2020.11.29 「聖書預言・アップデート/私に何ができるのか？」
https://www.youtube.com/watch?v=79G5eWSflPQ&t=3s
『私に何ができるのか？』おはようございます。毎週の「聖書預言・アップデート」へようこそ。日曜
日の朝は、二つの礼拝を行っています。第一礼拝は、聖書預言、第二礼拝は、聖書の学びに捧げていま
す。現在、第二テモテを節ごとに学んでおり、 ハワイ時間、11 時 15 分からライブ配信します。ぜひご
参加されることをお勧めします。クリスチャンの人生において、特にこの最後の時を生きる中で、 最も
致命的で危険なものは何かについて 話したいと思います。手早くもう一つお伝えします。まだの方は、
新しい預言ウェブサイト JDFarag.org、 特に、そのウェブサイト上のフォーラムをぜひご覧ください。
実は、そのフォーラムから、 本当に刺激的で励みになるような証をいくつか紹介する予定です。まだの
方は、ぜひご覧になって見てください。それでは、本題に取り掛かりましょう。今日は話すことが沢山
あります。私がしたいのは、次の質問に答えることです。『私に何ができるのか？』世の中で今起きて
いること、世に来ようとしていること、 さらには世の中に存在するもの、という観点からです。多くの
人が、今起こっている全てのことによって 非常に大変な思いをされていることを痛感しています。 そ
してそれはますます悪化し、また明らかに恐ろしくなってきています。そう認めることは間違いではあ
りません。 実際その通りです。私たちクリスチャンがよく言うことですが、 ノンクリスチャンはどう
対処しているのでしょうか？ 彼らは対処できていません。 彼らは、瓶に走ります。アルコールや薬の
瓶です。 彼らは、そのように対応するのです。悲惨な日が、日毎に更に暗くなって行っていることは、
ニュースフィードの速報を見れは一目瞭然です。「これが私たちが愛してやまない JD 牧師。 高揚感が
あって、元気が出ます（笑）」最後までお聞き下されば、 クリスチャンにとって大変良い終わりが待っ
ています。またノンクリスチャンにとっても、良い終わりになり得ます。それが悪い知らせで、ここに
良い知らせがあります。良い知らせは、聖書預言が日を追うごとに実現しつつあることです。そして、
イエスが、キリストを拒絶するこの世界から、私たちを携挙する、 ラッパが鳴り響く壮大な終わりの日
が近づいていることです。それが良い知らせです。では祈りで終わりましょう（笑） いえ、取り組むこ
とが沢山あります。今日は皆さんに、現在見られる 3 つの預言に注目して頂きたいと思います。 私たち
が、どれだけ近づいているかの指標になると信じています。1 つ目は、イザヤ書 17 章 1 節。 シリア・ダ
マスカスが、人が住めなくなるほど壊滅する事についての預言です。私たちは何年も前から、特にここ 2、
3 年ずっと、 エゼキエル書 38 章と共に、この具体的な預言について話してきました。イザヤ書 17 章 1
節のシリア・ダマスカスの壊滅についてのこの預言は、 エゼキエル書 38 章の成就のための引き金、あ
るいは触媒だと 私は心から信じています。なぜなら、エゼキエル 38 章は、ロシア、イラン、トルコと
その同盟国が イスラエルに侵略してくることを預言しているからです。また非常に興味深いのは、13 節
に、 現代のサウジアラビアとして知られている 国と地域について具体的に書かれていることです。サ
ウジアラビアと湾岸諸国だけは、この侵略に抗議し、疑問を呈します。 それは、これが起こるとき、 彼
らがイスラエルと良好な外交関係にあることを意味しています。なぜそれが重要なのでしょうか? それ
が大変重要な理由は、最近、アブラハム協定で、 イスラエルとまさにこの地域の湾岸諸国との関係が正
常化されたからです。2500 年以上に、預言者エゼキエルが書いたとおりです。私たちに言われた通りの
ことが、実際起きています。3 つ目の預言は、よく知られており、 今では数日後に迫っているかのよう
な COVID-19 ワクチンの観点から、特に最近よく話題になっています。私が話しているのは、もちろん黙
示録 13 章の「獣のしるし」についての預言です。 このしるしがなければ、誰も患難時代に物を売買す
ることができません。先週のニュース速報を見ると…. 感謝祭の週はゆっくりできると、誰もが思って
いたでしょう。しかし、違いました。 聖書預言という意味では、とても忙しい一週間で、 いろいろな
ことが起こりました。起こったこと全てが、他の多くと同様、これらの預言を 前例がないほどに加速さ
せたことを指し示していると私は信じています。月曜日の Zero Hedge 社の投稿から始めます。 彼らが
「大移動」と呼ぶものに関してです。「アメリカ人は、数百万人単位で移住している。 彼らは次に何が

来るのか感じ取れるからだ。住宅ブームにしては本当に変な時期だ。 しかし、7000 万人以上のアメリカ
人が…」考えてみてください。その数字を想像して見てください。「7000 万人のアメリカ人が、今年新
たに失業給付を申請したにも関わらず、住宅販売は非常に良好だ。 一体どうしてこんなことが可能なの
か？ 実は、この現象には簡単に説明がつく。私たちの社会の縫い目があちこちほころびかけている中、
膨大な数のアメリカ人が豊かな牧草地を求めている。ABC ニュースによると、2020 年の混沌とした出来
事により、 何百万人ものアメリカ人が移住した。私たちは今までこのようなものを見たことがなく、 こ
の流れは 2021 年まで続くと予想されている。ほとんどのアメリカ人が先のことを正確には分からないに
も関わらず、 あるレベルでは、多くのアメリカ人は 何が来ようとしているのかを感じることができ、 可
能な内に大都市から脱出しているのだ。アメリカの経済的苦境が激化する中、 移住希望者の数は更に確
実に増えるだろう。日を追うごとに、COVID のパンデミックを 制御しようとする新たな規制が制定され
ており、これらの新しい規制は、 現在進行中の経済不況をさらに悪化させることになるだろう。すでに、
新たな経済的痛手という大きな波が 押し寄せていることが明らかになっている。時間はもうあまりない。
審判の日がすぐそこまで来ているように見える。」私は「審判の日」がもうすぐなのではなく、 もうこ
こにあると言わせていただきます。木曜日、エルサレムポスト社は、トランプ大統領がコロナウイルス
ワクチンの出荷を 来週・再来週に開始すると発言したことについての記事を掲載しました。感謝祭の祝
日を記念＝Mark(マーク・しるし）して、 （その言葉を使って欲しくありませんでしたが） ビデオリン
クを通して海外の米軍に語っています。「トランプ氏は、ワクチンは、まず最前線で働く労働者、 医療
従事者、高齢者に配布されると述べた。」昨日、ワシントン・ポストのウェブサイトに掲載された 興味
深い動画を偶然見つけました。彼らは、バラク・オバマ前大統領にインタビューをし、 彼は、ワクチン
についてとても興味深いことを言っています。彼の言葉を一字一句引用しますので、 この引用の中にあ
る何かに気付いていただきたいと思います。何となく強調してみます。 ご心配なく。皆さん、見逃され
ることはありません。引用します。「少なくとも最初に開発された 2 種のワクチンにおける課題の一つ
は、 一定の温度で保存しなければならないということです。広範囲で配布する際に、更なる課題となる
でしょう。バイデン政権の最初の仕事は、誰が最初にワクチンを受けるかについて、 ”我々に” 明確
な規約があることを確認することでしょう。それが第一線で働く労働者なのか、 最も弱い立場にある人
たちなのか。そしてそこから前進し、 "我々が”、国際的な問題を考えていかなければなりません。
歴史的に見て、このように開発された薬は高額になります。多くの場合、非常に貧しい国は、 もし入手
できたとしても、最後となり、 そのプロセスをめぐる国際的な調整が非常に重要になってきます。そし
て最後に、私がお話しした通り、 ”我々は”、どんな疑惑や陰謀論も 打ち消すようなメッセージを国
民に発するべきです。反ワクチンのインターネットは非常に影響力が強いため、 ”我々が” 可能な限
り国民の信頼を得られるように、 ”我々は” （ワクチン）を展開していきたい。」引用終了ではテス
トします。その言葉とは何だったでしょう？ ”我々”？何ですって？ちょっと待ってください。 この
「我々」って何ですか? 右派対左派、トランプ対バイデン、 共和党対民主党だと思っていました。そ
れが今や、”我々は” 幸せな一つの大家族です。うーん... 思わず、うーんと唸ってしまいます。皆
さんお分かりですね！ あー皆さん大好きです。敢えて言わせていただきますが、 これらは同じ 1 つの
コイン上、表裏一体です。さらに踏み込んでみましょう。灰の中から立ち上がる不死鳥には 2 つの頭が
あります。言うのはそこまでにしておきます。木曜日、イスラエルのアルツ・シェバ社は、興味深い見
出し記事を掲載しました。 「我々はワクチンを強制しない。代わりにこうするのだ。」何ですって？
お聞きください。「昨日、保健省のヘジー・レヴィ長官は、 記者団に対し ワクチン接種を強制しない
と主張。 それはイスラエルの法律では認められていないからだ。」ちなみに… 止めておきましょう。
アメリカではそうではありません。「特別クネセットのコロナウイルス委員会を前にして話していた 医
療センター主席医務官兼最高技術責任者のエヤル・シムリッチマン医師は、 対策をリストアップした。
それは…」（引用されているこの言葉を聞いてください。） "巧みに操る" （それを覚えておいて下さ
い。）再び自由に行動ができるようになるためと称し、 国民をワクチン接種へと ”巧みに操る” 対

策だ。」「生活を取り戻したいですか？」 はははは！ー引用中ー「課題は…（ここにもう一つ引用さ
れている言葉があります。） いかに ”動機を与えるか” である。」 （これも覚えておいてくださ
い。）”巧みに操る" ・ "動機を与える” 後で話します。「ワクチン遵守に向けていかに ”動機を与
える” か と言う問題には、関心が高まっている。 例えばマイク・サーノビッチ氏のようなコメンテ
ーターはこう書いている。 ー引用ー『政府は、ワクチン接種の強制はしない。 アマゾンや、航空会社、
銀行が強制するだろう。ー引き続き引用中ですー ワクチン接種しなければ、買ったり、売ったり、取引
ができなくなる。』 ー引用終了ー何ですって？！ちょっと待ってください！！待ってください！何です
って？！ この人たちは何をしているのでしょうか？彼らは朝起きて、黙示録 13 章を見て… 「ああ、
ちゃんとこの箇所を入れて、 彼らは買ったりできないと書いて…私はおどけているだけですが。 そう
でなければ泣きそうです。質問です。これが、私たちに言われている通り致命的なものだとしたら、 な
らばなぜ、人々を操って動機を与える必要があるのでしょうか？ 愚か者と呼んでください。私はもっ
と悪く呼ばれています。しかし、もしこれが彼らの言うほど悪いものなら、 人々に動機を与える必要も、
人々を巧みに操る必要もないと思いませんか？ 彼らは列に並ぶ必要があるでしょう。いい加減にして
くださいよ。皆さん間違いなく、カンタス航空のような航空会社が、 旅行の際は予防接種証明を必要と
するという話は、 すでに耳にされたでしょう。これも先週の速報でした。この件については、向こう数
週間、もっと耳にすることになるでしょう。 世界経済フォーラムに他なりません。私たちは、彼らにつ
いて頻繁に話してきました。 また、"コモンパス "と呼ばれるものについても話してきました。画面は、
彼らのウェブサイト上のビデオからのスクリーンショットです。 引用します。「コモンパスは、人々が
安全・安心に 自身の健康情報を収集できるプラットフォームです。COVID/コロナテストの陰性結果はも
ちろん、 いずれは、COVID のワクチン接種記録などの情報です。彼らは自分自身でその情報を管理し、
（よく言いますよ） その情報を使って、陰性結果あるいはワクチン接種を受けたことを 証明できるよ
うになり彼らは、飛行機に搭乗することや 他国に旅行したりすることができるようになります。」
これが、先週の更なるニュース速報と ウォールストリート・ジャーナルの報道に繋がります。皆さん、
お聞きになったと思います。「分裂していた最高裁は、COVID-19/コロナの対抗策として、 ニューヨー
クが宗教行事への出席制限を強要するのを阻止した。新任のエイミー・コニー・バレット判事は、 公衆
衛生上の措置を州当局に委ねた過去の事例から逸脱するため、 極めて重要な投票を投じている。水曜日
遅くに出された発令で、裁判所は、5 ー 4 の投票結果により、 民主党の知事アンドリュー ・ クオモが
課した、 コロナウイルスによって最も深刻な影響を受けた地域での 礼拝場所での出席制限令を破棄し
た。」さて、どうかご辛抱ください。これは表面上では、宗教自由の大勝利のように見えます。個人的
に、これには 2 つの懸念があります。1 つ目は、私たちの礼拝の自由というものは、 最高裁から来るも
のではないと言うことです。それは、神から来るものです。政府から来るものではありません。大統領
から来るものでもありません。それは神から来るのです。それが最初の懸念です。 2 つ目の懸念は 、ソ
ーシャルメディアで話題になっていることです。私は大変懸念しています。 なぜなら、教会が超拡散を
生み出していると非難されるかもしれないからです。 また、既に実際非難されています。罠かもしれま
せん。罠かもしれません。次のクリスチャンポストの記事は、驚くべきことではないでしょう。見出し
は…ご覧になれますね。「クリスチャン医療グループは、パンデミック中の 集会をやめるよう教会に促
している。 教会を偶像にしてはいけない。」私は、頻繁に主に尋ねなければなりません。 「主よ。私
ですか？それともこの世界が、完全に狂っているのですか？」皆さんからも、主が下さったのと同じ答
えが返ってきたようです。答えは、「私は狂っていない」と言うことです。 世界が狂っているのです。
そこははっきりしておきます。引用します。「クリスチャン医歯学協会は、コロナウイルスの蔓延を遅
らせるため、 教会に対面式集会を一時的に中止するよう促している。教会が重要である一方で、偶像に
なってはいけない。その団体はそう強調し、声明をイエスの言葉に基づかせた。」言っておきます。こ
れは定番です。 多くの人、皆さんもそうだと思います。このような議論を耳にしたことがあるはずです。
福音書の中にある、「あなたの隣人を愛しなさい。」 教会を開けるならあなたには愛がない。 ふむ…

今や教会は偶像なのですね。「もちろんそれは重要です。それは認めます。 しかしあなたはそれを偶像
にしていて、加えて隣人を愛してない。」「あなたは教会を開くことによって、彼らを危険にさらして
いる。」これは、あらゆるレベルで間違っています。すべてのレベルで！（主よ、再度私をお助けくだ
さい。 この件で気が狂いそうになることは分かっていました。）もしかしたら、おかしくならないため
にも、 発散させたほうがいいのかもしれません。私は、コリント人に対するパウロについて考えます。
「あなたは、それが愛だと思いますか?」「あなたがやっていること、それが愛だと思うのですか? それ
は愛ではありません。」「これが愛です。」 そしてここで有名な愛の章が出て来るのです。それは叱責
です。 私たちは結婚式でこの愛の章を読み、 暗唱します。愛に溢れています。「愛は忍耐強い。愛は
優しい。」お許しいただきたいのですが、 パウロが聖霊によってこれを書いたとき、それは叱責だった
のです。「あなたがたは、愛が何なのか全く分かっていない！」「あなたがたは、それが愛だと思うの
ですか？ それは愛ではありません！」「これが愛です！」「これが愛です。」私は、これを使う度胸の
ある全ての人に言います... あの言葉は使わない方がいいですね。空虚な議論において。悪い言葉を使
うつもりはありませんでした。 そんな風に見ないで下さい。”愚かな（議論）”と言うつもりでした。
ちなみにそれは聖書の中にあります。メモを取っておられる方は、「箴言」12 章 1 節です。愚かです。
間抜けです。このような愚かな議論をする人に対して、私はこう言います。教会が開いているのは、 今、
人類の歴史上、どの時代よりも、 人々にとって教会が開いていることが必要だからです。―拍手ー
それは愛ではありません。 自殺統計を見られましたか？ それは愛ではありません。愛とはこれです:
人々は、人類史の中でかつてないほどに、 神の教会、神の御言葉、神の愛を必要としています。それが
愛です。私は個人的に、教会に対して闘争があると思っています。 キリスト教に対して争いが起こって
います。教会に対する争いだけでなく、中東での戦争や戦争の噂・脅威も増えています。これはイエス
ご自身からの預言です。マタイの福音書 24 章に記されています。 弟子たちが、彼に終わりの時とイエ
スが来られる時の兆候が 何であるかを尋ねたとき、イエスは彼らに答えられ、こう仰います。 最初の
部分です。ちなみに私たちは、これを読み飛ばしてしまい、 自ら危険を冒して見逃しさえします。イエ
スが終わりのしるしとして最初に仰った事をご存知ですか？ 言いますよ。よろしいですか？ 一言で
言うと、”欺瞞”です。
「人に惑わされないように気を付けなさい。」 （マタイ 24：4）
欺瞞 - 偽キリストです。そしてその後、彼は仰います。
「民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。」 （マタイ 24：7）
彼はそれを、頻度と強度が増し加わる出産時の痛みに例えられています。しかし、彼がこのように「戦
争の騒ぎと戦争の噂を聞く」 と発言をされたのは、このように理解したほうがいいでしょう。終わりの
時には戦争が起こりますが、戦争の脅威もあります。水曜日、再度、非常に忙しい一週間でした。イス
ラエルのタイムズ紙は、 イスラエルが、ゴラン高原国境 [エゼキエル 38、北から] ダマスカス [イザヤ
17:1]の近くで、襲撃を行ったと報じる シリアの通信社についての記事を掲載しました。イランとイラ
ン代理関連施設を攻撃したとされています。シリアの国営メディアは死傷者は出ていないと報じている
が、 反体制派は、親イラン派の戦闘員 [イランの戦闘員] 8 人が死亡したとしています。それが水曜日
でした。そして金曜日。 皆さんこのニュース速報を恐らく聞かれたと思います。イランでトップの核科
学者が暗殺されました。これは大ごとです。タイムズ・オブ・イスラエル紙によると、イランの高官は、
核科学者トップの殺害を、イスラエルのせいにし、 復讐を誓い、報復すると脅しているそうです。「イ
ランの最高指導者アリー・ハーメネイーの顧問であり、 2021 年イラン大統領選挙の候補者でもあるホセ
イン・デフガン氏が ツイッターで警告を発した。『賭博的な同盟国の政治生命の最後の日に、 シオニ
ストはイランへの圧力を強め、本格的な戦争を起こそうとしている。』デフガンは、ドナルド・トラン
プ米大統領のことを 指しているかのように書いている。「我々はこの虐げられた殉教者を殺した者の上
に、 雷のように降りかかり、必ず彼らのしたことを後悔させるのだ！」これは、私の出身地では、戦い
の言葉です。南部訛りですみません。どこから来たのか分かりませんが。アルツ・シェバ社の報道をご

覧ください。 この中で彼らはこんな疑問を投げかけています「トランプはイランを攻撃するのか？」 ふ
む…「政治組織は、ドナルド・トランプ大統領が 1 月にホワイトハウスを去る前に、米国の対イラン行
動のシナリオに備えるよう、 IDF（イスラエル国防軍）に指示している。イスラエルは、アメリカが攻
撃する場合、イランが、シリアの親イラン派民兵や レバノンのテロ組織ヒズボラを通じ、イスラエルを
攻撃して報復することを懸念。別の情報源によると、イランの最高指導者が戦争を警告した後、 USS ニ
ミッツ* が、ペルシャ湾に戻るよう発令されたことに留意すべきだ。」 *アメリカ海軍の航空母艦 皆
さん同意されると思います。 「暗い冬」と呼ばれ、不可解にも実際そうであるその時が、 地平線上に
あるかもしれないことを。 ある意味では既にその時は来ているのかもしれません。希望の錨がなければ、
人は簡単に絶望感に陥る というのは大げさな話ではないと思います。それがあなたなら、今日、あなた
を励ましたいと思います。これが、主が私に前述のこの質問を尋ね、答えることを 願っておられると感
じた理由です。『私には何ができるのか？』『私は何をすべきなのか？』請求書を支払えるのかさえわ
からない。仕事もなく、収入もない。貯金もない。どうすればいいんだろう？ 何ができるだろう？ 私
は、その質問に答えたいと思います。 「詩篇 11 篇」に注目してください。できれば、その箇所をご覧
ください。 一緒にご参加ください、詩篇 11 篇です。「指揮者によって。ダビデの詩。1 節。」
ここに私たちの答えの一部があります。
詩篇 11 篇
1 主を、わたしは避けどころとしている。 どうしてあなたたちはわたしの魂に言うのか 『鳥のように
山へ逃れよ。』
2 見よ、主に逆らう者が弓を張り、”注射器で ” 闇の中から こころのまっすぐな人を射ようとして
いる。
すみません、”弦に矢をつがえ” です。スペルチェックでした。失礼しました。
「見よ、主に逆らう者が弓を張り、”弦に矢をつがえ ”闇の中から こころのまっすぐな人を射ようと
している。3 節、ここに質問があります。
3 世の秩序が覆っているのに 主に従う人に何が出来ようか。」
私には何ができようか？ 秩序は、私たちの目の前で崩壊しています。私には何ができるでしょう？ 私
たちには何ができるのでしょう？
4 主は聖なる宮にいます。主は天に御座を置かれる。
ところで、ネタバレです。イザヤは、主は「どうしよう。どうすればいいか分からない～」などと 御座
の前を行ったり来たりしておられないと言っています。そうではなく、主は御座に座っておられます。
「なぜパニックになっているのか？」「ああ、神様！！秩序が崩壊しています！！「敵は弦の矢、弓を
準備しています！！」「彼らは、密かに、私たちを、あなたの民を、 正しい者を、陥れようとしている
のです。 正しい者は何をすべきでしょうか？」「私がここにいる。御座に座っている。」
4 御目は (これは重要です)
人の子らを見渡し (この意味をご存知ですか？） （神は全てをご覧にな
っています。）
私たちはどうでしょうか？ 神が私たちを責められることはないと思います。 私がいつもしていること
ですが、「神よ、彼らがしたことをご覧になりましたか！？」神は、こんな風です。 「当たり前だ。私
は全知全能で、偏在だ。もちろん知っている。」「あなたは、私が知らないことを知らせようとしてい
るのか？」「ええ、しかし、彼らがしたことをご覧になりましたか！？」 「私はすべてを見渡している。」
...そのまぶたは人の子らを調べる。」 どういう意味でしょうか？ 皆さん、目を細めて、何かに目を
向け集中することがありますね。 それが主の御目がなさっていることです。 ああ、それが私の心を落
ち着かせてくれます。黙示録 1 章で、イエスの目は、燃え盛る炎です。私は、「そうだー！」という感
じです。 それって悪いですかね？（笑）「主は、主に従う人と逆らう者をしらべ 不法を愛する者を憎
み…」さて、これは何人かの方を混乱させるでしょう。 『ギアが詰まる』『ハードドライブが故障する』

どんな比喩でも構いません。お好きなものを選んでください。「不法を愛する者を "憎み"」待ってくだ
さい。何ですって？？ そうです。
6 逆らう者に災いの火を降らせ、熱風を送り 燃える硫黄をその杯に注がれる。
こういう風に言い、読むことをお許しください。 私たちにはそういった傾向があり、また私は隣人同様
に有罪です。つまり、 「そうです神よ、彼を捕まえてください！」などと思います。しかし、もう一度
これを読むとき、「ちょっと待った」と思います。 そして彼らに腹を立てる気持ちから、彼らを気の毒
に思う気持ちに変わります。ああ、これが彼らに降りかかろうとしているのか、と。彼らは、自分たち
が犯した悪や悪事に答える日が来ます。
7 主は正しくいまし、恵みの業を愛し 御顔を心のまっすぐな人に向けてくださる。
1 節に戻ってみましょう。「主を、わたしは避けどころとしている。」 さて…皆さんが私のようであれ
ば、そしてそうだと思いますが、 これは決まり文句ですよね？ 私たちは、それを歌い、覚え、知り、
読み、聞きます。「主を信頼せよ。」主を信頼することの意味をご存知ですか？ 何があっても、彼を
信頼するという意味です。詳しく説明させてください。もしあなたが恐怖心でいっぱいだとすれば、 ご
自分が何と仰っているかわかりますか？「私は主を信頼していない。だから私はとても恐れているのだ。」
と。 なぜなら、主を信頼するなら、恐れるものは何もないからです。聖句の至る所で、節から節ごとに、
私たちは読みます。「恐れるな。」「恐れることはない。」あなたには恐れるものは何もありません。
主を信頼するのです。主に信頼すればするほど、それに比例してあなたの恐れもなくなります。 逆に、
あなたが持っている恐怖が大きいほど、 それだけあなたには主への信頼がないということです。
「ええ、牧師先生。私はあなたが言っていることに感謝しますが、 あなたは理解しておられません。」
「これを乗り越えられるわけがありません。」「私が何に直面しているか知っていたなら…」 あなたは
それを乗り越えることができるでしょう。主を信頼するのです。 「ちょっと待ってください。」あなた
は何を恐れているのですか？ ちょっと待ってください。 それは、どれほど合理的で、どれほど論理的
ですか？？「私は、この状況を乗り切るために、主が与えてくださるとは思えないのです。」 待ってく
ださい。神のラッパが鳴り、キリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、 それから生き残っ
ている私たちが、 彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、携挙される （第一テサロニケ 4：16-17）
ことを信じているのに、あなたはそれを信じられるのに、 このことでは神を信頼できないのですか？
ちょっと待ってください。意地悪をするつもりはありません。私には意地悪（mean）する意図（mean)は
必要ありません。 時に自然とそうなります。ありがとうございます。 いつも子供たちにそう言われま
す。私が正しく理解しているかどうか確認させてください。神は、あなたをとても愛しているので、 あ
なたのために死なせるためにひとり子を送られました。 （ヨハネ 3：16 参照しかしあなたは、神があ
なたのためにそれをしてくださると 信頼できないのですか？「ローマ人への手紙 8 章」で、パウロが言
っている通り、 「すべてのものをわたしたちに賜らないはずがありましょうか。」 （ローマ 8：31 参
照）皆さんすべてのために、その御子さえ惜しまず死に渡された方が、 あなたのためになさらないこと
などあるでしょうか？ お聞きください。もしあなたが神のみこころに従う何かを求めるならば、 それ
は確定事項です。確定事項です！彼を信じてください。「ええ、でも私にはそう思えず、、、」「神を
愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、 万事が益となるように共に働くという事
を、わたしたちは知っています。」 （ローマ 8：28）「試練の時に、その一節を引用しないでくださ
い！！」「私はその節を知っています。でもこれは例外だと思います。」 本当ですか？ あなたには見
えないのですか？ 神がどうなさるのかを信じないのですか？ そうですか…「詩篇」27 篇 13-14 節。「わ
たしは信じます...」「主を待ち望め...」詩篇 27 篇のこの 2 つの詩は、私にとって個人的に、長年にわ
たり、 特に娘のノエルが死んだときの生命線でした。ダビデは、「私は心を失っていただろう。」 と
書いています。彼はもう終わりだという、どん底にいました。 そして、「これで自分は終わりだと。」
と思いました。♪思い出をありがとう～♪完全に私の年齢がバレてしまいましたね。 若い方は、ボブ・
ホープ をご存知ないでしょう。 それはどうでもいいことです。「これで終わりだ。」「私は、もうほ

とんど、ほぼ完全に諦めかけ、心を失いかけました。」「私が… （注意してお聞きください。） 私が
見ると信じていなかったなら…」 ここで止めます。見ることが、信じること。（百聞は一見に如かず）
いいえ、違います！ 信じることが、見ることなのです。「もしわたしが信じていなかったなら…（信頼
していなかったなら） 命あるものの地で主の恵みをみることを。」その後、彼はこう言います。 それ
はまるで彼が自分自身に話しているようなものです。 ところで、前述の詩篇 11 篇で、気づかれました
か？「よくもまあ、ニューヨーク、ロサンゼルスを離れて 山に逃げろなんて言えるな！私は逃げるもん
か！」誰が彼に言ってるのでしょうか？ 彼自身だと思います。ダビデがダビデに言っていると思いま
す。 詩篇全体で見られることです。それは独り言ではありません。自分との対話です。言葉遊びではな
く、そこには違いがあります。彼は、 「逃げた方がいいかもしれない。逃げ出した方がいいのか？」と。
ここで彼は自分に言い聞かせています。 時に私たちも、自分自身に言い聞かせると良いと思います。
「お
い！座れ。話そう！」と。「主を待ち望め 雄々しくあれ、心を強くせよ。」そして彼はもう一度言っ
ています。 「主を待ち望め。」と。私たちは、この力強く、尊く、貴重な詩篇を この言葉で要約でき
ると思います。「待ち望め。今に分かる。」これがダビデの言っている事なのです。 「待ち望め。今に
分かる。」「ええでも、私はどうすればいいかわかりません。」 「待ち望みなさい。今にわかります。」
「まず第一に、私は待ちたくありません。私は見たいのです。」いいえ、あなたは待つ必要があります。
主を待ち望みなさい。 ああ、彼が何をしようとしてされているのか、あなたが知ってさえいれば…あな
たはここに座って私を見ておられ、 「牧師先生。私は、あなたの説教、あなたの話、 あなたのユーモ
ア（の一部、全部ではありません）に感謝します。」「仰るのは、簡単だと言わざるを得ません。」 「本
当ですか？神は、私の心をご存知です。私は、何度心を失いかけたでしょうか。「主よ、これはあり得
ません。」そんな私に主がただこう仰いました。 「待ちなさい。私がしようとしていることが今に分か
る。」私は約束はできませんが、神は約束してくださいます。 私は証言できます。証言台に立たせてく
ださい、私が証言します。愛を込めて言います。繰り返しますが、神は私の心をご存知です。しかし、
あなたが経験しているものが何であれ、 それはあなたの人生を決定づけるものではありません。 それ
をなさるのは神です。私がこういうのを信じてくださいますか？ なぜなら私は皆さんが想像する以上に
何度もそれを経験してきました。神は不可能なことを可能になさったのです。 あの苦しみがあったから
こそ、神はそれを可能にされたのです。 本当に本当に辛い苦しみでした。赤ん坊のような状態です。 祈
ることさえできず、できたとしても、まともに言葉になりません。彼は誠実なお方です。彼は決してあ
なたを置き去りにしたり、見捨てたりすることはありません。 あなたの人生で、敵に抜け道を与えては
いけません。敵が私に何をするかご存知ですか？ 敵は、私の思考に 恐怖心を植え付け始め、 私は愚
かなバカなので 敵を楽しませてしまいます。「これはもうダメだろう。」「今回こそかなりの大失敗を
したんじゃないか？」 「あぁ…そうだ…」「これは最悪だな。」 「ああ〜確かに最悪だ…」「どうす
るつもりだ？」 「分からない。どうすればいいのか分からない。最悪だ。」「たぶん、神はあなたに怒
っているだろうな。」 「本当に！？」それは嘘です！！！ 嘘です！信じてはいけません！！ 神は、
彼の全御怒りを、カルバリーの丘の十字架上で 彼のひとり子に課されました。彼はあなたに怒っていま
せん。彼は、あなたを愛しています。彼は、本当にあなたが大好きです。想像してみてください。神は、
あなたを見守り、そして、 あなたが想像もしなかった方法でそれをなさいます。神があなたに与えてく
ださった想像力を使って、 クレイジーで、驚くような、嘘のような、素晴らしい方法で 神があなたの
ためになさることを想像して見てください。そして、それすらも彼の方法ではないのです。彼は、あな
たの想像力で想像しうる何よりも超越し、 はるか豊かにそれをなさるのです。ただ待つのです。今にわ
かります。イザヤ書 40 章。私がこれを読まなければ、後悔するでしょう。 多くの方にとっても人生の
一節ではないでしょうか。28 節から、2 つの修辞的な質問で始まります。 「あなたは知らないのか、聞
いたことはないのか。...「聞いてなかったのですか？」 「何ですか？？？」「主は、とこしえにいま
す神 地の果てに及ぶすべてのものの造り主。 倦むことなく、疲れることなくその英知は究めがたい。」

「疲れた者に力を与え （JD 牧師、挙手中） 勢いを失っている者に大きな力を与えられる。」「若者も
倦み、疲れ、勇士もつまずき倒れようが」この箇所が好きです。 だから若者の皆さん、無敵だと思って
いるなら… すみません。ちょっと気分が良くなりました。31 節、 「（しかし）主に望みをおく人は 新
たな力を得 鷲のように翼を張って上る走っても弱ることなく、（超自然的です） 歩いても疲れない。」
皆さん、鷲を見たことありますか？ 彼らはクタクタになりながらではなく、スーッと優雅に飛んでいま
す。 そうですね？ それが彼の言っていることです。待ってください。私もそれが欲しいです。再度、
訛って申し訳ありません。 どこから来ているのか分かりません。しかし、私もそれが欲しいです。 ど
うすれば手に入れられますか？ 待ち望むのです。「本当ですか？待たなければならないのですか？」
「そうです。主を待ち望み。主を信頼してください。」ここ数週間、私たちの唯一の目標は、まだ時間
があるうちにできるだけ早く、 イエスを人々のところへ、人々をイエスのもとへ連れて行くことです。
ここに理由があります。時間が迫っています。もう終わりに近づいており、全く容赦無く切迫していま
す。要点はこうです。”私に何ができるのか？”という質問に対する答えは 3 つあります。主を信頼し、
主を待ち望み、 そして、人々を主の元へ導いてください。それは、あなたの人生を変えるでしょう。あ
なたの人生を変えるでしょう。これが、毎週アップデートを行う理由です。だからこそ、私たちは、 福
音、イエス・キリストの救いの良い知らせで締めくくるのです。イエス・キリストが来られ、十字架に
つけられ、 葬られ、そして 3 日目によみがえられた。 そして、そして、彼はまもなくもうすぐ、再び
戻ってこられます。 私たちは、その日が非常に間近だと信じています。ここ数ヶ月間、私たちは証を共
有してきました。最初は 1 つだけでしたが、 それがどれほどの励ましとなり、祝福なのかを知ってから、
更なる証を分かち合い始めました。そして今はもちろん、更に沢山あります。 今日もいくつかシェアし
てよろしいですか？「いいえ！」とは、言えませんよね。ところで、これは特にオンライン教会に向け
てですが、 もしあなたの証がシェアされない場合、 それは私たちが受け取る証があまりにも多いから
だとご理解ください。しかし私は、個人的にそれら全てを読ませていただいています。私がそれらによ
ってどれほど祝福されているか、 言葉では言い尽くせません。文字通り、何百人の方々からです。 世
界中、世界の果てからです。何という事でしょう。 誰が知っていたでしょう？もちろん神は、ご存知で
したが。では 1 つ目の証です。これは本当に創造的です。フレッドさんからです。 「こんにちは JD、 私
はサンノゼ地域に住んでいて、 週に 20 枚ほどのこれらの１ドル紙幣を落としています。大した量では
ありません。折りやすいように、しおりを普通紙にコピーしました。1 ドル 1 ドルに祈りを捧げ、それを
拾った人の祝福になるようにと お願いしています。あなたの教会家族に神の祝福を。」 （なんて創造
的なのでしょうか。）次は、オランダのカレン・アーノルドさんからです。彼女のことは、数年前から
知っています。「こんにちは JD、今日のあなたのアップデートを見た後、 座って考えたのが、”私も何
かをしたい” ”私に何ができるのか？”でした。これは今日の預言アップのタイトルでしたね。 『私
に何ができるのか？』「オランダは、COVID のロックダウンが続いているので、 家にいながら多くの人
に届くにはどうすればいいのか？と。そして、電球が点灯するように、パッと閃きました。私のページ
に来る全ての人が目にするように、 Facebook のカバー写真を使ったらどうか？と。 そこで、パソコン
に向かい、Photoshop を使って作業をしてみました。 そして完成しました！ これを読む全ての人の魂
のために祈っています。 JD とチーム全員に祝福がありますように。オランダから愛を込めて。」次は、
オーストラリアのノースクイーンズランド州の ピーター・ハリス・マッケイさんからです。「こんにち
は、JD 牧師。11/22 の 聖書預言アップデートを見て、メールせずにはいられませんでした。人々に救い
の ABC をシンプルに簡単に知らせる方法について、 私と同じ考えを持っている方々がおられるのを知っ
たからです。実は私も、次のような名刺デザインを思いつき、 500 枚注文したところで、来週到着予定
です。また私は、オンラインの信仰家族がそうされているように、 あなたが今されていることに強く同
意し、あなたを励ましたいと思いました。 一年以上前にあなたの YouTube チャンネルを偶然見つけて以
来、 それは毎週私の支えになっています。あなたが掲げる ABC のシンプルさがとても大好きです。 出
会う人たちや、私の信仰家族たちに このカードを手渡すのが楽しみです。手渡す時は、『これはあなた

のカードですか？ 』『どのカードでも一枚引いてください。すべてのカードが”当たり”ですよ。』 な
どという台詞を使うつもりです。」（笑）創造的ですね。「オーストラリアで各 12 セント、アメリカで
各 8 セントで、 失われた人の魂が一人でも主・救い主に立ち返り、救いを求めるなら、 永遠の報酬価
値は非常に高くなるでしょう。あなたとご家族、チーム、そして あなたのミニストリーによって祝福さ
れている全ての人に、 キリスト・イエスにある多くの愛と祝福を。」次は、私たちの新ウェブサイト
『JDFrarag.org』のフォーラムからです。クリス・オゴーマンさんからです。 「JD とチームの皆さん、
こんにちは。あなたとあなたのフォロワーが、福音を広めるために なされていることがいかに素晴らし
いかを 手短に伝えたいと思いました。私も、COVID が蔓延するずっと前から、 私たちがここを去る前に、
できるだけ多くの人を救う必要があるという 主からの緊急性を強く感じています。これは、私のデザイ
ンを投稿するためのプラットフォームとして あなたのオンラインフォーラムを使用するという、 私の
野心的な目標につながっています。ここにあるのはその中の３つにすぎません。地元でビルボード、名
刺、チラシ、そしてキーホルダーに 資金を提供したい人のためです。私の目的は、ABC を意識したデザ
インの数々を誰もが手にし、 主がなさることを見る事です。これらのデザインは、ビルボードや名刺、
さらにはビデオゲームなどでも使われ、既に世界中に広まっています。」このことについてはすぐに話
しますが、ビデオゲームです。素晴らしいですね。 主だけにできることです。下記にリンクがありま
す。 (オンラインの方のために、全てのリンクは概要欄に貼っています。)私が新しく投稿したもので、
誰でも目的に合わせた ABC をリクエストできます。必要なら、 ハンドサニタイザー用のステッカーもあ
ります。（先週のハンドサニタイザーを覚えていますか？）神があなたを祝福し、あなたを守られます
ように。 もうすぐ空中でお会いしましょう。クリスより。」そして次、フォーラムから別のオンライン
メンバーです。 その（前述の）デザインを使用してオクラホマ州タルサに掲げた ビルボードの写真で
す。ー拍手ー なんとかっこいいのでしょうか。 オクラホマ州タルサです。では次です。これは…なん
ということでしょう。 ビデオゲームクリエーターです。彼女の名前はジョシーさんです。「親愛なる JD
ファラグ牧師、主にあなたのことを感謝します。あなたは、私たちへの最大の贈り物の一つです。私は、
大きな影響を与えることのできる ABC の広め方について、主に尋ねました。そして主は、昨夜私に仰い
ました。 これがそれです。 私は、この地球最大のバーチャル世界でのクリエーターです。名前は出し
ません。それは重要ではありませんから。 私はこのゲームをしません。ただ製作するだけです。いわば
キッズコミュニティの中で、 このゲームの子供たちのアバターは、若者や大人で、 バーチャルゲーム
で見かけるようなアダルト物には 近づきたくないと思っている人たちです。このゲームにいるのは、 ア
ダルトの世界に入りたくない人たちです。 説明は十分ですね。私は、家具や服などを製作します。私は
インワールドのバーチャルストアを持っていて、 自分のアバターのために、誰もが服や家具などを購入
できる マーケットプレイスもあります。毎日たくさんの人が私の店に来てくださり、 私のマーケット
プレイスのお店でも購入してくださいます。今日から、ご購入頂いた方の商品が入ったラッピングボッ
クスの中に、 今や全てに入れるようになったカードに、 救いの ABC を書き足すようになりました。そ
れは何百人もの方々です。ABC が見える写真もご紹介します。”写真を追加"をクリックした人は、ノー
トカードを受け取ります。 そこには、ABC 情報、主イエス・キリストについて、 救われる方法、あなた
のウェブサイトへのリンク、そして 教会で何が起こっているのか、なぜ起こっているのか、なぜ人々が
今救われる必要があるのかについての 他のウェブサイトへのリンクが書かれています。私と私のお店の
写真、そして 3 歳になった レキシーというアバターの写真を紹介します。写真をよく見てください。 ダ
ンボールの看板に、文字が書いてあります。 （皆さん既に読みましたね。）私たちに、このような贈り
物をしていただき、再度ありがとうございます。 主を賛美し、感謝します。あなたと家族、教会のため
に祈り続けます。 安全にお過ごしください。」笑わないでください。 まだそこまで行っていません。
待ってください。（笑）はげ/baldness の為に祈ります。 いえいえ違いました！大胆さ/boldness の為
に。そうカードに書いてあります。こう書いてあります。 「JD ファラグ牧師は、最高だ。 そして彼は、
ハゲている(bold)。」そして… ー爆笑ー 皆さん、今分かりましたか？ー爆笑ー 彼女は "A "を消して、

"O "と書き直しているのです。 Bold(大胆だ）と。それから…彼女のユーモアのセンスが大好きです。 準
備はいいですか？これを見てください。ちょうど先週、彼女がこの写真を送ってくださいました。皆さ
ん、これを見たらー爆笑ー 忘れられないのは分かっています。ごめんなさいね。でも彼女は、私に髪の
毛を返してくれました。彼女は、年月とともに失った私の髪を元通りにしてくれました。とにかく…も
ういいでしょう。 皆さん、楽しみ過ぎです。次のは、オンラインメンバーのジョンからです。「こんに
ちは！私たちのお店の外と、近くの土地に 設置した看板をご紹介したいと思いました幸せな感謝祭を！
ジョンより。」 蜂蜜の会社だそうです。その他の写真です。 因みに、いい機会なので言っておきたい
のですがずっと言おうと思っていたのですが、すっかり忘れていました。私の名前や、JDFarag.org ウェ
ブサイトを 掲載する必要はありません。ご自分の連絡先を載せるのも良いでしょう。 そうすれば、誰
かがフォローアップしたい時、 より個人的なものになるはずです。もしそれができない場合や、ご希望
であれば、 もちろん私たちの情報を載せて頂いて構いません。 そうすれば人々が情報を得るために、
どこに行けばいいか分かります。しかし、私が絶対に望まないのが・・・・・ これは主がなさっておら
れることなのです。私は、（士師記の）ギデオンを考えます。 たとえそうしたくても、自分たちの手柄
にはできません。神がこれをなさっておられます。 他にはあり得ません。私たちがこれらを考案したと
思いますか？ それとも私が？ やめてください！！！ 想像できますか？ 「おい、このビルボードキャ
ンペーンをやろう！」 思いつくわけがありません。ビデオゲームなんて思いつくわけがありません。 ア
バター？誰が思いつきますか？ 主です。それは主なんです。では、あと幾つかあります。これはツイッ
ターのフォロワー、クレア・オサリバンさんからで、 「これはうちの前庭です。私は福音を恥じていま
せん。看板というインスピレーションを与えてくれた@jdfarag さんに感謝します。次は、オハイオ州ボ
ウリンググリーンからミッキー・ジェイコブスさんです。「JD、私の兄夫婦はジョージア州北部に住ん
でいて、数年前から 地元のコミュニティのために感謝祭の食事の準備を手伝っています。今年はさらに
エリアを広げ、50 人の配達ドライバー、200 人のボランティア、 新たに 13 の教会が加わり、900 人近く
の人々に奉仕しました。夫と私の小さなグループ同様、 兄夫婦は毎週あなたをオンラインで聞いていま
す。彼らは、スウェットシャツを作ることにしました 。 沢山あるあなたのお気に入り聖書箇所の一
つ、 ”しかし、神は。”です。（”しかし、神は”は、他の沢山の箇所も含め、私のお気に入りです。）
彼はまた、食事を受け取る各家庭のため、救いの ABC カードを作ってくれました。この素晴らしい信者
の小さな町で、 救われるかもしれない多くの隣人の話を聞くのが待ちきれません。毎週のアップデート
をとても忠実に共有して下さりありがとうございます。 いつも日曜日の午後が待ち遠しいです。」次は、
アマンダさんからです。「親愛なる JD 牧師、まずは、私たちが生きているこの大変な時代に、 毎週励
ましとなっていただきありがとうございます。私は小企業の経営者です。農家兼花屋です。3 月から、花
畑とフラワーデザインスタジオで働きながら、 あなたのメッセージ：聖書預言アップデート、木曜日夜
の聖書の学び、 日曜日の朝の学びに耳を傾けています。私は、幼い頃にキリストを受け入れ、高校時代
から、 神は人を祝福できるようにと、私に花の才能を授けてくださいました。あなたのメッセージを聞
くようになる前は、 救いの歩みをどうやって人に説明したらいいのか、いつも苦労していました。今や
あなたの話を聞いて、私はとても恵まれ、 あなたのメッセージの最後にある救いの ABC を使って、 ど
うやって救われるかを人に説明する方法がやっと分かりました。私の仕事は神に捧げられているので、
これらの ABC をどのように仕事に組み込むことができるかを 神に祈ってきました。あなたがビルボード、
キーホルダー、 バンパーステッカーなどを使っている人々のことを 話しているのを聞いていた時、
救いの ABC タグを印刷し、 私が今シーズン販売する各クリスマスリースに 結びつけるという考えが浮
かびました。 そして、実際そうするつもりです。福音を伝え、できるだけ多くの人に キリストを知っ
てもらいたいという気持ちが、これまで以上に強くなりました。神は、そのために私にこの仕事と才能
を与えてくださったのだと思います。2021 年には、よりプロっぽい見た目のタグを注文し、 私が作成す
るフラワーアレンジメントの一つ一つに結びつける予定です。私は外向的ではなく、どちらかというと
内向的な人間ですが、 神は、他の人の人生に変化をもたらすように 私を導いてくださることを知って

います。祈り、人々に手を差し伸べる気持ちにさせてくださりありがとうございます。」 もちろんです！
主を褒め称えます。ー拍手ー彼女はペンシルベニア州のアマンダさんでした。 今やなんという場所なの
でしょうか。さて次、最後の 1 つは、アンシアさん、ロンドンからです。 彼女の名前を正しく発音して
いることを願います。「親愛なる JD 牧師、私と母は イギリスのロンドンを拠点とするオンラインメン
バーです。いつも毎週日曜日の夕方、あなたの説教を見ています。一応お知らせしますと、私は Amazon
で出版する作家です。先月、人々の証を聞きながら、救いの ABC を含む白紙のノートを幾つか出版し、 各
本の一番後ろにあなたの新ウェブサイトの詳細を記載しています。その後、何件か注文がありました。 誰
かが救われるのことを願っています。ここに私のコレクションへのリンクがあります。 （再度、ご興味
がある方は、動画下のリンクをご覧ください。）次の日曜日、もし光栄にも私のことを話してくださる
なら、 どうぞアンシアと呼んでください。 （再度、正しい発音であることを願っています）愛する母
は、私がしたことをあなたに伝えたがっていたのですが、 牧師先生、私は恥ずかしすぎて そうするこ
とができませんでした牧師先生、あなたとあなたの家族に祝福を。アンシアより。追伸：あなたの説教
が大好きです。 あなたがなさる良い仕事を続けてくださいますように。」 主を褒め称えます。ー拍手
ー救いの ABC とは何でしょうか？ それはシンプルで、子供にでも分かる救いの説明です。お聞きくださ
い。私にできるのなら、皆さんにもできます。それほど簡単なのです。 誰の知性も侮辱するつもりはあ
りません。イエスは仰いました。「子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできません。」
（マタイ 18：3）彼が仰っているのは、子供のような信頼、 子供のような簡潔さが必要だということ
です。私たちは、子供たちがどれほど信頼するか知っているので、 見知らぬ人が危険だと彼らに教えな
ければなりません。そのような子供のような信頼を、 イエス・キリストと救いに置くということです。
Ａ：自分が神に背いた罪びとであるのを、また 自分には救い主が必要であると Admit/認める または、
Acknowledge/認識する。ローマ人への手紙 3 章 10 節に、
「正しい者はいない。一人もいない。」 (ローマ 3：10）
ローマ人への手紙 3 章 23 節が理由を教えてくれます。
「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が、」 (ローマ 3：
23）
私たちは、皆生まれながらの罪びとであり、 天の御国に入るためには、新生しなければならないのです。
ローマ人への手紙 6 章 23 節
「罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物（良い知らせ/福音）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。」(ローマ 6：23）
なぜなら彼こそが、この地に来られ、私たちの代わりに、そして 私たちのために死んでくださった方だ
からです。 私たちは皆、罪をおかしたからです。そしてイエスが、罪の報酬の死を、 死刑を伴う罪の
代価を全額支払ってくださいました。Ｂ：あなたの心で、イエス・キリストが主であると
神がイエス
を死からよみがえらせたことを、Believe/信じる。ローマ人への手紙 10 章 9～10 節、
「...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）
なぜそれが重要なのでしょうか？ なぜなら復活がなければ、死に対する勝利はないからです。罪が世界
に入ったとき、それと共に死が入ったのです。 それは決して、神の当初のご計画の一部ではありません
でした。だから、罪を処理しなければならなかったのです。 死を処理しなければならなかったのです。
それが、イエスが私たちの代わりに死なれた理由です。そのことに説教丸々費やすことができるほどで
す。 出来ますがしません。でも出来ます。そのことについて、考えてみてください。Ｃ：主の御名を Call/
呼び求める、Confess/告白する。再度、ローマ人への手紙 10 章 9～10 節、
「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）

救われるかもしれない、救われうる、救われるべきだ、ではなく、 救われるのです。陪審員はもういま
せん。評決が下されています。 ”完了した。” ピリオド＝完。 カンマでもセミコロンでもなく、コ
ロンでもありません。コロン（結腸）の話はやめておきます。すみません。
「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、ローマ書 10 章 13 節、
『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』 (ローマ 10：13）
これで確定です。ご起立ください。祈りましょう。
愛する天のお父様。私は今一度、あなたの御言葉を忠実に正しく分け、 福音を宣べ伝え、真理を教える
ために最善を尽くしました。ですから主よ、これをあなたを切実に必要としている人たちの心に 届けて
くださいますように。あなたを呼び求めたことのない人が今日、 あなたに全てを委ねるように祈ります。
今日が、彼らの救いの日となりますように...... 特に、あらゆることがとても早いスピードで起こって
いる中、 永遠の命のために人生で最も重要な決断を先延ばしにしませんように…主よ、まさにあなたが
起こると仰ったことが起こっています。シリアのダマスカスに関する預言。それが起こっています。ロ
シア、イラン、トルコ、その他同盟国がイスラエルに侵攻するという預言。 それが起こっています。し
るし（刻印・マーク）がなければ、 誰も売買することはできないという黙示録の預言。 それが、今す
でに起こっています。そして今がその時であり、今日がその今日です。主よ、最後に、深く傷ついてい
る人のために祈りたいと思います。 あなたは心の砕けた人の近くにおられます。あなたが彼らの心を励
まし、強くして下さることを祈ります。敵が植え付けた恐怖を取り除き、 主よ、あなたへの信頼に置き
換えてください。主よ、世界中でなさっておられることに感謝します。私たちは、携挙前の最後の時に、
あなたがなさっておられることに、 わずかながら関われることに感謝します。どれだけの人があなたの
元へ辿り着いていることでしょう。 そして私たちは、その手助けができるのです。私たちの理解を遥か
超越されています。主よ、ありがとうございます。 私たちは、あなたをとても愛しています。マラナタ、
早く来てください、主イエスよ。イエスの御名によって祈ります。 アーメン。
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