「このパンデミックが行きつく先は？/ 聖書預言とのアップデート」2020.04.26
https://www.youtube.com/watch?v=AYYkhWpNkNY&t=11s
さてそれでは、おはようございます。 私たちの毎週の 聖書の預言アップデートへようこそ。今日は盛
りだくさんなので、 よろしければ早速始めましょう。前もって申し上げますが、 皆さんの忍耐に感謝
します。主が私の心に示された事を 皆さんと分かち合っていきます。改めて言わせてもらうと、 この
メッセージは、重いものです。 全てのことが実際にどこに向かっているのか、に 関するものです。主
が私の心に示されたことに、 私の側にも恐れがあったことを 告白しなければなりません。が、しかし
神は、神の愛に溢れる優しさの中で、 今週のデボーション中、 私をエレミヤ書に導かれました。エレ
ミヤは、非常に人気のないメッセージを 伝えるために神から召命を受けた人でした。公平に評すれば、
エレミヤは それを語るのを 恐れていたと言えます。エレミヤ書第 1 章 8 節で、 主はエレミヤに言われ
ました。
エレミヤ書第 1 章 8 節
「彼らの顔を恐れるな。わたしがあなたとともにいて、 あなたを救い出すからだ。－主のことばー」
そして 9 節では、主が手を差し伸ばされ、 エレミヤの口に触れられたとあります。
そして、彼に言いました。
「見よ、わたしは、わたしのことばを あなたの口に与えた。」 （エレミヤ 1：9）
主が私の口に、今日恐れることなく語る為、 言葉を入れてくださっていることを祈ります。そうする
ためには、どうしてこの時点までに至ったかを 皆さんが、少なくともある程度ご存知だという前提で
話を進める必要があります。それから、ここ数週間にお話ししてきた いくつかのことも含まれます。
ご存じないなら、 簡単に言えば、このコロナウイルスの危機は、 今の段階で、これまでになく、政府
を崩壊させ、経済を破綻させ、世界中の宗教を統一させる傾向にあり、それは今現在でさえも、 そう
しているように映ります。だからこの危機は、実際、最終的には、 先週、詳しくお話した新世界秩序
（NWO)の 先駆けになるかもしれないのです。すなわち、世界政府、 世界的キャッシュレス・デジタ
ル経済、そして、反キリストの支配下に共存する 世界統一宗教です。さて、聖書の預言に馴染みのな
い方の為に 申し上げますと、前述の新世界秩序は、聖書の中の、 ダニエル書と黙示録の中で預言され
ています。私はまたそこに、テサロニケ人への手紙第二も 加えたいと思います。具体的には第 2 章です。
因みに、私たちはいずれ そこの学びをします。私たちが聖書を通して、各書、各章、各節ごとに 進め
ていく日曜日の朝の”聖書の学び”で、このパンデミックが起こる前は、 そこを学んでいたわけです。私
たちは、もう少しでテサロニケ第二の 第 1 章を終えるところでした。私は、御心ならば、テサロニケ第
二 2 章を とても楽しみにしています。なぜなら、私は明らかな理由だと思うのですが、 私が信じると
ころでは、それはまさに私たちが今、 この世界で、この危機にある状況を 物語っているからです。さ
て、これらの聖書預言と、実に他の預言とが、 共に、予告しているのは、教会の携挙が、 反キリスト
の出現と、7 年間の和平合意の確認に 先立って起こることです。その和平合意の確認から 7 年間の患難
時代が始まります。
私は個人的には、 このことが成就しようとしている と確信しています。「この世界的な危機に対処す
る」という旗の下、 世界政府の世界的な策略によって。さて、選手(有力者)入場です。グローバル資金
やグローバル財団で繋がっている 多数の世界的有力者のうちの 3 人：アンソニー・ファウチ医師、 デ

ボラ・バークス医師、 最後に、彼らに劣らず重要なビル・ゲイツ。特にファウチとゲイツは、非常に
親しく、 最先端のバイオテクノロジーの最前線にいます。バイオテクノロジーというのは、 全世界の
人口を対象にした、デジタル追跡技術を備えた 世界的なワクチン接種のことを指します。先週、私は
この Yahoo ニュース報道から 引用しました。 その内容は、ゲイツ財団が、「世界 70 億人分のワクチン
に 世界協力を呼びかける」というものです。ゲイツ財団の最高経営責任者、 マーク・スズマン（この
名前の発音が正しければ） の発言を聞いてください。ー引用ー 「ワクチンが出来るまでは、 元の日
常に戻ることはない。」さて、これは問題です。問題は 2 つあります。まず、ワクチンの開発は、彼ら
によると、 早くとも 1 年、おそらく 18 ヶ月かかります。次に、ワクチンを接種した人を追跡すること
です。3 月 24 日火曜日、 最近のテッドトーク（オンライン講演）で、 ビル・ゲイツが言いました。
ー以下引用ー
「最終的に必要になるのは、誰が回復し、 誰がワクチンを接種したのかという証明です。...なぜなら、
残念ながら管理のできていない国々が 存在する状況では、人々が世界を行き来すると 困るからで
す。...人々がそこに行って戻ってくるのを 完全に規制するわけに行かないからです。...ですから最終的
に、... （ビルゲイツの発言です。 注意してお聞きください。）...この免疫のデジタル証明が、 世界の
再開を促進するのに役立つでしょう。」
ところで、補足的に言わせていただきますと、 今日皆さんに共有することは、すべて、私が動画や音
声を聞きながら、発言内容を タイピングして書き留めたものです。つまり、 一時停止＆一語一語入力、
もう一度再生、 一字一句そのまま入力し、また一時停止にし... というのを続けていました。私は確実
に、正しく入力するようにしました。それから戻って、また見直すのです。 引用が正しいことを確認
するためです。それからもう一つ、興味深いことがあります。動画の一部、特に YouTube に投稿された
ものは 検閲され、取り下げられています。そこで、私はこうしています。YouTube の動画をダウンロ
ードするアプリがあるので、 それを自分のハードディスクに保存しておきます。そして、このテッ
ド・トークのビデオのことで 本当に興味深いのは、後になってから、 彼らがそれを編集したことです。
彼らが編集したものを、 今日はもう一つ引用しますが、彼らは、この部分を削除したんです。ビル・
ゲイツを引用して、 もう一度言います。「この免疫のデジタル証明が、 世界の再開を促進するのに役
立つでしょう。」
彼らはこれを削除しました。さて、ゲイツが、かなり長い期間をかけ これに向けて取り組んできた事
実を 理解することが重要です。これが、彼が多数の特許を申請し、 取得している理由です。ちなみに
私は、非常に熱心なオンライン教会と、 地元の教会にも感謝を表明したいと思います。先週、私は思
案し、これについて 言及することすら躊躇しました。 それを調査する時間がなかったからです。だか
ら、私はそれについて祈り、 思い切って提示することにしました。 皆さんに検証してもらおう、と。
「いやぁ、本当によく調べてくれましたね。」それは、この特許の出願で、 その割り当て番号が、”
WO 2020 060606”
皆さんにお礼を言いたいと思います。これが実際に特許の申請であることを実証する、 多くのメール、
コメント、投稿、 記事、ビデオが殺到しました。有効な特許出願です。それは、身体活動データを利
用した 暗号通貨システムとして、特許を申請するものです。sciencemag.org によると、 「 身体活動デ
ータは、生体適合性ある近赤外線量子 ドットタトゥーによって実現するかもしれない。それはマイク
ロニードルパッチで皮膚に付けられ、 予防接種を記録するものだ。」またしても興味深いのが、黙示

録の第 13 章では、、、 またしても、もしかしたら、こういうことに あんまり馴染みのない方のために
言いますが、
ちなみに、それでいいんです。 実際には、素晴らしいことなんです。しかし黙示録 13 章には、 ほとん
どの人によく知られている この一節があります。
「また獣（反キリスト）は、すべての者に、 すなわち、小さい者にも大きい者にも、 富んでいる者に
も貧しい者にも、… 刻印を受けさせた。」 （ヨハネの黙示録 13：16）
「また、その刻印を持っている者以外は、 だれも売り買いできないようにした。」 （ヨハネの黙示録
13：17）
この刻印は、それが何であれ、 右手または額に入れられます。そして、黙示録の第 13 章のその一節に
ついて 本当に興味深いことは、…ところで、それが「悪名高き 666」です。 ヨハネが次のように書い
ているからです。獣の数の名前（訳注：名前の数）を数えるための 知恵が必要であり、それは 666 であ
る、と。新約聖書の原語、ギリシャ語で「刻印」という言葉は、 英語の「Tatoo/入れ墨」という語の
由来になっているものです。ですから、多くの人が非常に不審に思っていて、 私はそれも当然だと思
います。
突然、この何らかの刻印、入れ墨/タトゥーに 新たな関心が寄せられ、それが後押しされています。誰
が予防接種を受けていて、誰が受けていないかを 記録し、追跡可能にする目印です。そして、この技
術は、 予防接種を受けた人を特定するだけでなく、また、商品やサービスにアクセスしたり、 購入す
るための「デジタル ID」にもなります。多くの人は、これは実際のところ、 「アジェンダ ID 2020」
のことだと信じています。「アジェンダ ID 2020」とは何でしょう？

それは、世界中の全ての人々、

全人口のための 普遍的デジタル・アイデンティティを 作成するという計画です。公式ウェブサイト”
ID2020.org”から引用します。「”有効なデジタル ID "

の必要性は 万国共通のものである。...

基本的

な商品やサービスにアクセスすることは、 世界中の 10 億人以上の個人にとって、 不可能でないとして
も、困難になっている。承認された身分証明が欠如しているためである。有効なデジタル ID があれば、
個人はさまざまな機関から発行された 証明を使用し、様々な商品やサービスに アクセスすることがで
きる。」 ー 引用終了ー

ここが肝心な点です。技術はすでに整っています。そして、今欠けている物

と言えば？
「それを実行するのに都合の良い 世界的危機を無駄にしない」ことです。露骨な言い方をお許しくだ
さい。しかし、危機を無駄にする前には、まず、 危機を起こす必要があります。このため、多くの人
がこれを 「Plandemic/計画デミック」と呼んでいます。 ※パンデミックからの派生、プランデミック
パンデミックではなく、「プラン」デミックです。 これは事実上どう見ても まさしくそうなのかもし
れません。centerforhealthsecurity.org を見さえすれば 分かりますが、昨年、2019 年 10 月 18 日、 パン
デミックの数週間前に、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団は、 ジョン・ホプキンス大学、世界経済フォー
ラムと共に、 「イベント 201」を開催しました。画面上にあげてくれますか？

実際、それは「イベン

ト『2-グローバル-1』」です。 "O "が球体の惑星、地球になっているからです。このイベントは、より
にもよって、 ニューヨーク市で開催されたんです。2019 年 10 月 18 日です。「イベント 201」とは何
だったのか？
それは、彼らが「架空の『コロナウイルス』」と 呼ぶものをモデルにした、 世界的なパンデミックを
想定した、 高レベルのパンデミック演習でした。あのですね、今私が言ったことは、もうオンライン

で見ることはできません。 彼らはそれを削除したんです。私はそのウェブサイトから逐語的に それを
引用しました。2 週間前に、 私が初めてそれを知った時のことです。彼らは、それをそう呼んだんです。
「架空のコロナウイルス」と。そして昨日私は、それがどこにあったか、 膨大な時間を費やして探し
ましたが、見つかりませんでした。 削除されているからです。興味深いことに、「イベント 201」の 2
年前、 2017 年 1 月にさかのぼると、ファウチ博士はジョージタウン大学で演説しました。 ー引用しま
すー
繰り返しますが、私はビデオを持っています。 自分のコンピュータにダウンロードしました。彼が話
している内容を一語一語タイプしました。 一時停止、入力、再生、一時停止、 入力、再生、一時停
止......... 一語も間違えないように。これは、その録画からの逐語的な引用です。ー引用ー 「"感染症 "
の分野において、 来たる政権に課題があることは間違いない。...慢性感染症、 これはすでに進行中の
疾患という点で、...そして、それは間違いなく 大きな負担になっていますが、..しかし、それだけでは
なく、 予期しない大流行が発生するだろう。」まさか！うわ ～！彼らはどうして知っていたのでしょ
う？？
さて、「これらの専門家たちは、 人類を救うという高貴な意図を持っている」 と思う人がいるといけ
ないので、真実はその反対であることを 急いで申し上げておきます。事実は、それが故意的であろう
と なかろうと、これらのグローバル派の有力者たちは、 世界人口を削減するための 悪魔的な計画に
加担しています。どうかこのまま最後までお聞きください。2015 年 3 月、 ビル・ゲイツは、テッド・
トークで 世界的な大流行の可能性について話しました。再び逐語的に引用します。私は録画を使って
記録したんです。「現在の世界人口は 68 億人で、 最大で約 90 億人に達しようとしている。」これは 5
年前の 2015 年であることを 心に留めておいてください。「そこで...」 ビルゲイツを引用中です。「私
たちが新しいワクチン、医療、 生殖医療サービスの面で 本当にうまくやれば、それを おそらく 10～
15％は 下げることができるだろう。」 ー引用終了ー

何だって？「10～15%下げるとは、何を？」

「ああ、急速に 90 億人に達しようとしている 人口ですか？」「ああ、ゲイツさん、どうやってやるお
つもり？」はい、3 つの方法です：ワクチン・医療、 そして、生殖医療サービス。皆さん、生殖医療サ
ービスが どういうものか、ご存知ですか?

中絶です！

中絶！

ひと息つかせてください。この写真

は ... （しばらく画面に出しておいてください。）ビル・ゲイツと 父親のウィリアム・H ・ゲイツ・シ
ニア。彼は、プランド・ペアレントフッド （全米家族計画連盟）の幼少期に、 その理事会のメンバー
を務めました。それは当時、リブランディングされた組織で、こういう言い方をしてすみませんが、
アメリカ優生学協会から誕生したものでした。人口管理。それは命のためではありません。命を救うこ
とではなく、 命を奪うのが目的です。
私はこの話をするつもりはなかったのですが、 恐らく話す必要があります。
「日の下には新しいものは一つもない。」 （伝道者の書 1：9）旧約聖書では、 これがイスラエル人の
罪でした。彼らは赤ん坊を、モレク神に 捧げていました。このモレクという神は、 腕を伸ばした鉄の
像でした。私の言葉を鵜呑みにせず、 オンラインで調べて下さい。ベリア人のようになって、私が言
っていることが 本当であるかどうかを調べてください。予定外の妊娠で、 望んでいなかった赤ちゃん
が生まれた時に、彼らはモレク神へ、 生け贄として捧げるのです。この鉄像の腕の上に 赤ちゃんを乗
せるのです。 その像の中には火が燃えていて、ちなみに、それが「fire in the belly/野心」 という言葉
の由来で、 赤ちゃんを生きたまま焼いてしまうのです。性的な罪が横行しているときには、もちろん、

その結果として生じるものは、 望まない、予定外の妊娠です。それで、どうしますか?

処分するので

す。ゲイツが、生殖医療サービスと言うのは、 こういう意味です。彼はプランド・ペアレントフッド
（家族計画連盟）のことを言っているのです。ちなみに、私が話している事すべては、 皆さんもオン
ラインで見つけることが出来ます。私にもできるのですから、皆さんにもできます。2003 年 5 月 9 日、
PBS のビル・モイヤーズとの 長いインタビューで、ビル・ゲイツは、中絶賛成派の人口削減政策に 資
金提供した裏には、本当は何があるのかを 明らかにしました。 （暴露したと言った方がよいでしょ
う。）ゲイツは、彼が生殖問題に資金を提供するに至った 経緯に関するモイヤーズの質問に対し、 答
えて言いました。「私が子どもだった頃、両親はいつも いろいろなボランティアに関わっていまし
た。...父はプランド・ペアレントフッドの会長でした。」さあ、だんだん分かってきましたね。調べて
いるうちに、私は偶然、 あるニュース記事を見つけました。私の古巣であるワシントン州スポケーン
から 発行されている"The Spokesman Review”の記事です。1998 年 4 月 23 日にさかのぼり、 当時の記
事を引用します。
『ゲイツ財団、人口管理に資金提供』...マイクロソフトの億万長者である ビル・ゲイツ氏が立ち上げた
財団は、 国連プログラムに 170 万ドルを寄付する。...水曜日に国連が発表したところでは、 （そのプ
ログラムは） 第三世界の人口管理を推進するものだ。...ウィリアム・ H ・ゲイツ財団から 3 年間に渡
って提供される資金が促進するのは、（お聞きください。） ...国連人口基金の声明によると、 途上国
間における人口管理『技術』 および情報の共有化だ。」私は、皆さんががまだ ご覧になっていること
を願います。
しゃくし定規に聞こえるかもしれないのは 承知していますが、私には、できる限り愛情を持って、親
切に これをお話しする責任があります。どうか、私の心のうちを聞いてください。預言を教える者た
ちを「悲観的で否定的だ」と 非難する人たちは、大体において、 この世での生活を愛している人たち
です。
使徒ヨハネは、第一ヨハネ 2 章 15 節～17 節で 次のように言っています。
「あなたは世も世にあるものも、愛しては いけません。もしだれかが世を愛しているなら、 その人の
うちに御父の愛はありません。」 （ヨハネ第一 2：15）
「すべて世にあるもの、すなわち、肉の欲、 目の欲、暮らし向きの自慢は、御父から 出るものではな
く、世から出るものだからです。」 （ヨハネ第一 2：16）
「世と、世の欲は過ぎ去ります。しかし、 神のみこころを行う者は永遠に生き続けます。」 （ヨハネ
第一 2：17）
皆さん、...私は長年、聖書の預言を教える者として、 「悲観的で否定的」だと言われる事に 葛藤して
きました。そこで私は、それを受け入れることにしました。そして皆さんに、 どうやって受け入れる
のかをお教えします。それは「悲観的で否定的(doom and gloom)」 なのではありません。どんでん返
し(doom and boom!)で、 私達はここから脱出します。それがメッセージです。それが、これの行きつ
くところです。それが、このすべてが向かっているところです。私が「私の」聖書を読むと、 先行き
は 良く 見 えま せ ん。そ れは 良 い結 末 では あり ま せん 。 ああ 、 そし て 、黙 示録 に 着く と 、 「 うわ
～！！！」繰り返しますが、私はこれが 人気あるメッセージではないことは分かっています。しかし、
エレミヤのように。
私は自分を預言者エレミヤに たとえるつもりは全くないのをご理解ください。彼は、親しみを込め

て ”涙の預言者 "と呼ばれています。それは、彼がこの不人気なメッセージを 話さなければならなかっ
たからです。「破滅が近づいている」という 悲観的なメッセージを。終わりが近づいている、と。 そ
して、そうなりました。彼のメッセージが何だったかご存知ですか？「悲観的」ということならば、彼
のメッセージは基本的に次の通りでした。 「これはめでたい終わり方をしない。...あなたがたはバビロ
ンで捕囚になるでしょう。...破滅が来て、裁きが下ります。」それがメッセージであり、預言であり、
神がエレミヤの口に入れて語られた言葉でした。彼がそれを語るのを恐れていたのも 無理はありませ
ん。もしエレミヤが今日生きていたら、彼は、典型的でイメージ通りの 「悲観的で否定的な」預言者
だったでしょう。彼はそれを語らなければなりませんでした。しかし、問題は、彼が語ったとき、人々
は耳を傾けなかったのです。皆さん、人々が代わりに何をしたかご存知ですか？彼に対して死の脅迫を
行い、 彼を投獄もしました。神は約束通り、彼を救われます。第一章です。
「わたしはあなたを救い出す。 わたしはあなたを助ける。恐れるな。」 （エレミヤ 1：8）
私が面白いと思うのは、彼らがエレミヤの”破滅が来る”という 「悲観的」な話に、 耳を傾けなかった
理由の一つは、彼らの暮らしが うまく行きすぎていたからです。エレミヤ書 22 章 21 節。 聞いてくだ
さい。
「あなたが平穏であったときに、わたしはあなたに 語り掛けたが、あなたは『私はきかない』と言っ
た。
わたしの声に聴き従わないということ、これが、 若いころからのあなたの生き方だった。」 （エレミ
ヤ 22：21）
「ほら、物事はうまくいっているじゃない！」「この男は

”破滅が来る”

と言っている。」終わりは

近づいています。イエスが来られるんです。携挙が起こるのです。世界中の政権の崩壊は起こります。
キャッシュレスの世界統一経済が実現します。経済崩壊が来ます。宗教の統一が起こります。「失せ
ろ！変人！」
「株式市場は過去最高を記録しているぞ～」「失業率は過去最低だ～」あら、それは変わりましたよね。
彼らが耳を傾けないのには、 もう一つ理由があります。どうかご辛抱ください。これは私にとって個
人的なものです。来たる破滅の「悲観的・否定的」預言に 彼らが耳を傾けないのは、他の偽預言者や
偽教師たちが 言っていたからです。「何を言ってるんだい？」「大丈夫だよ。」「ねえ、一緒に乗り
越えよう！」
「ねえ、私たちは強いんだ。 今まで以上に強くなって復活するぞ！」
エレミヤ書 8 章 11 節「彼ら（預言者、祭司、牧師、教師、指導者）は、
「彼らは、私の民の傷を簡単に手当てし、 平安がないのに、 『平安だ、平安だ』と言っている。」
（エレミヤ 8：11）
どうりで。ここにエレミヤがいます。 繁栄の真っ只中の良い時代、 素晴らしい株式市場に、低い失業
率。
「お～い、近づいている、もう来るんだ！！！」そして、誰もが群がっていく先は。。。 だから、こ
れは私にとって個人的なんです。使徒パウロはテモテへの手紙の中で述べています。 これが終わりの
日の兆候になる、と。
「人々が健全な教えに耐えられなくなり、...」 （テモテ第二 4：3a）
代わりに、彼らがどうするかというと、 彼らは大勢で群がるのです。

彼らの耳に心地よいことを言ってくれる 牧師や教師、指導者たちのところに。 (テモテ第二 4：3b）
彼らの耳に心地よいこととは何でしょう？「平和、平和」「何も問題はないですよ！」「それほど深刻
じゃあないって！」「うん、でも、あの男はこう言っているよ。」「あぁ～彼は悲観的で否定的なんだ
よ。」思い出してください。 もう、「どんでん返し」なんですよ。 悲観的で否定的はありません。皆
さん、このことが起こった時、ただ、非常に率直に言わせていただきますが、聖なる汚名すすぎ とで
もいうものがありました。主が次のように仰っているようだ という意味で。
「この 14 年間、 この話をして来てよかったと思わないかい？」
だから、これが起こった時、私たちには準備ができていました。 しっかりと準備ができていたのです。
私たちは、教会として、 不意を突かれませんでした。私たちには準備ができていたからです。私たち
は何かが来ようとしていることを 知っていました。私たちの聖書が そう告げているからです。これが
起こる数週間前のことですが、実はすごく嫌なことなんですけど…と言うのも、私はいっぱい時間をか
けて、 細かいところまでこだわって、順序だって、 正確を期そうとしますから。もちろん、私は正確
を期したいです。私は預言アップデートを準備しました。 そして、私が終えたとき、私は主から強く
促されている気がしました。それを削除するように。そうなったら、すごく嫌なんです。 また最初か
らやり直しみたいになるからです。しかし、私にはこの圧倒的な感覚があって、 神が「まだだ」と仰
っている気がしました。神の遅延は、神の否定ではない、と 言われています。ただ適切なタイミング
ではなかったという事です。それで私はそのファイルを保存しました。 そして先週、主が仰ったのが、
「よろしい。さあ戻りなさい。今がその時だ。 この話をしなさい。」これは、大部分は昨年の 11 月、
12 月、 それから 1 月にかけてのことで、私たちは「選挙の年だ」と言っていました。 11 月には、、、
私は心の中で考えています。 「ちょっと待って。 そんなに急がないで。」皆さんも覚えているかもし
れませんが、 1 月の年明けはとても面白い形で始まりました。そして、それはまだ... と言うのも、 私
たちは このコロナウイルスの噂を聞いてはいました。しかし、大部分において、 変わり映えしない日
常でした。私たちは計画を立てたり、移動したり、 行ったり、成長したり、輝いたりしていました。
実際、私のノートには、私が書き出した このコメントがあります。それは、こういう内容のものです。
「誰もがまるで何も起こらないかのように 日常生活を送っている。」それは、怖い生き方です。なぜ
なら、何が起きてもおかしくないからです。順調な時は、私たちは、主を忘れてしまいます。イスラエ
ルに対し、神は預言者たちを通して、 イスラエルの民に何度も何度も警告されました。「聞きなさい。
わたしがあなたがたをその地に連れて入り、 あなたがたを繁栄させるとき、」「忘れてはいけな
い。」「主を忘れてはいけない。」そして、彼らはまさしく そうしてしまったわけです。 繁栄したた
めに。しかし、逆境が襲ったら？それは神が、私たちの注目を 集める時ではありませんか？因みに、
イスラエル人が捕囚になったのは そのためなんです。神は彼らの注目を集めました。 それは周期的な
んです。 より良い言葉が見つかりませんが、周期的なのです。 それは、この繁栄が…そしてそれは諸
刃の剣みたいなものです。なぜなら、神はこの問題を抱えていて、 とは言え、神が困っているわけで
はないのです。神はご自分の民を祝福し、繁栄させたいと 望んでおられるのですが、しかし、危険な
のは、 彼がご自分の民を繁栄させると、その民は神から疎遠になって、 彼のことを忘れてしまう事で
す。それでは、神はどのように彼らを ご自分のもとに取り戻されるのでしょうか？

それならば神は、

逆境をもたらさなければなりません。 彼らに悔い改めさせるために。伝道者の書の一節に注目してく
ださい。

伝道者 7 章 14 節

私に言わせれば、これが全てを要約し、 全てを物語っています。ソロモンが書いて

いる事に 耳を傾けて下さい。
伝道者 7 章 14 節
「順境の日には幸いを味わい、逆境の日には、、、別の翻訳では 「逆境が襲う時には、」 と訳してい
ます。...逆境の日にはよく考えよ。 これもあれも、神のなさること。...そして、ここに理由があります。
よく注意して、 しっかり聞いてください。...後のことを人に分からせないためである。
ヤコブの手紙 4 章 13—15 節に書いてある事を 聞いてください。
「『今日か明日、これこれの町に行き、 そこに一年いて、商売をしてもうけよう』と 言っている者た
ち、よく聞きなさい。」 （ヤコブ 4：13）
「あなたがたには、明日のことは分かりません。 あなたがたのいのちとは、どのようなものでしょう
か。 あなたがたは、しばらくの間現れて、 それで消えてしまう霧です。」 （ヤコブ 4：14）
「あなたがたはむしろ、『主のみこころであれば、 私たちは生きて、このこと、あるいは、 あのこと
をしよう』と言うべきです。」 （ヤコブ 4：15）
言い換えれば、明日の保証はありません。私たちが見て来たように、 また、今も見ているように、
すべては瞬時に変わり得るのです。 実際に、そうなったのです。愛情を込めて提案してもよいです
か？
神は、まだ時間がある内に、人々の注意を引くため、 この危機を用いられています。この世界的なパ
ンデミックがなかったなら できなかったことを、なさっています。それは世界が見たこともないよう
な類のもので、おそらく二度と見ることもないでしょう。これが、重い内容であるのは承知しています。
しかし、そうでなければならないんです。というのは。。。これが適切な英語ではないことは 分かっ
ています。
しかし、悪いニュースが、悪ければ悪いほど、 良いニュースはさらに良くなるんです。私は皆さんに、
かなり深刻な話をしました。これがどこに向かっているのか、 かなり重苦しいものです。かなり悪い、
悪いニュースです。でも皆さん、悪いニュースは、 固くなってしまった地面を砕くんです。 良いニュ
ースの種の為に。私が、起こっていることに気がついて、これは実際、こういう方向に 向かっている
かもしれない、これは良くない、実際これは、本当に本当にマズい、と気づく時、 それは、私の心の
土壌を整えてくれるのです。 良いニュースを受け入れるために。それは、イエス・キリストの福音で
す。 それが福音という言葉の意味です。 良い知らせ。あなたの負債は支払われました。良いニュー
ス！あなたは自由に行ってよい。それが「福音」という言葉の意味です。「待ってください。どんな負
債ですか？」「はい、罪の報酬です。」罪の報酬は死＝死刑宣告（魂の死）「良い知らせだ！それは
あなたの代わりに あなたのために もう支払われています。」なぜでしょうか。なぜなら、イエスが来
て、 彼は十字架につけられ、葬られ、そして、彼は 3 日目によみがえり、 死を打ち破ったからです。
そして、彼はいつか再び戻ってきます。それが、良いニュースです。そして、悲観的・否定的、ドカ
ン・花盛り、 何とでも言えますが、それが、イエス・キリストにある救いの 良い知らせのために、あ
なたの心を準備し、 固めるものであるなら、ならば、それでいいのです。あともう 2 分だけ、皆さん注
目なさってください。
皆さんに、”救いの ABC”

というシンプルで 子供にもわかるような簡単な説明を 共有したいと思いま

す。これは、これを見て、 「うわぁ～」と思っておられる人のためです。「希望はどこにあるのです

か？」 「希望はイエスにあります。」「どうすればいいんでしょうか。」「救われるには、何をすれ
ばいいのでしょうか。」これが答えです。それは ABC くらい簡単なものです。私は決してどなたの知性
も 侮辱するつもりはありません。それは子供のような簡単な説明なんです。イエスは仰いました。
「子どものように神の国を受け入れる者でなければ、 決してそこに入ることはできません。」 （ルカ
18：17）
子供じみた、ではなく、 子供のように、信頼する。子供たちは本当に信じて疑わないですよね？
それは、その子供のような信頼、子供のような信仰、 ありのままの自分でイエスのもとに来ることで
す。
「牧師先生、あなたは私が何をしたのか、 私がどういう人間なのかご存知ないからです。」 と仰るか
も知れません。「まず行いを改めないと。」勘弁してください。それは、シャワーを浴びる前に お風
呂に入るようなものだ、と ある方が言うのを聞きました。いいえ、あなたが彼のところに来れば、 彼
はあなたを清め、すべての不義を赦されます。
「たとえ、あなたがたの罪が緋色のように赤くても、 雪のように白くなる。」 （イザヤ 1：18）
「東が西から遠く離れているように 主は

私たちの背きの罪を 私たちから遠く離される。」 （詩編

103：12）
そして、もう思い出されません。イエス・キリストにあって、 イエス・キリストによる 神の救いの恵
みの届かない罪はありません。ということで、A は、
A、信じがたいかもしれませんが、 これは難しいものなんです。そうは思われないかもしれませんが、
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。神の愛に
背き、神に背いて罪を犯したという意味で、 あなたに救い主が必要であるという事。あなたは神の完
璧な義の基準に 届かなかったのです。こういう言い方をする失礼を お許し下さい。とはいえ、もっと
いい言い方がないので...

自分が罪人であることを自覚した時、 救世主を買い求めようとするというこ

とです。それが最初のステップです。自分の罪と救い主を必要としていることを 単に認めることです。
ローマ人への手紙 3 章 10 節
「正しい者はいない。一人もいない。」
あなたは良い人かもしれませんが、 決して十分ではありません。ローマ 3 章 23 節が、その理由を説明
します。
「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...」 (ローマ 3：
23）
私たちは皆、アダムの下の 生まれながらの罪びとでした。イエスは、しばしば
後の”

”第二の”

そして ”最

アダムと呼ばれています。私たちは皆生まれながらの罪びとだから、

私たちは、神の国に入るためには、 新しく生まれなければなりません。 （ヨハネ 3：3）
神の御霊によって 生まれ変わる（新生する）のです。ローマ 6 章 23 節です。 私はローマ 6 章 23 節が
大好きです。なぜなら、またしても言い方が悪いのですがまず、悪いニュースを言い、良いニュースと
セットになっているのです。悪いニュースは何でしょうか。ああ、すべての人が罪を犯していて、
それには罰と報酬があり、
「罪が支払う報酬は死です。...」 (ローマ 6：23a）
それは死刑宣告です。だから、皆が罪を犯しているなら、それは私たち全員が 死刑判決を受けたこと

を意味し、 そのとおりなんです。こんなふうに想像してください。あなたは永遠の法廷にいて、 宇宙
の裁判官がいます。あなたは答弁書を提出しました。 あなたの答弁書は有罪で、 有罪判決を受けまし
た。今から判決の段階に入ります。裁判官は判決を宣告し、それは死刑。彼らがあなたを法廷から連れ
出そうとする時に ある男が入ってきます。普通の人ではありません。これは神の人です。 完全に神、
完全に人。
キリストなるイエス。 彼は宇宙の裁判官に言います。「お待ちください。 私が彼らの代わりに支払い
ます。私が、彼らのために死にます。私が、彼らのために死にましょう。私が、彼らの代わりに罰を受
け、 死刑を受けます。」宇宙の裁判官はあなたに目を向け、 「うゎ～、良い知らせだ！」「あなたは
自由に行って良い！」それが良い知らせです。良い知らせとは何か？
「...神の賜物は、私たちの 主キリスト・イエスによる永遠の命なのです。」 (ローマ 6：23b）
賜物は無償で与えられ、無償で受け取れます。あなたがその支払いをするなら、 それは賜物ではあり
ません。 それは購入です。それがポイントです。それはあなたには無償です。 しかし、それはイエス
のすべてを犠牲にしました。彼はあなたに永遠の命の贈り物を与えるために、 十字架の上で「全額」
を支払ったからです。それが A です。次が B です。
Ｂ：あなたの心で、 イエス・キリストが主であると

Believe/信じる。ローマ 10 章 9 節と 10 節にある

ように、
「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。」 (ローマ 10：9）
私はこれが好きです。暫定的ではありません。決定は下されました。評決が下されています。救われる
かもしれない、 救われうるだろう、 救われるべきだ、ではなく、いいえ、あなたは救われるのです。
なぜでしょうか。「完了した。」全額支払われました。 完済。ピリオド=完了。そして、最後に C。
Ｃ：単に、主の御名を Call/呼び求める、Confess/告白する。ローマ 10 章 9 節と 10 節にあるように、
「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。」 (ローマ 10：9）
そして、ここに理由があります。
「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。」 (ローマ 10：10）
そして最後に、ローマ 10 章 13 節。 決定打です。
『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』 (ローマ 10：13）
一緒に祈りましょう。
天のお父様、ありがとうございます。福音の簡潔さに感謝します。主よ、聖書預言の成就に感謝します。
あなたの御言葉の中で、事前に何が起こるかを 預言的に教えて下さったことに感謝します。これらの
ことが起こり始めたら、
信者は自分の贖いが近づいていることを知って 上を見上げ、未信者は信じるように。 （ルカ

21：

28）
主よ、私は今日これを見ている方の中で、心で信じ、口で告白し、 あなたを呼び求めたことがなく、
罪の赦しのために、あなたに 信頼したことがない人のために祈ります。今日、彼らが永遠の命のため
に、 彼らの人生で最も重要な決断をすることを祈ります。最後に主よ。これを見ている方で、もしか
したら今この瞬間にも、あなたが 注意を引いて下さったことを 感謝している人のために祈ります。な

ぜなら、彼らはあなたに 立ち返っているからです。主よ、彼らを感謝し、 彼らのためにあなたの励ま
しと力を祈ります。主よ、あなたが、両手を広げて 待っていてくださることに感謝します。
「こういうわけで、今や、 キリスト・イエスにある者が 罪に定められることは決してありません。」
（ローマ 8：1）
最後に、マラナタ。主よ。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。 アーメン。
神の祝福がありますように。ありがとうございます。
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