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2020.06.21 聖書の学び：不法はすでに働いている（新約聖書：第二 テサロニケ 2章 4～12節）
https://www.youtube.com/watch?v=0cJcYO7q-Wc

おはようございます。ようこそ。 これは日曜日の朝の第二礼拝です。 私たちは第二テサロニケの2章に取り組ん
でいます。 今日は４節から１２節です。 まだであれば、聖書をお開き下さい。オンラインでご参加いただけま
す。 ここにおられる皆さん、出来ればお立ち下さい。難しければ大丈夫です。私が読むのについて来てくださ
い。 使徒パウロはテサロニケの教会へ、聖霊によって書いています。4節から。 
第二 テサロニケ 2章
「不法の者は（反キリストのことです）、すべて神と呼ばれるもの、礼拝されるものに対抗して自分を高く上
げ、 ついには自分こそ神であると宣言して、神の宮に座ることになります。」 [5節]
「私がまだあなたがたのところにいたとき、これらのことをよく話していたのを覚えていませんか。」 [6節]
「不法の者がその定められた時に現れるようにと、今はその者を引き止めているものがあることを、あなたが
たは知っています。」 [7節]
「不法の秘密はすでに働いています。 ただし、秘密であるのは(引き止められているのは)、今引き止めている者
が、取り除かれる時までの事です。 [8節]
「その時になると、不法の者が現れますが、…（私は次の部分が大好きです。待ち切れません。） …主イエス
は彼を御口の息をもって殺し、来臨の輝きをもって滅ぼされます。」 これは実は、再臨のことです。 [9節]
「不法の者は、サタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りのしるしと不思議、」（興味深いです。） [10
節]
「また、あらゆる悪の欺きをもって、滅びる者たちに臨みます。 彼らが滅びるのは、自分を救う真理を
愛をもって受け入れなかったからです。」 [11節]
「それで神は、惑わす力を送られ、彼らは偽りを信じるようになります。」 [12節]
「それは真理を信じないで、不義を喜んでいたすべての者が、さばかれるようになるためです。」 

うわー！うわー！ 一緒に祈りましょう。 

天のお父様、あなたの言葉に本当に感謝します。 特に、今日私たちの前に与えられているあなたの御言葉の、
この箇所を。 明らかに、これはあなたの御言葉であるだけはなく、このような時代にふさわしく語られた言葉
です。 ですから、主よ、今私たちは聖霊によって意識を最後まで集中させていただく事が必要です。 今日あな
たが私たちに語って下さることを何一つ聞き落とさないために。 主よ、私たちは、あなたの教会である私たち
に、御霊が語ることを聞く耳を持ちたいのです。 イエスの名によって。アーメン。 

お座りください。ありがとうございました。 今日お話ししたい事は、不法についてです。 具体的には、パウロ
が、すでに不法は働いていると語っている事に関係します。 これまで述べてきたように、第二テサロニケ2章
は、ある写真の見出しになり得るかもしれません。 今日の世界、特にここ、アメリカ合衆国で私たちが目にし
ているすべての出来事の写真に。 以下は、教会の携挙の後に何が起こるかについての実際の詳細な預言です。 
とても重要です。 第一に反キリストが明らかにされた後、ユダヤ人は彼らの神殿を再建するでしょう。反キリ
ストが現れる前ではありません。 さて、先週私たちが非常に詳しく、1節だけを扱った3節では、私たちはこう
告げられています。 患難はまだ始まっておらず、「出発 / 携挙」が最初に起こるまでは、患難は始まらず、始ま
ることが出来ないと。 その後に、不法の者、罪の人、反キリストが明らかにされます。 その順序です。 患難は
まだ始まっていません。彼ら（テサロニケの人々)はもう始まっていると思っていました。 だからパウロがそれ
を明確にするためにこの2番目の手紙を書いたのです。 「違う、あなた達は、携挙を逃したのではない」と。
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ところで、興味深いのは… 考えて見て下さい。 彼らは、まるでパウロからのように、「あなた達はすでに患難
にいる」と書かれたこの偽造された手紙を受け取っていました。 そして、彼らはそれによって、非常にパニッ
クに陥っていました。なぜか？ なぜなら、もし彼らがすでに患難の中にいるのなら… それは彼らが携挙を逃し
たことを意味するからです。つまり、彼らが携挙が患難の前であることを知っていたという事です。 皆さんが
それを理解されたことを本当に願います。私はそれ以上に上手く説明できないからです。 それで、先週私たち
は、3節で彼が何を言っているのかの詳細を見て行きました。 携挙が最初に起こるという事です。その後、反キ
リストが明らかにされます。 それが３節です。さて、ここで４節です。 反キリストが現われると、彼は、 「…
自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して、(神として崇拝されることを要求し、）神の宮（再建
された神殿）に座ることになります。」 ここから分かることは、再建される神殿は、7年の大患難の初めに再建
される必要がある可能性が高いことです。 敢えて言いたいのは…そしてこう信じているのは私だけではありま
せんが、7年間の平和協定の一部は… （それについてはこれからお話ししますが、）ユダヤ人が神殿を再建でき
ることが含まれます。 実際、私に言わせれば、それが彼らに同意するよう納得させるものだと思います。 なぜ
か？なぜなら、今日のイスラエルは、自分たちの神殿を持つためなら、どんな事でもするからです。 彼らはそ
れを得るためなら、何でも手放すでしょう。 反キリストが神殿に立ち入ると書かれていて、それはつまり、神
殿がそこになければなりません。 ダニエル9章27節は、これに適合しています。 これもまた非常に詳細な預言
です。 ダニエルはこう書いています。「彼は（反キリスト)一週の間多くの者と、堅く契約を結ぶでしょう。」
それは7年間の患難のことです。 ちなみに、携挙は患難を始めるものではない事を補足的に申し上げます。 和
平合意が始まりです。 それが7年間の患難、7年間の和平合意の始まりです。 なので、私たちに告げられている
のは、反キリストは... 実は、原語ヘブライ語の旧約聖書では、非常に興味深い言葉で、 それは、私の母国語の
アラビア語と同じ言葉ですが、 それは「higbir」という言葉です。 彼は一週の間、この契約を固く強め
（higbir)、より大きく、より優れ、壮観なものにします。 1週とは7年間です。 次に、さらに詳しくなります。 
「そして、彼（反キリスト）は、週の半ばに（3年半の時点で）、犠牲と供え物を廃するでしょう。」 そして神
殿で、…（それはすでに再建されていて、パウロがテサロニケ人に言ったように） 
「忌まわしいものの翼の上に、荒らす者が現れる。そしてついには、定められた破滅が、荒らす者の上に降り
かかる。 」（ダニエル9:27　新改訳2017） 
さて、破滅を引き起こす、この忌まわしいこととは何ですか？ ある人たちは、彼が汚れた動物を犠牲にするだ
ろうと推測しています。 イスラエルの歴史にはその前例があります。 他の人たちに言わせれば、彼が崇拝され
ることを要求して、神として神殿に身を置き、 神として崇拝されることを要求する事が、ユダヤ人の目には忌
まわしいことです。 そしてそれが、マタイ24章の中で私たちが親しみを込めてオリーブ山の説教と呼んでいる
箇所でイエスが言われている破滅を引き起こすだろうと。 15節の始まりを聞いてください。イエスが話してお
られます。
マタイ 24:15-22「それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの『荒らす忌まわしいもの』が…」 
それが私たちが今読んだばかりの箇所です。イエスは私たちが今読んだその節の、荒らす忌まわしいものについ
て話しています。 「預言者ダニエルによって語られたあの『荒らす忌まわしいもの』が（その）聖なる所に
立っているのを見たら――」 つまり、ただの聖なる場所ではなく、 それは至聖所で、契約の箱があった場所で
あり、神の臨在の栄光があった場所です。 そこが、反キリストが自分の身を置くところなのです。 「―― 読者
はよく理解せよ ――」
マタイ24
16ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。
（これはユダヤ人に向けたものです。）
17屋上にいる人は、家にある物を取り出そうとして下に降りてはいけません。
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18畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。
19それらの日、身重の女たちと乳飲み子を持つ女たちは哀れです。
20あなたがたが逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。
なぜか？なぜなら、安息日や冬に雪が降った時は、特にエルサレムでは、 すべての交通手段と移動が完全に停
止されるからです。 そして、イエスが言われているのは、その中間点で、 この荒らす忌まわしい事が起こり、
そしてユダヤ人たちは、この者は私たちのキリスト / 救い主ではない と気づきます。 これは 偽のキリスト、反
キリストです。 そして、それはユダヤ人たちが、彼らの 真のキリストの救いの知識 に至るために、起こる必要
がある事なのです。 それで彼らは エルサレムから逃げ、イスラエルから ある場所に逃げると、黙示録は述べて
います。 7年間の患難の後半の 三年半の間、神が彼らを 荒野で守られます。 私も含めて多くの人が、その場所
は現代のヨルダンの ペトラだと信じています。 そして、これはすべて7年の患難の 中間点で起こります。 
さて、これが起こり、荒らすこの忌まわしい事の後、ユダヤ人が逃げる時について、21節で イエスはこう話し
ています。 
21そのときには、世の始まりから 今に至るまでなかったような、また今後も 決してないような、大きな苦難が
あるからです。
そしてイエスはこう言います。とても興味深いです。 
22もしその日数が少なくされないなら、一人も救われないでしょう。しかし、選ばれた者たちのために、
その日数は少なくされます。
この箇所の文脈では、イエスが言う「選ばれた者たち」とは、ユダヤ人たち、彼の民を指しています。 これ
は、7年間の患難の最後の三年半の間が、恐ろしくて考えられない程のものになることを語っています。 後半の
三年半の間、神が介入して日を短くする事がなければ、 言い換えれば、それらがもし長引くなら、誰一人、生
き残ることが出来ません。 
（第二テサロニケ2章）5節から8節では、聖霊が取り除かれと書かれています。 ここでパウロは、彼らと一緒に
いた時にパウロが彼らに言ったことを覚えているかどうかと、この修辞的な質問を彼らに尋ねました。 つま
り、不法、不法の者、反キリストを引き止めている聖霊について。 そして彼の不法の秘密の力、それはすでに
働いていると。 繰り返しになりますが、付け加えて言いたいのが…これは重要です。 あなたはこう思うでしょ
う。「分かった。じゃぁ、なぜ、この詳細が必要なんですか？」 なぜ神は、パウロが彼らにこう告げているの
を私たちが知る必要があると思われたのか？ 
第2テサロニケ2
5私がまだあなたがたのところにいたとき、これらのことをよく話していたのを覚えていませんか
なぜそれが重要なのか？　なぜなら、これは信仰を持って間もない人たちから成る新しい教会だからです。 そ
して使徒の働きから、パウロが文字通りに町を追い出されるまで、彼はそこでたった数週間しか過ごせなかっ
たことが分かっています。 つまり、この事から言えるのは、キリストを信じる新しい信者たち、この新しい教
会に、パウロは聖書の預言を教えていたという事です。 
ちょっとそれについてじっくり考えてみましょう。 「私がまだあなたがたのところにいたとき、これらのこと
をよく話していたのを覚えていませんか？」 私は言わなければなりません…1982年に私が初めてキリストの元
に来たとき… 計算しないでください。私はまだ5歳でした…実際は、もっと年上で、私は19歳でした。 私は早
い段階から、聖書の預言に常に興味を持っていたのを覚えています。 38年後の今、私が皆さんの前に立って言
えるのは、聖書の預言へのその関心が、私を神の言葉に根付かせるのに、本当に役立ったという事です。 
だからパウロは彼らに思い出させ、言っているのです。「私が話したのを覚えていませんか？」 聖霊が、反キ
リストを引き止めていること。 そして、教会が携挙で取り除かれ、聖霊が邪魔にならないよう取り除かれた
ら？ あなたはここには居ない方がいいですよ！ あなたはここに置き去りにされたくありません！

2020.06.21 聖書の学び：不法はすでに働いている（新約聖書：第二 テサロニケ 2章 4～12節） /3 8



Pastor JD

なぜか？ なぜなら、文字通り、地獄が解き放たれる（ ＝ひどい事態になる）のですから。そう表現することを
お許しください。 言いたいことはこれです。 
私たちは、今日世界で起こっていること、不法が起こっているのを見ています。 先週、私はいくつかの動画を
見ました。 1つは、シアトルのあの区域で、何が起こっているのかについてで、私は最後まで見れませんでし
た。 どうやら、今では殺された人が二人いて、警察は介入していない。 ある動画では、その区域にいる女性が
泣きじゃくりそうになりながら涙を流しています。 彼女は、「ここで何が起こっているのか、あなた達には想
像もつかない。」と言っていました。 そこで起こっている悪のいくつか...　不法です。 ちなみに、預言アップ
デートの時にここにいなかった皆さん、またオンラインで見なかった皆さんは、 それをぜひご覧ください。
Black Lives Matter (ブラック ライブズ マター）で、今私たちが見ていることは、 100年以上前に計画されてい
たからです。 それは脚本通り、台本通りです。 共産主義の策略、マルクス主義の策略は、この国を破壊するた
めに、この国の1つの弱点を悪用し、露呈することを計画してきました。 その弱点が何であるか分かります
か？ 人種関係。 彼らは白人と黒人を戦わせて、この国を完全に破壊しています。 それはずっと計画されていま
した。 それが彼らの計画でした。 引き止める者である聖霊がいったん取り除かれた...
（地上から取り除かれるのではありません。教会は地上から取り除かれます。） 聖霊はただ邪魔にならないよ
うになるだけです。 「はい、どうぞ。」 みなさん、この表現を聞いたことがありますね。「まだまだこれから
だ！」 ええと、言わせてもらいますよ。「まだまだこれからです！」 一旦、引き止める者である聖霊が取り除
かれ、私たちが携挙されると、何が起こるのか？ その時 、これは子供のお遊びのように見えるでしょう。 非常
に興味深いことに、マタイ24章では、イエスがこの荒らす忌まわしいものについて語る前に、 マタイ24章12節
に記録されているこの非常に興味深い発言をしています。 「不法がはびこるので、多くの人の愛が冷えま
す。」と言っています。 すこし先走ってしまったけれど、 これが、教会の携挙においてイエス・キリストが
戻って来られる前の、終わりの時のしるしとなるものです。 そして、それは言われた通りに起こっています。 

さて、9節から12節まで。次はどうなるのでしょうか？ 神ご自身が、強い惑わす力、強力な欺きを送り込まれる
と書かれています。 さて、ここが興味深いのには、色々と理由がありますが、 そのうちの主なものは、パウロ
が非常に具体的に詳細を提供してくれていることです。 「不法の者（反キリスト）は、サタンの働きによって
到来し、 あらゆる力、偽りのしるしと不思議」が伴い、 また、これがその欺きに役立つだけでなく、（面白い
ですね。「その」欺きです） 「それで神は、惑わす力を送られ、彼らは偽りを信じるようになります。」 そう
することで、さばかれるようになります。 これで歯車が動かなくなってしまう人たちがいるかもしれません
ね。 もっと現代的な例えで言えば、ハードディスクのクラッシュ！ その方が良いでしょう。 それは不公平に聞
こえますよね？ このあらゆる不法の最中で、引き止めるもの、即ち、聖霊がいなくなっていて、 教会は携挙さ
れた後で、 ひどい事態になっていて、反キリストが明らかになっていて、 その上に神が追い打ちをかけるみた
いに？ この強力な惑わしを送る、と？ 彼らが「その」偽りを信じるように？ 神は許可しようとさえ... 間違え
ないでください。神が許さない限り、何も起こりません。 本当にハードディスクがクラッシュしましたね？ 
「待って、神は私たちが今見ている全てのことを許しているってこと？」そうだよ。 
何でそんな事するんですか？ なぜなら、最終的に、それは偽りのためではなく、真理のために役立つものだか
ら。 真理とは誰ですか？ イエス・キリストです。 
「わたしが道であり、真実であり、いのちなのです。わたしを通してでなければ だれも父のみもとに行くこと
はできません。」（ヨハネ 14:6） 
神は、最終的にそれが神の栄光となり、私たちの益とならない限り、悪魔が何をすることも許されません。 こ
れはまた別の機会のトピックです。 答えねばならない疑問があります。 その疑問とは、神は何故そうされるの
か？ 神はなぜ、彼らが (その) 偽りを信じて、さばかれるようになるために、このような強力な惑わしを送るの
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でしょうか？ ありがたいことに、使徒パウロが聖霊に導かれてその理由を語っています。 彼らが真理を拒否し
たからです。 それが理由です。 簡単に言えば、彼らの心はすでに頑なになっていて、彼らの思いはすでに決
まっていたのです。 そのため、彼らの運命はすでに決定されていたのです。 彼らはすでに神と真理を拒否しま
した。 それで神は、「判った」とおっしゃいます。 
神の霊は、人のうちに永久にとどまることはない。（創世記 6:3参照） 
つまり主が「わたしはあなたに無理強いはしない」と言われる時が来るのです。 あなたは、わたしを拒否し
た。 わたしは、あなたに多くの機会を与え続けて来た。 それでもあなたは、わたしを拒否し続ける。 わたし
だって、そんなに鈍くはない。 あなたは、わたしを求めていない。 あなたは、わたしを拒否した。よし、いい
だろう。 そして神は、既に決まりかかっている彼らの心に彼らを引き渡すのです。 
私はパロのことを思います。私たちが出エジプト記を学んでいた時、なかなか面白い記述がありました。 彼は
心を　かたくなに　し続けました。８回くらいだったと思います。 「パロは彼の心を　かたくなにし、」「パ
ロは彼の心を　かたくなにし、」「パロは彼の心を　かたくなにし...」 その後「 "パロ" は彼の心を頑なにし
た」ではなく、「 "神が" パロの心をかたくなにした」となります。 
なに！？ それは公平じゃないんじゃない？ と言うのも、パロには戦いのチャンスがなかったようなものです。 
神が彼の心を頑なしたんだから。 いいえ！実際はそうではありません。 それは、神がこう言っておられるんで
す。「あなたはすでに心を決めていた。よかろう！」 あなたはすでに選択している！ あなたはすでに決断をし
ている。 あなたはすでに決心をしている。 あなたはもう、真理を拒否したのだから、わたしは、あなたと戦う
のは止めて、あなたの望むものを与えよう。 あなたは、わたしを必要としていないのだから。 これが、神が彼
らを不法と邪悪に引き渡す理由です。 そして、よく聞いて下さい。これを理解して下さい。 彼らは実際に不義
を喜んだと書かれています。 私はこれに、とても助けられました。 間違い無く、皆さんも同じだと思います
が、これらをすべて見ると、 な、な、なぜ、そんなことが可能なのか！ あなたたちは、本当にこれに騙されて
るの？ はい、ここに書いてある。 これで説明がつきます。 これで問題解決です。 私はどうしても、なぜこんな
事をする人がいるのか想像できなかったからです。 これで説明がつきます。 彼らは真理を受け入れませんでし
た。 だから当然、邪悪や不法が発生します。 こんな風に言われているのを聞いたことがあります。 「真理を拒
絶すると、あなたは自らを最も奇妙な嘘に進んでさらす事になる。」 あなたは何でも信じるでしょう。 それ
で、この強力な惑わしが来ます。 それは神がこう言っているのです。 良かろう。 ひとりでも滅びることは、わ
たしの望みではない。わたしの望みは、すべての人が 悔い改めに進むことだ。（２ペテロ 3:9参照） しかし、
あなたはわたしを拒否し、何度も何度も、拒否し続けている... それは、なんか手の上のタコ みたいな感じです
よね？ 何度も何度も繰り返していると タコが出来て、感覚がなくなって固まってしまう。 それが人間の心にも
起こるのです。 何度も何度も何度も、神と真理を拒絶し続けていると、 この無神経さ、この無感覚さ、この硬
さ...それで何も感じなくなる。 
ローマ人への手紙1章を見てみましょう。 これが助けになれば良いですが。 私には助けになった御言葉です。
皆さんにも助けと励みになることを願います。 私たちがローマ人への手紙を通して一節ずつ学んでいた時のこ
とを覚えています。 2年間くらいローマ人への手紙を学んでいたと思います。 なんという書！！ほんとに何と示
唆に富む書でしょうか。 内容が濃くて、教義がすごい。だから終わるのに2年かかりました。そういう事にして
おきます。 熟考すべき事がたくさんありました。 しかし私は、１章を通して教えたことをはっきりと覚えてい
ます。 恐らく、1章をただ泣き通した、と言うべきかもしれません。 それは... うわぉ... 28節から32節を読んで
みましょう。 いくつかの空白が埋まり、全体像が見えてくるかもしれません。 パウロは聖霊によってローマの
教会に書いています。 ローマ人への手紙1章
28また、彼らは 神を知ることに価値を認めなかったので、 神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それ
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で彼らは、してはならないことを行っているのです。
29彼らは、あらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、 ねたみ、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。 ま
た彼らは陰口を言い、
30人を中傷し、… 私は、陰口や中傷がこのようなリストに含まれているのは非常に興味深いと思います。 もっ
とひどくなりますよ。神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言壮語し、…
よく聞いてください。「悪事を企み (they invent ways of doing evil) …」 発明家 (inventors) は、何かを発明しま
すよね？ パウロがここで述べているのは、とても邪悪で、堕落した心を持つ人のことで、 彼らは実際に、彼ら
が考案する事のできる悪を考えているのです。 おい、いい考えがあるぞ！こうしようぜ！　うわぁ～ それだ
け、彼らが堕落しているという事です。 そして彼はこう言うのです。これは非常に興味深いものです。若者の皆
さん、 とても重要ですので、ぜひ聞いてほしいです。 「親に逆らい、…」 オンラインで見ていますか？ この
リストに含まれているのは興味深いですよね？ 神はこのことを重要視しているような印象を受けませんか？そ
うなんですよ。
31浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。 彼らは、そのような行いをする者たちが
死に値するという神の定めを知りながら、…
これは興味深い。 彼らは知っていて、ただ拒否しているだけです。 彼らは受け入れていません。 
32彼らは、そのようなことをする者は死に値するという神の義の布告を知っていますが、 自らそれを行ってい
るだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。
ちなみに、これはまた別の疑問に答えを与え、もう一つの空白を埋める事になるはずです。 私たちがこれほど
世から嫌われている理由が判りますか？ それは、私たちが彼らの闇、邪悪さ、不法を暴くからです。 だから、
彼らは公共の場から十戒を取り去ったのです。 神の完全な律法は、私たちの姿を映す鏡だからです。 私はそれ
を見られたくない。 それを見たくない。 それを暴かれたくない。 だからこそ、あの家族、あの友人、あの同僚
は、あなたを心底から嫌うのです。 そのように言って申し訳ありませが、イエスはあなたを心底から愛してく
れますが、彼らはあなたを心底から憎んでいます。 あなたのせいではありません。 イエスは言われました。
「彼らがあなたを憎むのは、最初にわたしを憎んだからだ。」（ヨハネ 15:18） 
それが理由です。 パウロがテモテに手紙を書いた時、テモテへの手紙第二3章1節～5節で ローマ教会に書いた
事と同様の事を書いています。 その際、彼は終わりの日の状況がどうなるか、19のしるし、19の特徴を列挙し
ています。 そして彼は「しかし、最後の日には危険な時代が来ることを知っておきなさい」と言います。 聞い
てください。私がこれを読みながら、皆さんが目で追う際、 私たちが見ている今日の世界の状況というレンズ
を通して読んで下さい。 
第２テモテ 3
2そのときに人々は、自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒瀆し、 [また出てきますよ]両
親に従わず、 恩知らずで、汚れた者になります。」
3また、情け知らずで、人と和解せず、中傷し、自制できず、粗野で、 善を好まない者になり、
4人を裏切り、向こう見ずで、思い上がり、神よりも快楽を愛する者になり、 
5見かけは敬虔であっても、敬虔の力を否定する者になります。こういう人たちを避けなさい。
これらが終わりの日を特徴づけるものです。 落ち込みましたか？ 今、私たちが目の前で目撃している事は、ま
さに終わりの時に起こると言われている事だと思います。 私と一緒に考えてください。 これは面白いと思いま
せんか？神は、使徒パウロを聖霊によって感化し、 私たちに、こんなに詳細で具体的な預言を与える必要があ
ると考えられた事は？ それは、終わりの時に生きている最後の最後の世代が、…
因みにそれは私たちのことです。 誰も手を上げたくないのですか？じゃ、いいですよ。（笑） よし、行きます
よ！　やったー！イェーイ 一瞬 コロシアムでやる波 みたいな感じがしました。 私たちが励まされるように。 
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使徒パウロは、テサロニケの人への手紙第一で励まそうとして... 彼は来週も同じようにやりますよ！ パウロが
来ます！ 使徒パウロが来週ここに来て、この章の残りの部分で私たちを励ましてくれます。 そこが大事なとこ
ろです。 彼は言います。このような事が起こる！ 「ですから、これらのことばをもって互いに励まし合いなさ
い。」 言い換えれば、私たちはこれによってすごく励まされるべきなのです。 「えっ？」「ふざけてるの
か？」「何を言ってるんだ？」 「大丈夫か？」それはどうか分かりませんが... 「これがなぜ励ましになるの
だ？これは恐怖だ！」 なぜ励みになるのか教えましょう。 携挙が 最初に起こります。 次に、これらすべてが
起こります。我々は、ここにはいません！！ 励まされましょう！ヘィ、もっと良くなる！ええ、良くなるんで
すよ！ 
よろしければ、さらに詳しく説明しましょう。 ノーと言ってもダメですよ、どうせやるんだから。 さらに良い
んです。 これも私と一緒に考えてみてください。 神がこう言っているかのようなんです。 7年間の患難の直前
に、世界がどうなっているかを具体的に説明しよう。 言い換えれば、最終的には7年間の患難期間中に成就する
事柄を、あなたがたは７年間の患難期前に、見始めることになる。 あなたがたがどれほど近づいているかが分
かるように。 ホー！　これは形勢を一変させるものですね。特に、何が来ようとしているかを見ると… ちなみ
に私は、言いたくても言わないことがたくさんあるんです。 それは多くの人にとっては驚きかもしれません。 
「あなたが抑えてるって？」そうなんです。 神はご存知です。たくさんあるんです。私は言います。「主
よ。...」 第一礼拝のライブ配信前にお話ししていたのですが、 木曜日の夜、箴言31章を終えました。 次の書
は 伝道者の書ですが、木曜日の夜に始めるかどうか、まだ分かりません。 木曜日の夜に 伝道者の書を始める
前に、主の御旨が別にあるかもしれないと感じていて、 それについてまだ祈っています... 伝道者の書 1章18節
には、
伝道者の書 1章
18知恵が多くなれば悩みも多くなる
という、非常に興味深い節があります。 世間ではこういう言い方をします。「無知は至福である（知らぬが
仏）」 それについてよく考えてみてください。 クリスチャンである私たちは、何が起こるかを知っています。 
私たちは真理の知識を持っています。しかし、それに付随するものは悲しみと苦悩です。 しかし、ここに私た
ちが励まされてよい理由があります。 7年の患難が、患難期前のこの時に影を落としているなら、 それは私た
ちが本当に近づいている事を意味します。 それが他に何を意味するか、分かりますか？ それは、今はどんなに
苦しくとも、 信用してください.....　今迫りくるもの...私と同じニュース記事を読んでると思いますが... ここハ
ワイでは、失業率はほぼ40％近くですか？ 30％台後半だとか？観光産業ですから。 このロックダウンのせい
で。 私は考えていたのですが......たとえ. 私は妻と話していたのですが、 例え彼らがスイッチをオンにして、
「OK！私たちは開いています、戻って来てください」と言っても、 遅すぎるでしょう。 遅すぎる。 そして、
これはまだ序の口に過ぎません。 うわー、牧師さん、あなたがそう言うまで私は上手くやってたのに.... なぜそ
んな事を言ったの？それは、私は神の言葉の権威によって知っているからです。 問題の真相はこうです。 状況
がどんどん悪くなるほど、（そしてそれは悪くなっていっています）それは、主の戻って来られるのが迫ってい
る事を意味し、それによって私は励まされているのです。 こう言うと誤解されるかもしれませんが、 私はそう
なって欲しいと思うくらいです。 なぜなら、家に帰りたいからです。 この世界は私の家ではないからです。 主
が来られ、我々をこの世から連れ出す前に、世界がどのようになるかが、聖書に詳しく書かれています。 そし
て、私はそれが、すべて起こるのを見ています。 私は、次のような見方をして、言います。 私にはこれを待ち
焦がれる事ができると知っていると、 私が経験しているものが 如何なるものであっても、乗り越えやすくなり
ます。 私には、この祝福された望みがあるからです。 それは、携挙の前には事態が悪化しない、ということで
すか？ いいえ、悪くなるかも知れません。しかし神は... しかし神は..... 主が結婚式前に、ご自分の花嫁が台無
しにされるのを、許すとでも思ってるのですか？ 私の言い方、いいですか？ だから私には、どうも理解できな
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いんです... あー、本当は言いたくないんですけど、何かもう言ってしまいました。 「教会は患難を通過しなけ
ればならない！」 それに対し、私は言います。「なんで？」 それに何の意味があるのか？ 「教会が...」 う
わー、どんな結婚式になるんだろう？ 花嫁が登場して来て... ボロボロで、血だらけで.... なんか生々しい絵です
けど...全く意味を成しません。 妻と結婚する前、私はその日までの日数を数え続けていました。私は待ち切れ
ませんでした。 私はイエスをこんな風に想像するんです。 まだか？ まだか？ 私は軽んじるつもりはありませ
ん。

ーーもうすぐ終わりますーー あなたの人生にある試練が、どんなものであっても、私はそれを軽んじるつもり
はありません。 ただ励ましたいのです。 ...... これで終わるんです。 これで終わるんです。そして、パウロが言
いました。 今の世の苦しみは、待っている栄光と比較するにも値しません。（ローマ 8:18参照） この短い期間
を考えると、どのくらい長くても、永遠と比較すれば、… 想像はできませんが、これが何年も何年も続くとし
ましょう。 そして、ますます悪化し続けると。 それさえも永遠に待ち受ける栄光に比べれば... 最初の1兆年、
（「年」はありませんよ。私はそれを一種の例として使ってます。） 1兆年すらも、永遠においては瞬間に過ぎ
ません。 私たちがこの世界に生きる年月、この人生の苦難や苦しみや試練は、同じ尺度で比較する事もできま
せん。 最後に一つだけ言わせてください、多分もう「最後」と言ってしまってたと思いますが。 こう聞こえる
ような感じです。
「耳のある者は、聖霊が教会に告げることを聞きなさい」 聖霊が今日の教会に言っていると私が思うのは、「踏
ん張れ」。 フィラデルフィアの教会に「わたしはあなたには少しばかりの力がある事を知っている。」 「あな
たが辛うじて踏ん張っているのを知っている。」 今日ここにいる人の中には、辛うじて踏ん張っている人もい
るでしょう。 あなたは戦いに疲れて...ネットで見ておられるのかもしれませんが、とにかく、あなたは途方に
暮れている。 主は私たちに 「頑張れ 」と言っています。「わたしはすぐに来る。」 「わたしはすぐに来
る。」 そして、あなたがたを連れ出し、全世界に来ようとしている 試練の時から、あなたがたを救い出そう。 
あなたはわたしの名を否まず、わたしの言葉を守ったから。 わたしはあなたが、辛うじて踏ん張っているのを
知っている。 本当に厳しい状態なのは知っている。だが、わたしはすぐに来る。 それが御霊が教会に言ってい
る事です。 励まされましょう。 勇気を出して。 お立ち下さい、お祈りします。 

主よ、感謝します。 主よ、御言葉をありがとうございます。 主よ、何が起こるかを事前に御言葉で教えて下さ
り、ありがとうございます。 私たちがそれが起こるのを見始めた時には、 未信者たちは信じ、信者は頭を上
げ、顔を上に向けるためです。 主よ、あなたは、私のかしらを高く上げてくださる方です。[詩篇3:3] 詩篇の詩
人が、雄弁に書いているように... あなたは私たちを持ち上げ、私たちの頭を高く上げて下さいます。 私たち
は、私たちの贖いが近づいていることを知っているからです。 だから主よ、どうか主よ、すぐに来てくださ
い。マラナタ。 イエスの御名において。アーメン。
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