
Pastor JD

「シンプルに祈る」（新約聖書：ヨハネの手紙第一5章14～15節）2020.05.14
https://www.youtube.com/watch?v=sVDtBN8zs6I

『シンプルに祈ること』こんばんは。私たちの週半ばの聖書の学びへようこそ。今夜、主が私たちのために用
意して下さっていることを楽しみにしています。私が皆さんにお話ししたいのは、とても簡単なあることについ
てですが、しかし、それは、この世界的な危機の中で、私たちの人生を変えることができるほど力強いもので
す。今夜の教えに関して、主を求めて時間を過ごしていると、それは非常に明らかになりました。と言うのも、
時々、あまりはっきりしない時もあるのですが、しかし、今回は主がそれを非常に明確にされた時の一つで、
祈りについて語るように、はっきりと示されました。私は理由があって、このタイトルを選びました,。『ただ
祈れ』なぜなら、私たちは祈りというものを非常に複雑にしてしまったからです。そのために、私たちが祈ら
なくなってしまうほどです。簡単に言えば、祈りとは、ただ主に語りかけることです。それは私たちの想像をは
るかに超えて、本当に私たちを愛して下さる神に語り掛けることです。そして、神は私たちから話を聞きたいと
思っています。私は、神が実際に私たちの声を聞くのが好きだと確信しています。それは、小さい子どもを持
つ、地上の親のようで、つまり、子どもがとても愛らしいのです。あなたは子どもの声を聞きたくて、何とかし
て子どもに声を出させようとするでしょう。ただ、彼らの声を聞くためだけに。たとえそれが言葉にならない
ただの声であっても。喜びの声を聞くために。私にとって、個人的に言うと、私が次のことに気づいた時、私
の祈りの生活は完全に変わりました。「祈らなくてはいけない」のではなく、「祈ることができる」という事
です。私は祈りに関しては、この律法主義的な傾向がありました。私にとって、残念ながら、私のクリスチャン
人生の大半において、祈りはやるべき仕事になっていました。「祈らなければ！」「祈らないと！」「もっと
祈らないといけない。」ついに、主が私をとらえて、「わたしは祈りがそうであって欲しくない」と私に語られ
て初めて...そしてその時の主のやり方は、神だけが出来る方法だったのですが、
それは私自身の地上の父親としての子育てを通してでした。それは、あなたの子供たちがあなたにこう言ってく
るような感じです。「あぁ、僕はお父さんともっと時間を過ごさなきゃいけない。」「ああ、僕はお父さんと
話さないといけない。」それってこんな気分になるんです。「どうぞお構いなく。」「私はそんな関係になって
ほしくない。」「しなきゃいけないだって？」「『それができるんだ』って感じはどう？」
「あなたがそうしたいと思わない限り、私はあなたにそうして欲しくはない。」「私はあなたとの交わり、あ
なたとの親密さを持ちたい。」「しかし、それはせねばならない事ではない。あなたは強要されてはいな
い。」「そうさせてもらえるんです。」私はカリフォルニアにいる息子と会話をしました。主の御心なら…実
は、皆さんにお祈りいただけると有難いのですが、来週の火曜日に予定されていた彼のフライトがキャンセル
されました。私たちは別の航空会社で再予約しなければなりませんでした。なので、彼は夏休みのために火曜
日に家に帰ってきます。だから、私たちは電話で話していて、彼は私にこう言いました。これは、私がこの子の
大好きなところです。なんて素晴らしい子なんだろうと。彼は私にこう言います。「ねぇパパ、僕はパパと話を
するのが大好きだよ。」「それを当然のことと思っていない、」「だって、パパと話したい人はたくさんいるっ
て知っているから。」「僕はあなたの息子だから、好きなだけパパと話をすることができる。」「パパと電話
で会話をしたいと思っている人が何人いるのだろう。」「でも僕はあなたの息子だから、話すことができ
る。」それはちょっと、こんな感じで…「あぁ…、(照れるよ）もういいよ…」それはとてもありがたくて、聖
霊がこう言っているような瞬間の一つでした。「まあ、それはわたしと同じだよ！」「それこそが、わたしと
同じ思いだ。」祈りは「しなければならないこと」ではなく、「やらせてもらえること」です。祈りとは、「し
なければならないこと」ではなく、「やらせてもらえること」であるだけでなく、私は神に何でも求めること
が出来るのです。もしそれが、私の益となり、彼の栄光のためになるなら、そうであるなら、私は求めるもの
を何でも、受け取るでしょう。
私は神に何でも求めることが出来ます。第一ヨハネの手紙5章14—15節で、ヨハネが書いていることを聞いてく
ださい。

「何事でも神のみこころにしたがって願うなら(これが基準です）、神は聞いてくださるということ、これこそ
神に対して私たちが抱いている確信です。」（1ヨハネ5:14）
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「私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは、神に願い求めたことをすでに手に
していると分かります。」（1ヨハネ5:15）
それが何であっても。これが私たちの確信です。私たちは確信を持って彼に近づくことができます。
これは、へブル人への手紙4章16節で述べているものです。
「ですから私たちは、……大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。」（へブル人への手紙4:16）
傲慢にではなく、大胆に/確信をもって。自分自身にではなく、神に確信を持つのです。この聖なる大胆さ、
言ってみれば、この聖化された確信です。
「ですから私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、
大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。」（へブル4:16）
さて、このような聖句と、他にもたくさんある似たような聖句を見れば、私たちは確信を持って、私たちが祈
りと呼ぶものを、絶えず有効活用するだろうと思うことでしょう。真実を明かすと、私たちはそうしていませ
ん。そのため、私たちの祈りの欠如は、私たち自身の危険を招くことになります(責任なのです）。聖書全体の
中でも最もゾッとする節の一つが、ヤコブの手紙4章2節の後半です。ヤコブは、「自分のものにならないの
は、あなたがたが求めないからです。」と書いています。言い換えれば、ここにあるのは、あなたが手に入れる
ことのできるあらゆるものです。神が喜んであなたに与えて下さったであろうものです。あなたが求めさえして
いたら...でも、あなたがそれを手にしていないのはあなたがそれを求めなかったからです。私たちが求める時さ
えもまだ問題はあります。問題は、私たちが何も求めないことです。私たちは、神が実際に与えて下さると、心
の中では信じていないことです。説明させてください。私たちは、いと高き神に対して、あまりにも低く、小さ
すぎる祈りをしています。神は不可能を可能にして下さる方、私たちが信じさえすれば何でもできる方です。
ただ信じなさい。(ルカ8:50）

ですから、問題は、なぜ私たちは、確信を持って神の恵みの御座に近づき、大胆に神に何でも願わないのでしょ
うか?　どんなに非常識に思えても。どんなに厚かましく思えても。私が信じるに、その理由は、私たちが、自
分が実際に制限なく近づける相手が誰なのかを完全に把握していないからだと思います。私たちが話しているの
は、天と地と海と、その中にある全てのものを創造された方のことです。いつなりとそのお方のところへ行っ
て何でも願うことができるのですか？　はい、その通りです。間違いなく、皆さんも聞いたことがあるはずで
す。「大事なのは、何を知っているかでなく、誰を知っているかだ。」確かに、これは祈りにも当てはまります。
アレクサンドロス大王にまつわる面白い話を紹介したいと思います。彼はその時代に世界を全て征服したこと
でよく知られています。あまり知られていないのは、彼が実は国民に対して思いやりを持っていたということで
す。伝えられているところでは、彼は年に一度、特別な日を設け、それを「思いやりの日」と呼び、王国中から
無作為に人々を選び、そして、何でもいいから王に特別な願いをすることを許しました。何が面白いかという
と、ほとんどの人が願ったものは食べ物や衣服、薬代のお金といったものだけでした。ところが、ある年、一
人の百姓が大きな宮殿を与えて欲しいと求めました。彼が友人全員のために、大宴会を催すことのできる、大
きな宴会場つきの宮殿を。その日、その場にいた全員が驚いたことに、アレクサンドロス大王は彼の願いを聞
き入れました。王の部下が、なぜこの男の法外な願いを聞き入れたのかと王に尋ねると、アレクサンドロス大
王は、彼らに答えました。人々は皆、誰にでも頼めるような平凡なものしか求めてこなかった。そんなものを
与えるのに、王は必要ない。予備に物を持っている人なら、誰にでもできることだ。しかし、王に対して？こ
の者のおかげで、初めて私は王たる気分になれた。そのような願いを叶えることができるのは王だけだから。
これで、私が何を言おうとしているか分かりますね？　私たちには、王の王がいて、彼は私たちのことをとって
も愛しておられます。「すべての良い贈り物、またすべて完全な賜物は上からのもの」とヤコブは言います。あ
なたの心の中で、この愛に満ちた神を想像してみてください。神は私たちに何ひとつ惜しむことなく、何でも
与えることを望んでおられます。どんなに法外に思えても...それは願いさえすれば、そこにあるのです。神は、
全ての天の御使いと共に待ってくださっています。しかし、私たちは願わないのです。あるいは、私たちが願う
としても、私たちが願うのは...神様、このことに祝福を….あのことにも祝福を…ユーモラスな話があります、
もちろん架空の話ですけれど。神が御座に座っておられて、私たちが祈るのを待っています。私が来て、祈る準
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備をしています。神は天の御使いすべてに"スタンバイ"させ、「ガブリエル、ミカエル、準備をしろ！JDが祈る
ところだ！　彼が何を求めても、それが私の意志に沿ったものであれば、それが彼のためになり、私の栄光と
なるならば、すぐそこに行って、彼にそれを与えよ！来たぞ、シッ、みんな静かにしてくれ。祈る準備をしてい
る。」そこで私が来ます...「JDの祈りだ。シッ！」そして、私は祈り始めます....主よ、この食事を祝福して....
そして、神は。。。「もういい」「もういつもの仕事に戻っていい。」「いつものただの食事の祈りだ....」
「新人の実習生を送り込んで、食べ物を祝福してやれ」主は、私たちが必要とする全てのものを持って待って下
さっています。神の御心にかなうものなら、私たちが求めるものは何でも与えて下さろうとして。願いさえすれ
ば、それはそこにあるのです。私が個人的に自分の祈りの生活について学んでいることの一つは、神はしばしば
私を限界まで追い込む必要があると判断されることがあるということです。私が自分の限界に達し、自然の領
域での私の資源が尽きる時、私は超自然の領域で神に立ち返るのです。私が自分にとって状況がとても絶望的
で、あまりにも不可能だと認識する時に、やっと、その時初めて、私は、主のもとに行くのです。不可能な事を
行なえる唯一のお方に。イエスは、「それでは、だれが救われることができるでしょう。」と不可能さについて
問われた時、マタイの福音書19章26節での彼の応答は、
「それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。」（マタイの福音書19章26節）
マリヤが処女として世界の救世主を産むことになると告げた主の御使いに対し、マリヤが疑問を投げかけた
時、御使いはルカの福音書1章37節で彼女にこう答えています。
「神にとって不可能なことは何もありません。」（ルカの福音書1章37節）
創世記18章には、良く知られた話が書かれています。サラは90歳で息子を産むとアブラハムに告げられた後、
サラは笑いました。出産年齢をとっくに過ぎた年齢です。創世記18章14節で、アブラハムはこの修辞的な質問
を受けています。
「主にとって不可能なことがあるだろうか」（創世記18章14節）
「どうしようもない状況」に関する私の好きな例の一つについてお話しします。とにかく、それはあまりにも
不可能で、とても危険で、全く望みがありませんでした。それは第二歴代誌20章にあり、ヨシャファテ王に関
係しています。文脈を説明してから5節から17節まで読みたいと思います。イスラエルの民は今、この大軍に立
ち向かっています。連合軍が彼らを取り囲んでいます。多勢に無勢、不利な状況です。奇跡の神からの奇跡がな
ければ、彼らが勝利を手にすることは絶対にありえません。で、ヨシャファテ王は何をしたか？　感心なこと
に、彼は主に向かって叫び、祈り、主を捜し求めます。その章に書いてありますが、彼は神のことばを聞き、主
の御前にひれ伏します。5節から読みましょう。
第二歴代誌20章
５ヨシャファテは、主の宮にある新しい庭の前で、ユダとエルサレムの集団の中に立って、
６こう言った。『私たちの父祖の神、主よ。あなたは天におられる神ではありませんか。
あなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。
あなたの御手には勢いと力があり、あなたに立ち向かえる者はだれもいません。
７私たちの神よ。あなたは、この地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、
とこしえにあなたの友アブラハムの裔にお与えになったのではありませんか。
８彼らはそこに住み、あなたのため、御名のために、そこに聖所を建てて言いました。
９『もし、さばきの剣、--次に注目！--”疫病、飢饉”などのわざわいが私たちを襲うなら、私たちはこの宮の
前、あなたの御前に立ちます。あなたの御名がこの宮にあるからです。そして、私たちは苦難の中からあなたに
叫びます。あなたは聞いて、お救いくださいます。』
なお、補助的に言わせてもらいます。神が御言葉で私たちに与えて下さっている約束を神に思い出していただく
ことは、全く間違った事ではなく、完全に正しい事なのです。それがヨシャファテ王のやっていることです。彼
は神に思い出していただいています。これは大胆な自信です。神に向かって叫んで、神殿で、「恵みの御座で」
と言ってもいいでしょう、神に近づき、彼は神に思い出していただいています。神よ。あなたは私たちに御言葉
を与えて下さいました。あなたは、私たちの祖先に約束されました。いつでも、私たちが戦争や剣や疫病や飢
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饉に直面した時には、いつでもあなたのもとに来て、あなたに叫ぶことができる、と。そうすれば、あなたは
私たちの声を聞き、救って下さる、と。それは何も間違っていません。しかし、ヨシャファテは続けます。
10ところが今、アンモン人、モアブ人、およびセイル山の人々をご覧ください。かつてイスラエルがエジプト
の地から出て来たとき、あなたは彼らの地に入って行くことをお許しになりませんでした。それで、イスラエル
は彼らを避け、彼らを滅ぼさなかったのです。
11ご覧ください。彼らが私たちにしようとしていることを。
彼らは、あなたが私たちに相続させてくださったあなたの所有地から、私たちを追い払おうとしてやって来た
のです。
ヨシャファテが、神に知らせなければならず、神に思い出していただくことが必要であったわけではありませ
ん。まるで神がその状況を見ておられなかったかのように。もちろん、神は何が起こっているのかを見ておら
れました。彼は実際に出エジプトの時のイスラエルの民のことを話しています。彼らは、モアブとセイル山とし
て知られる地域を迂回しました。...イスラエルは彼らを滅ぼすこともできましたが、しませんでした。神がする
なと命ぜられたからです。彼らを壊滅させることもできたのに、そうしなかったんです。ヨシャファテは今言い
ます。彼らはこんな風に我々に恩を返すのか？[12節]
12私たちの神よ。彼らをさばいてくださらないのですか。
それから、彼は次のように言うのですが、皆さんに、特に注意してほしいのは、彼が何と言ったのか、だけで
なく、それを彼がどのように言っているかです。「私たちには何の力もないから...」と言っています。つまり、
私たちは無力なのです、と。私たちに望みはありません、と。攻めて来るこの大軍に当たる望みはありませ
ん。そして、彼はこう言います。
…私たちとしては、どうすればよいのか分かりません。ただ、あなたに目を注ぐのみです。
敢えて言わせてもらうと、これは全能の神の耳には心地良く響くものです。「ちょっと待て。」「今何と言った
かい？」「今、何と祈った？」「今、自分が無力だと言ったかい？」「完璧だ！」「今、自分ではどうするこ
とも出来ないと言ったかい？」はい、言いました。「どうしたらいいか分からないと言ったかい?」
はい、どうしたらいいの分かりません。どうしましょうか。「ヨシャファテよ、あなたは今、わたしに目を注
いでいると言ったね?」はい。「オﾎ、見ていなさい！」「さあ、見ていなさい。」…思いやりのある言い方を
したいと思いますから、私自身を言わばその典型として使いましょう。私の問題は、私がまだ、「神は自らを
助ける人を助ける」と信じていることです。忘れられないのは、救われた当初、従兄弟と話していた時のことで
す。私は主への愛に燃え、自分がいかに神を愛しているか語っていました。私は生まれ変わったので、彼にも主
を知ってもらいたくて、主のことを彼に伝えていました。ある話題になって、私は言いました。「このことのた
めに祈っているんだ」すると彼は言いました。「聖書には、天は自ら助ける者を助けると書いてあるだろ
う。」私は、まだ聖書を通読したことがありませんでした。だから、私は、「ああ、そうだね。」それから私
は、その聖句を探し始めました。それは、もう一つ、私たちが聖書の中にあると思っている表現の隣にあるは
ずらしいんです。「清潔は敬神に通ず」というものです。どうなんでしょう。もしかしたら、「第一フレッシュ
（肉）ノニアン」か何かにあるのかもしれませんね。
でも、どこにも見つかりません。事実、私はその逆が真実であると言いたいのです。神は、自らを助ける人を
助けるのではなく、神は、自らを助けることができない人を助けるのです。それは、最終的に神が栄光を得る
からです。神だけが、栄光を得るのです。肉は神の前では栄光を得られません。ヨシャファテが基本的にこう言
う時、それはまさしく...本当はこういう言い方はしたくないのですが、他に良い言葉を見つけられませんので...
それは、全能の神の無限の力を解き放つのに、最適な組み合わせなのです。
まず、私たちは、自分自身では全く無力であることを認める所に来なければなりません。更に、自分ではどうす
れば良いのかが分からないことをためらうことなく認め、白状する所に来なければなりません。そして私たち
はまた、自分自身に目を向けるのではなく、助けを求めて、主に目を向ける所にまで来なければなりません。
簡単に言えば、神は、ヨシャファテとイスラエルの民を、状況が絶対的にどうにもならない所へ連れて来られ
たのです。人間に不可能な時、神には可能なのです。しかし、それは双方に働きます。逆に言えば、それがまだ
人間に可能な時は、神には不可能だと思います。「干渉しない」という意味で。なぜなら、神は私たちにご自
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身を強制しないからです。私は、私自身の人生において、私自身の経験で、それを証明できる傷があります。自
分の力で頑張ったことが何度もありました。自分の肉のエネルギーで、大丈夫、私にはできる！と思って。まる
で主が、こう言って、ただ待っておられるようです。「わかった。用意ができたら知らせてくれ。」「わたしは
ここで待っているから。」そして、あなたがそこに到達し、それが不可能であると認識し、あなたがわたしの
ところに来て、主よ、私にはこれは出来ません！と言う時、その時こそ、わたしはあなたに言おう。それなら
ば、あなたのために、あなたの代わりにわたしがやろう。わたしがあなたをここに連れて来たのではないとど
うして分かるのか。あなたが自分には無理だということに気付くために。しかし、わたしにとっては不可能で
はない。
まずどうにもならない状況にならなければ、わたしが如何にして不可能な事を行なうかをあなたはどうやって
目撃するのか？さて、13節は面白くなります。
13ユダの人々はみな主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子どもたちもともにいた。
私は、それが物語の中で非常に重要な記述だと思うのです。その記述があるのには理由があると思います。それ
は、子どもたちが立ち会うこと、見ることの大切さを語っているからだと思います。彼らは、そのような状況
で、親が神に向かって叫ぶのを直接見ました。彼らがまた、その応え、神がなさろうとする奇跡を見ることが
できるためです。子供には何か特別なものがあります。なぜなら、私たちの子どもが何を教えられたか、と言う
よりも、何が捉えられたか、と言う事が問題だからです。私が言いたいのは、子供たちは私たちを見ていると
いうことです。彼らは私たちの真似をし、模倣します。私たちは精魂尽き果てるまで口で教えることができます
が、しかし、結局のところ、彼らが私たちから一番学ぶのは、我々の決断、我々の行ないを観察することです。
私たちはすぐに祈るのか？　祈りは最後の手段なのか、それとも最初の反応なのか？　彼らは私たちを見てい
ます。今でも忘れられませんが、うちの子供たちがまだ家にいた頃のことです。私たちはこの建築プロジェクト
をしていました。私が、文字通り、ひれ伏している時がありました。彼らが二階に上がって来ると、主の前で
ヨシャファテのように、ただ主に向かって叫んでいる私を見ることになります。「主よ、どうしたらいいのか分
かりません。これは絶望的です。私はとても無力です。でも、私の目はあなたを見ています。」子どもたちはそ
れを見て、私がその経験をするのを見ました。最初は、私は...それはプライドなんです。そんなところを子供に
見られたくないですよね？主の前で、胎児のように丸まって、ただ主に向かって叫んでいるところなど....
しかし、振り返ってみると、それほど良かったことはなかったかもしれません。なぜなら、彼らは私を見てい
て、神が為されたことを見たからです。息子の一人が言った言葉が忘れられません。
「神が、僕にとってとても現実の存在になり、僕の信仰がとても強くなったのは、神がなさった事のため、そ
してパパが経験したこと、神がなさったことを見たお陰なんだ。」ですから、模範となっていたのは、このよ
うな、非常に困難な状況、どうにもならない状況が起こると、あなたは直ちに主のもとに行き、主に叫ぶので
す。そして、あなたは困った時に、確信を持って、大胆に、恵みの御座に近づき、あなたが、何でも神の御心に
従って求めるなら、何であれ、求めるものを手に入れることが出来るという確信を持つことができるのです。
それが、どんなに素晴らしく見えても、どんなに途方もないものでも....
14節は、さらに面白くなります。
14ときに、主の霊が会衆の中で、アサフ族の出であるレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。
彼はマタンヤの子エイエルの子ベナヤの子ゼカリヤの子である。
さて、なぜそれが面白いかと言うと、彼は預言者ではないからです。レビ人です。祭司です。神は預言者を通し
てではなく、祭司、レビ人を通して語ろうとしています。すごく珍しいです！？　なぜ私がそれを指摘するかと
言うと、なぜなら、ときどき、神が私たちに語りかける方法が、私たちの思う方法ではないことがあるからで
す。オズワルド・チェンバースが言ったことだと思います。私たちは、神が扉を開けてくれるのを待っていま
す。私たちはそこに立って待っていますが、神はドアを開けてくれません。
神がドアを開けたくないとしたら?　窓を開けたいと思っていたら？　神はあなたに理解させるために、通常で
ない方法を用いたいと望んでいるかもしれません。なのに、私たちは神が語られる方法はこれしかないとすっ
かり思い込んでいます。いや、神はロバを通してでも話せるんですよ。もしも～～し？
ここではレビ人を通して話すことを選んでいます。このレビ人を通して主が彼らに語られたこと、15節です。
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15彼は言った。『ユダのすべての人々、エルサレムの住民、およびヨシャファテ王よ、よく聞いてください。
主はあなたがたにこう言われます。「この大軍のゆえに恐れてはならない。おののいてはならない。[この
COVID-19]、これはあなたがたの戦いではなく、神の戦いである。」
「明日...」進軍命令です。16節です。
16明日、彼らのところに攻め下れ。[いいですか？]見よ、彼らはツィツの坂を上って来る。あなたがたはエルエ
ルの荒野の前、谷の外れで彼らに出会う。
そして、17節でこのように言っています。
17この戦いは、あなたがたが戦うのではない。
「ほんとですか？　マジで？」「はい。」じゃあ、どうするの?　私たちはどうしたらいいんですか?　ただ、
そこに立っていなさい。え？　そう、ただそこに立って...彼はそう言っているんです。持ち場を確保して、堅く
立って！ただ立ってて。。。かっこよくね（笑）。
堅く立って、あなたがたとともにおられる主の救いを見よ。ユダとエルサレムよ、
そして、彼は再び言います。
恐れてはならない。おののいてはならない。明日、彼らに向かって出陣せよ。主はあなたがたとともにおられ
る。』
そして、彼らはそうするんです。ぜひとも、その章の続きを読まれることをお勧めします。あの有名な箇所で
す。　曲も書かれてますね。そこから聖句を引用することもありますね。「戦いは主のもの」これは、そのよ
うなケースの一つでした。主が言われます。「いいかい？」この状況はもうどうしようもないから、…あなた
は、まったく戦う必要もない。わたしがあなたのために、あなたの代わりに戦おう。あなたは、堅く立ってい
さえすればよい。そしてわたしが、しようとしてる事を見ればよい。そして神は、彼らをイスラエル人の手に引
き渡されます。それは、間違いなく、神にしかできない方法で、神の手によってもたらされた奇跡的な勝利で
す。さて、急いで言わせてもらいますが、これは決して、勝利を手にするために、神が私たちを戦いに挑ませる
ことがないという意味ではありません。実際に、イスラエル人が戦いに行かなければならなかったという記述
は数多くあります。彼らが約束の地を所有するために。しかし、勝利は常に訪れます。なぜでしょうか。なぜな
ら、主は私たちの叫びの声に耳を傾けてくださるからです。もちろん、主に耳を傾けてもらうために私たちが
主に叫ぶことが前提ですけれど..申し上げますが、祈るべき時があるとしたら…これは、当たり前のことのよう
に思えますが、あえて言います。もし祈るべき時があるとしたら、今がその時です。私たちはどうにもならない
ような世界的な危機に直面していますから。それは、この先の数日、数週間、数ヶ月でさらに悪化する可能性
があります。改めて、日曜日のアップデートのためのお祈りを切望します。”次に何が来るのか？”という話をす
るつもりです。私は告白しなければなりません。私が主を知らず、聖書預言を知らなかったら、自分がどうして
いるか分かりません。特に患難前携挙のことを知らなかったら。それが私たちの唯一の希望です。私たちはそ
れを、祝福された希望と呼んでいます。それはただの「祝福された希望」ではありません。それは私たちの唯
一の希望です。先週、私はそのことを考えていました。私が思い起こされたのは、主を知っていることが、どれ
ほどありがたいかと言う事、そして、全てのことが起こっている真っ只中で、私はいつでも、どこででも、何に
ついてでも、イエスのところへ行くことができる事の有難さです。主は私に、昔からある有名な賛美歌を思い
出させてくれました。"What a friend we have in Jesus"（いつくしみ深き）私はこれを分かち合いたいと思いま
す。それは1820年にジョセフ・スクリベンによって書かれたものです。私は、実際にインターネットで検索さ
れることを勧めます。この讃美歌とその作者について検索してみてください。つまり、彼が人生で経験した言葉
にならない、考えも及ばない悲劇、実際にそのような試練と絶望的な状況、その重圧で、大半の人はくず折れて、
屈服していたでしょう。
人生でそんな経験をしてきたからこそ、彼は、祈りのシンプルさについての、この古典的な賛美歌を書くインス
ピレーションを得たのです。単純に、すべての事を祈りの中で主に委ねるのです。読みたいので、お許しくださ
い。歌いませんよ、皆さんにそんな仕打ちはしません。この古典的な賛美歌の歌詞を読んでみます。
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“いつくしみ深き”
「いつくしみ深き 友なるイエスは 罪とが憂いを　とり去りたもう
こころの嘆きを　包まず述べて などかは下ろさぬ負える重荷を
いつくしみ深き　友なるイエスは 我らの弱きを知りて憐む。
悩み悲しみに　沈めるときも 祈りにこたえて　慰めたまわん。
いつくしみ深き　友なるイエスは かわらぬ愛もて　導きたもう。
世の友われらを　捨て去るときも 祈りにこたえて　労りたまわん。」

"What a friend we have in Jesus” 英語版訳
「素晴らしき友イエス 我らの罪と悲しみを全て負い給う
全てのことを祈れることは素晴らしい特権
ああ。我らは平安を失い 何と不必要に痛みを背負うことか
我らが神に全てを祈らざる故に 
試練も誘惑もあり 困難も多い
くじけることなく、主に祈り、委ねよ
さも誠実なる友があろうか
我らの悲しみを全て分かち
イエスは我らの弱みを全て知り給う 主に祈り、委ねよ
我ら弱く、重荷を負わされ、思い煩いに悩まされる
尊い救い主　我らの砦 主に祈り、委ねよ
友に見下され、見捨てられたら 主に祈り、委ねよ
主は御腕の中に汝を囲い 汝を慰め給わん
麗しい救い主、あなたの御約束 我らの重荷を全て負い
主よ。我らは常に、全てをひたむきに祈らん。」

そして、私のお気に入りの部分です。

「まもなく、曇りのない輝かしい栄光のうちに　祈りは必要なくなる
携挙、賛美、終わりなき礼拝が　私たちの喜ばしい分け前となる」

終わりに、少々、予定外に原稿にないお話しをしたいと思います。とても個人的な話です。私が長年にわたって
いかに主に叫び続けてきたかについて。絶望的で全く不可能な状況と思える時でした。それは実際には、何年
も前に始まりました。私たち夫婦には子供ができないと言われたとき、養子縁組を試みました。私たちは、15
歳の母親から生まれた女の子を養子にする準備をしていました。彼女は、公開養子縁組で自分の娘を引き渡す
ために私たちと出会う2週間前に、キリストを信じるに至っていました。私たちは出産時にも行って、名前もつ
けました。その後、その母親は私たちに預ける前に少しだけ、女の子を家に連れて帰りたいと望みました。も
ちろん、私たちには分かっていました。嫌な予感がしたんです。私たちはそれを許可しました。その母親に赤
ちゃんへの愛慕が芽生えたのが分かりました。ですから、養子縁組は出来ませんでした。まあ、これは10年く
らいの間の出来事で、これは7年目くらいの話でした。あの日のことは昨日のことのように覚えています。私は
自分の部屋に入り、ひれ伏して、私はただ主に叫びました。主は私に、非常に具体的な言葉を与えて下さいま
した。それは耳に聞こえる声ではありませんでした。その必要はなかったのです。アブラハムやサラに言われた
ように、私に仰いました。わたしはあなたに、きっかり一年後に息子を与えよう。…最初は、もしかしたら私
はただ感情に捕らわれているだけかもしれないと思いました。しかし、それはとても明確で、非常に具体的で
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した。愚か者でも誤ることがないほど、明確でした。私がその愚か者です。それほど明確である必要がありま
した。そして主が私に強く感じさせられたのは、私が妻のところに行って、彼女を励ますべきこと、そして主
が、いま私に語られたことを彼女に話すことでした。神は、妻がサラと同様に笑うだろうとさえ仰いました。
そこで、私は従いました。すると彼女は笑ったんです。私は彼女に言いました。ハニー、主は私にはっきりと語
りかけてくれた........今から一年後に息子が生まれると。それくらい具体的でした。笑いにも種類があるんです
ね。愛想笑いみたいなのがあって.....彼女はそんな感じの笑い方をしました。それはほとんど同情的な笑いで、
ハニー、あなたが私と同じように動揺しているのは分かっているわ。でも、私たちはこれを乗り越えるから。
私は言いました。いやいや、主が一年後に息子を授けて下さるんだ。さて、ここからが本題なんですが....我々
が養子にする予定だった女の子の誕生日は、1997年6月1日でした。私の息子、私の長男は、ちょうど1年後に
生まれました。1年後の1998年6月2日。それはありえないことでした。と言うのも、私が神に息子を求めて叫
んだのは無謀なことだったのです。途方もない事とはこのことです。ほらほら、冗談で言ってるのか？　もしか
したら、主はあなたに子供を持って欲しくないのかもしれない？　私が主に叫んで、この無謀で、現実離れした
非常識な要求をしたとき…「主よ、私に息子を与えてください！私は誓いを立てました。主よ、あなたが私
に、実の息子を授けてくださるなら、私は一生あなたに仕えます。私は当時商売をしていました。主よ、私は
会社を売却し、あなたが遣わす何処へでも行ってあなたに仕えます、と言いました。私は一生あなたに仕えます
と、その誓いを立てたのです。その誓いをしたのは病院で、危篤である母の枕元でのことでした。9ヶ月前に、
父は突然大規模な心臓発作で亡くなっていました。1994年8月14日のことです。9ヶ月後の5月22日、母は昏睡
状態でそこにいました。
医者は、もう基本的には時間の問題だと言っていました。私はただ、そこに座って、泣いて泣いて、神に泣きつ
いたのを覚えています。神様........母を連れて行ったら、私にはもう親はいないし、親でもない。
誓った後、祈った直後にも関わらず、言ったこと、祈ったことを神に許しを請うようなものですね？神様、母さ
んを連れて行くのなら私に息子を授けて下さいって言ったんですよ。なんか、取引しようぜ！って感じだった。
その時に誓いを立てたわけです。私が言ったのは、主よ、もし母を連れて行くなら、私に息子を授けてくださ
い。そうすれば私は聖職に就き、一生あなたに仕えます。さて、母は1995年5月22日に死にました。父が亡く
なった1994年8月14日のちょうど9ヶ月後です。妻が再び妊娠していることを知ったとき、ちなみに、以前、3
人の赤ちゃんを流産で亡くしたことがあり、そのうち1人は妊娠中期でした。で、入ってみると......言われまし
た。出産予定日はどうやって出すのか知っていますか？　彼らは、受胎、出産予定日、9ヶ月の妊娠期間を推定
してくれました。8月14日に妊娠して、出産予定日は5月22日です。そして、思い出しました。母を取った場
合、私に息子を与えてくださいと主に祈り願ったことを。その日付は正確に、8月14日と5月22日であったこ
と、さらに興味深いことに、息子は予定日が過ぎていました。予定日は5月22日でした。彼は6月2日まで生まれ
てきませんでした。それはちょうど1年と1日だったので、神が私に息子を授けると語ってくれた日から一年で
す。私は事業を売却し、1999年に最初の教会を始めました。
もう一つだけシェアしてもいいですか？...ノーですか？　たとえノーと言ったとしても、私にはどうせ聞こえま
せんらから....ということで、もう一つ....もう一人の息子であるリヴァイズは、その中でもっと奇跡的に生まれ
ていますからね。
長男と次男の誕生の間に、妻が子宮外妊娠で危うく命をおとしそうになりました。卵管の片方を失ったのです
が、幸い排卵しない側でした。私は、女性の解剖学と生殖器系について、どの男性よりも多くを学んでます。と
にかく、この子宮外妊娠で卵管の片方を失ってしまったんです。間違いなく、長男の次に生まれた子供たちは、
ある意味もっと大きな奇跡だったとさえ言えます。というわけで、次男のリヴァイズが生れました。私たちは
引っ越してきて、この教会を始めました。この素晴らしい、素晴らしい教会を。2004年に聖書研究を始め、
2005年には最初の日曜礼拝を行いました。私は祈り、主に向かって泣き叫んでいました。主よ、娘をお与えく
ださい。だって、男の子が二人いるとこうなるんですよ。
三番目はいらないんじゃない？　だから私は祈ったのです、主よ、私に娘をお与えくださいと。そうして、女児
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を妊娠していることがわかりました。しかし妊娠8ヶ月目に、18トリソミーと呼ばれるものを持っていることが
わかりました。染色体異常の病気です。これは21の三重コピーで...失礼、18番染色体、トリソミー、18番で
す。トリソミー21はダウン症です。それは致命的ではありません。あるいは医学的に言うところの「命に関わ
る」とかではありません。しかしもし、18番染色体とか13番染色体が三本となれば、命に関わります。だか
ら、彼女が生きて生まれてきたとしても、彼女は、1歳の誕生日を迎えらる確率は10%しかありませんでした。
12月28日に生まれた子で、ノエルと名付けました。
彼女は厳しい状況にもかかわらず出産を生き延び、私たちは彼女を家に連れて帰りました。私たちは、彼女が
死ぬのは時間の問題だと知っていました。「もしも」の問題ではなく、「いつ」の問題でした。
ノエルは、4ヶ月と6日生存してくれました。妻と私は交代で寝ました。彼女は24時間体制のケアを必要として
ました。私は、神に叫び続けた夜を覚えています。私は彼女がトリソミー18のためにとても小さかったことを
覚えています。私は片手に彼女を抱きしめ、もう片方の手には聖書を持っていました。
私には、祈ることができませんでした。それはチャールズ・スパージョンが言うところの涙を流すだけの”液体
の祈り”に過ぎませんでした。神様、神様、何をしているのかわからないと泣いていたのを覚えています。それ
は、神様が言っているような感じでした。私は何をやっているのか知っている。ただ、私を信じよ。　だだ信
じよ。神は詩篇27章13節と14節を私に与えてくれました。私にとって人生の詩となっています。ダビデが言う
よう、私は今でも確信しています。生ける者の地で主のいつくしみ見ることができると、雄々しくあれ。　待
ち望め、主を。あなたはそれを見るでしょう。基本的にはこんな感じです。ただ待ちなさい、今にわかります。
待ちなさい、今に見るでしょう。私を信じなさい。ただ待っていなさい。今にわかる。2006年5月4日、彼女は
私たちの腕の中で息を引き取りました。彼女は病いの体を離れ、主のおられるところへ行きました。それは、
私たちの人生の中で最も苦しい経験でした。しかし、神は....私たちは悲しみの中、痛みの中で神に泣き叫びま
した。ノエルが主のもとに逝った、４５日後、妻は私のところに来て、ハニー、もう一人娘が欲しいと言って
きました。今度は、私がサラのように笑い始める番です。私が、神様が息子を生んでくれると言ったら、彼女は
ノーと言いました。神様は私たちに、もう一人の娘を授けてくれます。ノエルの代わりではなく、それよりも
傷ついた私たちの心を癒すために。妻は早くも妊娠しました。診察室に入ると....　　今は、トリソミーは非常
にハイリスクとされていて、実際、一度でもトリソミーの子供を産んでしまえば、その確率はもっと高くなるこ
とがあります。超音波検査を行い、それは4Dでした。はっきりと見える最新の技術です。妻と私は祈り、主に
お願いしました。主よ、健康で、賢く、美しい子どもでありますようにと。私が知らないうちに妻は、神が美
しい歌声をも与えてくれることを祈っていました。私は、後々までそれを知りませんでしたが。私たちは超音波
室に入って、医者が言うには、性別を知りたいですか?　私たちは、まあ、すでに女の子であることを知ってま
すと言いました。私たちは、ぜひ彼女の手と足を見たいと頼みました。理由は、トリソミーの場合はロッカー
ボトム（舟底足）になると言われているからです。足が変形します。こんな感じです。１８トリソミーでは、手
のひらが固まってしまいます。...ノエルは手を開くことができませんでした。それは18染色体異常の障害の一部
です。私たちは彼女の手を見たいだけですと言いました。医者は検査をしてくれました。すると娘は、手を見せ
るだけでなく、超音波の中で手を振ってくれました。大丈夫よ！と言うように....大丈夫よ！さて、彼女は2007
年3月19日に生まれました。そして、彼女は神のみぞ知る、そのような全てを持った子です。

最後に、あなたを励まし、あなたに約束するためにこれをシェアーします。もしあなたが主のもとに来て、絶望
的であり、不可能と思われる状況の中で、主に心を注ぎ、主に向かって泣き叫ぶのであれば、特に今のような
時には、無謀でもあるかように、何でもかんでも神にお願いすることです。ああ、でも牧師先生、聞いたことな
いのですか?　今、アメリカでは3,600万人の失業者がいます。ああ。。。私は、愛を持ってこう言いたいし、こ
う提案したい。崖っぷちに住んでみませんか?　そして、あなた自身の仕事を与えてくれるよう神様にお願いし
てみませんか？　そんなことを考えたことがありますか?　神が、そんなことができると思いますか?　神は何
でもできます。神にとって、不可能なことは何もありません。誤解しないでくださいね。気に留めないし、気に
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しない。あなたにとって今、どれだけ都合が悪いかは気に留めない。今の状況が、あなたにどれほど不都合な
のか気に留めません。そして、私は本当に気にしませんが….正しく伝える必要がありますが.....いわゆる専門家
が何を言おうと、私は知ったことではありません。彼らが何を言っているのかは、どうでもいい。あなたは全
能の神に自由にアクセスすることができるのです。あなたが想像することが出来る以上にあなたを愛している神
にです。彼はあなたのために何でもしてくれます。尋ねれば、そこに在ります。それが、あなたの利益と神の栄
光のためならば、あなたはそれを得ます！！確実に！
しかしそれは、あなたが考える方法や、タイミングでないかもしれません。しかし、あなたの求めるもの全て
がそこに在ることが確実に保証されています。

最後に一つだけ、もう言いましたかね？　最後の最後の、最後です。この建物、この教会、「すごいめぐみ！」
もう言いましたけど、このポイントで最後です。私はヨシャファテのように、神の御前に向かったことがあり
ました。多分私は、主の声を聞いていなかったのでは...もしかして、この物件は買わなかった方が良かったので
は...もしかしたら、私のせいかも・・・もしかしたら、人生最大の過ちを犯してしまった....神に泣きついたの
を覚えています。認可が下りるまでに1年かかりました。その間、私たちは自分たちの出来ることだけをやって
いました。
たゆまぬ努力を続けてくれた多くの奉仕者、忠実な人たちに、とても感謝しています。私たちは許可を待ってい
ました。そして、この完成を見ます。ビフォーアフターの写真を見せることができます。ここは、息をのむよう
な美しさです。というか、信じられないような場所でした。私には、信仰によるだけで神が我々に与えてくださ
るものを求める、厚かましさがありました。からし種ほどの大きさの信仰でも、神は可能とされます。アレク
サンダー大王のように、王にしか与えられないものを、神に求めるべきです。いいですか、それが本人の意思に
そぐわないなら、彼は、与えてくれないんですよ。そしてあなたは、与えられないことに感謝することになりま
す。なぜなら、神が自分の意思に反してそれを与えていたら、あなたにとって悲劇的であり、破壊的なものにな
るからです。その予防機能が仕込まれているんですよね。なぜリスクを取らないのでしょうか?　ああ、でも
な…これはマジでヤバいな...終わりが見えない。仕事を失っただけでなく、家も失いそうになってきた。神に奇
跡を求めたらどうですか？　主よ、これは絶望的に見えます。私は何をすべきか分りませんが、私の目はあなた
に向いています。あとは、神様が何をしてくれるかを待つだけです。神は何でもできます。求めれば、そこにあ
ります。

天の御父よ、感謝します。私は、今日シェアーしたものを、分かちうつもりではありませんでした。でも、もし
かしたら、それは誰かのため、見ている複数の人たちのためかもしれません。今夜、祈りに関して、本当に励
まされる必要があったのです。祈りのシンプルさ、祈りの力、祈りの大胆さ....主よ、これを見ている人のため
に祈ります。あなただけがおできになる聖霊の力で、彼らに力を与えてください。壮大で栄光に満ちたことをあ
なたにお願いするように、危機の真っ只中にもかかわらず、この危機にもかかわらず....
この危機の中だからこそ....主よ、あなたには難しいことは何もありません。あなたは、不可能を可能とする神
であられることに感謝します。イエスの御名によって....アーメン.....アーメン！神の祝福がありますように！ハ
ワイ時間、日曜午前9時聖書預言アップデートで会いましょう。

--------------------------------------------------------------------------------------------
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