2020.12.20. 困難な時代/恐ろしい時代（新約聖書：第二テモテ３章１節～５節）
https://www.youtube.com/watch?v=DAmQlzCbQD4
では、おはようございます。ようこそ。 オンラインで参加していただき、とても嬉しいです。これ
は、第二礼拝です。日曜の朝は、二つの礼拝を行っていて、 第一礼拝は、「聖書預言・アップデー
ト」、 第二礼拝は、聖書を節ごとに学ぶ「聖書の学び」です。聖書を書ごと、節ごとに読み進めてい
ますが、 現在、「テモテへの手紙第二」で、今日の箇所は 3 章です。主の御心なら、5 節まで進みま
す。 未だご覧になっておられない方は、どうぞその箇所をお開き下さい。その間に、いくつかお伝え
しておきたいことがあります。まずは、まだの方は、新ウエブサイト "JDFarag.org"を 是非ご覧にな
ってみてください。現在、多くの追加作業中で、完成まで、もう少し時間が掛かります。 皆様のご忍
耐とお祈りをお願いします。主の御心ならば、早急に第二段階（フェーズⅡ）を 開始することを望ん
でいます。 皆さんのお祈りに感謝します。そして、私たちの建物の携帯アンテナ移転に関して 祈って
いただきたいと思います。ただただ、このお願いを続けていますが、 主が皆さんの心に、それを思い
起こさせてくださり、 何度でも祈っていただけるようお願いしたいと思います。具体的には、彼ら
が、アンテナの新しい設置場所を見つけ、 この建物から撤去することです。そうすると、屋根上で雨
漏している箇所を 修理をしてもらうことができるのです。法的にできる限りのことはしてきました。
合法的な全てに、言わば可能な限り対応しました。再度ですが、リース契約解除のために、最善を尽く
しました。 ですから今は、主に委ね、主が、 あのアンテナを撤去くださることを信じています。始め
る前の最後のお知らせですが、 私は、2 週間ほどお休みをいただきます。その間、副牧師のマック牧師
が、代わりに説教してくれます。クリスマスイブ、木曜日の夜にハワイ時間 午後 7 時 30 分からライブ
配信する説教は、私が行います。可能であれば、是非ご参加して下さい。そして私は、主の御心なら
ば、 御心ならばと強調しますが、1 月 10 日(日)に、戻って来ます。それでは、本題に入りましょう。
第二テモテ 3 章、1 節から始めます。可能な方は、お立ちください。 ご無理な方は、座ったままで結構
です。 私が読む箇所に、ついてきてください
使徒パウロが、聖霊によって、テモテ宛に手紙を書いています。
第二テモテ 3 章
1 終わりの日には困難な時代が来ることを、承知していなさい。
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、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。
どうか、一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、私たちはあなたの御前に立っています。聖霊が、
私たちが理解できるよう 私たちの目を開いてくださることが必要な御言葉が、 与えられていることを
快く理解しています。主よ、この聖句の強さと力は、私たちにとって細心の注意が必要な箇所であり、
私たちが集中できるよう、気が散らないよう、聖霊が必要なのです。主よ、今日あなたが、私たちに与
えようとしておられる御言葉を、 何一つ見逃したくはありません。私たちには、あなたが必要です。
このような時に、私たちの人生に語り、導いて下さる事を、 切実に必要としています主よ、どうかお

語りください。あなたのしもべが聞いています。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。さて、今日の説教を、「困難な時代」という タイトルにし
たのには、いくつかの理由があります。それは、この最後の時、私たちが生きているこんにちを表現す
るための、 適切な説明であることは、言うまでもありません。実際のところ、「困難な時代」という
タイトルは、 新約聖書のギリシャ語原語で与えられている意味を考えると、 ある意味、控えめな表現
です。この言葉は「恐ろしい」と訳されていますが、 いくつかの翻訳では「危険」や「激しい」と訳
されていて、悪魔に憑かれた二人の男を表す言葉を描写するのに、使われています。マタイの福音書、
8 章 28 節にその記述があります。こう記されています。 「さて、イエスが向こう岸のガダラ人の地に
お着きになると、 悪霊につかれた人が二人、墓場から出て来て （なんと気味が悪いのでしょうか）イ
エスを迎えた。彼らはひどく狂暴で（同じ語です：裏切り者、危険な、恐ろしい）、 だれもその道を
通れないほどであった。」私が、このように始めようと思ったのは、 パウロがここで書いていること
を、理解するのに役立つからです。このマタイ 28 章の「恐ろしい」「狂暴」という言葉は、 恐ろし
い、危ない、獰猛な、危険な、あえて言うならば、 狂気的な、悪魔的な、という意味を持っていま
す。ちょっと待ってください。もしも～し。それは、間違い無く、こんにちの状況ですよね？ この最
後の時というのは、まさにこんにちの事です。 まさに今、起こっていることですから。さて、私がこ
のことを指摘する理由は、使徒パウロが、 終わりの日を示す「19 の特徴」を列挙しているからです。
終わりの日の特徴は、この全 19 項目をもって、 恐怖と危険に満ちたものになるということです。それ
が、終わりの時、私たちが知っている 世界歴史の最後の瞬間を刻むものです。 それを定義して説明さ
せてください。というのは、世界歴史の最後の瞬間とは、 私は、この時代の終わりを指しています。
携挙から始まり、それから、7 年の患難が始まり、 7 年の患難時代の終わりに再臨があり、再臨は、そ
の後 1000 年、王国時代として知られる千年王国まで続きます。ですから、私たちは終わりの時にいま
す。 実はそれが、今日の「聖書預言・アップデート」の内容だったのです。さて、これから、この 19
項目リストの特徴を 一つ一つ見てゆきます。午後 2 時頃までには終わるでしょう。 いえいえ、もっと
早くします。 有名な最後の言葉を知っていますので。その前に、その背後にある重要な理由として、
私が見ているものを、 皆さんに、ご注目いただきたいと思います。言い換えれば、何故それらが、神
の御言葉の中にあるのかです。なぜ神は、使徒パウロを聖霊によって動かされ、テモテにこれを書き、
これを聖書正典に含める必要があると考えられたのでしょうか？ それには重要な理由があられるはず
です。なぜ神が、パウロを動かされ、これを書かせたのかというと、 神の民が、来たるべきことに備
えるためだと提案させて頂きます。これが、終わりの時のしるしとしてはびこるだけでなく、同時に
何が終わりの時に起こるか、私たちが備えるためでもあります。また、私たちを備えさせるだけでな
く、私たちを守る意味もあります。 その意味を説明します。パウロがこれらの 19 の特徴をすべて挙げ
た後に、 これらの人々に手を差し伸べる必要がある、と言わないのは、 皆さん興味深いと思いません
か？ 彼は、そう言わないのです。その代わりにこう言っています。 「そういう人々を避けなさ
い。」なぜ、彼はそのように言うのでしょうか？ それは、神の民を、こういう人たちの影響から守る
ためです。私たちを堕落させないためです。先週、私たちが見たところでは、パウロはそれが、 悪い
腫物や癌のように広がっていくことに例えています。これは神の民のための ”備え” であると同時
に、”守り” でもあるのです。パウロは、コリント人の手紙第一 15 章 33 節の中で、 興味深いこと

に、「騙されてはいけない。」と言っています。なぜ、聖霊が使徒パウロを動かされ、 「騙されては
いけない。」と書いたのでしょうか？ 人々が騙される傾向がないのであれば。それについても、ずっ
と話してきました。「惑わされてはいけません。」そして、お聞きください。 「道を誤ってはいけま
せん。」
「悪い交際は良い習慣を損なう」のです。 （第一コリント

15：33）

補足させていただきますが、これは教会の牧師に宛てて書いたものです。 当時テモテは、エペソにあ
る教会の牧師です。さて、なぜ私は、それに言及しているのでしょうか？ その理由は、リストを見て
いくと、「ああ、あの人たちのことだ。」 と私たちは言いがちだからです。ちょっと待ってくださ
い。 これは、教会に宛てて書かれたのです。「あー、彼らは親に逆らうから、ダメな人たちだ。」
いつも誰か他の人だと思います。しかし、早まらないでください。これは、私たちのために書かれたも
のであり、 聖霊のレンズを通してこれを見て、自分の心を探ることは、 私たちに与えられた義務だと
思います。なぜならこのことは、終わりの時の私たちのことを言っているのです。では、始めましょ
う。準備はいいですか？ 全然説得力がなかったですね(笑) まずは、1 番目から。これはデカいです。
「自分だけを愛する者」私は、私たちが生きている時代というのは、 他に類を見ない、自己愛・我儘
に満ちた時だと思います。それはすべてが”人間中心” であることによって証明されています。
聞いて下さい。 この素晴らしい教会で特権に与る牧師として告白します。 これは立ち止まり考えさせ
られます。こんにち、この終わりの時に、 教会に行って、神の御言葉が教えられ、説かれ、 イエスの
名前が語られるのさえ聞くのは難しいでしょう。皆さん、なぜかわかりますか？ 説教が全て、人間中
心だからです。 因みに、そういえば礼拝もですね。批判・中傷するのは、私の本意ではないことをご
理解ください。 そうではありません。これが私を立ち止まらせ、考えさせると言っているだけです。
今日の、ラオデキアの生ぬるい教会は、あなたを中心にして 礼拝すべてを細工し、ファッション化し
ています。この歌をご存知ですか？私は、この歌が大好きです。 It's All About You, Jesus〜♫（イ
エス様、あなたが全て）頼みますよ。そうじゃないでしょ？ It's All About You＝あなたが全て。 あ
あ、説教は、全てあなたのためでしょう？ 自己啓発や、その方法。さらに一歩進めて、このリストに
続く他のすべてのものが、 自己愛、自己崇拝の結果であると提案させていただきます。全ては自分自
身のためです。このリストの 2 番目は、「金銭を愛する者」のことですが、 それは納得がいきます。
パウロが、テモテに書いている第一の手紙 6 章は、 聖書の中で、最も誤って引用されている節だと私
は思っています。”お金”そのものではなく、”お金への愛” こそが、諸悪の根源であり、 それを追
求する多くの者は、多くの苦痛で自分を指し貫くのです。 （テモテ第一 6：9-10 参照）しかし自分を
崇拝するなら、お金は自分のためですから、 理にかなっています。再度、言いたくありませんが、言
わざるを得ません。 こんにちの教会では、これが表れているのではないですか？ 自己中心的で、お金
のことばかりです。このことが、私たちが教会を始めたとき、私は実に主から、 公式な方法や伝統的
な方法で献金を受けるべきではないと 感じた理由の一つです。 それは、別に悪いことではありません
が。私たちはただ、箱を置いているだけです。 お金の話をするのは、神の御言葉でお金の話をしてい
る箇所を 学ぶ時だけです。お金のことばかり考えている人たちが、これを乱用するからです。彼ら
は、お金目的で、ミニストリーを行っています。 自分が全てで、お金が全てです。 またしてもそれ
は、考えさせられます。でもこれは、説明がつくのではありませんか？ 言い訳ではなく、説明にはな
ります。すべて自分自身のことで、自分自身のことを愛する人であるなら、 間違いなくその結果とし

て生じるのは、 お金を愛する者になるという事です。３番目は 、「大言壮語する」 です。 あ～これ
は…私は、説教用メモ（ノート）がありますので、 そのノートに従って、メッセージをお話ししま
す。これは、ソーシャルメディアのことです。アーメンと言ってくださって、ありがとうございます。
全てのソーシャルメディアの投稿は、 自分自身の自慢と自惚れ中心であるのは、一目瞭然です。皆さ
んが私同様なら、そうだと思いますが、 私は、あなたが昼食に食べているものの写真を見る必要はあ
りません。 すみません。申し訳ありません。特に断食中です。断食をすると、テレビ CM がすべて食べ
物だと気づかれたことはありますか？ いや、わざとだと思います。彼らは、私が断食してるのを知っ
ているのです。 つまり、どの CM も...断食してる時は、薬の CM は流れず、 食べ物ばかりです。 だか
ら私は、テレビからも断食しないといけないんです。しかし、再度、しっくりきませんか？ 自己を愛
し、自己を崇拝するなら、自分を自慢しようとする。聞いてください。言いたいのは、 「自分につい
てが、一番好きな話題なんです。」ある面白いやりとりを思い出します。 誰かが最後にこう言いま
す。「ああ、自分(me)の話はもういい、自分(me)のことを話すのは十分だ。 君、私(me)のことを話を
してくれ。」－(笑)ー 有罪確定になる前に、話を先へ進めましょう。 因みに、さらに悪くなりま
す。4 番目 「高ぶり」さて繰り返しになりますが、明らかに、自分を愛し、自分を自慢するなら、 自
分のことばかりになりますね？ 私の理解では、高ぶりは、転落する前に来ます。5 番目、「罵り」
さて、いくつかの翻訳では、この言葉を冒涜者と表現していますが、 神を冒涜する、という考えで、
－お聞きくださいー これは自己を高く上げた結果です。お聞きください。Profane/冒涜という言葉
は、たぶん誤解されていると思います。それは、低いレベルに下げる発言という意味があり、それが、
冒涜する発言、ということです。では、その理解と定義を、この単語のテンプレートに入れてみましょ
う。自分を高めるためには、自分を上げるために、 自分以外のすべてを、神も含め、下に降ろさなけ
ればならない というのが事実ではありませんか？ ところで、悲しいことに、これは多くの夫婦関係
で見られます。 すぐに結婚生活についてお話ししますが、 男性が妻を馬鹿にし、見下し、偉そうにも
のを言う。夫のあなたは、気づいてないのです。 妻が、心の中で死にかけてるのに、なぜ彼女がそん
な風になっているのか不思議に思っておられる。ある「箴言」を思い出しました。 確か… え～、章と
節は忘れてしまいました。基本的に、こう言っています。 地球が耐えられないものが、いくつかあっ
て、その中の一つが、夫に愛されていない妻、愛されていない女です。なぜなら、神が女性を創られた
のは、愛されるためだからです。夫が、自分の愚かさと不安のせいで彼女を見下す時、 彼は、自分自
身を高めるために そうしているのです。 それが理由であり、背後にあるものです。6 番目、「両親に
従わない」さて皆さん、最初にそれを読んで思うのは、 「そうそう、最近の子供はね！」でしょう？
「ああ、全くこの世代は！ 」 まあ、ちょっと待ってください。もう少し深く掘り下げてみましょう。
これが、終わりの時のはっきりとした兆候の一つです。 ”家族の崩壊”このように考えてみてくださ
い。家族関係、結婚関係は、私たちと互いの関係、 天の御父との関係の縮図です。私たちはキリスト
における兄弟姉妹、兄弟/siblings です。兄弟/siblings というのは、兄弟間のライバル関係を意味し
ているので、 その言い方は好きではありません。私たちは、キリストの兄弟姉妹です。主は、私たち
の天の御父です。また、私たちはキリストの花嫁です。だからある意味では、筋が通っているのでしょ
うね。 再度、言い訳ではなく、説明するためです。だからこそ、敵は家族を滅ぼすために あらゆる手
を尽くして止まないだろうし、 家族が象徴するものがあるからこそ、 大成功しているのではないでし
ょうか。今の世の中を見てください。 こんにちの教会を見てください。私たちが今のような状況にい

たとしても、不思議ではないのでしょうか？ 私は、わざと統計を入れないことにしました。 これだ
けでも十分憂鬱だと思うので、 これ以上、統計などはいらないですよね。しかしこれらは、確かに家
族統計を裏付けています。 私はクリスチャンの話をしています。 まだ一緒にいるクリスチャンの結婚
生活です。子供たちはどうですか？ 7 番目、「恩知らず」これもデカイです。 どれも大ごとですが、
これは大ごと中の大ごとです。感謝の姿勢のない人の話には、 私たちが生きている「権利の時代』に
ついても含めなければなりません。ああ、それは、繰り返しますが、私も他の人と同じように有罪で
す。 「最近の子供は、権利を与えられすぎだよな。」そうですか。では、あなたはどうですか？ あ
なたはどうですか。「私には受け取る権利がある！」「私はこれを持っているべきだ！」もちろんそう
でしょうね。全てはあなた中心ですから。だから、あなたには権利がある。権利が与えられると、感謝
の気持ちは去っていきます。恩も知らず、感謝もしません。クリスチャンの、最も魅力ない特徴の一つ
は、 恩知らずであることだと思います。これは、聖霊からの促しだと思います。これだけ、言及して
おきます。ここにいる、どなたかのためかもしれません。
ピリピ人への手紙

4 章 6～8 節、

「何も思い煩わないで（どうやって？） あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによっ
て、」
そうすれば、何も心配しなくて済むだけでなく、 もしあなたが、”考える/Think” よう心を定めれ
ば、ちなみに、 Thank という言葉は、Think から来ていて、考えてみれば/Think、 あなたには感謝
/Thank すべきことが沢山あることに気づきます。だからパウロは言っているのです。 「これらのこと
を考えなさい、あらゆる場合に。」 言わば、ここにもう一つのリストがあるのです。これを試してみ
てください。 「やれるものならやってみろ。」です。できるとすれば、です。簡単なことではありま
せん。 言うは易し、行うは難し、です。全てをオフにして、 神に感謝できるあらゆることを "考えて
" みてください。私は皆さんにお約束します。尽きることはありません。大きなことについてを話して
いるのではなく、 しかし私は、あらゆること、小さなことについて言っています。時に、手に指があ
ることを神に感謝した方がいいと思うことがあります。手があるから、メールや SNS への投稿が可能な
んです。親指がなかったらどうなりますか...テキストメッセージできますか？ また、年配の人は、人
差し指で、こうやって。ただ私は、それに感謝します。 これが、神が私たちを設計された方法なので
す。感謝すべきあらゆることを考え始めると、 突然こんな感じになってしまうんです。「また何を悩
んでいたんだろう？」と。「はぁ、何を考えていたんだろう？」 あなたは "考えて" なかったんで
す！！ 8 番目、「神を畏れない」(unholy)神を畏れない、の意味をご存知ですか？ 聖さがないこと
です。奥が深いですよね。こんなことを考えていました。 ここ地元のことですので、しくじらなけれ
ばいいのですが、何年も前に、初めてここへ引っ越してきた頃に学んだことです。「アロハ/Aloha」と
は、”息（ha)を吹きかける”、”命(ha)を与える” という意味です。そして「ハオレ/Haole（ハワイ
原住民系でない人、 白人）」 の意味も知りました。笑っていただきありがとうございます。 それ
は、”息をしていない”、ということです。ハー/ha＝息、ゼロ/ole＝ない。(笑) そういう意味です
よね。 あってますか？ そうですよね？ オーケー、私はこれでどこかにたどり着こうとしていま
す。 実際、深遠なことですので、少々お待ち下さい。息がない。ハ・オレ/Ha ole、 ノー・ホリー/No
Holy = 聖さが無い。ー(笑)ー もう少しそれについて、祈るべきでした。 皆さん、分かりましたか？
理解できましたか？ 分かったと言ってください。 とりあえず分かったと、よし、もう一つありま

す。 これにしましょう、いいですか？ 我慢してください。コーラ市場に、新しいソーダが登場しま
す。 「セブンアップ」しかし、ソーダ市場の大部分を占めるのは ペプシコーラとコカコーラです。
ここにセブンアップの登場です。どうやって市場シェアを取っていくのでしょうか？ おお、見事なキ
ャンペーンです。「アン・コーラ/Un Cola」= コーラなし/No Cola。それを使いましょうか？ アン・
ホーリー/Un holy（不信心な・神を畏れない）＝聖さがない。畏敬の念を持たず、神を敬わず、神を無
視し、 神のことに関心を持たない。聖さがなく、穢れている。9 番目「愛がない（情け知らず）」
さてこれは、原語では興味深い言葉です。 ギリシャ語では、愛を表す言葉が４つあることを 理解しな
ければなりません。英語では 1 つしかありません。なので、 私は妻を愛している、私は子供たちを愛
してる、 スパイシーなアヒポケを愛してる、と言います。 I love, I love, I love, ですよね？ 同
じ言葉です。私は子供たちを愛しています。大抵は。 子供たちが従順であれば…。ギリシャ語では、4
つの異なる言葉があります。 アガペ、ストルゲ、エロス、フィリアです。アガペは、神の私たちに対
する愛です。 それは無条件の、絶えることない愛。フィリアは、フィラデルフィアの語源です。 それ
は兄弟愛、友情愛です。エロスは、英語のエロティックという言葉の由来です。 官能的、肉体的、性
的な愛のことです。そして ストルゲは 、自然な愛と訳されています。 親が子に対して抱く愛情であ
り、子が親に対して抱く愛情です。 それが、ここでパウロが語っているものです。今、彼が言ってい
ることは、終わりの時代には、 ストルゲの愛、親の愛が、なくなるということです。自然な愛情が、
です。 中絶を考えてみてください。繰り返しになりますが、私たちが中絶の事をくどくどしく言う
と、 牧師として大きな誤りを犯すことになると思います。 中絶は、許されない罪ではありません。
そして、もしあなたが、あなたの人生の中で、 そして過去に中絶に関わったことがあっても、 神は、
あなたを愛しておられ、神はあなたを赦されます。なぜ神が、それを憎まれるのか分かりますか？ な
ぜ神は、離婚を憎まれるのでしょうか？ 神は、離婚した人を憎んではおられません。 彼は、中絶し
た人を憎んではおられません。 彼は、離婚と中絶が、離婚した人、中絶した人にもたらすことを 憎ん
でおられるのです。繰り返しになりますが、これは ”守り” なのです。 彼は、私たちを不必要な痛
みや苦しみから守って下さっているのです。ところで、これが十戒の本当の意味です。ある人が十戒の
ことを、愛情込めて、 優しい天の御父からの、「優しい戒め/ tender commandments」 と呼びまし
た。「そんなことをしてはいけない。なぜなら、 私は、あなたをとても愛しているから。 殺人、姦
淫、むさぼり、それらの十がもたらす結果から、 あなたを救おうとしているのです。」と仰っている
のです。10 番目「許さない（人と和解しない）」この言葉は、「休戦破棄者」とも訳されます。
和解できない相違点を挙げて、契約を破るという考えが含まれています。 繰り返しになりますが、こ
れは家族、結婚、離婚について語っています。しかし、興味深いことに、「許さない（人と和解しな
い）」 そのまんまです。結婚には、許すことが必須です。もしそれを、何年も根に持つなら、 何が起
こるかというと、苦味の種が発芽して芽を出し始め、 あなたの人生を破壊することになります。繰り
返しますが、 「神がそう仰ったから」ではありません。そうではなく、神はあなたを愛しておられ、
あなたが、苦い思いや許さない思いによって、 内側から破壊されるのを、ご覧になるのが耐えられな
いのです。だからこそ、弟子たちがイエスに祈り方を教えてほしいと頼んだとき、 イエスは、いわゆ
る祈りのテンプレートに、このように含まれました。
「私たちの負い目をお赦しください。 私たちも、私たちに負い目のある人たちを赦します。」 （マタ
イ

6：12）

ここで、それがどのように働くか説明します。 それは実際に作用します。私が許すことができるの
は、 私自身が神の赦しを受け取っているからです。夫として、妻として、許さないままでいるなら？
そこから恨みを募らせ始めます。神は、ご誠実です。穏やかでご忍耐強く、ご寛容です。私にとって
は、神は何度も... これはメール以前の頃です。 彼は私に、ファックスを送られました。 ファックス
って、どんな物だったか覚えておられますか？ 感熱ロール紙は、大変長かったです。「あなたは許さ
ないままでいるのですか？ 私がどれだけあなたのことを許したかを忘れたのですか？ あなたにＦＡＸ
を送ろう。」感熱ロール紙が出続け、紙を使い果たしました。 Ariel Narrow（幅の狭い字体）10 フォ
ントで、行間を開けずに。私はそこに書かれている全てのことを見て… 「自分は、許さないままでい
るのか？うわ～…」11 番目。よろしければ、 これに少し時間をかけたいと思います。「誹謗中傷」
「誹謗中傷」というこの言葉の原語をご存じですか？ 「ディアボロス」といいますディアボロスの意
味をご存じですか？ 覚悟はいいですか？ 言いますよ。「悪魔」そういう意味です。中傷者！兄弟た
ちを告発する者！誹謗中傷 、 ディアボロス悲しいことに、それは、クリスチャン達だけではなく、牧
師達もです。牧師達が投稿している YouTube の動画を見ると、私の心はとても痛みます。 キリストに
ある兄弟を誹謗中傷しているのです。何が興味深いことかと言えば、 多分この 3 年の間か、せいぜい 5
年くらいの間に、 限りなく悪化してきています。それは、終わりの時代の兆候です。あなたが誰かを
中傷する時、 あなたは、悪魔の言いなりになっていることに気づいていますか？ 先週の二章の終わ
りで見たばかりですが、 サタンは、クリスチャンを生け捕りにして、 彼の意志を実行させています。
パウロはテモテに手紙を書いて、彼らが悔い改めて 正気に戻るように祈りなさい、と言っています。
サタンのために、サタンの代わりに、汚い仕事をするために 彼らが利用されていることに、彼らは気
づいていないのだと。私たちが中傷して、偽りの非難や噂話をする時、 私たちはサタンと大して変わ
らなくなってしまうのです。あなたは人々を滅ぼしているのです。 それがサタンの目的ではなかった
のですか？ イエスは、敵は盗み、殺し、滅ぼすために来ると仰いました。敵に与えられた 3 つの名前
があります。 彼は、”兄弟の告発者”、”混乱の作者”、そして、”偽りの父” です。もう一度、主
よ、私の心を探ってください。オズワルド・チェンバースのある有名な言葉です 。 「あなたが不当に
扱われたかではなく、 あなたは不当に扱ったことがありますか？」ですから、主よ、私の心を探り、
私の側に、中傷があるかどうかをご覧になってください。私の心を守ってください。 こんなことはし
たくありません。 こんなことをされる側の気持ちも分かります。それは楽しいことではありません。
痛くてたまりません。この言葉を知っていますか？ "棒や石は骨を折るかもしれないが、言葉は決して
私を傷つけない。”冗談でしょう？！ 棒や石で骨が折れるかもしれませんが、 言葉は間違いなく、私
を打ちのめします！ ああ、それはとても辛く、とても卑劣です。 ディアボロス（悪魔）、誹謗中
傷。12 番目。「自制できない」私は、これ自体が物語っていると思います。自制心は、当然 聖霊の実
であり、驚くべきことではありませんが、 "聖さがない" ことを考えれば、どんな聖霊の実もなること
はありません。13 番目「残忍」さて、これには暴力的、野蛮、殺人的な、という考えがあります。 公
平に考えれば、人間は常に、野蛮で暴力的で 残忍（粗野）な存在であったと言えるでしょう。しか
し、これについて考えてみてください。 このリストのすべてが、こんにち、この終わりの時代に、 同
時進行しています。一斉に。まぁ、ある人は「私たちは、本当に文明的になったんだ。」 と仰るかも
知れません。 本当に？私はそうは思いません。「ええ、でも、当時は残忍で野蛮だった。」 本当です
か？ 私たちは外見的には、より文明的に見えるかもしれませんが、 内面的にはどうでしょうか？

14 番目。「善を好まない者」ここでパウロが言っているのは、 こんにちの人は、善を愛さないだけで
なく、 実際には、善を軽蔑しているということです。そして、それは私たちが こんにちの世で目にし
ていることではありませんか？ あなたが誰かに、「教会に行くんだ。」と仰った時、 人々が「わお
…」となったのは、 そんなに昔の話ではありません。今やあなたが「やぁ、僕は教会に行くんだ。」
と言うと、 ー「ぁあ…、君もその中の一人なんだね…」 えっ？ 私には、らい病があるのでしょう
か？ これはイザヤが言ったことです。 「災いだ。悪を善、善を悪と呼ぶ者たち。」 （イザヤ５:２
０参照）再度ですが、私は、 この時代の問題を、すべて上げることができるでしょう。ブラック・ラ
イブズ・マター （黒人の命は大事） ー良いことです。エターナル・ライブズ・マター（永遠の命は大
事） はどうですか？ ー良くないとされます。LGBTQ…のイニシャルをさらに増やしたいですか？ 新し
いのは…”I"でしたっけ？さっぱり分かりません。 iPhone かな？分かりません。 理由があって、こん
な馬鹿な言い方をしています。「良いぞ。良くやったな！」 ーいや、これが良いことです。「違う！
善を軽蔑する者！」15 番目。「裏切る者」さて、この言葉には、反逆者という意味があります。 裏切
り者とは、何にも、誰にも誠意がないという意味です。 不誠実。16 番目。「向こう見ず（軽率）」
これは、無謀で軽率な、思いやりのない、浅はかな、 他人への配慮がないという考えを伴います。
つまり、結局のところ、自分を愛しているのです。 私はあなたを愛していない。あなたのことは気に
していない。 どうでもいい。大事なのは自分のことだけ。なので、軽率で、無謀、思慮のない、思い
やりがないこと。少し前の時代では、繰り返しになりますが、 若者を批判するつもりはありません
が、 若者は、年配者を尊敬していました。つまり、聞いてください。 彼らは、実際によくこのように
言っていました。 「はい、かしこまりました。」「はい、マダム。」ー「？！どこから来たの？この
辺の出身じゃないよね？」 「ほ～！」実際、子どもの親への話し方、若者の年配者への話し方は、 敬
意がないだけでなく、無礼で卑劣で、反抗的で、邪悪です。私は、アラブ人の家庭で育ちました。 父
はエジプト人で、敬意を示さなければなりません。 年長者が部屋に入ってくると、立ち上がって、自
分の席を譲るのです。そうしなければ、恥で押しつぶされます。 地域社会で顔を上げられないほどで
す。あなたは、自分自身と家族に恥をかかせることになります。 それが、尊敬の念でした。今はもう
違います。17 番目。「思い上がり」これには、自惚れるという考えがあります。 自信過剰によって高
ぶること。 これはまたもや、自分自身を愛することからの結果です。それは、”あなたよりも、私の
方が重要だ” ということです。 運転中にあらわれます。あぁ、言いましたっけ？私は皆さんに告白
しましたね。 悔い改めました。神は私を赦してくださっています。でも、そうではないでしょうか？
運転中に、誰かが横から割り込んでくると、あなたは苛立ちます。さらに悪いのは、彼らが クリスチ
ャンのバンパーステッカーを貼っている場合です。 「あぁ…！」だから私は、自分の車には貼らない
のです。ー(笑)ー しかし、なぜあなたは、そんなに苛立っているのですか？ 「だって、割り込んで
来たから。」ーそうなんですか？ そして、その車はゆっくりと進むのです。 わざとです！絶対に！
彼らは速度を落として... ここが問題です。 彼らは制限速度を守って運転していますが、それが問題
なのです。 「誰が制限速度なんて守るんだ！！」おぉ、分かりました。 彼らが向かっている場所より
も、 あなたが向かっている場所の方が重要なのです。あぁ…待って、待って、待ってください。 ちょ
っと確認させてください。 彼らよりも、あなたの方が大事なんですよ「よくもまぁ！？私を誰だと思
ってる？！」とね。 ー(笑)ー 私のよく見る悪夢を知っていますか？ これを共有したことはありまし
たね？よく見る悪夢…それがどんなものかご存知ですね？ 子供の頃の悪夢といえば、パジャマを着

て、学校にいくことです。 見たことあられますか？

私の夢はこうです。 教会に行く途中で、誰かが

運転中の私の前に割り込みます。 そして、私はその車を追い越します。私は、その人に視線を向けま
す。どんな視線か分かりますね。 そして私は彼の前をスピードを出して追い越します。そして教会に
車を止めて、駐車します。どうなるかご存じですよね？ そして、その人が私の隣に車を止め、駐車す
るのです。（満面の笑み）「あら、あなたはクリスチャンなんですね。」 ええ、もっと悪いことに、
私は牧師です…！ ー爆笑ー さて、次に進みましょう。18 番目「神よりも快楽を愛する者」ここで
も、これは驚くべきことではありません。自分を愛するならば、 自分のためにあらゆる快楽を得る権
利があります。 それが生きる目的になります。快楽主義です興味深いのは、パウロが、 神を愛する”
かわりに”、神を愛する”よりも”、快楽を愛すること、 と特定していることです。点と点が繋がり
ますか？ 「私が神だ。だから私は私を愛している。神ではなく。」「だから、私は快楽を愛する者で
あり、神を愛する者ではない。」もし私が自分を愛さず、自分を自分の神と見なさず、 人間が知って
いるあらゆる快楽にふけることを愛さないなら、そうであれば、私は神を愛する者となり、 （聞いて
ください） 神を喜ばせることだけを求め、耳を傾けるでしょう。 彼を喜ばせるために。最後の 1 つ、
19 番目。 「見かけは敬虔であっても、敬虔の力を否定する者」私はこれがすべてを要約すると思いま
す。繰り返しになりますが、 それは言い訳ではなく、神への不信仰を説明しています。それは、 神に
自分を治めてくださる権利、力、権威があられるのを 否定していると説明しています。これはそうい
う意味です。 敬虔さを装いながら、神に自分を治める力があられるのを否定するのです。私に対する
力

ー 神には権利がないと。 これはそういう意味です。 じっくり考えてみてください。こんにちの

世や、教会さえも そうなってしまっているのではないでしょうか。繰り返しますが、私はラオディキ
アの教会を考えます。七つの教会の中で唯一の教会です。 「＿＿にある教会の御使いに書き送れ。」
と書く代わりに、そのようには書いていません。エペソにある教会の御使いに書き送りなさい、 スミ
ルナにある教会の御使いに書き送りなさい、 ティアティラ、サルディス、ペルガモ、フィラデルフィ
アにある教会の 御使いに書き送りなさい、です。ラオディキアにきた時、彼はこう言います。 「ラオ
ディキア の（of）教会の御使いに…」 それはもう私の教会ですらないと。これは、イエスが中に入
ろうと、扉をノックされている教会です。 彼は、教会から追い出されているのです。その名前の興味
深さをご存じですか？ その名前が、その性質、その説明を表します。ラオディキアは、2 つの英単語を
組み合わせたものです。 laity（俗人）と diocese（教区）。「俗人が決定し、支配する。」イエスで
はなく、彼らが権威を持っています。彼らは、主の権威・治められる御力を拒否しているのです。それ
はもう、主の教会ではありません。ラオディキアの教会です。 そのため、イエスは中に入ろうと、外
からノックしておられるのです。私は、このリストのことを思いめぐらせ、 再び、私は自分自身に問
わなければなりません、「主よ、私の心を探ってください。私の心の中に このリストにあるものが存
在するのかをご覧になってください。」この質問で終わりにしたいと思います。 もしかしたら、もう
一歩踏み込むことなのかもしれません。一緒に考えてみてください。 あなたの人生が、私の人生が、
これらすべての特徴の対極であったら、 どのようなものになるでしょうか？ 言い換えると、自分を
愛するかわりに、自分に死ねば、 どうでしょうか？ もし私が、高ぶるかわりに謙虚であり、 恩知ら
ずのかわりに、感謝にあふれていたらどうでしょう？ もし私がそうだったら、私のクリスチャン人生
は どれほど劇的に変わるでしょうか？ もしかしてこれは、このリストが、 「私の人生は、なぜこん
な滅茶苦茶 になってしてしまったのか」 の理由や説明になり得るのではないでしょうか？

たった一つだけ、一つだけでも。「高ぶり」謙虚さだけで、あなたの人生の、結婚生活、家族、家庭、
職場など、 すべてを劇的に変えることができます。すべての人間関係において。 たった一つ、「謙虚
さ」だけでも。さて、私たちは乗り越えましたね。 大丈夫ですか？ 皆さん、立ち去られませんでし
たね。 ありがとうございます。ご起立ください。祈りで締めくくりましょう。私が信じなければなら
なかったのは、つまり、これを教えるのは大変でした。 この教えを受け取る皆さんのことは想像すら
できません。しかし、それは良いことです。簡単ではありませんが。イエスが、難しい教えをなさり、
群衆が去っていった時のことを思い浮かべます。覚えていますか？ イエスは、弟子たちに向かって仰
いました。 「『あなたがたも離れて行きたいのですか』と言われた。」 （ヨハネ 6：67）私は、ペ
テロが言ったことが大好きです。 ペテロを愛するべきですよ。「主よ、はい、それは難しい教えでし
たが、 他にどこへ行けるでしょうか？」 （ヨハネ ６：６８参照）
これは真理の言葉です。いのちの言葉です。言い換えれば、 「私はこれを聞きたくありませんが、 し
かし、私にはこれを聞く必要があるのです。」そして、 「私には、これを心に留める必要もあるので
す。」お父様、あなたの御言葉に感謝します。聞くのが辛いのと同時に、 主よ、私たちにはそれを聞
く必要があります。ありがとうございます。今、主よ、聖霊によって、 ここから先は、あなたが導い
てくださいますように。そうでないと、私たちが今日共に過ごした時間が、 完全に時間の無駄になっ
てしまいます。ヤコブが言ったように、 「みことばを聞いても行わない人がいるなら、（その人は、
自分の生まれつきの顔を鏡で眺めるひとのようです。）」 （ヤコブ

1：23）

だから、主よ、私たちは今、 人生に必要な適応をするために、聖霊を必要としています。私たちの生
活の中で、このことを現実のものにしてください。主よ、感謝します。 イエスの名によって。アーメ
ン。
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