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2020年7月28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
- 聖書の信憑性について考える YouTube：2020年7月28日インターナショナル若者ズーム

（引用：聖書

新改訳©1970新日本聖書刊行会）

[ジェフ] 皆さんいらっしゃい！皆さんに会えて嬉しいです。zoomに入ったら、ビデオで皆さんの顔を見た
いです。これがzoomの美しさと祝福ですね。顔を見て、お喋りできます。zoomに入ったら、画面とビデオ
をオンにして下さい。皆さんを見れる事は素晴らしいです。皆さんが、どこから参加しているのか知りたい
です。チャット欄に書いて下さい。知らせて下さい。ニックに送ってください。ニックがホストしてますか
ら。ニックが、皆さんがどこから参加されてるのか知らせてくれます。どこにいるのか、教えてください。
[ニック] オーストラリア、南アフリカ、ルイジアナ、東テネシー、 いいですね！南アフリカ、ドイツ、
スコットランドのシェットランド、オレゴン、ノース・カロライナ、ブリティッシュコロンビア、オレゴン
のタイガード、南アフリカ、ニューヨークのロチェスター、ミズーリ。アメリカです。コネチカット、南ア
フリカ、ボネール島、コロラド、オレゴン、もう一人、南アフリカ、
[ジェフ] おぉ、凄いですね。
[ニック] フロリダのパーム・ベイ、コネティカット、
[ジェフ] パーム・ベイですか。私もメリット島に一年住んでました。
[ニック] アラスカ、また南アフリカ、オランダ、
[ジェフ] 凄い！良いですね。皆さんにお目にかかれて、素晴らしいです。わくわくします。一緒に集まれ
て。本当に楽しいです。2週間前にも一緒に時間を過ごせましたからね。神の創造について、私たちが神の
かたちに創造された事について話しましたね。私たちが何者なのか、自分の価値を知って理解することは、
とても祝福だ、と。今日も、また集まって、聖書の信憑性について話そうと思います。いかに聖書が頼りに
なり、信頼できるかと言う事を。
その前に、お知らせがあります。皆さんと交流できるのが素晴らしいんです。私たちのメールアドレスを、
お知らせします。YAD、若者の弟子訓練(Young Adult Discipleship)の頭文字です。そして、ヘブライ語で
は、YADは「手」と言う意味でもあります。ですから、私たちが皆さんに手を伸ばしている、という事でも
あります。私たちが皆さんを愛し、共に歩み、共に主のことを深く知っていける事を喜んでいるのを、知っ
ておいてください。メールアドレス：yad@beholdIsrael.orgは交流に使える手段です。質問があれば送って
ください。皆さんの話を聞き、語り合い、対話を続け、共に成長していきたいと考えています。質問があれ
ばお寄せ下さい。今日も、質問の時間を取る予定です。できたら、Q&Aをトピックに関連させたいと思い
ます。今日は、聖書の信憑性について。今回のZOOMミーティングのQ&Aではそうしてみたいと思います。
もし他の質問があるなら、遠慮せず知らせて下さいね。始める前に、もう一つお知らせがあります。この
ミーティングは、隔週でやっています。このzoomミーティングを、隔週で始めました。でも、私たちが導
かれ、実行できると信じているのは...（中断）では、お祈りして、始めましょう。
お父様、ネット上ではありますが、再び集まれた事に感謝します。主よ、このような形で世界中から集ま
れるのは素晴らしい事です。主が、私たちひとりひとりに望まれる働きを見るのは素晴らしい事です。あな
たの御声を聞きたいです。あなたが何を仰りたいのか、私たちに何を語られたいのか、知りたいのです。今
日、あなたの御言葉に感謝します。あなたの御言葉の真理に感謝します。御言葉に伴う喜びと希望に感謝し
ます。必ずしも喜ばしいとは言えない状況下でも、必ずしも順調とは言えない状況下でも。主よ、あなたの
御言葉の真理に感謝します。この時間を、あなたの栄光と目的に用いてくださいますようにお願いします。
私たちは皆、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン！
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Q&Aに入る前に、今日は、聖書の神を信じることについて話します。大事なことは、神が皆さんにも私
にも求めておられないのは、戸口で私たちの脳を預けて、考える事も質問する事もしない事です。信者とし
て、クリスチャンとして、言われた事を何でも受け入れるべきではありません。批判的に考え、疑問に答え
てもらう事は良いことです。私はパウロがテサロニケの教会に書いたこの言葉が好きです。テサロニケ人へ
の手紙第一2章13節です。ですから、私たちがzoomでこの会を重ねるごとに、技術面で向上できるように
努めます。画面共有も出来るようにして、色んな聖句を表示できるようにしたいです。テサロニケ人への手
紙第一2章13節では、皆さんに見えるといいんですが。画面共有が上手くいっているか見てみましょう。ど
うでしょうか。もし手元に聖書があれば、そちらを開いて頂いても結構です。ちょっと待って下さい。そろ
そろ出る頃です。見て下さい。はい、共有できました。
「こういうわけで、私たちとしてもまた、絶えず神に感謝しています。あなたがたは、私たちから神の使信
のことばを受けたとき、それを人間のことばとしてではなく、事実どおりに神のことばとして受け入れてく
れたからです。この神のことばは、信じているあなたがたのうちに働いているのです。」
(テサロニケⅡ2:13)
さて、皆さんへの質問をしましょう。前回と同様に投票をしたいと思います。皆さんと交流して、皆さん
の感じている事を知りたいですし、皆さんの受け止め方を知らせて欲しいのです。この投票では、ニック、
この質問をお願いします。神の御言葉には誤りがないと信じている人は、どのくらいいますか？ではニッ
ク、進めましょう。この投票をお願いしていいですか？
[ニック]

もちろん！では質問です。

Q：「聖書は誤りなき神の御言葉だ」と信じますか？
投票を始めます。できるだけ正直に答えてください。三つの選択肢から選んでください。ええと、凄く沢
山の人が「信じる」と答えてますね。67名中、47名が答えました。今のところ76％の回答率ですね。もう
何秒か延長します。はい、では、大体、答えてもらえたと思います。投票を終わります。結果をシェアしま
す。約95%の人が「信じる」と答えました。「信じない」が2%、1人。「分からない」が4%、2人でした。
正直に答えて頂いて感謝です。これで終わります。ジェフ、あとをお願いします。
[ジェフ] 了解です！皆さんの率直さ、正直さに感謝します。神の御言葉には誤りがないと信じない人もい
るし、分からないと言う人もいますが、大多数の人は明らかに神の御言葉には誤りがないと信じてますね。
今日お話ししたい事は、こういう事を疑問に思うのは、もっともな事です。なぜ、聖書が真実だと信じるべ
きなのか？聖書が単なる古代の神話の本だとか、巧みに考えられたおとぎ話だったり、人間の発明ではない
と、どうして分かるのでしょう？なぜ、聖書の信憑性と十全性を信じる事ができるのか、10の理由を、手
短にお話しします。手短に10の理由をお話ししましょう。そのうちの一つは、私にとって、正直に言うと、
個人的な好みがあるんです。私にとって最も強力で、最終的に最も説得力のあるものは、テモテへの手紙第
二3章16節で…画面共有しますね。テモテへの手紙第二3章16-17節は、私たちに、こう宣言しています。
「聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは、神の
人が、すべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられた者となるためです。」(テモテⅡ3:16-17)
この節に書かれているのは、聖書はすべて神から私たちに与えられたものだ、という事です。神がそうさ
れたのです。これが皆さんに今日お示ししたい事の一部です。私たちの手にあるこの本は、実際に、この宇
宙の創造者、維持者である神から与えらえたものだと言う事です。私にとって一番意義深いものは、最後に
とっておこうと思います。
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最初の理由は、考古学的証拠です。多くの懐疑論者は、聖書の人物、場所、出来事は全て神話上のもので
あり、人間が考え出したものだと言います。しかし、過去150年の間、考古学者たちは聖書の細部の記録の
正しさを確証してきました。様々な出来事、習慣、人物、都市、国、それに地理的位置さえも。現在は、聖
書が非常に正確なので、考古学者たちは、聖書を新しい場所で発掘する際の信頼できるガイドと見なしてい
ます。私の言う事が信じられないとしても、仕方ありません。私は考古学者ではありませんから。しかし、
非常に名声の高い、ある考古学者の発言を紹介します。彼は、これらの事が、聖書の信頼性に影響を与えた
かどうかを尋ねられ…これはネルソン・グリュック博士と言う方で、見たところ、彼の名で、約1,500件の
重大な考古学的発見がなされています。彼は述べています。「聖書に言及されている事を覆す、考古学的発
見は、断固として絶対にないと言えるかもしれない。聖書の歴史的記述の大要を、はっきりと、また、細部
まで厳密に確証する数々の考古学的発見がなされてきた。同様に、聖書の記述を適切に評価することで、驚
くべき発見に至ることも度々あった。」これは、名声のある考古学者の発言です。彼は、必ずしも信者では
ありません。彼はただ、聖書に書かれている事を見て、それに従って、そして、それらの事が真実であると
認識したのです。考古学は、聖書に書かれている事を覆したことは一度も無いのです。ドナルド・ワイスマ
ンという、別の考古学者で、ロンドン大学の教授が、1958年までに約2万5000件の考古学的発見が、聖書
が真実であることを確証していると見積りました。一つ付け加えますね。それは、1958年の時点でした。
今は2020年ですから、1958年以来、もっと進んでいるはずです。その当時で、2万5000件の発見があっ
たんです。今、この年では、それ以来、非常に多くの発見があり、手短に例を挙げてみましょう。カエサレ
アで発見された石にポンテオ・ピラトの名が刻まれていました。1993年にイスラエル北部のダンでダビデ
王の石碑が発見され、ダビデ王という王が存在した事が確証できます。イエスの時代の大祭司カヤパの骨
壺、骨箱が、家族のものと共にエルサレムの南で発見されてます。それからニネベの遺跡、ヒゼキヤの地下
水路、ヒッタイト文明の遺跡、バビロンの遺跡、シロアムの泉、ヤコブの井戸、ベテスダの池、ヘロデの宮
殿、カペナウムのシナゴーグ(会堂)、まだまだあります。でも要するに、これらの発見はどれも、聖書の啓
示を損なったり、それに反したりするものでは無く、全て、聖書の記録を確証するものでした。15年前の
2005年でさえ、イスラエル北部のメギドの谷で古代の教会が発見され、西暦230年にさかのぼる床のモザ
イクが発見されました。このモザイクの凄い所は、モザイクを作った人達が、この西暦230年のキリスト教
会で、キリストを神として呼んでいた事です。この事は、イエスが神であるという考えはクリスチャンが、
4世紀に思いついた事だ、という懐疑論者たちの議論を否定する証拠になります。そう言おうとする人たち
がいますから。もっと言えますけど、次に行きます。
聖書の信憑性を証明する、二つ目のものは、その内的な一貫性です。「いったいどういう意味だ？」と思
われるかも知れませんね。少し見てみましょう。私たちの手元にある聖書は66巻の異なる本から構成され
ています。実際は、66冊の本の寄せ集めなんです。でしょ？全部をまとめて、一つにしただけなんです。で
も、66冊の独自の異なる本で、40人の筆者がいて、その筆者たちは3つの違う言語の人たちで、約1,500年
に渡って書かれました。それは60以上の世代にまたがり、筆者の多くはお互いの事を知りもしませんでし
た。そして地理的にも何百マイルも隔てられていたんです。アフリカ、アジア、ヨーロッパ、三つの大陸に
またがっていました。このような様々な独特の要素、異なる論旨があっても、この本は、人生に関する、最
も議論の多い疑問に完全に一貫して対処しているのです。どういう事でしょう？例えば、こんな疑問に対す
る答えです。「宇宙はどうやって存在するようになったのか？」「神は存在するのか？」「もし存在するな
ら、どんな存在か？」「なぜ人は存在するのか？」「なぜ、この世界に悪と苦しみがあるのか？」「人は死
んだらどうなるのか？」それらの事にも関わらず…、66冊の寄せ集め。世界中に散らばる40人の著者が
1,500年間に渡って書き綴ったのです。こうした多様な要素にもかかわらず、聖書は調和がとれ、一貫して
おり、神が、いかに私とあなたのような罪人たちを、再び、ご自身と和解させようとしておられるかを説明
しています。つまり、イエス・キリストと、その働きに。ですから、一貫性が見られます。こうした多くの
要素が絡み合っているにも関わらず、メッセージ全体が、ある意味でピッタリ一致し続け、もし人間が、こ
うした多くの要素を取り入れてまとめようとしても、とても理解しがたい本が出来上がるだけでしょう。し
かし、聖書は間違いなく、その説明が一貫し、一致しています。
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では三番目です。それは聖書以外の書物です。聖書以外に39の情報源があります。こう言う人がいるかも
知れません。「クリスチャンは聖書を読むだけでしょ？なぜそれが正しいと分かるの？」イエスの生涯か
ら、150年以内に書かれた聖書以外の情報源が39あるんです。そこから、イエスの生涯、その教え、死、よ
みがりについて100以上の事実が分かるのです。その例の一つが、フラウィウス・ヨセフスという世俗的歴
史家です。彼の著作は、イエスの全てについて、そして当時起こった事について完璧な正確さで書かれたも
のの良い例です。ユダヤ教のタルムードも、イエスの存在を確証するもう一つの例です。ですから、聖書の
信頼性を確証する外部の書物がある訳です。
四番目は、科学的な正確さと先見性です。繰り返しますが、考えて見て下さい。聖書は、何千年も前に書
かれたものです。それは私たちが地球や宇宙を調査するための顕微鏡、望遠鏡、衛星、その他の技術的進歩
を成し遂げる前の事です。聖書には、非科学的な事は一つも書かれていません。実際には、興味深い事です
が、それとは全く逆です。聖書は、当時の人々が理解していたよりも、より科学的に書かれていました。一
つ例を挙げましょう。昔は、人々は星の数は数えられると信じていました。実際に数を挙げたのです。彼ら
は、1056個の星があると考えていました。彼らは、そんな事を言っていたのです。しかし、聖書が「天の
星は浜の砂より多い」と述べているのに、(詩篇139:18参照)昔の科学者たちは、星は数えられる、と主張
しました。最終的に、技術が整って、現在分かったのは、実は、星は数えられらない事です。人が数えられ
る範囲を超えているのです。またしても、聖書は正しい事が証明され、当時の科学を覆しました。
五番目は、写本の存在です。例を挙げましょう。モルモン教徒が、お宅に尋ねて来るか、イスラム教徒が
こう言ったら…「聖書は信頼できませんよ。なぜなら改ざんされてきたから。聖書の書は消えてしまった
し、等」ここですべきことは、写本を証拠として挙げる事です。現在、古代の手書きの新約聖書の完全な写
本、または断片が二万五千点もあります。旧約聖書の数百点の写本は言うまでもありません。その多くは、
イエスの時代以前のものです。例えば、皆さんも聞いた事がある死海文書、1947年に死海のすぐそばの、
イスラエルのクムラン洞窟で発見されましたが、これは非常に重要です。なぜなら、それは、私たちの手元
にある聖書が、数千年前に書かれたものと同じものだと裏付けるからです。一つの巻物の写し全体を見る事
も出来ます。26フィートの長さの、イザヤ書です。それを読めば、自分の手元にある聖書と同じものだと分
かります。繰り返しますが、聖書は一貫しています。改ざんや、変更はされていません。昔のままです。正
確に書き写されてきたのです。
六番目ですが、著者の罪や失敗に対する正直さです。どういう意味でしょう？説明しましょう。筆者たち
が、自分や自分の家族の罪について書いたからといって、それだけでは聖書が真実である事にはなりませ
ん。はい、その通りです。しかし、この事は、聖書が正直に書かれたものだという論拠の補強になります。
どういう事でしょう？多くの場合、人が自分の事を書く時には、人間の性質として、自分を出来るだけ良く
見せたいという傾向があります。しかし、聖書全体を通して、ご存じのように、罪や欠点や失敗でいっぱい
の人がたくさん登場します。聖書全体を通してそうなんです。そして、時には、それは筆者自身が書いてい
るのです。例えばモーセがいます。民数記では、自分の欠点や失敗、怒りを爆発させた事などについて、書
いています。聖書全体を通して、繰り返し、このような事を書く人が登場し、自分で自分の過去を書き、そ
して自分の失敗や欠点を認めているのです。私がこの話をする理由は、それが、嘘をついたり、作り話をし
ている人の言葉とは思えないからです。彼らは真実を語り、自分の罪や失敗を、率直に語っているのです。
次は、迫害です。聖書の信頼性を証明するものは、弟子たちが進んで耐えようとした迫害です。「イエスの
弟子たちは、全部話をでっち上げたんだ」と言う人達がいますから。言わせてもらいますが、もしそれがた
だの嘘、この人たちの作り話だったとしたら…それが単なる嘘で、弟子たちがそうと知っていたなら、彼ら
が、嘘のために死のうとするなんて、信じがたい事です。皆さんも私も知っているように、私たちが今の世
界のこの状況に直面して、目にしているように、自衛本能は、人間の傾向や性質の中でも最も強いものの一
つです。口で真実だと言いながら、実際は嘘だと知っているなら、その事のために死んだりはしないでしょ
う。それでも、イエスの弟子たち、その他イエスに従った者たちを見ると、マタイがいます。伝えられる所
では、沢山の歴史があって、『マタイの福音書』を書いたマタイは、エチオピアで斧で殺されました。『マ
ルコの福音書』を書いたマルコは、アレクサンドリア市中を引きずり回されて、無残に死にました。ルカ
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は、ギリシアでオリーブの木に吊るされました。『使徒の働き』に登場するヤコブは、エルサレムで、剣で
首をはねられました。ピリピは、ヒエロポリスで柱に吊るされ、石打ちにされて死にました。バルトロマ
イ、これは残酷ですが、生きたまま皮を剥がれました。ユダは弓で撃たれて死にました。アンデレは十字架
に縛り付けられ、放置されて死にました。バルナバは、言い伝えでは石打ちにされて死にました。パウロは
ローマで首をはねられ、ペテロはご存じのように逆さ十字に架けられたと伝えられています。これらの男た
ちがみんな死んだのは、次の事実を真理として信じたからです。つまり、イエス・キリストは神であり、し
かも彼らの罪を許すために、十字架で死なれ、死からよみがえって、彼らに永遠のいのちを保証された、と
いう事です。彼らは、イエスが自分の神であり救い主であり、そして、主であると告白しました。そして、
その真実を撤回しようとしませんでした。私は、人が嘘のために進んで死ぬとは信じられないんです。これ
は、(聖書の信憑性を）高めていくものの一つだと思います。「信じる事のために死ぬ人はいる」と言う人た
ちが入るかも知れません。「今日でもそれは起こっている。」その通りです。でも、それは通常、彼らがそ
れを真実だと信じたからであって、彼らが、それは嘘だと知りながら、とにかくその為に死ぬ、というので
はありません。繰り返しますが、この事から、彼らがそれを理解していて、キリストについての知識を持っ
ていた事が分かります。彼らは、よみがえられた主を見たのであり、主のために死ぬことも、いとわなかっ
たのです。
次は、イエスご自身が、自分が神の子であると証しされた事です。イエスは宣言されましたから。ここ
で、皆さんに質問したいと思います。私が知りたいのは、皆さんの中に答えられる人がいるか、チャット欄
に、ちょこっと書いて、ニックに送ってください。イエスが「みことばは真理です」と言われたのはどこか、
言ってください。どの節ですか？誰か分かった人はいますか？ニック、誰かいますか？「みことばは真理で
す」イエスご自身が、これを宣言されました。ニック、誰かいますか？誰もいませんか？あら〜、皆さん。
[ニック] 誰かが、ヨハネの福音書と答えました。ヨハネの福音書1章、ヨハネの福音書14章6節、ヨハネ
の福音書1章。
[ジェフ] ヨハネの福音書14章6節では、イエスは「わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。」
と言われましたね。誰か？じゃないと、私が…分かりました。答えを言いましょう。次回もう一回やりま
しょう。ヨハネの福音書17章17節です。
[ニック] 誰か答えましたよ。ええと、彼と話したいですか？
[ジェフ] ええ。誰ですか？
[ニック] 私たちの知っている人ですね。ワニータ・オフラ・サラです。南アフリカだったと思います。で
はミュート解除をお願いしますから、ちょっと待って下さい。ええと。はい、どうぞ。
[ジェフ] 聞こえますか？
[ユニータ] ハイ、シャローム！
[ジェフ] どこですか？ええと、あなたとお話ししないといけません。ヨハネの福音書17章17節には何と
書かれていますか？私たちに何と語っていますか？
[ユニータ] 「真理によって彼らを清めてください。あなたのみことばは真理です。」
[ジェフ] アーメンです。良く出来ました。凄いですね〜。
[ニック] 他にも数名できた人がいました。ですから・・・
[ジェフ] 正解した皆さんおめでとう。ニック、敬意を表して何人か名前を言ってもらえますか？
[ニック] ええ、ええと、他は誰でしたっけ？ええ、ハナシモナ、それからクィントゥス。
[ジェフ] イエスがこれを宣言された時、彼は文字どおり、この祈りの中で、聖書全体が誤りのないものと
宣言されたのです。「みことばは真理です。」と宣言された時に。また、イエスは、次のような話を肯定さ
れた際、聖書の歴史的な信頼性も裏付けられました。例えば、マタイの福音書12章40節でイエスは、ヨナ
の物語をかたられました。それから、マタイの福音書24章37-39節で、ノアの日のことを語られます。この
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二つは旧約聖書の中で最も議論の多い出来事です。それでも、イエスがあえてこれらの出来事の正当性を主
張されたのは、すごく面白いと思います。イエスは、これらを事実として言及されたのです。同様に、サタ
ンを打ち負かされた時、聖書の権威を示されました。荒野での試みを覚えていますよね？「・・・と書いて
ある。」「・・・と書いてある。」「・・・と書いてある。」神の御言葉には権威があり、サタンを打ち負
かす力があるのです。科学的にも、面白いことに、イエスはこうした、前回私たちが創造と進化について話
したような事を語られ、マタイの福音書19章4節で、イエスが言われました。
「創造者は、初めから人を男と女に造って、(中略)。それを、あなたがたは読んだことがないのですか。」
ここで、イエスは「初めに神が男と女を造った」という聖書の記述は科学的に正しいと言っているので
す。同様に、イエスは、ヨハネの福音書10章35節で、「聖書は廃棄されるものではない」と語っています。
ですから、ここでもイエスは聖書の信頼性、聖書が真実であることを、保証しているのです。
もう一つは、聖書が持っている人を変える力の証しです。ヘブル人への手紙4章12節を読むと、
「神のことばは生きていて、」と書かれています。それには「力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましいと
霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し通し、心のいろいろな考えやはかりごとを判別することができま
す。」
聖書について気付くのは、聖書のように人を変える力のある本は、世界中で他にはない、という事です。
文字通り、何百万もの証しがあります。私や、恐らく皆さんの多くも含めて、以前は不信仰で、不道徳な罪
人であったのに、信仰深い人に変えられたという証しがあるのです。聖書を学んで、その教えに従うに連れ
て(変えられるのです）。今まで挙げてきた事を合わせると、聖書の無誤性と真理について、確信と自信を
得ることができます。
そして最後のもの、これは最初に、私が触れた事です。私は、これは私にとって、大きな意味があるもの
だと言いました。それは、聖書の預言の成就です。これは、聖書が、他のあらゆる宗教的な本とは大きく異
なる点です。信仰を持つ人々が、神の霊感によるものだと信じる書物が、世界には他に26冊あります。その
うち、一つでも具体的に成就した予言を含むものは一つもありません。ここでなぜかと言うと、ある物が信
頼できるかどうかを明らかにするのには、偽りの予言が一番手っ取り速いからです。ここで、また質問した
いと思います。ニックがこの預言の問題に関する投票をしてくれます。ニック、お願いしてもいいですか？
[ニック]

ええ。皆さんへの質問です。

Q：「聖書の中で、預言、預言的な部分は何％でしょう？」
良いですか？聖書の何％でしょうか？今から投票を始めます。四つの選択肢があって、それぞれに数字が
あります。その中の一つが正解です。それでは、考える時間は・・・、10秒間にします。では9,8,7,6,5,4,
3,2,1‥はい、投票を終わります。結果をお知らせしますね。ええと、3％の人が「18.3％」と答えました。
36％の人が「26.8％」、60％の人が「37.2％」。ジェフ、正解は？
[ジェフ] 正解は、ジャジャジャジャーン、26.8％です。聖書の26.8％が預言的です。このグループには感
心しました。とても楽観的ですね。皆さんは信者で、聖書には沢山の預言が書かれていると分かっています
ね。聖書の26.8％は預言に関する事で、聖書に書かれている全ての事の1/4以上は、時空の外側におられる
神が、これから起こる事を私たちに宣言しておられるのです。私と皆さんのために。私たちは、神が完璧に
成就された過去の出来事は、正常視力でハッキリと見る事が出来ます。そして、まだ起こっていない未来に
ついての預言がある事も知っています。これは、神が過去にご自分が仰った事に関して、100％の正確さで
忠実に果たされた事を私たちに認識させてくれます。将来の事もまたそうです。この話しを終えるにあたっ
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て、手短に話しますが、旧約聖書で預言されているのは、メシアはアブラハムの子孫であり、ユダの部族で
あり、ダビデの家系です。さて、ある人はこう言うかも知れません。こういう議論があります。（ジェイソ
ン、これらの聖句を表示してくれますか？）こう言う人がいるかもしれません。「イエスは…」「イエスが
したのは、ただそれらの預言が言っている事を読んで、地上で生きながら、それらを成就しようとしただけ
だ。」しかし、聖書から分かるのは・・・、おっと、これを引き出すとノートが見れない。でも、大丈夫で
す。中には、「イエスはただ預言を成就するように行動しただけだ」と言う人がいるかも知れません。で
は、ミカ書5章2節を見てみましょう。画面に映っていますね。ここにはイエスが厳密にどこで…。いえ、
メシアと言うべきですね、それはベツレヘムで生まれたイエスだったんですが、こう書いてあります。
「ベツレヘム・エフラテよ。あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから、わたしの
ために、イスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは、昔から、永遠の昔からの定めである。」
つまり、私が言いたいのは、私たちの中に生まれる場所を自分で決めることができる人がいますか？それ
は私たちには及ばない事で、私はイリノイ州のシカゴで生まれました。私には発言権はありませんでした。
ただそうなったんです。ですから、私はひとりの人間として、それを製作したり操作したりは出来ません。
しかしイエスは神なので、メシアが生まれると告げられている場所で生まれた事が分かります。神が前もっ
て告げておられたからです。ジェイソン、次をお願いします。イザヤ書7章14節にこう書かれています。
「それゆえ、主みずから、あなたがたに一つのしるしを与えられる。見よ。処女がみごもっている。そして
男の子を産み、その名を『インマヌエル』と名づける。」
こうして、処女から生まれることが預言され、イエスはこれらの預言を成就されました。ですから、神が
これから起こる事を告げてくださっていると理解しましょう。ちょっと戻ってみると、私たちが今いる時代
は…、これらの預言で、神は続けて、（ジェイソン、その聖句はもういいです。）こういう理解があります。
マラキ書3章1節に、もう一つ預言があります。それは、神殿がまだ建っている間に、メシアが来る事を語っ
ています。これは重要です。なぜなら、西暦70年に神殿はローマ人に破壊されたからです。ですよね？つま
り、メシアは西暦70年より前に現れる必要があったんです。また、イザヤ書35章5-6節では、メシアがどん
な奇跡を行うか書かれています。盲人の目が開かれ、足なえが歩き、イザヤ書53章3節では、メシアはさげ
すまれ、見捨てられ、詩篇118篇22節では、メシアはご自分の民に拒絶される、と。ダニエル書9章では、
歴史上、メシアが死んで、世の罪のために断たれる年が正確に預言されています。そして詩編22編では、メ
シアがどのように死ぬのか。彼の手と足が突き刺される（引き裂かれる）ことが書かれています。これはと
ても重要です。十字架刑が発明される300年も前に書かれたものだからです。そして、詩編16編10節では
メシアが死からよみがえることも預言されています。もっともっと続ける事ができますが皆さんに少し例を
挙げてみました。今日でさえ、エゼキエル書36-37章の例では、神が、預言者エゼキエルを通して2,500年
前に預言されたイスラエル国家の復活があります。イザヤが語っている通り、文字どおりに、イスラエルは
一日で再び国家となりました。1948年5月14日。神は、私たちへの約束を成就され、イスラエルは生ま
れ、再び国家となりました。聖書全体を通じて、こうした預言を見ることが出来ます。これは私個人にとっ
ては…そしてこれが最後の要点で…ジェイソン、この聖句をもう一度出してもらえませんか？これが最後の
要点です。個人的には私にとって、一番意味があるものです。これは、聖書の信頼性と重要性を私に絶対的
に確信させるものです。神は、私達全員に挑戦しておられるからです。神は言われます。
「告げよ。証拠を出せ。共に相談せよ。だれが、これを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか？わた
し、主ではなかったか。わたしのほかに神はいない。正義の神、救い主、わたしをおいてほかにはいない。
地の果てのすべての者よ。わたしを仰ぎ見て救われよ。わたしが神である。ほかにはいない。」
(イザヤ45:21-22)
そしてイザヤ書46章9-10節でも、
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「わたしが神である。ほかにはいない。わたしのような神はいない。わたしは、終わりのことを初めから告
げ、まだなされていない事を昔から告げ、『わたしのはかりごとは成就し、わたしの望む事をすべて成し遂
げる。』」と言う。
皆さん、分かりますか？ここで、神は、実に言っておられるのです。預言は「わたしは『わたしはあると
いう者』である」という事を証明している。「わたしは終わりの事を初めから知る者である。」これが、こ
の御言葉が私たち一人一人にとって、とても重大で、意義のある理由です。なぜなら、神がこれを私たちに
与えてくださったと分かるからです。テモテへの手紙第二に書いてあったように、神の霊感によるものなの
です。では、この時間を終えるにあたって、お祈りをさせてください。それから、この話題についてのQ&A
に移りたいと思います。
お父様、この時間を持てる事に再度感謝します。主よ、私たち一人一人が、今日、信仰を堅く建てられる
よう祈ります。聖書が確かなものである証拠を見てきました。主よ、私たちにはこれらの事が真実である事
が分かります。あなたが最初から100％の正確さで何が起こるかを、私たちに告げられたからです。それ
は、聖書に誤りがない事と、聖書が真実である事を確証し、確信させてくれます。あなたが起こるだろうと
言われた事の全ては起こりつつあり、すでに起こり、今後起こる事になります。あなたはご存知だからで
す。あなたは全能で、あなたは時空の外におられ、主権を持つ、全能の、力強い神として、これらの出来事
を調整されるお方です。ですから感謝します。あなたは全能です。力強いお方です。主権者です。あなたは
偉大で、崇高な方です。それでいて、今日、あなたは私たち一人一人を親密に知っておられます。詩篇の筆
者さえこう言っています。「人とは、何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。」(詩篇
8:4)それでも、あなたは今日ここにいる私たち一人一人を愛して下さるという事実、主よ、この真理に感謝
します。イエスの御名によって。アーメン！
では皆さん、どうぞ。質問を書いて下さい。もし質問があるなら、喜んで出来る限り答えたいと思いま
す。もし、答えられなかったら、後でお答えしようと思います。で、質問がある人は、ニックに送ってもら
えますか。
[ニック] 私かジェイソンに送ってください。それを吟味します。そして、あ、一つ来てますね。ん、えっ
と…はい。では、この質問から...アビゲイル・ザハスキーさんというお名前の方、いらっしゃいますか？自
分でミュートを解除して下さい。あなたは前に、神のことばの真実性について質問をしましたよね。そし
て、ええ、アビゲイル、どうぞ。話せますか？
[アビゲイル] はい。こんにちは！
[ニック] こんにちは。
[ジェフ] やあ、アビゲイル！
[アビゲイル] こんにちは！私の質問は、聖書が真実かどうかに基づいたものではないんです。私は聖書は
神の息が吹き込まれたもので、真実の神のことばだと信じていますから。でも私の質問は、実際には聖書の
翻訳についてです。二千年以上かけて、いろんな男性や女性が書いたものだから、変化してきているはずだ
と思うんです。私が疑問に思うのは、信頼性とか、真実かどうか、ではなく、
Q：いろんな翻訳があって、それがどう当てはまるのか
皆さんへの質問なんです。これが、真実なのかどうかも分からないんですけど、でも、皆さんなら知って
いるかも知れない、と思って。最近聞いたんですけど、この200年の間に、男性と女性が社会で置かれてい
る立場のために、つまり、聖書の中の女の人の名前が男性の名前に変えられている、と…なぜなら、女性は
立場的にあんまり‥。これが本当の事かどうか、分からないんですけど、でも変化してきた事があって…皆
さんならもっと知っているかも知れないと思って。
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[ジェフ] ええと、ニックにも聞いてみたいですけど、繰り返し言う事の一つですが。。。アビゲイル、君
はどこから参加してるの？
[アビゲイル] アラスカです。
[ジェフ] おぉ、いいね。うん、私たちが今日話してきて、一緒に見て来た考えや要点の一つは、写本
の存在です。そしてそれらの写本が私たちにとってどれほど重要なものか。写本を見ると、それらのもの
は、私たちのために本当に注意深く書き写された事が分かります。私たちに、本来与えらえた正真正銘の御
言葉があるように。そして、数千年前のこうした写本が発掘されると、現在の聖書と正確に同じ言葉が書か
れている事が分かります。人々が、いろんな方法でいろんな物を翻訳するのを理解する観点から、それは重
要です。つまり、書かれていることの趣旨は、全く同じだという事です。さて、ニック、他に何か考えはあ
りますか？
[ニック] ええと、死海文書を見ると、例えば、2〜3千年前の巻物が発見されていますが、その内95％
は、現代訳の聖書にも含まれています。唯一ちょっと違う単語は、「その」とか「および」ですが、元の聖
書の意味を変える様なものではないです。それで、現代の翻訳には、中には、より逐語的な訳に近いものも
あります。逐語的に意味が通る翻訳をすることは無理です。ヘブライ語でもギリシア語でも、そう翻訳すれ
ば、意味が分からないものになるでしょう。翻訳には何かしら、英語への翻訳には英語の単語を当てはめる
必要がありますし、他の言語でもそうです。そして死海文書の本質は、本来の聖書が正確だと証明できます
し、訳には、意訳があり、逐語訳があります。逐語訳は、通常は、それが現在の言語では何を意味し得るか
についての人間の解釈です。私は必ずしも、それらが全て悪いとは言いませんが、それは聖書を研究するの
には最適ではないと言っておきます。本当に聖書を研究したいと思うなら。それらは読んで、主旨をつかむ
のには良いですが、もし、実際に聖書研究をしたいと思い、本来のヘブライ語やギリシア語を見る場合は、
逐語訳に近いものの方が良いでしょう。
[ジェフ] アビゲイル、どこでその男性と女性の名前の話しを聞いたか覚えてますか？私は聞いたことがな
いんです。だから、その話がどこから来たのか興味があります。
[アビゲイル] ん、私の家族の一人がネットの文献で見つけたんだと思います。だから、私もどこから来た
のか知らないんです。それが本当かどうかも知りません。でも・・・
[ジェフ] 分かりました。大丈夫です。ええと、皆さんもお分かりのように、ネットに書かれている事は、
正しいに違いないですよね？いえ、ただの冗談です。明らかに、これはもう少し調べた方が良いですね。私
はそれが真実だとは思わないので。でも、ただ「私はそれは信じません」とは言えませんから。それはもっ
ともな質問です。もう少し調べてみないといけません。誰か意見はありますか？ニック、ジェイソン？
[ニック]

デヴァンから質問が来てます。デヴァン、

Q：誰かが聖書の預言は後付けだ、と言ったらどう答えますか？
ミュートを解除しますね。デヴァン。皆さんに言ってもらってもいいですか？
[デヴァン] はい。こんにちは！んん、あのぅ、
[ジェフ] デヴァン、どこからですか？
[デヴァン] インディアナ州からです。
[ジェフ] いいね！
[ニック] ようこそ。
[デヴァン] ですから、ええと、特にダニエル書ですけど、僕は証しをするのに使いたいんです。すごく説
得力があるから。でも、人にそれを話すと、相手は、「ああ、それは複数の筆者が書いたものだよ。」「あ
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あ、それはマカバイ戦争の後に書かれたんだよ。だって預言が当たりすぎてるもん。」だから、それがバビ
ロニア時代に書かれた事をどうやって弁証しますか？後のヘレニズム期のものじゃなくて？とかそういった
事です。他の沢山の預言についても同じことを言われます。それは後付けで書かれたんだと。それで、聖書
に書かれている年代の通りに書かれたという事を納得させるにはどうするのが一番いいんでしょうか？
[ジェフ] ニック、何かありますか？
[ニック] ううん。良い質問だと思います。ダニエル書がいつ書かれたかについては複数の説があります。
二階にその資料があるんですけど、今、頭の中にはないんです。でも、いくつかお答えできると思います。
もし、ジェフかジェイソン、今、何かあれば、私はデヴァンに後ほど回答します。
[ジェフ]

了解です。ジェイソン、アビゲイル、ティーナ、ドネリー、誰か何か付け加えることはありますか？

[ジェイソン] 間違いなく、ダニエル書はダントツで、一番…ダニエル書は、自由主義神学者にとって、旧
約聖書の中で一番厄介な書物です。何もかも、何百年も前に、非常に正確に預言されていますから。だか
ら、思うに、手短に、デヴァン、君の質問は「ダニエル書が書かれた年代について、聖書以外に証明できる
ものはあるか？」ということですね？それは‥。
[デヴァン] はい、大体そういう事です。はい。
[ジェイソン] 分かりました。ええと、自由主義神学者にとって間違いなく一番厄介な書です。彼らは、そ
んなに前もって書かれたなんてあり得ない、と主張しています。つまり、4つの主要な帝国について予告し
ているからです。つまり、全てをです！それは、聖書の中にありますが、でも聖書以外だと、今すぐに私が
見せられるものはありません。でも、個人的にメッセージやメールを送ってもらってもいいですよ。資料を
見つけておきますから。
[デヴァン] ありがとうございます。
[ニック] ええ、私が覚えているのは、三つの要点がある事です。私のノートにありますけど、バインダー
の中なので…もし、メッセージをもらえたら、その資料をお送りします。そして、次回のミーティングでこ
れらの要点を取り上げましょう。すみません。自分ででっち上げて、数字を間違えるのは避けたいと思いま
す。でも、提供できる情報は持っていますよ。
[ジェフ] では、ニック、次のミーティングでも、と言いましたね。繰り返しますが、二週間後にもう一度
ミーティングを開く予定です。ですから、毎週開くという話をしましたし、そうする予定なんですが、それ
は8/11からになる予定です。ですから、2週間後に始まる予定です。8/11からは毎週会える方向に進みま
す。圧倒的な反応を頂きましたので、もちろん、疑いなく、ええと、デヴァン、質問ありがとう。他に考え
や疑問やコメントのある人はいますか？
[ニック] お次は...誰か...ううん、ちょっと見てみましょう。これは今日のテーマから少し外れますが、答え
ましょう。マタイの福音書24章からです。ジャレッドからです、ジャレッド、自分でミュートを解除して下
さい。質問は、これ。
Q：「妊婦が携挙されたらどうなりますか？」
ええと、もし、
[ジェフ] おぉ！
[ジャレッド] こんにちは！僕はジャレッドです。これは僕の質問じゃなくて妹の質問なんです。
[ニック] 問題ないですよ。こんにちは！
[ジェフ] こんにちは！お名前は？
[ケイリン] ケイリンです。
10/15

Behold Israel

インターナショナル若者ズーム 2020年7月28日

[ジェフ] ケイリン？
[ケイリン] はい。
[ジェフ] いいですよ。どうぞ。質問は何でしたか？
[ケイリン] はい、マタイの福音書24章19-21節に、
「だが、その日、悲惨なのは身重の女と乳飲み子を持つ女です。ただ、あなたがたの逃げるのが、冬や安息
日にならぬよう祈りなさい。そのときには、世の初めから、今に至るまで、いまだかつてなかったような、
またこれからもないような、ひどい苦難があるからです。」
私はこの聖句は、象徴的なものだとは思います。でも、考えさせられるんです。女性が妊娠している間に
携挙されたら何が起こるんだろうって。赤ちゃんはどうなるんでしょう？それから、これもトピックから外
れますけど、
Q：クリスチャンが火葬されるか、土葬されるかは、朽ちない体に変えられるのなら問題になるでしょう
か？
[ジェフ] 分かりました。いろんな事が混じっていますね。まず最初に、マタイの福音書24章の記述をおさ
らいする必要があると思います。マタイの福音書24章の構成を明確にしておきたいと思います。その出来事
について言及する時、15-28節のその部分に関して言えば、その出来事は、教会について語られるものでは
ないんです。そこはイスラエルについての話しです。ですから、私は携挙と赤ちゃんについての質問はもっ
ともなものですけど…、それは興味深いと思います。それは、マタイの福音書24章を読み進むと、携挙につ
いての記述があるからです。でも、あなたの質問への答えは、妊娠中の命についてでしたね。うぅん、私は
その赤ちゃんも天に行くと心から信じています。ええと、生理的にどうなるか聞かれると、うぅん、あので
すね…この朽ちるものは、朽ちないものを着ます。本当のところは、私たちはみんな、たましいですよね？
それが永遠に続くものです。ですから、赤ちゃん、胎内の赤ちゃんもまた、たましいです。そしてどんな体
かは、私には分かりません。いろんな人が提案しています。私たちはみんな30歳の体になるんでしょうか、
とか、天ではどんな体になるんでしょうか？これらの事を私たちは推測し、理解しようと試みる事は出来ま
す。でも最終的に私たちは実際に見る事になります。イエスと会う時、みんな分かるでしょうし、私たちは
完全に知られます。でも要点は、たましいがある、という事です。ですから、私は同じように、胎児にもた
ましいがあると信じています。悲しい事に、たくさんの赤ちゃんが中絶されています。でも、それはたまし
いなんです。そしていのちなんです。だから、私は彼らも主と共に天にいると信じています。ですから、こ
れがその質問への答えではないかと感じます。
あなたのもう一つの質問、火葬と土葬についてですが、どちらにしても、死体は腐敗します。私たちは、
今の体は朽ちる体だと教えられています。ペテロが言うように、これは私たちが住む「幕屋」なんです。だ
から、ある意味では同じ答えになりますが、やはり、永遠に続くのは私たちのたましいなんです。ですか
ら、私たちは新しい体を与えられるんです。コリント人への手紙第一15章にあるように、朽ちない体を与え
られるんです。ですから、火葬であろうが。。。歴史を通じていろんな事が起こって、人々はいろんな形で
悲劇的な死に方をしていますから。たとえ火葬でなくても、火事とか、他の事が起こって、(体が）破壊され
てますから。そして実際のところ、彼らのたましいは永遠に続くんです。ですから、彼らがイエスを信じて
いるなら、神は彼らに朽ちない体を与えられるんです。この答えがお役に立ってたらいいのですが…皆さん
がマタイの福音書24章の細部を話して欲しいかどうか分かりませんが、誰か、これに付け加える事がありま
すか、ニック？それか女性陣でどなたか、それかジェイソンは？
[ニック] いえ、私が思うのは、…特に火葬については、神は何でもつなぎ合わせて元に戻せます。火葬に
難色を示す人達はいます。死体を燃やすべきじゃないと考える人が。実際に、聖書で、火葬が行なわれた事
例が一つだけありました。それはサウル王だったと思います。彼は後に燃やされました。しかし、彼は首を
はねられていて、彼の体は既にグチャグチャになっていました。しかし、普通は死体は燃やされませんでし
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た。ですから、「死体を燃やすべきではない」と言う人が大勢います。神は何でも元どおりにする事ができ
ます。私たちが栄光の体に変えられる時…戦争で死んだ信者たちがいます。彼らは重傷を負ったり、ズタズ
タにされたり、その他何でも...そしてそれは、神には不可能な事ではありません。
[ケイリン]

分かりました。有難うございます！

[ジェイソン] ジェフ、次の人に移る前に、デヴァンの質問に一言付け加えます。デヴァンと分かち合いた
いものがあります。デヴァン、あなたの質問は、あなたは具体的にダニエル書の書かれた年代について質問
しました。人々がダニエル書を標的にする時は、そこが一番批判される所だからです。それが、ずっと後か
ら書かれたものだという議論が根拠のないものであるのを示す主な議論の一つは、第一に、これは、明白な
証拠の一つに過ぎませんが、ダニエル書には、ギリシア語の単語がほとんど出てきません。もし、これが後
から書かれたのなら、もっとギリシア語の単語が含まれるはずなんですが、実際は、ほとんど全てがアラム
語かヘブライ語です。ギリシア語の単語は少ししかなく、それは楽器の名前です。それ以外では、ギリシア
語が使われていてもいい語でも、他は全てヘブライ語かアラム語です。それが特に重要になるのは、ダニエ
ルがダニエル書の後半で、人類歴史のその後におけるイスラエル民族の預言に目を向ける時です。それは、
全てヘブライ語です。それはイスラエルの国の未来に関する事だからです。それに留意するのはとても重要
です。そこは神が、ダニエルの焦点を移している所だからです。でも、批判する人が言うように、それが後
になって書かれたのなら、もっと外国語、特にギリシア語に影響された言葉があるはずです。そういう人た
ちは、西暦2世紀頃に書かれたと主張しています。そうすると、それら全ての帝国の興亡が終わっているか
らです。でも、実際は、それはそれらの帝国すべてが興る前に書かれたか、バビロニア帝国の時代、第一王
朝の時代です。
[デヴァン] 分かりました。
[ジェイソン] これは一つの明白な論拠にすぎません。写本にはギリシア語がありません。2~3の楽器の名
前は例外ですが。
[デヴァン] はい、初めて聞きました。有難うございます。
[ジェフ] いいですね。ジェイソン、有難う。それから、終わる前に、もう一つあるんです。もし質問があ
るなら...ちょっと言わせて下さいね。私たちはここに座って、皆さんの質問に直ぐに答えられる、と言って
いるのではありません。でも、私たちが言いたいのは、私たちは、皆さんを助けるためにここにいて、もし
答えられない時は、皆さんの質問への答えを探し続けたいという事です。そして、皆さんには質問し続けて
もらいたいので、メールで受け付けている事も忘れないで下さい。yad@beholdIsrael.org.あなたが考えて
いる事や、感じている事を、いつも私たちに知らせて下さい。皆さんに手を差し伸べ続けて、一緒に答えを
探し続けられれば、と思っています。もし答えられるなら、皆さんにお答えしたいので。ただ皆さんを助け
たいんです。御言葉の真理を皆さんに届け、神の御言葉を調べ続けたいと思います。今日お話ししたよう
に、私たちは、聖書の信憑性、正当性を知っているのですから。私たちは、聖書が全能の神から与えられた
ものだと信じています。神は、知恵と、洞察と、理解をお持ちです。神の御言葉は私たちの足のともしび、
道の光です。今日は終了する前に、...またニックに送ってくださいね。前回約束したように、賞品付きのク
イズをしようと思います。賞品を獲得するには、最後まで参加しててください。ニック、進めてもらっても
いいですか？
[ニック] ええ。私が皆さんに質問をします。正解した人には、本をプレゼントします。アミールの2冊目の
本です。残念ながら、サイン入りではありません。私がクレヨンか何かでなかなか本物に近い偽サインをす
る事も出来ますけど。この本を送付します。それから、こんなリストバンドもあります。これらは、特にこ
の一つはレア物で新品です。今の所、10個しか出回ってないです。
[ジェフ] 使われてるんですね‼
[ニック] ええ。使われてます！同じ重さの「金(ゴールド)」と同じ価値があります。そんなに重くはないで
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す。たぶんプラチナの価値です。これらは、通常はカンファレンスの時に配られます。今は新型コロナのせ
いで、カンファレンスが開けません。ですから、質問に答えられた方に、これと本を差し上げます。私に答
えを送ってください。さて、私は一人目の答えは選びませんよ。ええと、言っておきますが、5番目に正し
く答えた人になります。そうやって、ちょっとランダム性を入れますね。聖書の中の最初の預言は何でしょ
う？何節か答えてください。聖書の中の最初の預言を答えてください。何節かを答えてください。五番目に
正解した方になります。
[ジェフ] *ジェパディ！の音楽か何かが欲しいですね。(アメリカの有名クイズ番組)
[ニック] 次回からはそうすると思います。
[ジェフ] あぁ、ジェイソン、何か来てますか？答えが来てますか？
[ジェフ] 私の答えなら！
[ニック] こちらに来てます。セレステさんです。セレステ、ミュートを解除しますね。答えを言って下さ
い。
[ジェフ] セレステさん、どこにいますか？
[セレステ] ここです。
[ジェフ] セレステ、こんにちは。どこからですか？
[セレステ] ハワイからです。
[ジェフ] あぁ、良いですね。
[ニック] ハワイですか？どの島ですか？
[セレステ] オアフ島です。
[ニック] 分かりました。綺麗な島ですよね。では、何をしてもらうかと言うと、チャット欄で、メールア
ドレスを送ってください。あなたにメールして、郵送先住所をお尋ねしますから。これをお送りします。そ
れからこのリストバンドも。クレジットカードが必要になります。送料が85ドルくらいかかりそうなので。
ええと、これは冗談です。無料でお送りしますよ。
[ジェフ] 答えは何でしたか？ニック、答えは？みんな待ってますから。
[ニック] さあ、彼女がちゃんと答えてるかどうか...いえ、ちゃんと正答してます。セレステ、答えは何です
か？
[セレステ] 創世記3章15節です。
[ニック] 創世記3章15節ですね、その通り。
「わたしは、おまえと女との間に、またおまえの子孫と女の子孫との間に、永遠の敵意を置く。彼は、おま
えの頭を踏み砕き、おまえは、彼のかかとにかみつく。」
これは、「最初の福音」としても知られていますね。最初のメッセージです。良く出来ましたね、セレス
テ。たくさんの人が正答していましたが、ランダム形式にしましたから。はい、では次に行きます。二つ目
の賞品付きの質問です。今日はこれが最後です。巻物が‥、イエスが、ナザレの会堂で巻物を読まれた時、
今度は7番目の人にします。7番目に答えた人です。いいですか。ルカの福音書4章16-20節で、イエスがナ
ザレの会堂で巻物を読まれた時、その日に成就したとイエスが言われた旧約聖書の預言は何ですか？何章何
節か、まで答えてください。では行きましょう。私は7番目の方を選びます。
[ジェフ] 答えは沢山来てますか？
[ニック] ええ。来てます。ええと、はい、アレックス。アレックス、自分でミュートを解除してもらって
いいですか？
[ジェフ] アレックス、どこから参加してますか？
[アレックス] アリゾナのツーソンです。
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[ジェフ] 良いですね。今は少し暑いですか？
[アレックス] はい、とても暑いです。
[ジェフ] 何度くらいありますか？
[アレックス] 今週はずっと41度です。フェニックスよりましです。あそこはずっと46度ですから。それく
らいだと思います。
[ジェフ] アレックス、読んでもらえますか？どの書物で何節ですか？
[アレックス] ええ。イザヤ書61章1-2節です。
[ジェフ] そうですね。何と書かれていますか？
[アレックス] 「神である主の霊が、私の上にある。主はわたしに油を注ぎ、貧しいものに良き知らせを伝
え、心の傷ついた者をいやすために、わたしを遣わされた。捕われ人には解放を、主の恵みの年と、われわ
れの神の復讐の日を告げ、・・・」 (イザヤ61:1-2)
[ニック] ダメです。ストップして下さい。
[ジェフ] 賞品を取り消したくないですから！
[ニック] イエスはそこで止まったんです。はい、2節の半分だけなんです。ちょっと引っかけ問題っぽいん
ですが、
[ジェフ] 初臨と再臨、そうですね。
[ニック] はい、彼はそこで止めました。だから、でもとても良くできました。私たちにメールを送るか、
チャット欄にアドレスを書いて下さい。もうすぐ終わりにしますから。メールアドレスを教えてください。
そして情報交換しましょう。あなたにもそれを発送できるように。皆さんも良く出来ました。他にも正しく
答えられた人がたくさんいました。とても感心しましたよ。とにかく、皆さん良く出来ました。そして、え
えと
[ジェフ] 皆さんと集まれて素晴らしかったです。さっきも言ったように、8月11日にまたzoomミーティン
グを開く予定です。その後は、週一回のペースで行う予定です。集まって、一緒に御言葉を見て、主が私た
ちに何を教えようとしておられるか見続けて、主と共に歩みながら、一緒に成長しましょう。ではこれで終
了にしますが、ドネリー、最後にお祈りをお願いしてもいいですか？
[ドネリー]

皆さんこんにちは。皆さんに会えて嬉しいです。

主イエスよ、あなたが主の主、王の王であることに感謝します。あなたは唯一の神です。他は真の神では
ありません。あなたが唯一の神であり、その事に感謝します。私たちをあなたの下に引き寄せ、あなたの子
として下さり、接ぎ木して下さった事に感謝します。私たちは祝福された望みを抱いています。私たちはい
つか天に行きます。地上では悪い日々もあります。でも私たちには祝福された望みがあります。そして、い
つか私たちが天に着いたときに、全ては完全になるでしょう。私はこれを聞いている若者一人一人を差し出
します。もし、この中にあなたを知らない人がいれば、その人があなたを受け入れるよう祈ります。そして
あなたを心の中に招き、救い主、メシアとして受け入れますように。イエス様、感謝します。これら全てを
あなたにゆだねます。皆さんが良い日を過ごし、今週、残りの日々も祝福されますように、尊いイエス様、
イェシュアの名によって、イエス様の名によって祈ります。アーメン。
[ジェフ] アーメン！皆さん、終わりにあたって、ドネリーが祈ってくれたように、私たちが話し合った事
の一つは、初期の弟子たちはみんな、彼らが真実だと知っていた事のために、進んで自分の命を捨てたこと
です。その真理とはイエス・キリストが神だという事です。彼は私たち一人一人のために十字架で死なれ、
私たちを非常に愛して下さり、その愛を示してくださいました。私たちがまだ罪人であった時に、主は私た
ちのために死んでくださいました。そして罪の報いは、そう、死です。しかし、神の贈り物は、私たちの主
イエス・キリストによる永遠の命です。皆さんが今、聞いたり、見たたりしているなら、zoomに参加して
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いようが、YouTubeで見ているのであろうが、あなたがまだそれを知らず、主との個人的な関係を知らない
なら、ぜひ！主イエスを知って欲しいと思います。あなたに、主との関係を築いてほしいです。あなたの罪
が赦され、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストにあって、天に永遠のいのちの望みがあること
を確信して欲しいです。もしそれがあなたなら、そしてイエスを知りたいなら、メールをください。アドレ
スは、yad@beholdisrael.orgです。あなたと知り合って、あなたのために祈り、主があなたの人生におい
て、またあなたの人生を通して何をする事を求めておられるかを見たいです。主があなたの全ての罪を赦さ
れ、全ての不義を清め、新しくしてくださいます。キリストにあって新しく造られた者です。
「古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。」(コリントⅡ5:17)
皆さんに今週も祝福がありますように。よい週でありますように。皆さんと交流し続けるのを楽しみにし
てます。インスタグラムでフォローしていてください。behold israel young adultsです。そこでお目にか
かりたいです。内容を更新していって、皆さんと交流していきたいです。皆さんの考え、疑問、何でも知ら
せて下さい。皆さんの声を聞きたいです。皆さんに祝福がありますように。良い週を過ごせますように。
またすぐに会いましょう。

メッセージ by Amir Tsarfati / Behold Israel :http://beholdisrael.org/
ビホールドイスラエル 日本語 YouTube チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCLcuvC6Mr63AqwiiXDkwRVQ
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