはミニストリーの規模ではありません。大事なのは・・・私は、人がミニストリー
をお金で評価するのが嫌いです。このミニストリーを通してどれだけお金が流れるか、あの教会の出席者は何人か。
それは違います。私は、大きなミニストリーが完全に潰れるのを見てきましたから。意図が間違っていたからです。
神は心を見通されます。いつもそうされるように。そして時が来れば...例えば、有名なテレビ伝道者がいます。今は
彼の名前は言いません。しかし、彼はお金が全てです。彼にとっては繁栄が重要で、繁栄が彼の全てです。よく覚え
ていませんが、6か月ほど前に、彼は姿を現して、私には言わねばならない事がある、私は謝罪しないといけない、
と言いました。何故か？彼は高齢になってきていて、携挙が迫っている事を知っているからです。彼は自分が主の御
前に立つ事を知っています。彼は言いました。「私の動機は間違いだった。間違った意図、間違った立場...。私は耳
を傾けてなかった...」聞いてください。私達が近づくほど、それがリアルに感じられます。ところで、ここに参加し
ている皆さん全員、ユーチューブで見ている人、皆さんは、イエス・キリストの時代以来、最も祝福された世代に属
しています。他のどの世代にも、与えられなかった特権は、イスラエルがその土地に戻り、イチジクの木が再び花を
咲かせる時代に、生きる事です。その日が近づいているのが見える時代に生きる事です。イスラエルの敵が、聖書に
ある侵略のために、既に、備えている時代に生きる事です。既に、反キリストの霊が見える時代に生きる事です。も
し、反キリストの霊が見えるなら、もし既に患難時代がすぐそこまで来ているのを見るなら、私はいつも言います
が、11月中旬にクリスマスの電飾を見た時には、感謝祭がすぐそこまで来ていると分かります。もし、私達が既に患
難時代のしるしを見ているなら...私達はここにはいないはずですから、私達全員にとって携挙はどれほど近づいてい
るでしょう。私達は・・・私には、より強い言葉を使って表現することが出来ません。私達全員にとって、この最後
の日々に生きている事がどれほど恵まれている事なのか。しかし、同時に、「多く与えられた者は・・・」続きは？　
「多く・・・」 

[レイン]　「多く求められる。」はい。 
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[アミール]　そして、興味深い、敢えてこう言いますが、「責任」が私達の世代の肩にかかっています。その日が近づ
いているのが見える私たちには。私達は考えたり、望んだり、祈ったりする必要はありません。他のどの世代とも
違って、私たちはそれを見ているのです。しかし、責任もあります。忠実である事を見つけてもらい、揺らがない事
です。そしてベッカ、あなたのように、グレース、あなたのように、そして質問をしてくれた他の皆さん。しかし、
これは素晴らしい特権なのです。皆さんはこの事を特権と見做さないといけません。反キリストの霊が非常に強いこ
の終わりの日々に、強い惑わしが既に働いている中、あなたは揺るぎない神の御言葉の上に立つのです。そして友だ
ちにも、親戚にも、その他誰にも妨げられないようにして下さい。書かれた神のことばと、皆さんの中にある聖霊の
働きを。そして、覚えていてください。神は一つの事を書いておきながら、皆さんを反対の事をするように指示する
事は決してありません。ですから、聖霊があなたに何かを言わせたり、行なわせたがっているとあなたが思う時はい
つも、それが、神のことばと一致してなければ、聖霊によるものではありません。ですから、神のことばに浸ってい
ないといけません。あなたが覚えておく必要がある事があるとすれば、それは、主と共に時間を過ごし、御言葉と共
に時間を過ごす事です。この二つが、成功し、豊かで、充実した人生への鍵です。今のこの酷い闇の時代に生きる君
達の年代の信者にとって。闇が濃くなるほど、君達の光は輝くのです。 

[レイン]　アーメンです。 

[アミール]　今は君が輝く時です。イエスは山上の垂訓で言われました。最初に、イエスはご自分が世の光だと認め
られました。しかし、次にイエスは皆さんが世の光だと言われたのです。神はイエスを世の光として輝く為に遣わさ
れました。そして私達が信者となったその時、私達は世の光になったのです。皆さんには二つの選択肢があります。
誰も見ることが出来ないように光をテーブルの下に隠すか、あるいは、イエスに従い、イエスがこう言われた事を理
解する。あかりはテーブルの下に置くべきではない。光は上に置かれるべきだ。みんなに見えるように。恐れないで
下さい。恐れないで下さい。 

「強くあれ。雄々しくあれ。」　(ヨシュア1:9) 

主は皆さんの先を歩かれるでしょう。ジェフ、進めて下さい。 

[ジェフ]　アーメン。素晴らしいです。素晴らしいです。レイン、ここで終わりにしないといけません。時間を過ぎて
しまいました。ただ、皆さん聞いてください。私達のメールアドレスです。YAD（ヤド）。Y-A-D.つまり、「若い
(Young)・成人の(Adult)・弟子(Dicipleship)」です。YAD@BeholdIsrael.orgメールをください。書いて送ってくだ
さい。質問、気になる事、コメント、 

[ニック]　お祈りのリクエスト。 

[ジェフ]　もちろんお祈りのリクエストも。面白い冗談も。私は冗談も好きですから。でももちろん、お祈りのリク
エストやコメントや質問や気になる事の方を沢山お願いします。でも、はい、皆さんの声を聞きたいんです。皆さん
と連絡を続けたいです。共に成長し続けたいです。共に前に進みたいです。皆さんには素晴らしい質問を頂きまし
た。他にも沢山あります。もっと質問があるはずです。ですからこれを続けて一緒に過ごす時間を持ち続けようと思
います。インスタグラムやフェイスブックで交流を続けようと思います。それから、皆さんが元気かどうか、いつも
知らせて下さい。皆さんの事を分かち合い続けて下さい。私達は皆さんと連絡を持ち続けます。その前に、皆さんの
為に祈りたいと思います。お祈りのリクエスト、と言いましたが、私達に送ってください。アドレスは、繰り返しま
す。Y-A-D。YAD@BeholdIsrael.org私達に、皆さんのお祈りのリクエストを送ってください。誰かが既にチャット
欄に書いてくれています。それも受け付けますが、もちろんメールを下さい。本当に送って欲しいです。そして皆さ
んの為に祈りたいです。もし質問があれば、お答えする事が出来ます。これを進めていく為に、皆さんの質問を活用
させて頂きたいとも思います。私たちは一緒に質問に応じて、主に導かれるまま、聖書的な答えをする事です。です
から、連絡し続けて下さい。元気かどうか知らせ続けて下さい。お祈りして終わりたいと思います。祈る際、確かめ
たいと思います。それは、皆さんはここzoomミーティングにいます。その他にユーチューブから見ている人もいると
思います。そして、皆さんの中には…あなたが分からなかったら、事実として、あなたが主また救い主としてのイエ
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ス・キリストとの個人的な関係を持っているか分からないなら、もしあなたにその確信がなくて、でも、確信を持ち
たいと思っているなら...自分の罪が赦されていて、イエス・キリストがその代価を支払われた事を、知りたいなら、
イエスはあなたの為に代価を支払われたのです。イエスは、皆さんが神の前に義とされる為に、罪となられました。
イエスは皆さんの罰を引き受けて下さいました。イエスは皆さんへの裁きを引き受けて下さいました。そうして皆さ
んが救われ、助けられ・・・ラッパが鳴って、イエスが教会の為に来られる時、皆さんがそこにいられるように。皆
さんが私達と共にいるように。ですから、この時、皆さんにお祈りをする機会をあげたいと思います。信者の皆さん
は全員、一緒に祈ってください。私たちは彼らのためにただ主に求めます。神は、あなたの人生の、主になる事を望
んでおられます。恐らく皆さんの中には、これが問題になっている人がいるかも知れません。 
彼は主ですか？　まぁ、はい、イエスがあなたの救い主である事は、素晴らしい事です。あなたがイエスを救い主と
して知っている事は、素晴らしいです。しかし、皆さんは毎日毎日イエスにあなたの主となってもらっていますか？
あなたの心の王座には、何か他の物が座っていませんか？しかし、あなたがただこう言うなら...「神様、はい、あな
たにわたしの人生の主になって頂きたいです。私はこうしたいです。あなたと共に歩みたいです。あなたが私の人生
の為にお持ちの、全ての事をなさるのを見たいです。あなたが私にお望みの善行があります。」それで、私はこの祈
りを祈ります。もしそうしたい人は、私と一緒に祈ってください。祈った事を私達に知らせて下さい。お願いしま
す。メールを送って下さい。神があなたの心に働かれている事を知らせて下さい。皆さんと連絡を取り続け、皆さん
が主と共に歩むよう力づけたいのです。いいですか？ 

　お父様、私の罪の為にイエス様、あなたが十字架で死なれた事にただ感謝します。あなたはご自分のいのちを私の
為に与えて下さいました。私に望みがあり、あなたを主、救い主として受け入れる事が出来る事に感謝します。あな
たが神である事を受け入れます。私の全ての罪が赦される為に、私の代わりに死んで下さった事を受け入れます。私
はこれを受け入れ、これを信じます。今、私はあなたを私の主として、私の救い主として、あなたを信仰し、信頼し
たいと思います。あなたが私の中に来て頂き、私の全ての罪を洗い除いて下さり、私を清めて下さるよう祈ります。
東が西から遠く離れているように、私の罪は私から離されます。そして、私はキリストにあって新しく造られた者に
なります。古いものは過ぎ去って、全てが新しくなりえます。私はこれを受け入れ、あなたを私の人生の主と告白し
ます。心に信じて、口でイエス・キリストが自分の主であると告白すれば皆さんは今救われます。皆さんは今救われ
る事が出来ます。皆さんは今、自分が永遠のいのちを手に入れた事が分かります。そして、今、あなたは罪から離
れ、主に向かい、神のことばに従順に歩みます。私達はこの事を、今、イエスの御名によって祈ります。皆で言いま
しょう。 
アーメン。 

さて、皆さんの声は聞こえませんでしたが、いいでしょう。 

[アミール]　みんなのミュートを解除しましょう。 
[ジェフ]　そうですね、ミュートを解除して、お別れを言いましょう。 
[アミール]　その前に、ニックおじさんに少し気前よくしてもらって時々、くじ引きのプレゼントか何かをしてもら
いませんか？つまり、質問に正しく答えるのもいいですが、しかし、ニックおじさんはたくさん・・・ 

[ニック]　無料のギフトが獲得できるコンテストか挑戦を色々する予定です。今後行う予定です。 
[アミール]　Ｔシャツとか、そういったもの。 
[ニック]　はい。 
[アミール]　ニックおじさんはそういった物を超沢山持っています。分かりました。では皆さんのミュートを解除し
ましょう。皆さんのミュートを解除します。 
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