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2020年10月16日「見張り人」 
ー聖書的な見張り人とは、どういう意味かー

 

　大変光栄です。今回、Awaiting His Returnカンファレンスに講演者の一人として、初参加です。通常は
裏方をしています。私はいつも言っているんですが、アミールと私は「美人工場」と縁組しました。私達の
妻は姉妹です。それで私達は「美人工場」と縁組したのですが、たまに保証問題があったりして、私達は
時々、打ち明け合っています。はい、わが妻たち、私達はあなたたちを愛していますよ。オンラインで見て
くれてるよね。愛してるよ！ 

　とにかく、私の家族の話をしたいと思います。私の妻も関係している話です。彼女は私の錨（いかり）、
私の羅針盤、彼女は私の"状況認識"エージェントです。私達はある年、家族に会いにイスラエルに行って
帰ってくる途中、ボストンを経由していました。ボストンにはUSO（米国慰問協会)があって、この美しい
部屋があります。重役室のような感じです。軽食もありますし、甘いチョコレート菓子やフリートス（コー
ンチップ）もあります。フリトレーはテキサスの会社です。やった！ほら、この"ゼイニク"が、それを証明
しています。私達は、またとないような楽しい時を過ごし、その場所を独占していました。ソファーも映画
のスクリーンもインターネットもあって、何もかも無料！人々も素晴らしかった。全部が、四時間半の間、
私達がリラックスするためにあったんです。私達はすっかりくつろいで、眠りました。そして妻が言いまし
た。「乗り継ぎ便に乗らないと。何時にここを出ればいいの？」私は言いました。「あぁ、俺たちはTSAプ
レチェックなんだ。軍だ。心配ないよ。20分前に行こう。居心地いいだろう？設備を楽しんでないのか
い？」はい。20分経って、妻が言います。「もう行く時間よ！」「んー、俺たちはTSAプレチェックだ」
「行きましょうよ。そろそろ時間だから」私達は、キャラバン家族を集めて、私達ゴレイ一家はTSAを通過
します。私は、その日、混雑する事を考慮してなかったんです。私は汗をかき始めて、時計を見始めまし
た。私達は、ようやくTSAを通過しました。ゲートに行くのに5分しかあ
りません。私は言いました。「焦らないで！小さな空港だから」でも
違ってました。私達は文字通り走っていました。汗をかいて。ひやひやし
てます。手のひらに汗をかいて、心臓がドキドキして、神経不安になって
ます。みんなに見られていて、子供が質問します。「パパ、飛行機に乗り
遅れちゃうの？」私は言いました。「もちろん、そんなわけない。乗り
遅れたりしないよ」私達は走りました。1分経つと聞こえてきました。「ゴレイ御一行様5名、最終搭乗の
ご案内をいたします。マイケル・ゴレイ御一行5名様」ゲートにたどり着きました。飛行機はまだそこにい
て、ちょうどボーディング・ブリッジから離れたところでした。そこに立っていた女性が言いました。「マ
イケル・ゴレイ御一行5名様ですか？」私は「はい！」と答えました。次に何が起こったか？後ほどお話し
することにします。(笑)はい、きっとその続きを聞いて皆さんはビックリしますよ。 

　私は、「見張り人」になっていませんでした。私は時計を見てなくて、状況に無頓着でした。妻の言うこ
とを聞いていませんでした。シャロン、本当に申し訳ない。子供たちは私に尋ねていました。「飛行機に乗
り遅れるなんて事、あるの？」私は自信過剰でした。私は頭の中で全てを計算しつくして、近い将来につい
ては全然心配いらないと思っていました。あらら。男性の皆さんにお尋ねします。ここには男性はどのくら
いいますか？手を挙げてください。今、男性の皆さんにお話しています。ご存知ですか？預言に関するコ
ミュニティのフォロワーのほとんどが55歳以上の女性です。ほとんどです。彼女達は賢く、人生経験があっ
て、この世界の状況を把握するゲームにおいて、私達に勝利しています。男性の皆さん、この説教は皆さん
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のためのものです。(笑)女性の皆さんは、旦那さんを肘でついて言ってください。「ほら、あんた、ちゃん
と聞いて！」いいですか？今日は、私達の置かれている状況を見ていきたいと思います。そこで、男性の皆
さんにお尋ねしますよ。女性の皆さんも。皆さん全員に伺います。あなたは見張り人ですか？あなたは、私
達の置かれている時を認識していますか？あなたは、聖書が時代について何と言っているか理解しています
か？もしそうならば、あなたは良い見張り人ですか？見張り人だと自称していながら、そうではない人たち
がいます。 
 
　では、画面をご覧ください。今朝、最初に尋ねたい質問はこれです。私
達は、本当に終末の時代を迎えているのでしょうか？今朝の二つ目の質
問はこれです。今日、聖書の預言は本当に成就しているのか？そうでしょ
うか？そして3つ目、これが私の教えの本質です。自分の役割とは何か？
私は自分の役割をどのように果たすのか？男性の皆さん、皆さんが必要
です。皆さんが必要です。私は皆さんに、アミールが今日話したことを考
え、これらの事を調べて欲しいのです。ご自分の目で確かめてください。男性の皆さん、ご家族を導いてく
ださい。祖父の皆さんは、一族を導いてください。これは一発勝負です。時は刻々と流れています。チクタ
ク、チクタク。男性の皆さん、そろそろ目を覚ましてください。ご婦人方に主導権を握らせないでくださ
い。彼女たちに見張り役をさせないでください。男性の皆さん、見張り番はあなたです。これがライブ配信
されていて良かったです。今、教会に居る方々、またインターネットでこれを見ている皆さん、私は牧師と
して、また男として、意見を言わせてもらいます。真の見張り人とはどういうもので、どういうものでない
か。いくつか、ここに写真をお見せします。言っておきますが、私はこの教えの前にアミールとは一切話を
していません。私は、主が私に語られた事をいくつか取り上げました。私は不潔な、豚を食べる異邦人で、
遠くアメリカから見ています。イスラエルに住む特権にも預かったことがあります。皆さんは、イスラエル
という奇跡をイスラエル人の視点から見ました。私はミネソタの異邦人の視点を紹介します。私が生きて来
た、51年のささやかな人生の中で、私が見たものについての異邦人の視点です。 

　画面に写真を出してみましょう。これはテオドール・ヘルツルです。彼は1800年代に生きた人です。そし
て、これは第一次世界大戦の写真です。もちろん日付は知っていますよね？しかし、皆さんはテオドール・
ヘルツルには馴染みがないかも知れません。アミールが言った事に直接つながりますが、テオドール・ヘル
ツルはユダヤ人でした。ハンガリーのジャーナリストで、パリに派遣され、ジャーナリストとして仕事を課
されました。彼はナポレオン戦争中のある話を暴きます。ドレフュスという将軍が、ナポレオン戦争中に、
ドイツ軍に密かに戦略を売ったという罪を着せられた事について。なぜ彼が罪を着せられたか分かります
か？彼がユダヤ人だったからです。それだけです。ヘルツルは衝撃を受け、愕然としました。彼はハンガ
リーに戻り、ユダヤ人コミュニティの人々に話し始めます。それほどユダヤ人意識が強かったワケではあり
ません。そして、彼は「我々には国家が必要だ」と言います。さもなければ我々は殺されてしまう。その気
配が漂っている。彼はヨーロッパで最初のシオニスト会議を結成しました。彼は亡くなってしまい、そのビ
ジョン、つまりイスラエルを見ることができませんでした。 
 

　エゼキエル書36章と37章から分かるのは、アミールも引用しましたが、
次のスライドを出してみましょう。神が世界の解放を定められていたこと
が分かります。私の父は、この中の一人と知り合いでした。チャールズ・
リンドバーグ。もちろん、彼は何年も前に亡くなっていますが、彼は、ミ
ネソタ州プライヤー・レイクのVFW（退役軍人クラブ）のメンバーでし
た。チャールズ・リンドバーグはこの中の一人です。どの人か分かりませ

ん。知ってたら良かったんですけど。父に聞いてみます。これが始まる前に父に電話して、「彼の名前は何
だったっけ？」と訊いたら、父は「チャールズ・リンドバーグだ」と。そして、第二次世界大戦後の現実を
アメリカ人の視点から見ると、シニカルで懐疑的なアメリカ人の視点から見ると、この国は「偶然に」再建
されました。世界がナチスの悪から解放されたから。彼らはユダヤ人を絶滅させようと試みましたが、失敗
に終わりました。私の兄弟たちが責任を果たしてくれたからです。次のスライドに行きましょう。エゼキエ
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ルの干からびた骨です。私は、これらは文字通りの意味で予告されたのだ
と思います。「干からびた骨」とは、文字通り、イスラエル国家も、文字
通り。アミールがこの地図を見せましたね。国連総会決議181号です。ご
覧になりましたね。そして、第二次世界大戦後に始まったこの地点から彼
らの国土は拡大する一方で、アミールが示したように、それは拡大し続け
ています。次のスライドに移ります。このスライド。この写真を見てもら
いたいと思います。不潔な、豚を食べる異邦人の、ひねくれて懐疑的な視
点から見て、まだ物足りないならもし、イスラエルだけで足りないなら、
それは、"たまたま"で、ちょっとした偶然だったんだ、「彼らは、ただア
ラブ人より頭が良かっただけなんだ」とか、どんな言い訳をしてもいいで
すけど、次のこれは数年間も続いているんです。エゼキエルが予告したエ
ゼキエル38章と39章の連合は、今まさに起きているんです。ロシア、ト
ルコ、イランが連合を組んで、現在シリアにいます。私はその描写に入っ
ているリビアのことをいつも不思議に思っていたのですが、トルコは今、
リビアの一部を占領しています。地中海の天然ガス、天然資源のために。
そういう繋がりです。私はリビアが何で預言の中に出てくるのかと思って
いたのですが、これらの国を調べてみるといいでしょう。そして、もちろ
んシェバとデダンがあります。彼らは遠くから見て、この戦争を非難する
と書かれています。次のスライドです。ご存知でしたか？これは先週のことです。つい先週です！（拍手）
「アラブ首長国連邦とバーレーンを代表してイスラエルとの和平協定に感謝します」彼らが、そう言ってい
るのです。彼らが英語を話せば、こんな感じです。まあ、そうでないかも知れませんけど。厳密には、
ちょっと違うかも知れませんが。 

　私は空港にいました。「ゴレイさんですか？ご家族5名様？」「はい！」では、続けましょう。（笑） 
私は777便の方にもっと関心があります。（拍手）はい、そうです。あのフライトは逃せません! 

　イザヤ書56章。それを画面に出したいと思います。見張り人。イザヤは「見張り人」という比喩を用い
ひ ゆ

て、民衆の注目、指導者たちの注意を引いています。家族の頭である男性の皆さん、牧師の皆さん、これは
見逃せません。彼の言うことに耳を傾けてください。 

「野のすべての獣、林の中のすべての獣よ。食べに来い。（イザヤ56:9)」 

イスラエルを食い荒らすためにやってくる外国の国々のことを言っています。その時、文字通りの状況で
す。「見張り人はみな目が見えず、知ることがない。彼らはみな口のきけない犬、」まぁ。「口のきけな
い」というだけで十分ですが、「口のきけない"犬"」とまで！「ほえることもできない。あえいで、横にな
り、眠りをむさぼる。」ボストンのUSO（米国慰問協会）に座って…「この貪欲な犬どもは、足ることを知
らない。彼らは、悟ることも知らない牧者で、みな、自分勝手な道に向かい、ひとり残らず自分の利得に向
かって行く。『やって来い。ぶどう酒を持って来るから、強い酒を浴びるほど飲もう。あすもきょうと同じ
だろう。もっと、すばらしいかもしれない。』」USOに座って心地良さと快適な設備を満喫する。USOに
はワインはありませんが、快適な設備はあります。 

　牧師の皆さん、ネットでご覧になっているなら、今から、あなた方に話をします。バイブル・スタディー
の指導者の皆さんにお話しします。リーダーの皆さんにお話しします。17年間牧師を務めてきた仲間とし
て、私には分かります。預言が時に非常に困難なことは理解しています。夫婦関係や依存症の問題など、教
会に課される要求は理解できます。それに、キリスト教の基本を知らない人たち。まずその面倒を見たいと
いうのは分かりますし、皆さんは、いい仕事をしておられます。牧師の皆さん、ありがとうございます。私
達を指導してくださり、ありがとうございます。しかし私の教会では、私が時代や預言について語らねばな
らないと感じることがありました。なぜなら、私はリーダーたちや、あなたや、そして誰にも好機を逃し
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て、見張り役に失敗して欲しくないからです。あなたに好機を逃して欲しくないんです。私は全くへりく
だって、また熱意を込めて言います。これを、見逃すわけにはいかないんです。これは、やり直しがききま
せん。もう目を覚ます時です。人類の歴史の中で、預言的な出来事がこのように一斉に並んだことは、今ま
で一度もありません。しかも、私はこの前にアミールと打合せはしてないんです。彼はそれを全部明確に説
明しました。皆さんはさらに調べて、彼のメッセージがどれほど真実であるか、ご自分で確かめてくださ
い。しかし私が尋ねたい質問は、あなたは本物ですか？私は？どうやって分かるのでしょう？見張り人にな
るとはどういう事なのか、どういう事でないのか？この聖書箇所を画面に出してみましょう。マルコの福音
書13章からの引用です。 

「ただし、その日、その時がいつであるかは、だれも知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ、
父だけが知っておられます。気をつけなさい。目をさまし、注意していなさい。その定めの時がいつだか、
あなたがたは知らないからです」 
イエスは、そうおっしゃいました。その期間、全体のことを言っています。携挙、患難、不法の者、封印、
鉢、裁き。そして再臨。千年王国に至るまでも。その時がいつ来るかは誰にも分かりません。だんだん近く
なっていくと…今朝話した一連の全ての出来事が…カリフラワー効果みたいです。皆さんはカリフラワー効
果というものをご存知ですか？それは物事がただ...ドミノのように。ドミノ効果です。(ドミノが落ちる音)
私と一緒に言えますか？(ドミノ倒しの音)(笑)ドミノが、あちこちで倒れています。34節。 

「それはちょうど、旅に立つ人が、出がけに、しもべたちには、それぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、
門番には目をさましているように言いつけるようなものです。だから、目をさましていなさい。家の主人が
いつ帰って来るか、夕方か、」これはローマの最初の見張り、つまり午後6時から9時、「夜中か、」午後9
時から真夜中までのローマの見張りです。これは夜です。夕方。暗いから。多くの人が、都市を攻撃する時
です。見張り人は、警報を鳴らす責任があります。「危険な状況がある！気を付けて！」「鶏の鳴くころ
か、明け方か、わからないからです。主人が不意に帰って来たとき、眠っているのを見られないようにしな
さい」 

USOで。（笑）ありがたいことに、あれは777便ではありませんでした。でも、私が乗り遅れたかどうか、
皆さんは、まだ分かりませんね？これから起こることに皆さんは驚くでしょう。 

「わたしがあなたがたに話していることは、すべての人に言っているのです。目をさましていなさい」 

今の時はまた...　エゼキエル書のくだりと、今朝話した事を見直しても、まだ足りないなら、それでも不十
分なら、偽りの教えが増えているのを見てください。さて、神はご存知でした。ネットやその他、様々なプ
ラットフォームができて、人々が誤った方向に導かれる事、それは良い目的にも、また悪い目的にも使えま
す。神の贈物が何であれ、敵はいつも、それを捻じ曲げようとします。神学的に崖から落ちていっている教
会がたくさんあります。私はそれを「神学的、終末論的自殺」と呼んでいます。彼らは多くの人を道連れに
しています。牧師の皆さん、私は、あなた方に話しています。私は牧師でした。私には分かります。第1テ
モテ4章1節に書かれています。 

「しかし、御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは...」全員ではなく、ある人た
ちです。確かに、皆さんは違います。皆さんは、ここに来ています。他に50か所くらい、行く所があったで
しょうが、あなたは、ここにいます。「ある人たちは、惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離
れるようになります」 

聖書をお持ちの方は、スライドは出しませんから、ご自分の聖書で見ていただきたいんです。第2テモテ4章
3節です。これは見ないと。これは見ないといけません。皆さんは、これをご存知です。暗記している人も
いるし、これが教えられたのを覚えている人もいるでしょう。第2テモテ4章3節。これは見ないといけませ
ん。これは私達が今いる状況です。この時代に生きている特権を、皆さんが感じているかどうかは分かりま
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せんが、私は感じています。私達は、最前列で預言が展開していくのを見ていますから。(ドミノ倒しの音)3
節、開けましたか？ 

「と言うのは、…」彼がこれを書いたのは、1世紀です!「というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせ
ず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いをもって、次々に教師たちを自分たちのた
めに寄せ集め、真理から耳をそむけ、空想話にそれて行くような時代になるからです」 

ユニコーンと虹のある...とても残念です。彼らは、当時、そう言ったんです。そして、これが私達の状況で
す。イスラエルの再建、シリアの連合、そして今度は背教や健全な教義からの逸脱を見ても十分ではないと
したら...彼は、当時、そう言っていたんです。それでもダメなら、これを画面に出しましょう。第2テサロニ
ケ人への手紙2章7-8節 

パウロの時代に、彼は言いました。「不法の秘密はすでに働いています」彼が、この一節で言及しているの
は、教義上の問題だけではありません。世界的に、神の教えだけでなく、真理そのものを拒絶するのです！
「しかし今は引き止める者があって、自分が取り除かれる時まで、引き止めているのです。その時になる
と、不法の人が現れますが、」引き止める者が、取り除かれねばなりません。そうすると、すべての不法が
炸裂します。「主（イエス）は...」ちなみに、これを聞いて下さい。「主は御口の息をもって彼を殺し、来
臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます」 

想像できますか？世界は拳を上げています。私はミネアポリスから来ました。ジョージ・フロイドが殺され
た場所のすぐ近くに拳があります。私はスタッフの一人と話していたんですが、その拳は、その地域の人た

こぶし

ちに言わせれば、それが表しているのは、「不当だ！」。しかし、究極的にこの人たちが言おうとしている
のは、我々は神も真実も求めていない！我々が欲しいのは、我々自身の現実だ！我々はこの世界を分解し、
それを我々の空想の世界に再構築したいのだ！それは、神や神の真理とは無縁だ！イスラエルが命を取り戻
しました。連合軍はシリアにいます。シェバとデダンは、今、イスラエルと和平協定を結び、彼らは将来の
侵略を非難します。欠けていたリンクはリビアです。今、かつてないほどの偽りの教えがあります。今や、
その上に不法があります！あなたは見張り人ですか？注意を払っていますか？牧師の皆さん、あなたは預言
を教えていますか？あなたは「預言の教え方がわからない」と言うかもしれません。まあ、奇遇ですね。
（笑）これが最初のヒントです。 

◉BeholdIsrael.org（笑）(ビホールド・イスラエル） 
◉OliveTreeMinistries.org.（オリーブ・ツリー・ミニストリー） 
◉BarryStagner.com（バリー・スタグナー） 

3つのヒントがあります。一度その領域に入ったら…私は、ちょっと皆さんをからかってるんです。私達が
全てを知っているかのように傲慢に思われたくないのですが、私達は本当に一生懸命調べて、これらのもの
を皆さんにお届けしています。すぐに見ていただけますが、今朝、私が皆さんに伝えたい7つの事がありま
す。私の50年の人生、51年の人生の旅の中で、私は神にその機会を感謝しますが、30カ国以上の国々を訪
ね、長年の間、聖書を調べてきました。私は裕福だったことも貧しかったことも、その中間もすべて体験し
ました。牧師をしながら、一般社会で職に就き、牧師としてミニストリーに参加して、私は結論に達しまし
た。特に「ビホールド・イスラエル」と呼ばれるこのミニストリーに、ささやかながら1年半携わった後に
は。私は夢にも思いませんでした。アミール、これ以上ないくらいの素晴らしい人たちがいて...皆さんのよ
うな人たち、私達が配信する時、私の涙を誘う人たち、思わず涙ぐむようなコメント等、皆さんにはとても
励まされ、元気をもらっています。それに励ましのメールも。その一方で、最も憎しみのこもったコメント
もあります。こう言いましょうか？憎しみがこもっているのを人々が本当に理解できるように、悪辣さを非

あくらつ

常に上手く、英語という言語で独創的に構築するのが、とても得意な人たちがいます。ある人達は人を不快
にさせる文学的能力を持っていると言いましょうか？そして、時には朝一番にそんなメールが届いていま
す。そして、その多くが...（ああ、神よ、お赦し下さい）「私は見張り人です」という人からです。私はア
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ミールに言いました。「こういうものが君のところに？」彼はこんな風に言います。「私の日常にようこ
そ」しかし、やはり皆さんです。皆さんは、私達を頑張らせてくれます。 

　では、777便についてお話ししたいと思います。すべての見張り人がやっている7つの事について話した
いと思います。本物の見張り人です。いいですね？では残りの29分は、いえ、残り何分でしょう？20分か
な。残り19分ですね。私は、この7つの事を話していきます。皆さんに考えてもらいたいんです。特に男性
の皆さんに。真の、正真正銘の本物の時代の見張り人になるとは、どういう意味か？最初に、これを画面に
出してみましょう。正真正銘、つまり本物。まず見張り人は、謙虚さを持ってリーダーや他の人に警告しま
す。謙虚さをもって。教会で私のところに来る人たちがいました。彼らは準備ができていて、ファイルを用
意して、動画を用意しています。「先生！私が知っている事をあなたが知ってさえいたら、あなたはそんな
説教はしないでしょう。この16冊の本を読み、この5本の動画を見てくださいね。終わったらご相談下さ
い。説教の計画を立てましょう」ある女性が私のオフィスに現れて、こう言いました。「主からのメッセー
ジを伝えに来ました。私の言うことを聞かなければ、神はあなたを裁かれます」はい、はい。分かりまし
た。今日は薬を飲み忘れたみたいですね。（笑）すみません。(笑)時々、やり過ぎてしまうんです。（笑）
いいでしょう。画面に出しましょう。これは私のためです。私自身のために聖句を出しますね。私について
きたければ、ぜひどうぞ。ガラテヤ人への手紙５章。皆さんが既に馴染んでおられるものです。 

「しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。（うぅ！）このよう
なものを禁ずる律法はありません」 

箴言11章2節「高ぶりが来れば、恥もまた来る。知恵はへりくだる者とともにある」 

エペソ人への手紙4章1-3節。あなたは本物の見張り人ですか？どうですか？この見張り人としての基準、挑
戦を乗り越えるのは、容易ではありません。 

「召されたあなたがたは、その召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛
をもって互いに忍び合い、平和のきずなで結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい」 

熱心に保つのです。第1ヨハネ1章8-9節 

「もし、罪はないと言うなら、私達は自分を欺いており、真理は私達のうちにありません。もし、私達が自
分の罪を言い表すなら、…」謙虚さですよね？「神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪
から私達をきよめてくださいます」 

リーダーと話したい時は、そのリーダーのために祈り、そのリーダーを励ましてください。スモール・グルー
プのリーダーが預言を教えないなら、そのリーダーのために祈ってください。彼らを高め、励まし、彼らに
対し、御霊の実を結んでください。あなたが敬意を持って築き上げた関係が、時間の経過とともに実を結
び、見張り人であるあなたのために、主が扉を開かれる時、彼らは見張り人のコミュニティに接ぎ木される
のです。謙虚さです。 

２）777便に乗る前の七つの原則。見張り人は自分たちの懸念を…狂っているように聞こえるのは分かって
ます。私がおかしいのかもしれません。でも、見張り人は自分たちの懸念をその源に持って行きます。私が
おかしいのかもしれませんが、もし誰かに対してわだかまりがあるなら、私なら、彼らのところに行きま
す。私がおかしいのかもしれませんが、ビルに対して問題があるのなら、私はスティーブやステイシーのも
とに行く必要はありません。もし私がビルのことでステイシーに相談したら、ステイシーは気まずい立場に
置かれ、「まあ、それはヒドイですね」と言います。私がビルのことを正確に描いていないかも知れません
から。そして、ビルがその事を知ります。今では多くの人がビルが実際に信じている事、あるいは信じてい
ない事を知ってしまったかもしれません。今や、ビルは大勢の人に嫌われています。もしかしたら、私がお
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かしいのかもしれません。しかし、見張り人は自分たちの懸念をその源に持って行きます。マタイの福音書
18章。よく知られた箇所です。これは、皆さんに嫌がられるでしょう。「もし、あなたの兄弟が罪を犯した
なら、…」行って、ステイシーに彼の過ちを告げなさい。違いますね。「行って、ふたりだけのところで責
めなさい」敬意が見えますか？あなただったら、どのように対応されたいですか？人前で？壇上に来て罪を
告白したい人はいますか？それとも、私の知らない罪のことで、私から問い詰められたいですか？それは恥
ずかしいでしょう。「もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです」ちゃんと向き合うと、大抵の場合は
うまくいきます。「もし聞き入れないなら、ほかにひとりかふたりをいっしょに連れて行きなさい。ふたり
か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお、言うことを聞き入れよう
としないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か取税人のよう
に扱いなさい」そ、それは...箴言11章9節 

「神を敬わない者は、その口によって隣人を滅ぼそうとするが、正しい者は、知識によって彼らを救おうと 
する」 

その人について事実を知るようにし、その事実をその源に持って行くのです。最近、何人かの仲間のリー
ダーたちが、私達がネットに投稿した内容を問題視したことがありました。私達は何度か複数のプラット
フォームで本意を明確にしたにもかかわらず、それだけでは足りなかった。律法主義的な直解主義者たちが
いますから。彼らは、あなたの言葉尻を捕らえて、一生ずっと、あなたにその責任を負わせたがるんです。
彼らは説明も聞きたがりません。そして、彼らは群れをかき立てて、それから、あなたのことで別の人のと
ころに行って分裂を起こすのです。私がおかしいのかもしれません。もしかしたら私が間違った場所にいる
のかもしれません。でも、それは間違っています。人々は私達の動画から一部を取って、文脈を無視して一
部を取り出し、自分たちのプログラムで動画を作り上げます。そして、まるで我々が間違った教えを言った
かのように、それをネットに投稿します。そういう人がたくさんいて、その中の誰一人として、私達にその
懸念を相談に来ません。どういう人が私達のところに懸念を持って来るか知りたいですか？皆さんのような
良い人たちです。私達は、説明を求めた皆さん方に情報を提供しましたね。私達は、24時間以内に皆さん
に回答しませんでしたか？私達は、何をどういう意味で言ったのか説明しませんでしたか？そして、時に、
私達が何か不適切な事をしたなら、私達は公に「申し訳ありません」と言います。私が驚くのは、主要な組
織のリーダーたちがこれをやっていなくて、皆さんのような普通の人たち、本物の見張り人が聖書の前例に
従っていることです。その点でヘマをしないで下さい。 

３）見張り人は、チームで協力します。彼らは常にチームで働きます。伝道者の書4章9-12節には、こうあ
ります。 

「ふたりはひとりよりもまさっている。ふたりが労苦すれば、良い報いがあるからだ。どちらかが倒れると
き、ひとりがその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない、ひとりぼっちの人はかわいそうだ。また、ふ
たりがいっしょに寝ると暖かいが、ひとりでは、どうして暖かくなろう。もしひとりなら、打ち負かされて
も、ふたりなら立ち向かえる。三つ撚りの糸は簡単には切れない」 

第1コリント12章12-13節 

「ですから、ちょうど、からだが一つでも…」皆さんの事です。「それに多くの部分があり…」つまり、皆
さん。「からだの部分はたとい多くあっても、その全部が一つのからだであるように、キリストもそれと同
様です。なぜなら、私達はみな、ユダヤ人も...」私のように、豚を食べる不潔な異邦人も、「奴隷も自由人
も、・・・すべての者が一つの御霊を飲む者とされたからです」 

　私達の教会に出席していた、ある紳士がいました。彼は何もかも間違っていて、ひどい見張り人でした
が、最高の見張り人だと自称していました。彼は動画をでっち上げて、私を批判し、いつも私の陰口を言っ
ていました。私は言いました。「会って、コーヒーを飲みながら解決しましょう」私の方から彼を誘ったん
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です。彼は「いいだろう」と言いました。彼は顔つきが良くありませんでした。彼は自分の会社を持ってい
ました。そして、彼は気が狂いそうになっていました。私が「奥さんは元気ですか？」と訊いたら 

彼：「あぁ、私は地下室に住んでるんだ。会話はしない」 
私：「そうですか。でも、あなたは見張り人ですね？」 
彼：「ええ、私は指折りの見張り人です」 
私：「あぁ、そうですか。あのぅ、こんなに研究する時間が、どこにあるんですか？」 
彼：「ああ、仕事は社員にやらせてるから」 
私：「事業の方はどうです？」 
彼：「ああ、自己破産を申告するという選択肢を考えてます」 

彼の名前は教えられません。でも、私は彼の顔をまっすぐに見て言いました。「あなたは見張り人じゃな 
い。あなたには助けが必要です。牧師に助けてもらわないと。私は喜んでやりますよ」彼は言います。「い
や、ダメです。あなたは携挙について、私と同じ見解を持っていない」「私は、携挙は患難の終わりに起こ
ると信じている」いえいえ、彼の問題はもっと大きなものです。ホントです。彼は一人で地下室に住んで、
孤独です。反対してくれる人が誰もいません。「あのね...」と言ってくれる人が誰もいません。彼には、聖
書研究会の仲間もいません。今ここに座っている私達のミニストリーのメンバー二人は、週に一度、聖書の
勉強会をして、チームで一緒に預言を学んでいます。彼女達は、私達がイスラエルで行なったツアーを通し
て知り合いになりました。素晴らしいです。彼女達はチームで協力しています。彼女達はチームで聖書を解
釈し、連絡を取り合います。見張り人はチームで協力するんです。一匹狼ではありません。一匹狼を見かけ
たら要注意です。 

4）見張り人は下調べをします。男性の皆さん、腰を上げて研究して下さい。映画ではダメ。センセーショ
ナリズムも、見張り人にはなれません。第2テモテ2章15-18節 

「あなたは熟練した者、すなわち、真理のみことばをまっすぐに説き明かす、恥じることのない働き人とし
て、自分を神にささげるよう、努め励みなさい」これはしっかり聞いてください。「俗悪なむだ話を避けな
さい。人々は、それによってますます不敬虔に深入りし、「彼らの話は、癌のように広がるのです」聖書が
そう言っているんです。私じゃありません。私は、生々しい描写が好きです。これは、かなり生々しいです
ね。「ヒメナオとピレトはその仲間です」この人たちは「癌細胞のような」者として、実に、聖書に名前が
書かれているんです。「あいつらには気をつけろよ」聖書にあなたの名前が書かれていたらどうですか？彼
らは、本当に混乱していたに違いありません。「彼らは真理からはずれてしまい、復活がすでに起こったと
言って、ある人々の信仰をくつがえしているのです」 

無能で無知な人は下調べをしない者です。事実を確認してください。あなたが感動したからといって、確認
する前に何でも転送しないでください。実際の見張り人は事実を報告しています。事実を知るには、どうし
たらいいの？事実を知るまでは送信しないでください。あなたがこう祈るなら、神はあなたを導いてくださ
います。「主よ。私には、これが本当かどうか分かりません。これが何であるか検証できるように、今すぐ
私を導いて下さい」そうすれば、神は導いて下さいます。どちらの方が真理について、もっと関心があると
思いますか？あなたですか、神ですか？あなたの未来にもっと関心があるのは誰だと思いますか？あなたで
すか、神ですか？未来をコントロールするのは誰だと思いますか？あなたですか、神ですか？下調べをして
下さい！混乱の汚水槽を、かき乱さないでください。本当に、たくさん居ますから。 

５）見張り人は、自分の面倒を見ます。あなたは、自分の霊と心と体を、大事にしないといけません。 
大事にしないと。第1テモテ4章6-8節 

「これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリスト・イエスのりっぱな奉仕者になります。 
信仰のことばと、あなたが従って来た良い教えのことばとによって、養われているからです」 
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パウロは、エペソの若い牧師であるテモテに手紙を書いています。「俗悪で、愚にもつかぬ空想話を避けな
さい。むしろ、敬虔のために自分を鍛練しなさい」それは労を要します。「肉体の鍛練もいくらかは有益で
すが、…」̶それなりの価値があるんです。出来るんだったら、毎日散歩してください。出来るんだったら
運動してください。私は頑張ってみますが、あなたが言うように簡単ではありません。私には簡単ではな
い。簡単ではありません。これには、みんな苦労しています。でも、いくらかの価値があるのです。けれど
も、私達が本当に集中するべきものは敬虔さです。「今のいのちと未来のいのちが約束されている敬虔は、
すべてに有益です」肉体は朽ちて死んでいきますが、年を重ねるにつれて、中東で一度被曝したせいで背中
に新しい手が生えてきた気がします。どうでしょう。携挙が待ち遠しいです。777便です。想像できます
か？死者が先に蘇り、生きている私達は、空中で主と会うのです。私の肉に食い込んだ足の爪がきれいにな
ります。背中の痛みも直ります。私の鼻はもう曲がってないでしょうし、整って、素晴らしいでしょう。眼
鏡がなくても見えるでしょうし、最高でしょう。私はこの肉体を天国に持って行くことはできません。第1 
テサロニケ人への手紙に最も上手く書かれています。5章です。 

「平和の神ご自身が、あなたがたを全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨
のとき、責められるところのないように、あなたがたの霊、たましい、からだが完全に守られますように。 
あなたがたを召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます」 

アミールと私は、このようにトレーニングしたり、研究することもあります。今は教えを共同執筆していま
す。私達は、何でも識別することに全力を捧げています。私の母は、週に4日、朝起きてピックルボール*を
しています。（バトミントンと卓球を足したようなスポーツ）76歳にして、彼女は私を支配しています。彼
女はピックルボールで私を支配しています。どうして？どうやって？その話はしたくありません。勉強し
て、自分の面倒を見て下さい。これはやり直しはききませんから。友人や家族の言う事を聞いて下さい。自
分を大切にしてください。6つ目。あと少しで7つです。 

６）見張り人は、失われた人に伝道する。私が予備役(えき)として空軍で務めを果たす時、何が一番楽しい
か分かりますか？最も楽しいことのいくつかは感情的な人たちを、いろいろと見れることです。体で信号を
送っている人たちを見ることが出来ます。次のスライドを出してみましょう。これは楽しいです。怒って、
仕返しをしたがっている人たちがいます。そして、人々に伝道する時には、彼らのレベルに合わせねばなり
ません。この女性が目の前にいたら、私はこう言います。「うわぁ、あなたは何かにものすごく怒ってるん

ですね」私は彼らに共感します。「あなたは本当に怒ってるようで
すね。私がどれくらい怒ってるか、あなたには全然分からないわ！
私の夫は見張り人じゃないの！彼はボストンで遅れたのよ!!」(笑)刺
青をしている人に会うと、こう言います。「うわー、面白い入れ墨
だね」私は刺青には関心はありません。でも、入れ墨にはストー
リーがあるんです。人々は入れ墨を使って、あなたに自分のことを話
しています。「うわー、その入れ墨はいつの？」「ああ、それは頭

蓋骨で、俺の子供の頃の酷い体験さ。親父が4人の女と逃げたんだ。俺はただ、もう...」「へぇ！それは本
当に辛かったみたいだね。もっと話してくれる？」人々の状況に合わせるんです。すごく簡単なんですよ、
皆さん。感情のシグナルを見逃さないで…画面下の女性のように、隠そうともしない人がいたら、「まぁ、
本当に悲しいんだね。一緒に祈ってもいいですか？」人に合わせるんです。本物の見張り人は失われた人た
ちのことを気にかけます。彼らは、ただ教会内をブラブラして、世間を批判したりしません。彼らは実際
に、失われた人たちのことを気にかけます。今こそが、人々を主に導く時だからです。私達が預言を教える
度に、私の教会では、どの説教よりも、多くの人が信仰に導かれます。驚くべき事です。見張り人は失われ
た人に伝道します。失われた人々の魂を絶対にあきらめてはいけません。神は彼らに的をおいておられま
す。最後に、見張り人は状況を把握しています。もし、あなたが見張り人であるならば、この7つのことを
覚えておいて下さい。第1テサロニケ5章にはこう書かれています。 

「兄弟たち。それらがいつなのか、また、どういう時かについては、あなたがたは、私達に書いてもらう必 
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要がありません。主の日が、夜中の盗人のように来るということは、あなたがた自身が、よく承知している
からです」 

そして、私は皆さんにそう言います。皆さんは、よく知っておられます。皆さんは、テサロニケの信徒たち
と同じじゃないですか？皆さんはどこにいてもいいのに、ここに来ています。皆さんはもう知っています。 

「人々が『平和だ。安全だ』と言っているそのようなときに、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょ
うど、妊婦に産みの苦しみが臨むようなもので、それをのがれることは、決してできません」4節です。「し
かし、兄弟たち。あなたがたは暗やみの中にはいないのですから、その日が、盗人のように、あなたがたを
襲うことはありません。あなたがたはみな、光の子ども、昼の子どもだからです」 

あのスライドは出てますか？次は5節。 

「私達は、夜や暗やみの者ではありません。ですから、ほかの人々のように眠っていないで、目をさまして、
慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです」そして、最後に8節。「しかし、私
達は昼の者なので、」皆さんは昼の者です。皆さんには信仰があります。「信仰と愛を胸当てとして着け、
救いの望みをかぶととしてかぶって、慎み深くしていましょう。神は、私達が御怒りに会うようにお定めに
なったのではなく、」神は、私達を御怒りに会うように定められていません。「主イエス・キリストにあっ
て救いを得るようにお定めになったからです。主が私達のために死んでくださったのは、私達が、目ざめて
いても、眠っていても、主とともに生きるためです。ですから、あなたがたは、今しているとおり、互いに
励まし合い、互いに徳を高め合いなさい」 

デルタ航空の女性が私を真正面から見つめています。飛行機はちょうど、あの...あれ...歩道（ボーディング・
ブリッジ）から離れたところです。何と呼ばれていますか？ジェットウェイ！彼女は言います。「ゴレイさ
ん。何度もお呼びしたんですけど、ここにいらっしゃいませんでしたね。どこにいらっしゃったんです？」
(笑)妻は、こっちに立っていました。(笑)私はUSOで…フリートスを食べてました(笑)そして飛行機は...行っ
てしまいました。私は妻と三人の子供を見ました。（笑）(怒って文句を言う声)私は、ものすごく喪失感を
感じました。すごく後悔して、すごく自己嫌悪しました。私には「ごめんね」と言うことしか出来ませんで
した。そして、次の便に乗れました。でも、これが深刻であることは理解していただけるでしょう。老若男
女を問いません。あなたは理由があってここにいるのです。皆さんには、これらの７つの事を言う準備がで
きていますか？「私はそうなりたい」私は聖書に沿った見張り人になりたい。悪魔が耳元で囁いて、あなた
に変な事をさせたりこれに違反させようとする時、あなたにはこう言う準備はありますか？「いや、私はこ
れを守る。私達が生きている今の時代に、これは、あまりにも重要だから」 

　これで終わりにしたいと思います。正直に言うと、私は皆さんに、この難しい質問を自問してほしいんで
す。今、この瞬間に立ち上がって、こう言えますか？「私は見張り人になります。そして、私は可能な限り、
これらの7つの事を順守します」もしそれがあなたなら、その場でお立ち下さい。あなたのために祈りたい
から。これは献身の機会です。皆さんは今朝、アミールから"状況を読むこと"ついて聞きました。皆さんは
世界中で何が起こっているかを理解しています。そして、私はバリー牧師とは何の会話もしていませんが、
偶然にも！彼は新世界秩序の話をします。皆さんはビックリして…ひざまずきますよ。(笑)見張り人の皆さ
ん、私は皆さんのためにお祈りしたいと思います。ランチに行く前に、主よ。私達の誰も777便を見逃す勇
気はありません。それはあなたですか？ 
 
　皆さん、心の中で一緒に祈って下さい。主イエス様。どうやって本
物の見張り人になるか、どうやって偽物を見分けるかを教えて下さ
い。このご時世にあって、私は本物になりたいです。主よ、あまりに
も大事な事です。主よ、ありがとうございます。私は、あなたが私達
の誰よりも、この事を気にかけておられるのを知っています。主よ、
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この部屋にいる私達一人一人を今日から先、任命してください。今日一日過ごすにつけ、この知識とこの訓
練を世に、私達のグループに持って行けるよう、さらに私達を備えて下さい。この終わりの時代に、あなた
の御霊が人々をご自身に引き寄せるために、驚くべき事をなさるのを私達が見ることができるように。イエ
ス様、あなたの御名においてお祈りします。 

アーメン。
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　⬅スマートフォンなどのカメラで読み込むと、YouTubeのメッセージが見れます。

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 
                                                                                      2021.04.06 (Tue)
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