Pastor J.D. カンファレンス in ミネソタ『今の時を理解する 2019』2019.09.21
https://www.youtube.com/watch?v=NXndWmya2oo
『戦いに疲れた人たちに贈る望み』 それが今日提供する内容です。
「私の教会には、糸一本で 持ちこたえている人たちがいるのです。 何とかまた一日を乗り越えた。
それは勝利です。 その日を乗り切ることが。」
「敢えて言いますが、 今日ここにおられる方々の中にも、 糸一本で持ちこたえている人たちがいるはずです。
そして主はご存知です。」
「私は皆さんを励ましたい。 踏ん張るのです。 もうそんな長くはないから。 そんなに長くはないから。」
9月21日土曜日、 国内45州、および色々な国から、4000人の人たちが、 ミネソタ州ミネアポリスで開催された
毎年恒例のカンファレンスに集まりました。 私達のいる時代と、時の遅参についてを、 6人がメッセージして
くださるのです。 今日のイベントから人気のメッセージを放送します。
Jan Markellのラジオ放送 『今の時代を理解する』 Pastor JD(JD牧師）のメッセージを 放送しています。 題名
は、『戦いに疲れた人たちに贈る望み』
ようこそ。ジャン・マーケルです。 2週間前の、9月21日土曜日に、 第23回目の年次カンファレンスを開催しま
した。 『今の時を理解する』です。 その日、Pastor JD Farag が スピーチしたメッセージをお届けします。 彼
はいつもカンファレンスで大人気です。 4000人がカンファレンスに参加し、 1000人がライブ放送を視聴してい
ました。 さらに、数十万人がそのYouTube動画を見てくださっています。
Pastor JD Faragのメッセージの題名は、 『戦いに疲れた人たちに贈る望み』です。 どうぞご覧ください。
私のシャツがお好きでしょうか？ これは私の色なんですよ。 私は秋(初老)だから🍁 最初に参加した年、3年前
です。 ジャンさんが、私にスピーチを依頼して下さった時、 私はスーツにネクタイをしました。
私はまだそのことを言われるんです。 そこで昨年、ジャンさんが再度招待下さった時、 私は「よし！」と思い
ました。 アロハシャツを着よう。 でもその上にスポーツジャケットを着ようと思いました。
ハワイでは、それは”アロハクリスプ”と呼ばれます。 それでいいだろうと思ったんです。 でもそれでもまだダメ
だったんです。 ですから、 もういいや！と思いました。 シャツだけを着よう。 だからもしジャンさんが... 実
際のところ、 彼女はもう来年は私を招待できません。 私にはもう何も着る物がないから！ 昨年私は、非常に
幸運にも私が牧会させてもらっている私の教会の人たちに言いました。
私はどんな講演の招待も引き受けません。 自分の教会の信徒さんに心を注ぐためです。 それから、私はそれに
条件を付けなければ なりませんでした。 私は、「ジャンさん以外は」と 言ったんです。 はい。
その理由を言います。 ジャック牧師、あなたと同様です。 「私はジャンさんには、駄目だと言えません！」 で
すから、ここにいます。 本当に光栄なのです。 ジャンさんのカンファレンスで話すよう依頼されるのは。 再
び、今年もここに来れたことに ゾクゾクしています。 私は、本当に主を求めながら、 相当な時間を過ごしまし
た。 そして、 祈りと断食することに多くの時間を過ごしました。 今年、主が私に話させたいことは何か？
ちょっと違った事をしたいのです。 約一か月前に 実際に主から頂いたことです。 それは私が精神的に参ってい
た時でした。 誰かに、「ノイローゼだったのか？」 と聞かれました。 分かりません。メルトダウンしたのかも
しれません。 ただ分かっているのは、とにかく精神的に 参っていたという事です。 私は本当に悲しみに暮れて
いました。 そして主が、私に何かを教えてくださって、 それが全てを変えました。 あらゆることに対する、私
の見方が変わりました。 今日は、それを皆さんにお話ししたいと思います。 今日、それが皆さんへの励ましに
なる事を望みます。 私は告白しなければなりません。 時おり私は、あまりにもあからさまで、率直すぎると、
正当なご指摘を受けることがあります。 時おり、それが人に気まずい思いをさせることがあるのです。しか
Pastor J.D. カンファレンス in ミネソタ『今の時を理解する 2019』!1

し、 私が告白せざるを得ないのは、 私はとにかく... 私はもうこれ以上は続けられない... というところまで来て
いました。 そして、 私はただ主を呼び求めました。 そして主に対して、ただ本当に正直に言いました。 私は
ただ疲れ切って、 戦いに疲れました、と。 過去数年間のうちに、 私が経験してきたのは、 私が牧師を務める
特権に与った教会の私が心から愛する人々の本当に大変な困難です。
難しい問題を相手にしているんです。
反抗期の娘に、放蕩息子、 癌の診断（宣告）、 薬物中毒、 精神疾患。 ただただ 辛すぎます。
私は壇上に立って、毎週日曜日、 主が戻って来られる話をします。 そして、 彼らにしてみれば、 主が戻って来
られるのに、早すぎることはないのです。 多くの信者は、今日、非常につらく、困難な試練を経験していま
す。 そして今は、私たちが知っている通り、 人類史上の最後の時刻、最後の瞬間なのです。 主が私に仰った事
は、 「そうでなければならないのだ。」 「これらは必ず起こることです。 終わりが来るためです。」 「ええ、
でも主よ。辛すぎるのです。」 「私は、かつてないほど、葬儀をしています。」 「私は、かつてないほど、泣
いています。」 私は泣き虫ですから、ご存知の通りね。 私は気にしません。イエスも泣きますから。 使徒パウ
ロだって、「使徒の働き20章」を見ると、 そうでしょう？ 皆さんが使徒パウロのことをどんな風に想像されて
いるか知りませんが、 今お話ししているのは、 ”あの使徒パウロ！！”

のことですよね。 恐れ知らずで、 ひる

むことのない大胆不敵さ。 彼は泣きました。 男らしく。 ですから私は謝りません。
時おり、私は物事を抱え込み過ぎることがあると思います。 でも私の心は傷んでいます。 今日の、イエス・キ
リストの教会の状態を目にすると。 大変多くの人々から、メールやコメント、 SNSの投稿を受け取り、心が張
り裂けそうです。 私たちは祈り会をしました。 3週間前、それをYouTubeにアップしました。 「預言アップ
デート」の最中に、 その事を話したのですが、 火曜日の夜に、祈り会をしますと私は言いました。 そして、私
達は祈ることが必要だと。 何人の人々が祈りのリクエストを送って来るのか、思いもつきませんでした。 その
夜は、満員でした。すし詰めでした。 大変励まされました。 誰も帰ろうとしないのです。 YouTubeにアップし
たその祈り会を見られた方に申し上げますが、 皆さんがご覧になったのは最初の30分だけです。 その続きがも
う1時間あったんです。 私たちは神を呼び求めていました。 主が私に教えてくださり、 私が皆さんにシェアし
たいメッセージは、 『戦いに疲れた人たちに贈る望み』です。 今日の、教会の状況は、 携挙が起こる時に、教
会がそうなるであろうと私たちに告げられた通りのものです。 別の言い方をしますと、 ラッパの音が鳴り響い
て、 イエスが来られる時、 イエスは、戦いに疲れている教会の為に来られるのです。 それが、私の聖書理解で
す。 その描写ですが、 預言的に描写されている終わりの時の教会は、 今日の教会の状況であると、私は主張し
ます。 それが何を意味しているか、お分かりですか？ 主が来られるんです。 主は来られるんです。 私が主に泣
き叫んで、 「主よ。大変な痛みと、 大変な苦しみがあります。...どうか早く来てください。」
主が私を導かれた事は、 「わたしは来るから。 あなたは持ちこたえるのです。」 携挙の起こる時の教会は、
しがみつきながら、わずかに残った力を振り絞って一心に励んでいる教会です。 私の教会には、 糸一本で持ち
こたえている人たちがいます。 何とかもう一日持ちこたえる、、、 それが勝利なのです。
その１日を乗り切ることが。 敢えて言いますと、 今日ここにも何人かおられる筈です。 糸一本で持ちこたえて
いる方が。 主はご存知です。 私は皆さんを励ましたいです。 持ちこたえてください。 もうそんな長くは続かな
いから。 もうそんなに長くないですから。 聖書の中で私のお気に入りの書は、 他の聖書箇所も全て大好きです
が、 「ヨハネの黙示録」です。 私はヨハネの黙示録が大好きです。 黙示録は、初めから終わりまで通して、
今までに4度、教えました。 そして、 2章と3章に、 ７つの手紙が出てきます。 これらは、物理的に実在した実
際の手紙です。 それらは、小アジアに実在する7つの教会宛に、 イエスがヨハネに書かせた手紙です。 小アジ
アとは現在のトルコのことです。 そして、 それらの教会の1つが、 フィラデルフィアの教会。 イエスがヨハネ
に、殊にこの教会に宛てて 書かせたことを皆さん、聞いてください。 この教会に、イエスは叱責されません。
7つの教会の内、2つだけには、 イエスは叱責しなかったのです。 サルデスがそのもう一方の教会です。 あ、す
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みません。スミルナです。 スミルナの教会です。 フィラデルフィアの教会へ、 イエスはヨハネに、フィラデル
フィアの教会の御使い宛に、この手紙を書かせています。 皆さん、フィラデルフィアの教会の御使いとは 誰の
ことかご存知ですか？ 「牧師」です。 本当ですよ。 なので、 とにかく、 8節で、イエスは彼らに命じていま
す。 「わたしは知っている。... あなたがたには少しばかりの力があることを... わたしは知っている。... .あなた
がたが、ただしがみついていることを、... しかし、... あなたはわたしのことばを守っている、...」
そこにある言外の意味は、 「私の言葉を守らなかった人がいる」 という意味です。 「御言葉を宣べ伝えなかっ
た人がいる」 ということです。 「でもあなたがたは行なった！」 そして、 「あなたがたは、わたしの名を否
まなかった。」
ここに含まれている意味は、 イエスの御名を否定した人々、 または否定している人々がいるという事です。 私
達が救われるために、 与えられた唯一の御名です。 彼は10節で続けて言います。 イエスは言われます。
ヨハネの黙示録3
10あなたが、わたしの忍耐について言った ことば［命令］を守ったから、... わたしも、地上に住む者たちを試
みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。
これが7年間の患難の事です。 そしてイエスはこう言います。 どうか聞いてください。なんと素晴らしい！
ヨハネの黙示録3
11わたしは、すぐに来る。
皆さん「すぐに」という語の 原語での言葉をご存知ですか？ 翻訳によっては、 それを「素早く」と訳していま
す。 ギリシャ語では、「タクルス」。 英語では、車の「タコメーター」が そこに由来しています。 それは測定
法で、 設定時間は、1分。 一分ごとの回転速度を測定するものです。 RPM（Revolutions Per Minute:毎分回転
数） イエスが何と仰っているか、お分かりですか。
「あなたがたが何とか持ちこたえているのを、私は知っています。」
「あなたがたが忍耐強く、大変な試練に 耐えているのを、私は知っています。」
「あなたがたの力がわずかばかりであるのを、 私は知っています。」
「でも、わたしが来るのは、 状況が回転速度を上げている時です。」
もしも〜し！ マジですか？！ それからイエスは仰います。
ヨハネの黙示録3
11あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。あなたの冠を、誰にも奪われないように。
皆さん、ここでイエスが仰っている冠とは何のことかご存知ですか？ 先ほどジャック牧師が仰ったばかりの、
パウロが書いたテモテへの手紙第二の中にある冠です。 それは、義の栄冠で、 私たち、主が来られるのを待ち
望む者たち、 心から望む者たち、 それを愛し、見張り、キリストの来臨を切に待ち望む者たちに授けられるも
のです。 （Ⅱ テモテ4：8）
イエスが来られるのを待ちきれません。 皆さんに一つ質問します。 皆さん、これに同意しますか？
これは、、、 （拍手） これが事実じゃありませんか？ ここ地上での状況が厳しい時は、 私達って上に行きた
くなりませんか？ ひっくり返してみると、 逆に言えば、 物事が本当にうまく行っている時は...
それが今日ここにおられる方かも知れません。 いいんですよ。主を賛美しましょう。 あなたは試練の最中にお
らず、 人生の絶頂におられる。 神があなたを祝福されていて、 今人生は大変良い時ですね。
どうぞお楽しみください。 ホントです。 嫌味を言っているのではなく、 「伝道者の書7章14節」で ソロモンが
そう言っている事ですから。
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伝道者の書7
14 順境の日には喜び、...
お楽しみください。 それが続いている間は。 しかし、 「…逆境の日には...」 そんな風に言ってなかったらい
いのに。 「もし〜なら、」「たまたま〜なら、」だったら いいのにと思いますが、そうではなく、 「〜の日
には」です。 「逆境の日には」です。 逆境は必ずやってくるからです。
伝道者の書7
14 ...反省せよ。(立ち止まり考えよ）
その理由です。 神は、順境も逆境も、ともに許されるからです。 その理由も書かれています。 人が自分の未来
について知ることができないように。 言い換えると、 逆境は、順境と共にやって来ます。 それは、私達が、常
に主に依り頼み、 主を頼みにするためです。 そうではありませんか？ 試練が来ると、それには私達を主に近づ
かせるという、 本当に必要とされる効果があるのではないですか。
「ああ、やっと今あなたの注意を引いたよね！」 それが聞こえるようです。 私自身のことをお話しますが、 ま
た皆さんに率直に包み隠さずに言います。 それが、主が私の人生になさらなければならない事なのです。 痛み
や苦しみが来て、試練が来る時、 逆境が襲う時、 「なあJD、あなたはすごく忙しくしているだろう。 それで
わたしは、 あなたとのあの深い交わりが恋しいのだよ。 あなたと過ごしていたあの時間が恋しいのだよ。 だか
ら、あなたの注意を引くには これしかなかったんだよ。」
そして、思うに... 主との歩みの中で 私が今到達した場所があるのですが、 そこに来た私は、この世とこの世
の事への執着を緩めています。 誤解のないように言いますが、 私が話しているのは高貴な物ごとについてで
す。 私の言っているのは、私が牧会する特権に預かり、 私がとても愛している教会への執着でさえも緩めるこ
とです。 私の家族のことです。 そういうものへの執着を緩める。 それが私の話している事です。 なぜなら、
主はこう仰っているようなものだからです。
「わたしは、あなたを備え、あなたを整える必要がある。わたしが来るのだから。」
そして逆境が襲う時、 それが、あなたが見上げる時です。 それが、あなたが顔を上げる時です。 そしてあなた
の贖いが近づいたのをあなたは知るのです。 多分、皆さんこう言われるのを聞いたことがあるでしょう。 前方
の見通しが良くない時は、上を見上げてごらん。 イエスはこの手紙を、 7つの教会に宛てた全ての手紙に共通
する言葉で締めくくっています。 それはとても興味深いのですが、 イエスはこう言っています。
黙示録3
22 耳のある者は 御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。
これは興味深いです。 「耳のある者は」？ はい！ 私には２つあります。 皆さんもですね。 面白いですよね。
神は私たちの耳に蓋をくださいませんでしたね。 それって馬鹿げていますが、 私の頭はそんな風に働くんで
す。 この症状には、臨床名があるんですけど。 私達の目には蓋（まぶた）があるのに、 耳には蓋がないんで
す。 面白いと思いませんか。 「耳のある者は、、、」 私には2つあります。
黙示録3
22 耳のある者は、 御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。
それが問題です。どういう意味でしょうか？ 問題は、 御霊が諸教会に告げることを聞く為の耳がないのではな
く、 むしろ、教会で

”自分たちが聞きたいこと”を 聞く耳ならある、という事です。 なので、メルトダウンで

も、衰弱でも、何とでも言ってもらって結構なんですが、私がそれを経験して、私が主を呼び求めている時のこ
とです。 「主よ、...今日教会で起こっている事を見てください。」
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そして、 主が私に仰った事は、 これが、預言の成就であるということです。 これは起こらなければならない事
です。 そして、それは実現しているんです。 「はい！！でも主よ〜〜！！！」 私が文句を言っていると... 牧師
である私達は、 ”文句を言う“

という表現を使いません。 私たちは、”嘆く”

という言葉を使います。とても

霊的な表現で、その方がずっと聞こえが良いですね。 ですから、私が主に嘆いていると、「主よ。でも彼ら
は、 御言葉を宣べ伝えていないのです。」 聖書預言どころではありません。 彼らは御言葉さえも、教えてない
んです！ 教会が今日、そういう状態であるのも 不思議はありません。 人々はどうしたらいいのでしょう？ 人
生がぶち当たる時に。 人生はぶち当たるんです。
子供の死。 そういう人が教会にいるのに、 説教台の後ろの牧師は、 ナンセンスな話をしているんです。
「主よ。何とかしてください。」 テモテへの手紙第二4章。 大声をあげているなら、申し訳ありません。
いいえ、取り消します。 本当は申し訳ないとは思ってません。 ちょっと前に、どなたかに、「あなたが怒鳴る
のが大好きです。」 と言われました。 「私はあなたが大好きです。」と答えました。 それは、私の国では習慣
なのです。 本当です。 私は、両親がアラビア語で 会話している家で育ちました。
アラビア語は、こんな風に大変激しい言語です。 〇△◇XX！！！、〇△◇XX！！！ フランス語とは違いま
す。 フランス語はすごく滑らかでしょう。 Voulez-Vous、Voi〜 ああ、どうもありがとう。
面と向かって誰かを罵っても、フランス語なら、 ありがとうと言われますよ。 アラビア語ではそうは行きませ
ん。 子供の頃、母に尋ねたのを思い出します。 「なぜパパとママはいつも怒鳴りあっているの？」 「坊や。こ
れはね、私達の普通の会話なのよ。」 それが私の生い立ちで、 私もそういうことにしておこうと思います。 パ
ウロが二通目の書簡でテモテに書いたことに 耳を傾けてください。 4章1節からです。
テモテ第二4
1 神の御前で、そして、生きている者と 死んだ者を裁くために来られるキリスト・イエスの御前で、 その出現
とその御国とを思いつつ、 厳かに命じます。
皆さんいいですか？ 言いますよ。 さあ！
テモテ第二4
2 御言葉を宣べ伝えなさい。
皆さん、 私たちの職務説明書は、 至上、最も簡単で、最高のものです。 ジャック牧師、そうですよね？
「御言葉を宣べ伝える。」この一文です。 これが私たちの職務説明です。 みことばを宣べ伝える。それだけで
す。
テモテ第二4
2 御言葉を宣べ伝えなさい。 折が良くても悪くても励みなさい...とがめ、戒め、励ましなさい。
ここで止まって。 それには我慢しませんよ。 というのも、通りの先に教会があって、 無料のiPadをプレゼント
するんです！ 冗談ではありません。 冗談ではありません。 そうだったらよかったけど。
「とがめ、戒め、励ましなさい。 忍耐強く、十分に教えるのです。」 その理由は、 その時が来るからです。
敢えて言わせてもらうと、 その時はもう来ています。 「人々が健全な教義に耐えられない」時です。 代わりに
彼らが何をするか ご存知ですか？ 自分自身の欲望を満たすために、 自分につごうの良いことを言ってもらうた
めに、 次々に教師たちを自分たちのために寄せ集めます。
休憩を挟んで、 JD Farag牧師の残りのメッセージを流します。 『戦いに疲れた人たちに贈る望み』 私たちはあ
の日、多くの人たちと話しました。 ２週間前の9月21日でした。 彼らが経験している戦い。 私たちは、さら
に、この終わりの時代に 苦闘している何百人もの人から連絡を受けました。
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終わりの時には、 神のラッパが鳴り響いて、 キリストにある使者が、 まず初めによみがえり、 次に、生き残っ
ている私たちが、 雲の中に一挙に引き上げられるのに先立って、 馬鹿にされ、嘲笑され、 笑いものにされるこ
とが増えます。 あなたが！ そして私も！ それでは、ジャン・マーケル主催の2019年「時を理解する」に戻りま
す。 Pastor JD Farag(JD牧師）の 『戦いに疲れた人たちに贈る望み』 では、ジャン・マーケルです。 では、す
ぐにJD牧師のメッセージに戻りましょう。 9月21日のカンファレンス 「時を理解する―2019」からです。
Pastor JD Farag(JD牧師）の 『戦いに疲れた人たちに贈る望み』です。
彼らは、「真理から耳を遠ざけ…」 意図的に、です。 そして、「空想話にそれて行く」のです。
それはまるで主が私に、 こう言っておられるようでした。 「なぜあなたは、そんなショックを受けるのか？」
「なぜあなたは、そんなに動揺するのか？」 「なぜあなたは、まだ叫んでいるのか？」
「私は、あなたに言ってあったではないか？」 「これが、 終わりの時の、教会の状況であると。」
だからなのだ。 ペテロの手紙第二3章。 血圧が上昇するので落ち着こうと思います。 実は、私は血圧測定の器
械を持ってるんです。 私の血圧は、測定する前に上昇するんです。 というのは、血圧を測るというので、 緊張
してしまうからです。 とにかく、そうなんです。 では、2つ目の 預言の成就です。
もう今日ここで話に上がりましたが、 主が私に教えられました。 まるでこう仰るかのように。
「落ち着きなさい。」 ウジヤ王が亡くなった時のイザヤを思います。 ウジヤは良い王でした。 なお、 たった
の9人の内の一人です。 さて、ウジヤ王が死にます。 そして誰もが、 「我々は、どうすればいいのだ？！」
「何と不安なことか！！」 「これから先、我々はどうなるのだろう？！」
その時、イザヤは見上げます。 彼は、何を見るでしょうか？
彼は、御座に主が座しておられるのを見ます。 (イザヤ6：1）
主は、爪を噛んではおられません。 「ウジヤが死んだのか？？？」 「何という事だ！ ガブリエル、マイケル、
ここに来なさい！」 「一体全体何があったのだ？！ いつこんなことになったんだ？！」
そうだったら、どれほど当惑させられるでしょうか？ 彼は、御座の前を行ったり来たり ウロウロしながら、
「どうしたらいいのか？どうしよう？」 なんて仰っていません。 御座にどっしりと座っておられるのです。
「でも主よ〜〜〜」 「こんなことが起こっているのです。」 「分かっているよ。」 「ええ、でも主よ〜〜〜」
「私は来るのです。」 「終わりの時に、こういうことが起こると あなたに言ってありました。」
「それは、私が来ることを意味しています。」 私は極端な性格です。 やはり、これにも臨床名があって、私の
妻が... 私たちは妻を愛さなければいけませんよね。 妻にしか言えない事を言ってくれますからね。
今年私たちは、神の恵みにより、 結婚31周年を迎えました。 ええ、この女性は、天に宝を積んでいます。 彼女
が言うには、 私には、「複雑にする賜物」があるんだそうです。 聖書の中を探してみるんですが、 「ハニー、
それは賜物ではないよ。」 残念ながら、それは賜物のリストにありません。 でも私は、 「主よ。私は、 何を
すればいいのでしょうか？」
「あなたはもうやっているんだよ。」 「ただそれを続けなさい。」
だから、 使徒ペテロが書いている3章3節〜4節。 私が極端な性格だと言ったのはこのことで、 今私は、正反対
の気持ちになってます。 つまり、 「今これが起こって欲しい」という感じです。 なぜなら、それは、主が来ら
れることを意味しているから。 数年前ハワイで、 核アラート誤報が起こったのを覚えてますか？ 覚えておられ
ますね。 私はそこにいました！ ハワイから来られている方、 あなたも、その時おられましたね。 私は、告白
しなければなりません。 私は教会の一部の人たちにメールして、聞きました。 「これについて何か知ってます
か？」 私たちは皆、それぞれの端末に この警報を受け取ったのですから。
「これは訓練ではありません。 北朝鮮から核ミサイルが発射され、 ハワイに着弾しようとしています。アロハ
〜」 それで、 私は教会のある人物に電話をしたら、 彼曰く、 「警報の誤配信です。」 私がそれを知ったの
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は、8分後のことでした。 実際にどれくらいかかったか忘れましたが、 とにかく、 うちの教会には、映画プロ
デューサーがいて、 この事件を映画にしようとしています。 でも私が白状しなければならないのは、 それが誤
報だと知った時に、 ちょっと残念に思った事です。 まずいでしょうか？
「はぁ........」という感じでした。 というのは、 私の家族全員、 「よ〜し！いいぞ〜！」 という風だったんで
す。 「かかってこい！」と。 私の為に祈ってください。 自分でも分かってますから...
私がこの話をしたのは、次のことを言うためです。 ペテロがこのことを書いた時、私は 「私はこれが起こって
欲しいんだ！」と思うんです。 「何が起こってほしいのですか？」
ペテロ第二3
3 まず、次の事を知っていなさい。 終わりの時には、欲望の赴くままに生活して あざける者たちが現れ、あざ
けって、
4 こう言います。『主が来るという約束は、 いったいどうなったのだ。父たちが死んでこのかた、 世の中の事
は、天地創造の初めから 何一つ変わらないではないか』
皆さん、ペテロが何と言っているか、 お分かりですか？ 終わりの時に、 神のラッパが鳴り響いて、 キリスト
にある死者たちがまず最初に復活し、 それから、わたしたち生き残っている者が引きあげらるのに先立って、
(Ⅰテサロニケ4：16-17）
馬鹿にされ、嘲笑され、 笑いものにされることが増えます。 あなたが！ そして私も！
ですから、いつでも、 私は誰かにあざ笑われると、 「ああ、いいぞ。さあ、やろうぜ。」 「あなたは預言を成
就させてるんです。 お願いですから...」 あ、すいません。これは、 家内からのメモです。
読んでみます。 「長い話はしないで。」 わかりました。 もうまもなく着陸します。 アラブ人が飛行機を利用す
べきでないのは 分かっています。 だって、 去年、 あなたにメールで連絡したときのことを覚えてますか。 こ
こに来るのに、同じ便で飛ぶかどうか 知りたかったのです。 ジャック牧師とね。 ジャックは、「違う、別のフ
ライトだよ。」 と言いました。 それで私は、実際にはたぶんそれは良いことだろう、 と思いました。 だっ
て、想像できます？私たちが同じフライトで、 私がジャックを見かけるとします。 アラブ人の私が言うので
す。 「ハイ、ジャック！！」 ー警報音のまねー それまでです。
いいでしょう。私は、、、 ＯＫ。落ち着きましょう。 あと9分しか残ってないんです。 本当に、もう着陸しま
す。 まず、滑走路を見つけないといけないだけです。 2006年のことでした。 主からこのことを示唆されまし
た。 娘のノエルが亡くなった直後でした。 そして、 主から示唆されたのは、 私達が、人類史において、 かつ
て一度も経験したことがなく、そして二度と経験する事がないような、ある期間に突入しようとしていること
でした。 それは実際には、2001年、9月11日のあとに 始まっていたのです。 その時、家内が、私に知識の言葉
をくれていました。 預言の言葉でした。 彼女が言ったのは、
「あなた💛 私は神が、あなたのアラブ人としての民族性を大いに用いられることになると信じるの。 神だけが
お出来になる偉大な方法で。」 皆さん全員ご存知の通り、 私は信心深い夫ですから、 私はそれを真剣に考えて
いなくて、 「オーケー。どうでもいいや」みたいな感じでした。 ところで、だから彼女は天に宝があるんで
す。 それが2001年で、 知らずして2年後の2003年、 私たちはハワイに引越ししました。 今、その牧師となる
特権に預かっている教会を始める為でした。 それは、厳しい召しでしたが、 誰かがしなければなりません。
「主よ。私はここにいます。 どうか私をお送りください。」 ですから私たちはそうしました。 しかし、皆さん
が休暇で行くハワイが、 私が牧するハワイではありません。
主が私の心に迫られたのは、 週ごとの、聖書預言に基づくアップデートを始める事でした。
それが13年前の、2006年の事でした。 毎週です。それを始めた時は、 短く10分くらいのものでした。
説教の後、 （聖書を全部順番に教えますから） そうだな、こうすることにしよう。 手短に...
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有名な締めの言葉です（笑）。 手短に１０分の預言アップデートをしよう。 世界の出来事についてを話し、 聖
書と繋げて理解しよう。 映像部門のミニストリーの担当者が やってきて、こう言いました。
「JD牧師、その動画をYouTubeにアップロードしてもいいですか？」 「YouTubeチャンネルを始めようと思う
ので、 アップロードしようと思って。」 私が言ったのは、 「どうぞどうぞ。８人見れば良いところだよ。 そ
の内５人が私の家族だろうけど。」 その時分からなかったのは、 それが2001年に家内が私に言った あの言葉
の成就だったことです。 神がロバの口を通して語られるなら、 私は真面目に言ってるんです。 神は、アラブの
ロバを通してでも語られます。
コリント第一1
27 神は、知恵ある者をはずかしめるために、 この世の愚かな者を選ばれました。
誰が知っていたでしょう？ 神だけがご存知でした。 それをお話した理由は、 2006年以来...
私は、そこに座っている異母兄弟を見ています。 そして、 アミールとジャックに聞きます。 もしも、2006年
に、誰かがあなたの所に来て、 我々は、今日我々が話している事柄を 話すことになるだろうと言っていたな
ら、 あなたはそれを信じたでしょうか？ これって、ホント？！ イスラエルの選挙のことをご存知ですか？ 主
は、御座に座っておられます。 この完璧な出来事。
「でも主よ。ネタニヤフが、、、」 「あなたがたにそれが起こらなければいいですが」と 言ったのは誰でし
たっけ？ アミールですか？あなたが言ったんだったら 大いに感謝しますよ。 「あなたがた(アメリカ選挙）に
来年、 それが起こらないように望みます。」 どうもありがとう。私のユダヤ人兄弟。
お許しください。 でも「かかって来い！」です。 だって、その意味が分かりますか？ 主が来られるからです。
イザヤ書17章1節のシリア、 こんなに近づいているんです。 エゼキエル書38章、誰が想像したでしょう？ 去年
私達がイスラエルにいた時、 元国連大使のロン・プロソール氏が来られて、 私達ツアーの一行に話されまし
た。 彼は、アラブ諸国との関係が今や公然と明らかに されているという、驚くような発言をされました。 特
に、サウジアラビアの事です。 彼は、エゼキエル書38章の最初の13節のことをまさに語っているのです。
一年前には、今日私たちが話しているような事は、 話すことができなかったのですよ。
一年前でさえ、私達は、ロシア・イラン・トルコに、いつでもイスラエルを侵略する準備ができていることを
話すことはできなかったのです。
教会の状態を見ると、 こんな風になると、私たちには告げられていました。
中東の情勢を見ると、 こんな風になると、私たちには告げられていました。
アメリカの状況を見ると、 こんな風になると、私たちには告げられていました。
私にはまだまだ続けることができますし、 皆さんもそれをご存知ですね。 しませんけど。 時計を見ないでくだ
さい。 「耳のある者は、聞きなさい。」 私達は、何を聞くのでしょうか？
「踏ん張るのです。... あなたがたは、わたしの名を否定しなかった。... わたしのことばを守った。...
わたしは、すぐに来る。... わたしは、すぐに来る。... あなたがたは踏ん張りなさい。 望みを失ってはいけませ
ん。... 諦めてはいけません。 わたしは、すぐに来るのです。」
あと２分いただきたいのですが。。。 「駄目だ。」と言うつもりですか？
2年前に私の心に再び強く示唆されたのが、 毎週の「預言アップデート」の後に、福音をシェアすることの”緊
急性”でした。 それは子供でも分かるような救いの説明で、「救いのABC」です。
この二年間、これを毎週行っています。 世界中の人々からメールを頂き、 仰っていただいているのが、 彼らが
救われていること、 彼らが人々を主に導いている事です。 人々が救われているのです。 恐らく、 あなたが今日
ここにおられるのは、 友達に引っ張られて(Drag) 来たからかも知れません。 ここに連れて来るために薬(Drug)
を飲まされた と言うのではありません。 彼らがそんなことをしてないのを望みますが。 そうだとしたら、ひど
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いことですから。 彼らがあなたをここへ連れてきた、もしくは あなたはライブ放送でこれを観ている。 主は、
あなたの注意をお引きになった。 私は、福音とは何か？という簡単な説明を持って、 締めくくりたいと思いま
す。 そして、どうすれば救われるか？ あなたが今日ここにおられて、 まだ一度も主の御名を呼び求めたことが
ないなら、まず最初に、、、 なんと素晴らしい〜！ 一体全体、 この世に起こっているあらゆる出来事を見て、
永遠のいのちの為の、 あなたの人生で最も重要な決断を、なぜ、遅らせたいのですか？
「福音」とは何でしょう？ 「福音」とは、単純に、 「良い知らせ/a good news」と言う意味です。
「あなたの負債は支払われています！ あなたは、自由です！」 これが「福音」の意味することです。
「待って、待ってください。何の負債ですって？！」 「あれあなた、お聞きになってなかったんですか？」
「ええ。」 「あなたは死刑宣告されてます。」 「何ですって？！」 「そうなんですよ。」
「あなたは罪の為に、 死刑に定められたんです。」
救世主イエスが永遠の法廷に入って来られて、 あなたが死刑宣告を受けて、 刑を執行されようしていると、 イ
エスが天の裁判官に 「止めて！」と言ってくださいます。 「静粛に。」
「わたしが彼の為に死にましょう。」 「わたしが彼女の為に死にましょう。」 「彼の代わりに。彼女の代わり
に。」 そしてその裁判官はあなたを見て、こう言います。 「君〜、、、 良い知らせだ！」
「本当に良い知らせだ！ 君は、無罪放免だ。」 これが福音なのです。
福音とは、イエスが来られて、十字架につけられ、 墓に葬られ、3日目によみがえられたこと。 そして、いつ
か再び来られる事です。 もうまもなく、本当にまもなく。 私は、私達誰もが想像するよりも ずっと近いと信じ
ています。 これが「良い知らせ/a good news」です。 では、どうすれば救われるのでしょうか？ 大変簡単で
す。 イエスは仰いました。
マタイ18
3 子供たちのようにならない限り、 決して天の御国には、入れません。
子供のように単純に。 私は誰の知性も侮辱するつもりはありません。 37年前に、私がイエスに人生を捧げた
時、 それは単純でなければいけませんでした。 なぜなら、薬と酒と私の生活習慣によって、 私の脳細胞は破壊
されていたからです。 ですから子供でも分かるほど簡単でないと、 私は決してイエスに辿り着けなかったし、
救われませんでした。 皆さん、救われるために、 量子物理学を学ばなければならなかったら、 なんて想像出来
ますか？ 「撃ち殺してくれ〜！」ですよ。 なぜなら、 それでは私には、望みがないからです。 ABCのような単
純な物です。
Ａ：自分が神に背いた罪びとであるのを、 Admit/認める または、 Acknowledge/認識する。
あなたには救い主が必要であることを。 これが悔い改めであって、考え方の変更です。
自分の罪に背を向け、自分の罪を認め、 罪の赦しを求めて、救世主へ向き直す/転換。
ローマ3
10 正しい者はいない。一人もいない。
ローマ書3：23は、 さらに悪くなりますが、
ローマ3
23 人は皆（私たちの誰しもが）、罪を犯して 神の栄光を受けられなくなっていますが、
ローマ書6：23は、、、 私はローマ書6：23が好きです。 なぜなら、 先に悪い知らせと、その後に良い知らせ
が 一つのパッケージになっているからです。 悪い知らせは、
ローマ6
23a 罪が支払う報酬は死です。...
死刑宣告です。 私たち全員が罪びとであるから、 全員死刑判決を受けているのです。 私たちは全員、罪びとと
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して生まれました。 だから、天の御国に入る為には、 生まれ変わらなければならないのです。
それが悪い知らせです。 そして良い知らせです。
ローマ6
23bしかし、神の賜物は、わたしたちの 主キリスト・イエスによる永遠の命なのです。
これが福音/良い知らせです。 B は、
Ｂ：あなたの心で、 イエス・キリストが主であるとBelieve/信じる。そして、イエスが死から復活されたことを
信じる。 ローマ書10：9が言っています。
ローマ10
9口でイエスが主であると公に言い表し、 心で神がイエスを死者の中から 復活させられたと信じるなら、 あな
たは救われるからです。
「かもしれない」ではなく、 「きっとそう」でもなく、 「そうだろう」でもなく、 「あなたは救われる！」の
です。 最後に、 C
Ｃ：主の御名を Call/呼び求める、 Confess/告白する。
ローマ書10章9節〜10節が 言っています。
ローマ10
9 口でイエスが主であると公に言い表し、 心で神がイエスを死者の中から 復活させられたと信じるなら、 あな
たは救われるからです。
その理由は、
ローマ10
10 実に、人は心で信じて義とされ、 口で公に言い表して救われるのです。
ところで、ネタバレ注意！ 全ての人が告白することになります。 はいそうです。 「全ての舌が告白し、 全ての
膝が屈め膝まづきます。」 私達はそれをハワイでこんな風に言います。 「今、もっと良い。」
もう一度言わせてください。 今、告白した方が、 全ての者が膝を屈める時よりも、 はるかにずっと良いので
す。
では、ローマ書10：13で取引成立です。
ローマ10
13『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』
終止符。 それだけです。 それだけ。 最後に一つ。 今日この中で、大変な困難を経験しながら 奮闘されている
人たちへ。 そして、 あなたが、「ああ、もう一日乗り切るだけでも...」 と仰る方たちの一人だったら... 「あと
どれくらい自分が持ちこたえれるか分かりません。」という方。 私は、神の御言葉とあなたへの御約束の権威
の下に、 あなたに保証します。 あなたが経験しているのが何であろうと、 あなたは乗り越えます。 なぜなら、
イエスがあなたに、彼（イエス）があなたを乗り越えさせると、約束してくださったからです。 あなたは乗り
越えます。 あなたは到着します。 向こう側へ。 今、嵐の真っ只中であっても。 これでおしまいだ、と思えて
も。 🎵 thanks for the memory🎵 「これで終わりだな。」 いいえ、あなたは反対側へ辿り着きます。祈りま
しょう。
天のお父様。 ありがとうございます。 主よ。「望み」をありがとうございます。
私達は、 食べる物がなくても、しばらく生きられます。 水がなくても、多少なら生きられます。
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しかし、「望み」がなければ、 数秒さえ生きられません。
私は、今日ここにおられる方で、 望みを失いかけて、大変落胆しておられる方のために 祈ります。
主よ。そんな方々の心を励まし、強くし、 望みを再度持たせてください。
主よ。 この講堂におられるか、または ライブ放送を観ている方々の中で、 あなたの御名を一度も 呼び求めた
事のない方の為に、 今日が、彼らの救いの日になるように祈ります。
主よ。最後に、もう一つだけ。 マラナタ/Maranatha 主イエス様、早く来てください。
イエスの御名によって祈ります。 アーメン。 Up next
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