2020.08.02 聖書の学び：私に何ができるのか？
（新約聖書：第一 テモテ 1 章 12～16 節）
https://youtu.be/88j8YPhCnsc
『私に何ができるのか？』
さて、おはようございます。 日曜日の朝の学びへようこそ。私たちは聖書を通して節ごとに学んでいき
ます。そして今日は、第一テモテ、 1 章の 12 節から 16 節です。まだ聖書を開いておられないなら そ
の箇所をお開きください。始める前に、8 月 6 日木曜日の午後 7 時から ここで実施されることをお伝え
します。礼拝から始めて、 ハワイ時間の午後 7 時 30 からライブ配信します。
ここに Kalo TV を迎え、 「社会正義：王国的展望」というタイトルの パネルディスカッションを行いま
す。Kalo TV のマララ・ポーの司会で、 マック副牧師とサミュエル・ガーナーが 以下の質問に答えます。
「今の世代がいかに惑わされ、騙されているか」「ブラック・ライヴズ・マター運動がどのようにして 今
のような分裂の文化を生み出してきたか、」特に若者が影響を受けています。 このトークも若者向けに
行われます。また「イエス・キリストを信じる者が、 これらの問題について取るべき立場」と「教会の
適切な対応」についても議論します。ですので、もし可能な方は是非お越しください。早めにお越しいた
だいた方が良いかもしれません。たくさんの方がお見えになるだろうと思いますから。 Kalo のアプリで
もライブ配信されます。...実際、Kalo の YouTube チャンネルでも ライブ配信される予定です。その後、
Kalo TV でも放映されます。それを皆さんにお知らせしておきます。お越しいただければ良いですが、そ
の場合 7 時からで、 オンラインでは 7 時 30 分です。
では御言葉に入りましょう。 私は今日の教えを本当に楽しみにしてきました。その理由はすぐに分かる
かと思います。1 章 12 節から 16 節です。 出来ればお立ち下さり、私が読むのに ついて来てください。
ご無理であれば着席のままで大丈夫です。使徒パウロは若い牧師のテモテに手紙を書いており、12 節で
こう述べています。
第一テモテ 1 章
12 私は、私を強くしてくださる、 私たちの主キリスト・イエスに感謝しています。 キリストは私を忠
実な者と認めて、 この務めに任命してくださったからです。
13 私は以前には、神を冒涜する者、 迫害する者、暴力をふるう者でした。...
これは間違いなく、彼がキリストの下に来る前に、 キリスト教徒を殺していた事に触れています。
...しかし、信じていないときに知らないでしたこと だったので、あわれみを受けました。
14 私たちの主の恵みは、キリスト・イエスにある 信仰と愛とともに満ちあふれました。
15『キリスト・イエスは罪人を救うために 世に来られた』ということばは真実であり、 そのまま受け
入れるに値するものです。 私はその罪人のかしらです。
16 しかし、私はあわれみを受けました。それは、 キリスト・イエスがこの上ない寛容をまず私に示し、
私を、ご自分を信じて永遠のいのちを得ることに なる人々の先例にするためでした。
わぉ～私たちが理解を得られるよう 神の祝福を祈り、お願いしましょう。主よ、ありがとうございます。
愛なる天のお父様。 私たちはあなたの御言葉に、 今日私たちの前にあるこの箇所に 心から感謝します。
主よ、私は今日、あなたが私たちのために 時宜にかなって語られる言葉を 用意されている事を知って
います。主よ、私はまた、敵が私たちの心を迷わせ、 気を散らすために、あらゆる事をしようと するこ
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とも知っています。それは、あなたが私たちの人生に語り、 私たちに教えようとされる事を 私たちに受
け損ねさせるためです。主よ、あなただけがお出来になる方法で、 あなたがいつも大変ご忠実であられ
る通り、 私たちを集中させてくださいますように。私たちが聖霊によって、あなたにひたすら注意を向
け、集中できますように。主よ、ありがとうございます。 イエスの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。ご着席ください。 ありがとうございます。では...私が今日やりたいのは、 この質問に答える
ことです。今、画面に表示されています。『私に何ができるのか？』 という疑問です。特に、今日の世界
で起こっている 全ての事に照らし合わせて。そして、それは良い質問です。実際に、私はこの質問を受
けてきました。多くの方々からメールを頂いていて、 人々はこう仰っています。「私たちには、祈るのと
同時に 何が出来るのでしょうか？」「今起こっている全ての事に照らし合わせて、 私たちには何ができ
るのでしょうか？」 非常に良い質問です。しかし、私は、”私は”という言葉を強調し、 蛍光ペンで塗
り、下線を引きたいと思います。だから、その質問は、もっとこんな感じです。 「私に何が”できる”
のか？」ではなくて、もっとこんな感じです。 「”私は” 何ができるのか？」「こんな私に何ができる
のか？」といった意味で。 「私は何者でもない。」という意味で。私は名士録（who's who)に入ってない
だけでなく、 「あれは誰(who's he)？」という グループに含まれます。これ、すごく気に入ってるんで
す。 ガイル・アーウィンから盗んじゃいました。 もう私のものです。しかし、私は何者でもない！神は
どうやって私のような人間を 使われるというのでしょうか。さらに悪いことには、これはどうですか？
神には、私のような人間を選んで使う事はできない。 私には過去があるから。あるいは、現実として、
私にはそんな資格はない。 だから神は私を使うことがお出来にならない。今日の私たちの前にある箇所
に入ります。使徒パウロは自分の人生と、 自らの卑しむべき過去を用いています。彼は、自分は神を助
けているのだと思いながら キリスト教徒を殺害しました。彼は神のために一肌脱いでいたのです。あ～、
彼は何人のキリスト教徒の死に 責任があったでしょうか。次のような提案をする人すらいます。私たち
には 彼がコリント教会に宛てて書いた「肉のとげ」が 何ったのか具体的には告げられていません。それ
はサタンの使いであり、 昼夜一日中、毎日毎晩、一晩中彼を苦しめました。それが何であったかは私た
ちには分かりません。ある人たちが推測して提案するのは、 彼をそんなに苦しめていたもの、彼が それ
を神に取り除いて欲しかった理由は、彼が殺したキリスト教徒たちの死の責任について、 敵が昼夜問わ
ず彼を苦しめていたからだ、 というものです。ちなみにステパノが最初でした。確かに、パウロは、言
うならば、 地球上で最も救われる可能性の低い 人物としての資格があるでしょう。まして、用いられる
なんて。でも、神の経済ではそうではありません。もし皆さんが当時、 タルソのサウルのような人と友
達で、 そして皆さんが信者だったら？ そしてあなたが他のクリスチャンたちと一緒にいたら、 彼の
ために祈っているでしょう。 心の中でこう思いながら...「主よ、サウロをあなたの救いへ導いてくださ
い。」「サウロをお救い下さい。」 そして心の底では、こう思っています。「それは絶対にありえない！」
「冗談でしょう？」それでいて、神は彼を救われるだけではなく、 神は彼を用いられます。ものすごく。
神が私たちを大きく用いることが出来ない おもな理由の 1 つは何だと思うかを、 皆さんが私に尋ねる
なら、これだと思います。それはつまり、私たちは、 「変化をもたらすために私たちに出来ることは 実
際に何もない」と誤って信じているのです。それで、結局私たちは何をするのでしょうか？何もしないの
です。
第一コリント人への手紙 1 章 26 節から 31 節 ... 因みに、皆さんが私の事を皆さんの牧師としてご覧に
なるなら、 私にとってはとても名誉なことです。皆さんに知っていただきたいのですが、 ここにあるこ
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れは私の履歴書です。ここにあるこれが、私の履歴書です。私の履歴書を読みます。準備はいいですか？
パウロが書いています。
第一コリント人への手紙 1 章
26 兄弟たち、 自分たちの召しのことを考えてみなさい。 人間的に見れば知者は多くはなく、力ある者
も多くはなく、 身分の高い者も多くはありません。
「しかし神は...」 お～♡

私はこの 2 つの言葉が大好きです。 ちょっとお時間をください。これら 2 つ

の言葉はすべてを変えます： 「しかし神は」では、続きです。
27 知恵ある者を恥じ入らせるために、 この世の愚かな者を選び、 強い者を恥じ入らせるために、 こ
の世の弱い者を選ばれました。
28 有るものを無いものとするために、 この世の取るに足りない者や見下されている者、 すなわち無に
等しい者を選ばれたのです。
どうして？
29 肉なる者がだれも神の御前で 誇ることがないようにするためです。
それが理由です。
30 しかし、あなたがたは神によって キリスト・イエスのうちにあります。キリストは、 私たちにとっ
て神からの知恵、すなわち、 義と聖と贖いになられました。
31『誇る者は主を誇れ』、と 書いてあるとおりになるためです。
肉なる者が神の御前で 栄光を得ることはないからです。神だけがなさる御業を、 誰も自分の手柄にす
ることは出来ないのです。皆さん、学歴がある事には何の問題もありません。 私には学歴がありません。
それには何の問題もありません。 私は辛うじて高校を卒業しました。私はぎりぎりで高校を卒業しまし
た。本当に、文字通り、 私は辛うじて卒業したのです。私は停学処分を受け、 卒業させないと脅されて
いました。私が卒業したのは神の恵みだと思いますが・・・「最も成功する可能性がある人」とか、 あり
ましたよね？「『最も成功する可能性が高い人』に 投票で選ばれた。」私の卒業年のイヤーブック（アル
バム）には、卒業生の写真の下には、 それぞれの実績のリストが掲載されていました。チアリーダー代
表とか、ASB...？？あれ、もうずいぶん前の事だから、 もう呼び方も思い出せません。生徒会長、レター
マンズクラブ、 このクラブ、あのクラブ。私の名前、私の写真の下に何があったか ご存知ですか？何も
ありませんでした。何にもありません。真っ白でした！大きな真っ白の空欄！ですから下の写真を 上に
移動させないといけませんでした。私の問題は十分です。 実際には言いたい事があるんです。誰も、ま
さか私が…実際、今日でも、私の同級生は 非常に混乱しています。（笑）「君が、君が、、、牧師？」「そう。」
（笑）神は知恵ある者をはずかしめるために 愚かな者を選ばれるのです。 分かりますか？ だから、私
はここに立ってこんな風に 言うことは絶対にできません。「ああ、私の履歴書を見ましたか？」「私の経
歴を見ましたか？」「あの肩書を見ましたか？」繰り返しますが、 それには何の問題もありません私の名
前の後ろには、何もついてません。だから名前を変えて文字を足しました。 JD という文字を。皆さん、
私が大好きなのは、 誰かにこう言われる時です。

「わお、JD”牧師” ?!...神があなたのような人を用

いることがお出来なら、 神は私だって用いることが出来る！！」肉なる私の最初の反応は、 「まあ！今
のはすごく侮辱的だった。」「だって、あなたが基本的に言っているのは、 『君は。。。』」それがまさに要
点です。そして、それがパウロの言っていることです。 最悪の最悪、最後の最後、最低の最低。ですか
ら、人々は使徒パウロのような 人の人生を見て、また、JD 牧師のような人の人生を見て、言うのです。
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「それは、神の御業だ。」「あれは彼じゃない。私は彼を知っているし。」「私は彼を知ってたよ。私は 彼
と一緒に学校に行ったから。 あれは彼ではない。」それは主です。神が全ての栄光を受けられます。
愚かな者を選び、知恵のある者を恥じ入らせる。弱い者を選び、強い者を恥じ入らせる。それだから、神
だけが全ての栄光を 受けられるのです。私たちが今読んだ、 コリント人への手紙第一にあるこの一節
と、 第一テモテのこの箇所は、「私に何ができるのか？」という質問に 答えてくれます。「私なんかに...」
ミセス・無名。 ミスター・名無し。じっくり考えてみれば、 「私が何かをしている」のではなく、むし
ろ、主が私の中で、また、 私を通して、全ての事をしておられるのです。神だけが栄光を受けられるよ
うに。イエスは仰いました。
「わたしを離れては、 あなたがたは何もすることができないのです。」 （ヨハネ 15：5）
私はそれを原語で調べてみました。その意味をご存知ですか？「何もない。」「わたしから離れては、 あ
なたがたにできることは何もありません。」「良いことは何もありません。 あなたがたから何も良いこと
は生じません。」私が言いたくない事ですが、 前にもお話したかもしれません。いつも父は私に、 「お
前は何の役にも立たん！」と言っていました。説明がつきます。 私は四六時中そう言われて育ちました。
「お前は何の役にも立たない 。 お前は何にもなれないぞ！ガキ！」父はいつも意地悪な、訛りのある声
で、「ガキ！」 私の事を「ガキ！」と呼びました。私には名前があるのです。 あなたが私を名付けたの
に。「ガキ！お前は何の役にも立たないぞ！」「お前には何の価値もない者になる！」やった！だって神
は...神は無名の者、取るに足らない者を選び、 神が全てをなさるのですから。 神にはそれが出来るから。
このように聞いたことがありますか？ 私は決して忘れません。 私は神の御言葉の学びで座っていて、
牧師が次のように言いました。「私たちの中には、強すぎて 神が用いる事の出来ない人もいます。」私は...
「ああ、それは私です。」私は、絶対みんなが私を見ていると思いました。それって私の事だったから。
私は神が使われるには強すぎます。私は自分の力にあって強すぎるから 神は私をお使いになれません。
私が弱いときにこそ、私は強いからです。 （２コリント 12:10)
それがパウロが誇る事です。私は何もしません。神がすべてを行われます。神が神だけにお出来になる方
法で、凡人を選び、 非凡な事を行われる理由を二つお話します。私たちがどういう人間で、 また過去に
何をしてきたかに関わらずです。それがどんなにあさましい事でも。一つ目は 12 節にあります。 神が
召されることは、 神が可能にしてくださることです。ここでパウロが言っていることの重要性を 誇張
することが可能かどうか分かりませんが、彼は、神が彼の力の源であると言います。彼が何事も行なう事
が出来るのは、 それによるのです。神には誰でも用いる事が出来て、 何でもする事が出来るという事の
例として、 パウロは自分の人生をあげています。私自身が主と共に歩む中で学んでいる事の 1 つは、 神
が私にそれをする力を与えて下さらずして、 何かをするように私を召したり命じたりする事は 絶対に
ないという事です。それについて考えてください。神は私たちが失敗するように仕組むことは お出来に
なりません。そうでないと、 神は私たちの不従順に加担する事になります。 それは不可能です。それは
神のご性質ではありません。それは神のご性格やご性質に矛盾しています。私はこのように考えます。
神は常に私の人生の中に、私の服従を促すような シナリオを創造し、画策してくださいます。神はいつ
も私を正しい道に導いてくださいます。神は決して...神には出来ないのです。 悪を行うよう誘惑する事
は出来ないのです。不可能です。神は私の不従順を助長するような シナリオを創造することは決してな
く、実に、その逆が真実なのです。それで、神は私を召し、私に命じます。確かに聖書には、私たちが 何
かをするように促されている箇所が たくさんあります。主からのどんな勧告、どんな命令、どんな召し
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にも、力と強さが伴い、それをする能力が与えられます。神は常に、神があなたにするよう命じられた事
を あなたが出来るようにしてくださいます。これが不適切な英語だとは分かっています。二重否定だと
教えられてます。でも、 「彼はしない事が出来ない。」少しお時間を差し上げます。 非常に深いですか
らね。神は、それ以外の事は お出来にならないのです。神はあなたに能力を与え、神は、あなたがする
ように召された事をするための力を あなたにお与えになられます。ピリピ人への手紙 4 章 13 節。大好
きです。 多くの人の人生句ですね。パウロが語っています。
「私を強くしてくださる方（キリスト）によって、 私はどんなことでもできるのです。」 （ピリピ 4：
13）
よろしければ、ひっくり返してみましょう。聖書を読んだり勉強したりするとき、 時々こうしてみるの
も良いんです。それをひっくり返してみる。私を強くして下さるキリストによって 私がどんな事でも出
来るのなら？ 私を強くして下さるキリストがいなければ 私には何もできないと言うのが 理にかなっ
ていませんか？ エペソ人への手紙 3 章 16 節、 彼はエペソの教会のために祈っています。
「どうか御父が、その栄光の豊かさにしたがって、...」 私は”尽きることのない豊かさ”と追加します。
「...内なる人に働く御霊により、力をもって あなたがたを強めて下さいますように。」（エペソ 3：16）
そうなのです！ それは聖霊の力なのです。見てみてください。私たちは命じられています。
「わたしが聖であるから、 あなたがたも、聖でなければならない」 （1 ペテロ 1:16 参照）
「どうやれば出来るんですか？」ああ、いい知らせがあります。 あなたは聖ではない。「では私はどのよ
うにして聖になれるでしょうか？」 「聖霊によって。」聖なる人生・・・聖霊 あなたは聖霊がいなけれ
ば 聖なる人生を送ることはできません。聖霊が、あなたが聖なる人生を送るための力を与え、 それを可
能にしてくれます。それは聖霊の力の中にあるのです。私が今まで聞いた中でまさしく最高の説明は、カ
ヌーを使った描写でした。 ここハワイでは共感できるものです。砂浜にカヌーがあります。 それを水の
上に移したい時、あなたは必死になって、自分の力を振り絞って、 力ずくで押しています。でも、びく
ともしません。何人かの兄弟を呼んできます。 彼らは押そうとします。ダメだ！全然ダメだ！そして、
突然波が来ます。水が来ます。そして突然、今、あの、 びくともしなかったこのカヌーは、小指を使う
だけで、浸水します。それが聖霊です。それが聖霊の力です。聖霊が私たちの上に臨んで、 －私たちの”
中に”おられるのとは異なります－私たちに力を与えられる時、私たちの命は 生ける水の奔流のように
なります。洪水を見ると、 ものすごく強力ですよね。なんと！一軒の家が、小さなおもちゃのように、
流されてしまいます。水の力が強いから。ここハワイでは、私たちには あまり馴染みがないものですが、
しかし、私が育った本土では、私たちの電力は水から来るのをご存知ですか？ ダムと呼ばれるもので
す。水の力を利用して電気を作り出します。とても強力です。それが聖霊なのです。それは聖霊の力なの
です。これだけ言ってから、2 つ目に行きます。それに残りの時間を使いたいと思いますが、敵に嘘をつ
かせてはいけません。敵があなたに 「お前にはそんなことは出来ない

」言うとき 彼の嘘を信じない

で下さい。実際、あのですね、 彼に同意して、こう言うんです。「あのね、この悪魔くん、…」 実際、
彼は悪魔ですから。「あなたの言う通りだ。私には出来ない。」「しかし、神には出来る。」
3 段階プログラムをご存知ですか？ どんな段階的プログラムを軽蔑する気もありませんが、 実に 3 段
階のプログラムがあるんです。
第 1 段階：自分には出来ないことを 認め、認識し、知る。
第 2 段階：神にはお出来になる事を知る。
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第 3 段階：神にしていただく。
長年に渡る主との歩みの中で、私は...私の症状に臨床名があるのは知っていますが特に若い頃はもっと元
気がありましたから、私は突き動かされていて、「やって見せるぞ！！」腕まくりをして、 人の助けを借
りないで自分でやるぞ。絶対やって見せるぞ！私はやり遂げる！見ていてくれ！主がこう仰ってるのを
想像します。 「オーケー。見ていますよ。」「終わったら知らせてね。ここにいるから。」「あなたが自分
の限界に達したら。」あなたが降参してこう言うとき、 「私は完全に台無しにしてしまった。」「わたしに
は そうなると分かっていたよ。」私はこれをめちゃくちゃにした。主よ、私には出来ません。私の世話を
任せられている御使いたちが、 「やっとだ」と言っているのが聞こえてきます。「どうしたんですか？」
「神様～私にはこれは出来ません。」私には神がこう仰っているのが 想像できるようです。「わたしには
出来る。 わたしにさせてくれるかい？」と。「じゃあ、わたしにさせてくれるかい？」「もう少し時間が
かかっちゃうよ。」皆さん、 子供が小さい時は、 彼らが手伝いたがると、すごく可愛いですよね。「パパ
～手伝ってもいい？」あなたは思います。 「う～っ。仕方ない。すごく可愛いから。 私にはノーとは言
えない。」これは教えるのに良い機会なのかもしれない。 まだ 3 歳だけど、まあいいだろう。彼らはあ
なたを手伝います。あなたがすれば約 30 分で出来る事が 3 時間かかるのは分かってます。彼らはもっ
とややこしくしますから。私たちは主に対して それと同じ事をすると思います。私は手伝いたいです。
私の言う事を信じて下さい。 神は私たちの助けを必要としません。ええ、それについては アブラハムと
サラに尋ねてください。「神を助けよう。 どうやら、これは難しい注文のようだから。」「私はもう 90 歳
よ。 貴方が気づいているかどうか分からないけど。」そして、こちらアブラハム。彼は 100 歳。 とっく
の昔に手遅れになっとんじゃ。南部訛りでごめんなさい。それで彼らは何をしますか？

彼らは自分た

ちの力で 神を助けようとしました。そして彼らは肉の予型である イシュマエルを産みました。それは
人類歴史の続く限り、 霊の予型であるイサクに敵対します。私は言いたくないのですが、 私には自分の
力で生み出した イシュマエルがいっぱいあります。私が待って、主にしていただかなかったが故に。で
は、2 つ目について。これが今日、 残りの時間をかけたいものです。それは 13 節から 16 節にあり、 そ
れは、神が悪を用いて善を行うことです。これについて説明しましょう。ここでパウロは... 私はパウロ
のこういうところが大好きなのですが、彼は非常に率直に、非常に正直に、 自分は悪人中の悪人だと言
っています。基本的に彼は、「神が私を救えるなら、 誰でも救うことが出来る」と言っています。「神が
私を使えるなら、 誰でも使うことが出来る。」 考えてみて下さい。彼が言っているのは、 「あなたがど
んなに悪い人間であっても、 また、過去にそうだったとしても関係ない。」「神がどれほど良い方かとい
う事だけが重要だ。」どのようにしてかは分かりません。それがいつであるかも分かりません。 私はただ
信仰によって次の事を知っています。神はどんなに悪いと思える事でも、 それを良い事のために用いる
ことが出来るのです。それはローマ人への手紙第 8 章 28 節ですね。 私たちはあの箇所、あの約束が大
好きですよね？ また、創世記 50 章 20 節もです。ヨセフが兄弟たちに言います。 「あなたがたは私に
悪を謀りましたが、（しかし、）神はそれを良いことのための計らいとして くださいました。それは今日
のように、 多くの人が生かされるためだったのです。」聖書には、その罪深さにも関わらず、 神がご自
身の善において用いられ、 役立てられた男性や女性が大勢います。彼らがどんな人間で、 どんな事をし
たかに関わらず。マタイ福音書 1 章を見てみましょう。1〜6 節を読みたいと思います。警告しておかね
ばなりませんが、それは系図です。何の事か、お分かりですよね？ 「誰がだれを生み、誰がだれを生み
……」読み飛ばしてしまうような箇所です。 名前ばっかりなので。読もうとしても発音できない。私は
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最善を尽くしますが、私がヘブライ語の名前を、アラビア語のアクセント、 翻訳、または発音で発音し
たら、お許しください。しかし、これはキリスト・イエスの系図です。ここで見て行きたい事がいくつか
あります。最初に読んだ時には見逃してしまう可能性のある いくつかの詳細。
そして、詳しく調べたら、 こう思います。「あ～、どうして神が聖霊によって、 そのような場違いに見
えるような詳細を 含める必要があると考えらたのか、分かったぁ。」
マタイの福音書 1 章
1 アブラハムの子であるダビデの子、 （救い主）イエス・キリストの系図。
2 アブラハムはイサクの父であり、 イサクはヤコブの父、 ヤコブはユダとその兄弟たちの父、
3 ユダはタマルによるパレスとザラの父、…
覚えててください。後で戻ってきます。面白いです。
…パレス（彼らは双子です）はエスロンの父、 エスロンはアラムの父、
4 アラムはアミナダブの父、 アミナダブはナアソンの父、 ナアソンはサルモンの父、
5 サルモンはラハブによるボアズの父、 ボアズはルツによるオベデの父、 オベデはエッサイの父、
6 エッサイはダビデの父であった。 ダビデはウリヤの妻によるソロモンの父であり、 （ JA1955 訳）
「何て？」「なぜそれが書いてあるの？」 聞いてくれて嬉しいです。 これもまたちょっと待っててくだ
さい。これについても、また戻ってきますから。とても興味深い。なぜ私たちはそれを知る必要があるの
か？ このタマルが誰なのか知っていますか？ 私たちは皆、ユダが誰であるかを知っています。しか
し、あなたはユダが何をしたか、 知っていますか？ 創世記 38 章、場違いなように見えます。2007 年、
2008 年、創世記を一節ずつ章ごとに 読むのに２年ほどかかりました。2008 年に私たちは創世記 38 章
をやりました。 魅力的な学びでした。しかし、その 38 章というのは、 37 章と 39 章の間にあります。
それ自体、非常に奥深いですよね？ しかし、何が興味深いかというと、それはすべて ヨセフの人生に
ついて描いたものなんですが、どこからともなく、挿入的に、 ヨセフは一時停止、一時停止をボタンを
押し、ユダの話をする、と。「ユダに何が起こったのですか？」 ああ、38 章が教えてくれます。これが
起こったことです。彼の最初の過ちは、彼がカナン人の妻と 結婚したことでした。最初の間違い。彼に
は 3 人の息子がいます。彼の長男はこのタマルと結婚します。これがマタイ 1 章にあります。そして創
世記 38 章に書かれていますが、 長男は非常に邪悪だったので、 神は彼を殺しました。「えぇっ？！神
が彼を殺したの？！」 ーはい。「どうして？！」 ー彼がとても邪悪だったからです。「うわぁ…」「どう
いう事ですか？」 まあ…それは実際には神の恵みであったと 示唆する人もいます。神が彼の人生を早
く断ち切ることによって、 彼の永遠の裁きを減らしていたから。また、彼が害をもたらす危険のあった
他の者たちも守っていました。だから神は彼を殺します。 神が彼を殺すほどどんな邪悪な事をしたのか、
私たちには告げられていないし、 知りたくもありませんが。それで、彼女（タマル）は未亡人になって
います。その時代の慣習であったように、ここで弟は 兄の未亡人と結婚せねばなりません。そして、彼
女に息子を与えねばならないのですが、 実際にはその子は兄の息子になり、 家名を継承し、相続者とも
ります。したがって、二男はタマルと結婚しましたが、 彼は彼女に息子を与えたがりません。詳細には
触れませんが、それで神は彼も殺します。あまりうまくいっていません…そして、三男がいます。ユダは
こう言います。 「タマル、私はあなたを愛している。 あなたは私の義理の娘だ。しかし、あなたは私の
長男と結婚したが、 彼は死んだ。あなたは私の次男と結婚したが、彼も死んだ。私の気持ちを理解して
くれるなら、 三男と結婚してほしくない。」彼はそうは言いませんが、彼は基本的にこう言っているので
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す。 「自分の親の家に戻ったらどうだ？」「三男が成長するまで待ってくれ。 それから私はあなたに彼
と結婚させよう。」ユダは彼女に彼と結婚させるつもりはありません。 ちなみに彼女にもそれが分かっ
ています。数か月が経ち、ユダの妻が亡くなり、 今では彼がやもめとなっています。そして、毎年恒例
の、 彼らが羊の毛を刈りに行く時期が来ました。それは大きなイベントであり… こういう比較するの
は嫌いですが、 悲しいことに非常によく似ています。
日の下には新しいものは何もありません。 （伝道者の書 1:9 参照）
スーパーボウルやオリンピックの期間中、 彼らは売春婦や人身売買された女性を、 男性のためにこれ
らのイベントに連れてきます。それが、彼らがやった事です。彼らは羊の毛刈りをする者たちのために、
これらの売春婦を連れてきたのです。誰かがタマルの元に来て、こう言います。 「あなたの義父、ユダ
が...」ちなみに、これは、話が中断中のヨセフを 奴隷に売ったユダと同じ人物です。あのユダです。その
責任は彼にありました。そこに戻りたいと思います。 そこには意味がありますから。それで彼らはタマ
ルの元に行きこう言います。 「あなたの義父のユダが、 羊の毛刈りイベントに行くそうよ。」それで、
彼女は未亡人の衣服を脱いで、 売春婦の衣服を着て、変装して、出かけます。そこにユダが来て、彼は
彼女を見ます。 彼女だと気づきません。彼は言います。 「私はあなたと一緒に横になりたい。」私はで
きるだけ欽定訳風に ジェイムズ王的に言おうとしています。彼女はこんな感じです。「あなたは私に何
を支払うつもりですか？」彼は、「子ヤギを送ろう。でも今は、 山羊を持ち合わせていない。」彼女は、
「じゃぁ、あなたが本当にそうするという 確認のために、担保が必要です。」「では、あなたの杖と印形
を下さい。」 ちなみに、印形はあなたの ID でした。それが ID でした。「そして、あなたが山羊を送れば、
私はあなたにこれを返します。それで公平です。」彼は同意します。彼は入って、彼女と一緒に寝て、 そ
して彼女は懐妊します。彼女は妊娠するのです。彼は去ります。彼はまだタマルだとは知りません。
理解すべきなのは、その時代、その文化では、もしあなたに息子がいなかったなら、 あなたは生涯、完
全に極貧と決まっていました。そして夫がいなければ...。ユダは家に戻り、山羊をこの売春婦へ渡すため
に、男を送ります。彼らは山羊を連れて行きますが、彼女を見つけられません。彼女はそこにいません。
彼はユダの元へ戻り、言います。 「ユダ、悪いけど、彼女は見つからなかった。」「まあ、少なくとも私
はやろうとしたんだ。」 それが彼の反応でした。それで少し時間が経ち、ユダに知らせが入ります。「ユ
ダ、これは悪い知らせです。申し訳ありませんが、 あなたの義理の娘、タマルが…彼女は売春して妊娠
しているんです…！」「私たちはどうすべきですか？」ユダは、「律法に従って、私たちは彼女を 燃き殺
さないといけない。彼女を連れて来い。」おぉ、彼は…あのですね、時々、旧約聖書のラクダにとまって
いる ハエになりたいと思う時があります。私は、タマルが現れて詰問された時の彼の顔を 見てみたか
ったと思います。「あなたは何をしたのか？」そして彼女は答えます。「私はこの杖と 印形の持ち主によ
って妊娠しました。」「……！！？？」バレた～…！！ そして彼はこう言います。 「あなたは私よりも
正しい」彼女は息子を妊娠しているだけではありません。彼女は双子を妊娠しているのです。そして、彼
女が出産する時がきました。最初の赤ちゃんが出て来たとき、 助産師は慣習に従って、長子だと分かる
ように、 長子に緋色の糸を結びました。そして、それがパレス（*正しくはザラ）です。彼が出始め、彼
女は緋色の糸を結びますが、 彼は引っ込みます。お腹の中の方が居心地いいから、どうかな。それから
双子の兄弟、 ザラ（＊正しくはパレス)が出てきます。 厳密には二男です。そして、パレス（＊正しく
はザラ）が 緋色の糸を付けて出てきます。ちなみに、パレスはヘブライ語での意味は、 「突破、押し通
る」。完璧です！ですから、私がこれを正しく理解できているか 見てみましょう。世の救い主の祖先、系
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図には、 タマルという名前の女性がおり、彼女は売春婦になりすまして、 義父を誘惑して妊娠し、双子
の男の子を生み、 その一人から世の救世主がやって来た。 ーはい。「おぉ…分かりました…」それには
動揺させられますね…皆さん、動揺していますか？ 私は非常に動揺しています。私はいつもこれに動揺
してきました。なぜなら私が間違っていなければ、 ここにあるのは売春と近親相姦なんです。救い主の
系図で？！ 聞いてください。だから私は神ではないのですが、 もし私が神であれば、私はそうはしま
せん。言ってみただけです。そうでしょ？あなたでもそうしないでしょ？

もしそうだったとしても、

私は皆さんにこんなこと 知ってもらいたくないでしょう！ さて、もう一度ヨセフについて話しましょ
う。私たちは彼の人生、彼の人生の記録を 中断しましたから。ヨセフはキリストの予型です。なぜ神は、
霊感によって聖書を書く上で、 ヨセフについて書かれた 37 章と 39 章の間に、 38 章を位置づける事が
必要である と考えられたのでしょうか。この話をするために。これは TMI(Too Much Information）ですよ
ね？ ユダに関する知らなくても良い情報。いいですか？なぜそうするのでしょうか？最初の質問に答え
る別の質問があります。なぜ、神は世の救い主をユダではく、 ヨセフから出さなかったのですか？これ
について一緒に考えて下さい。もし世の救い主の系図が、 ヨセフのような人から来たとしたら、それは
あなたと私にとって、何を意味しますか？「神はヨセフのような人だけを 用いることができる。」言い換
えれば…、 神はユダを選んだのです。愚かな選択。それがポイントです！私だったらユダを選ばなかっ
ただろう。 それがポイントです！ そうすることで、神のみが栄光を受けるように。さらに言えば、も
し神がユダを通して 世界の救い主をもたらすことが出来るなら？
くて良かったと思いませんか？

あなたはどうですか？ヨセフでな

ヨセフの人生を学んだことがありますか？

言っておきますけど、私

たちが 創世記でヨセフの人生を学び終えた後に、私は自分がまだ救われているかどうかを 主に尋ねね
ばなりませんでした。つまり、この男は…、私だったら絶対に...、「あなたは私を奴隷に売ったが、 神は
私に.….お前の首をはねさせてくださる！」しかし、ヨセフは違います。確かに救い主はヨセフから来る
だろう。いいえ、彼はユダから来るのです。ヨセフを奴隷に売ったユダからだけではありません！...私に
はこれを理解する事が出来ません。タマルはユダを誘惑します… 彼女は彼の義理の娘ですよ！ 冗談で
しょ？！ ✖✖✖… ！！

(吐きそう）ダビデについて話しましょう。第 1 と第 2 サムエル記、列

王記と歴代誌における ダビデの人生について私たちは学びました。確かに詩篇も。私たちは詩篇を通し
て学びました。 それらのダビデの詩と言ったら...イスラエルの甘い詩人。。。ダビデ王、彼から世界の救
い主が生れる… でも彼は殺人を犯し、彼は姦淫を犯しました。当時の律法の下では、死をもって罰しう
る 2 つの主要犯罪。そのダビデです。 皆さん、興味深いと思いませんか？私はそう思います。皆さんも
そうだと思います。「ここに世界の救い主の系図がある。」「ダビデはソロモンの父であると言われていて
…」あぁ、ちなみに彼の母親は以前はウリヤの妻でした。「どうしたんです？彼らは離婚したんですか？」
ー違います！「どうして もうウリヤの妻じゃないの？」 ーダビデが彼を殺させたからです！ しかし、
世界の救い主は彼らから来るのです。これが誰なのか知ってますね？それはバテシャバです。 でも誰に
も言わないでください。「牧師さん、要点は何ですか？」きっと、「要点はあるんですか」と 尋ねている
方もおられるでしょう。 はい、あります。あります。これが要点です。もし神がこれらの人々を用いて、
世界の救い主をもたらす事が出来るのなら、神は私たちを用いて、 イエスを世にもたらす事ができます。
私たちにはもう言い訳は出来ないと思います。 そうですね？

失われ死にゆく世界に イエスをもたら

す時があるとすれば、 今がその時ではありませんか？ では、終わりに、私のように、神が私のような
者を 用いられるなど絶対にありえないと思っている方を 励ましたいと思います。神がお出来になれる
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ように、あなたが 神に新たにご自分をお委ねすることを お勧めしたいと思います。私は約束します。
もし、あなたがそうされれば、2 つのことを約束します。1 つ目。あなたは必死に踏ん張ることになりま
す。そして、2 つ目。 この上なく、楽しい思いをするでしょう。私がいつも、自分が正しい決断をした
と分かるのは、 私が唯一後悔する事が、もっと早くに決断して おけば良かったというものである時す。
私がもう一度やり直さねばならないとしたら...私は遅く始めました...20 代で聖職に入るこれらの若い牧
師たちは 素晴らしいですね。私は 20 代の時は自分の名前すら知りませんでした。 彼らはよくやってま
すね。でも私の場合は、40 代で…遅くてもしないよりはマシだ、と言われます。しかし、もし私が、 も
う一度やり直さなねばならないとしたら、私の唯一の後悔は、私が主にもっと早く降伏して、 こう言わ
なかった事です。 「主よ、私の人生を使って、あなたが良いと思うままに、 私を用いてください」と。
「それが何であれ。」「主よ、私はここに居ます。 私を遣わしてください。」そして、ただ待つのです。何
が起こるかというと、神はご自身のためにあなたを砕かれます。 そして、あなたの唯一の後悔は、 あな
たがもっと早く、主のために、 自分を砕いてもらえば良かったという事だけです。なぜなら、一度彼に
降伏したら...再びガイル・アーウィンについて話します。 皆さんが、彼の事をご存知かは分かりません
が、彼はかつてある事を言いました。 それがすごく心に残っていて、 私はそれも盗みました。こんな感
じです。「私が唯一、本当に神について疑問に思い、 神に質問することは...」「彼が私のような者を選ぶと
いうと。 それは謎だ。」神が私のような者を使うなんて。しかし、分かりませんか？ 神はあなたのよう
な人を使いたいのです。 なぜなら、人々はあなたを見て、彼らはパウロについて言ったのと 同じことを
言うでしょう。「ありえない！」ーありえるんだ。「いや、彼はダメでしょ。」 ーいいえ、彼です。「彼女
じゃない！ありえない！」 ーありえる。「あぁ、彼らの(働き)ではない。」 ー分かってます。「それは神
に違いない。」 それがポイントです。それが要点です。最後にもう 1 つ。 最後にと、もうすでに言いま
したっけ？ とにかく、これが最後です。あなたはこう考えているかもしれません。「もう、牧師さん！」
「あなたが言うのは簡単だよね…」「あなたは牧師だから！」「だって、私は…」「私は牧師じゃない。」 ー
良いでしょう。実際、牧師にはならない方がいいですよ。「私は…」「私はタダの…」「私には本当に社交
術がないし…」「固まっちゃって…話が続かなくて…、私は本当に…」「私に何ができるの…？」もし私が
あなたに、あなたの前には、 最高に壮大な機会があると言ったらどうでしょう？ あなたのコンピュー
タ画面の背後に。 オンラインです。神があなたに強く語られた聖句を ツイートしてみませんか？...また
はミーム。 ただ誰かを励ますために。それから、いくつかの応答やいいねをもらって、 もしかしたら、
対話に繋がるかも知れません。彼らを励まし、 彼らのために祈っていると伝えるんです。これはどうで
すか？ これは誰にでもお勧めするものではないですが、これは、主が本当にあなたを召され、 あなたを
導かねばならないものです。しかし、ツイッターを例に挙げますが、 スレッドに行ってみたらどうでし
ょう。何が流行っているかを調べ、出来るものなら...やるなら、サイの皮膚を 持っていた方がいいです
が......。あなたは図太い神経で、 覚悟を決めてないとだめです。しかし、やれるなら、思い切って関わっ
てみて下さい。 もしかしたら、聖句を投稿してもいいでしょう。あなたがどのイエスの事を言ってるの
か知らないけど、 これが聖書のイエスですよ。…そんな言い方はしないでください。そんな言い方は 自
ら災難を招くようなものです。皆さんは、私よりも丁寧な対応をするでしょうが…そしてこれが大事な
事です。そういう人たちがいないと決めつけないで下さい…実際、だからこそ、 彼らはそれらのスレッ
ドにいるんです。あなたのような人が来てそんな事を投稿するのを、 彼らが待って、求めていないなん
て、 決めつけないでください。実際には分からないのです。神の言葉は決してむなしく戻ることはあり
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ません。 (イザヤ 55:11 参照）あなたが「まあ、やってみよう」と 投稿した聖句が、それがまさにその
人が聞きたかった事なのです。 それが聖霊です。これは絶好のチャンスです。皆さん、指があるんでし
ょ？使ってください。コンピュータを持っていますね。 使いましょう！口論に使わないで下さい！ こ
の話をするんじゃなかった…。それについては話しました。皆さん、できますよね？ これが最後の最後
になります、いいですか？ 先週、私はまた 買い物に行きました。私はマスクをつけます。ただ、 大げ
さに扱って、議論になるのが嫌だからです。だから私はイエスの名において マスクをつけています。私
が清算をしていると、若い男性がいて、その人が恐らく、自分のレジに来る イライラしていて、怒って、
興奮した客たちに もううんざりしてるのが分かります。みんなマスクを着けてて。彼もマスクをしなけ
ればいけません。彼はあなたよりずっと長く着けています。それであなたのレジの番になって、あなたは
彼を完全に驚かせます。そして、あなたは言います。 「やあ、元気かい？」「いや、本当はどうなんだ
い？」なぜなら、あなたが 単調に 「元気？」と聞くと、ー元気だよ。 「お元気ですか？」ー元気です
よ。...ところで 「やぁ元気かい？」と聞いた時に、 「本当に知りたい？」と言われたら どうですか？
「いや、私はただ... そんなことを言うとは思わなかったから…」「ちょっと時間ある？」 ー実はないん
だ。 ランチでもしようか？ 聞いてみたらどうですか？「やあ、元気にしてる？」 「 本当のところは
どう？」「大丈夫ですか？」調子はどう？ 「私はなんとかやってます。」 それは良かった！頑張って！
頑張っているのは良い事だよ。 少なくともあなたは何とかやっている。私が言ったような事でも言って。
先週の事です。「あんなお客さんが多いでしょ？」私はいつも、私はそういう客じゃないからね、 と言う
ことにしてます。彼らは、「あなたは違うの…？」 かわいそうに…私は店を出る前に、こういう意味の事
を言います。「やぁ、今日の残りも祝福されますように。 あなたのために祈っていますよ。」
彼らは、「ほんとに…？」私のレジに来た最後のお客さんは、 暴言を吐いて行ったけど、あなたは私のた
めに祈ってくれるの？ ーうん。「わぉ！それなら私もできる。」「私でもできる。」「預言アップデートはで
きないけど、 これならできる。」じゃあ、やりましょう！ オッケイ、終わりました。 お立ち下さい。
祈りましょう。これで終わりにしますね。私が学ぼうとしている事の一つは、実際に説教が終わったら、
終えることです。続けないように。賛美チームは上がってきてください。 祈って終わりにします。神の
祝福がありますように。神はあなたを愛しています。 神はあなたを用いたいのです。 神はあなたを用い
る事ができます。あなたでも。あなただからこそ。天の父よ、本当にありがとうございます。神様、あな
たはとても良い方です。ユダのような人、ダビデのような人、 そして確かに使徒パウロのような人のこ
とを 本当に感謝しています。彼らは私たちに希望を与えてくれます。 彼らの人間性にも関わらず、あな
たが彼らを通して あなたがしたいことを行うことができるなら、あぁ、あなたには何でも出来ます。主
よ、この終わりの時代に、 私たちをお使いください。歴史上の最後の瞬間に、 あなたの栄光のために力
強い方法で。イエスの名によって。アーメン。
------------------------ ------------------------------------------------------メッセージ by JD Farag 牧師カルバリーチャペルカネオヘ
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