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『もしも私が悪魔だったなら

2020 年』さて、おはようございます。 私たちの毎週の聖書預言アップ

デートへようこそ。ハワイ時間日曜日の朝 9 時。 一緒にご参加くださり嬉しいです。聖書預言アップデ
ートをライブ配信しています。また、ハワイ時間の午前 11 時 15 分に、 聖書の学びをライブ配信します。
現在、第一テモテを節ごとに学んでいて、 今は、2 章です。実際今日は、主の御心ならば、 2 章の 5 節
から 15 節を学び終えます。「男性が神を敬う時」 というタイトルの説教です。なので、女性の皆さん、
11 時 15 分から 男性陣に是非見てもらうといいでしょう～できれば。私たちが取り組むのは、男性が家
庭や教会の中で 神を敬うリーダーとして持っている 重大な影響を見ていくことです。非常に興味深い
聖書箇所ですよね。先を行くために、先に読んでいる皆さんは、 先に何があるか、わかりますね。非
常に興味深いです。男性と女性に関し、また 神の権威と秩序に関して、非常に誤解されている とも言
うべき聖書箇所でしょう。その学びが 11 時 15 分からです。しかしこの時間は、今日のアップデートで、
「もし 2020 年に私が悪魔だったら何をするだろうか」 というお話ししたいと思います。私は悪魔では
ありません。ある人達は 私のことを悪魔だと言って非難しますが。私はもっと酷い呼び方もされてい
るでしょう。しかし、きっと皆さん、1965 年に録音された ポール・ハーヴェイの「もし私が悪魔だっ
たら」 をよくご存知かと思います。55 年前のことです。私は長年にわたって 何度も何度もそれを聞い
てきました。先週もう一度それを聞き、一通り読んでいて、今年 2020 年に成就していると思える 2 つ
の預言に衝撃を受けました。実際その２つは、共に関連しています。1 つ目は、教会を堕落させること。
２つ目は、科学を神格化すること。私は、COVID-19/コロナウイルスは、 科学による教会への「とど
めの一撃」であると 提案したいと思います。そして、ポール・ハーヴェイが言うように、 これで話の
続きはお分かりですね。その証拠には、木曜日のクリスチャン・ポストの 記事を見れば十分です。
2700 人の福音主義者たちが、 コロナウイルスを政治化する事に警告を発し、 クリスチャンにワクチン
を接種するよう 促していることについて。ここにいくつか引用します。「科学と宗教の分野にまたが
る 2700 人以上の 著名な福音主義者の連合は、 『コロナ時代における科学に関するキリスト教声明』
と題した声明に署名した。
それは、新コロナウイルスの政治化に対して警告し、 クリスチャン達に、それに対して適切な 行動を
取ることを促している。それはワクチンが開発された時に ワクチン接種を受ける事を含める。その記
事は、その声明からの引用を続けます。 引用します。「我々は、全てのクリスチャンが、 公衆衛生専
門家の助言に従い、また、COVID-19 に関して、極めて重要な 生物医学的研究を行っている科学者を
支援するよう呼びかけます。」（はい主よ、すみません。気を付けます。）「その声明は、コロナウィ
ルスに対する キリスト教界の分裂した反応を受けてのものであり、それは、それがどのように処理さ
れてきたかについて 懐疑心を煽り、病気の広がりを食い止めるための マスクの着用などといった問題
についての 公衆衛生当局からの忠告に異議を唱えた。少数の教会はまた、罰金や逮捕の危険性を犯し
つつ、 連邦政府や地方政府当局からの 新型コロナウイルス流行中の教会閉鎖の要請に 反対の声を上
げた。教会の再開に関しては、声明の署名者たちは、 クリスチャンは、共に集まるという神の召しと、
自分たちの間にいる弱者を守るという神の召しとの バランスをとる必要があることに同意してい
る。」それは微妙です。

「声明は、パンデミックによる経済的損失や 社会的苦難が痛ましいものであり、 思慮深いクリスチャ
ンは、それらのニーズと 健康上のニーズの間でいかにバランスをとるかについて 意見が分かれるだろ
うと認めている。しかしながら、その声明は、クリスチャンが マスクを着用し、予防接種を受け、誤
報を訂正し、 正義のために働き、祈ることを促している。」まあ～それ(祈り)を付け足してくれてあり
がとう。また先週、フォックス・ニュースは マイクロソフトの創設者ビル・ゲイツの発言を 引用し、
こう報道しました。「米国が、コロナウィルスへの対応に失敗したのは、 一部に、"私たちが自由を信
じている "ためです。その億万長者の発言は、 マスク着用に対する、一部アメリカ人からの 政治色が
濃いように見える反感、及び COVID-19 に 対する国の初期対応の遅れに関し、エコノミスト誌との イ
ンタビューで訊かれた質問に関するものでした。」注目すべきは、「自由を愛する」という旗印の下で
の マスク着用に対する政治的な「反感」と、科学への抵抗は、彼らの作戦帳から そのまま出てきたも
のだという事です。すなわち、10 年前の 2010 年 5 月に、 ロックフェラー財団とグローバル・ビジネ
ス・ ネットワークが公表したものです。それは「未来の技術と国際的発展に関するシナリオ」 と題さ
れています。
私たちは 6 月 7 日に、これを詳細に扱いました。 その時の預言アップデートのビデオは オンラインで
ご覧になれます。特に、18 ページと 19 ページの内容です。 "ロック ステップ" という見出しです。
引用します。 「ロックステップ： トップダウン型の厳格な政府管理と、 より権威主義的なリーダー
シップを備えた世界。 限られた技術革新と、増大する市民の反発。」増大する市民の反発。これは 10
年前に既に計画されていました。このレポートの 18 ページと 19 ページで、 このパンデミック、大流行
のシナリオを ご覧になれます。興味深いです。 中国発。なんて好都合なんでしょうか。お聞きくださ
い。 私は頭が悪いかもしれませんが、 そこまでバカではありません。それはまた、台本通りで、それ
は台本なんです。 「イベント 201」の台本通りです。これは、コロナウイルス危機の数週間前、 2019
年 10 月 18 日に、 ニューヨーク市で開催されたイベントです。それは、彼らが「架空のコロナウイル
ス」と 名付けたものをモデルに、世界的な大流行を模倣した 高レベルのパンデミック演習でした。実
際に centerforhealthsecurity.org で、 そのシミュレーションの動画を見ることができます。専門家や、
公衆衛生当局職員による討論会です。そして、彼らはこの流行、このパンデミック、 このシナリオに
ついて、彼らがどう対応するか、 話し合っています。私は実際にその一部を見ました。 長時間に渡る
動画です。気の弱い方には、お勧めしません。それは非常にゾッとします。 まさにこんにち、目にし
ているものですから。「ブヨの眉毛まで」という程にまで。 そう、ブヨには眉毛があるんです。すご
く小さいんです。 細かい詳細なんです。例えば、ソーシャルメディア上の誤った情報、それに対応す
る方法は次の通り。都合よく語る為に、メディアへの コミュニケーションは、どうするか。自由を奪
われた（＝フェイスマスクの義務化） アメリカ人や市民からの反発。彼らの言葉なんです。社会的距
離の保持。 彼らの言葉です！

監視、その写真まで...ロックフェラー財団のロックステップのページで

は 監視カメラが全方位に向けられています。監視、人工知能、顔認識...こんにちホノルル国際空港に飛
び入れると… 恐らく皆さんの中には そうされた方々も結構いるでしょう。今、彼らはあなたの体温を
測ることが出来ます。そして、あなたが行く場所の幾つが...
そうです。そして、彼らは何をしているのか？

何人かの方にとっては、あなたの職場が

あ～ 事前に仕向け、 事前に条件付け、 次に来るも

のに対して皆さんを鈍感にし、 皆さんを準備しているのです。どういう意味ですか？

これについて

考えてみてください。額用の体温計があります。私は非常に興味深いレポートを読みました。実際、そ

れ以上調べる時間がありませんでしたが、 それには非常に説得力があります。なぜなら、彼らが、額
に向けて体温を読み取るだけで、 松果体に達すると提言しているからです。皆さんこれについてご存
知ですか？

これは、脳の一部で、あなたがイエス・キリストを 通して、神と霊的に繋がれる場所で

す。神は、そのように私たちの脳を お創りになったのです。この機器を額に向けてスキャンすること
で、それは実際に皆さんの脳のその部分に 影響を与える事ができると提言されています。あるオンラ
インメンバーが 私にメールを下さいました。 彼らにそれを突き付けられると、彼らは、その手を掴ん
で 手首に当てるそうです。つまり、こういう事なんです。実際には額よりも手首の方が より正確な体
温を読み取ることが出来るんです。では、なぜ額なのか？

ああ、私がその空白を埋めたり、 結論を

導き出す必要があるでしょうか。事前に仕向けているんです。私は実際に今朝、このことについて考え
ていました。主が私を導いてくださるなら、私は実際に既に、これに関して多くの情報を 保存してあ
ります。実は、事前に仕向ける事について アップデートをする事を考えて、祈っています。皆さんが
見る映画、テレビ番組、Netflix シリーズ、 さらには子供のアニメまで、それは全て事前に仕向けてい
るのです。それはとても具体的なんです。Netflix の子供向けアニメがあるんですが、その中で 彼らは
"スマートマーク "を受けるんです。そして、スマートマークを持っていない場合は、彼らは、マークの
ある子たちにメッセージを送り、 マークのない子たちに敵対させ、密告させるのです。なんというこ
と。繰り返しになりますが、 これはまさにこんにち起きていることです。誰が知っていたでしょうか。
神はご存知でした。教会はこんにち、公衆衛生の専門家や科学者に 屈するよう虐められています。何
が悲しいか、ご存知ですか。それがうまく行っていること。うまく行っています。悪魔が何としてでも
やろうとしたことは、 大部分、達成されています。どうやって？

教会を黙らせ、閉鎖し、沈黙させ

ることで。皆さんお許しくださるなら、 まずは、ポール・ハーヴェイによって適切に語られた この劇
的で、預言的でさえある言葉の書き起こしを 読むことから始めたいと思います。題して、「もし私が
悪魔だったら 。」「もし私が悪魔だったら、 もし私が暗闇の王だったら、私は暗闇で全世界を包み込
みたいだろう。私はその不動産の 1/3 と その人口の 4/5 を所有するだろうが、私は木に成っている最も
熟したリンゴを掴むまでは 満足しないだろう。汝を。そこで、私は、何としてでも アメリカを乗っ取
ることに着手するだろう。私はまず教会を堕落させる。 （55 年前ですよ。）囁きのキャンペーンから
始めよう。蛇の知恵で、エバに囁いたように あなたに囁く。『お好きなように』と。
若者には、こう囁こう。『聖書は神話だ。』人間が神を創造したのであり、 その逆ではないと彼らに
確信させよう。悪が善であり、善は”四角張っている” と打ち明けよう。」（それって、私たちがもう使
わない言葉です。）「年寄りには、私を真似て祈るように教える。『ワシントンにまします我らの父
よ。』それから私は組織化する。」私には、今のところかなり 組織化されているように見えます。
「私は、どうすればどぎつい文学を 楽しいものにできるか、 著者を教育しよう。他のものが全部、退
屈で 面白くないものに見えるように。テレビをもっと汚い映画で脅し、逆もしかり。誰にでも麻薬を
売ろう 。高貴な紳士淑女にお酒を売ろう。残りの人たちは薬で静かにさせよう。もし私が悪魔だった
ら、 直ちに家族同士で争わせ、 教会同士で争わせ、民族同士で争わせよう。それぞれが順番に滅ぼさ
れるまで。視聴率アップを約束して、 魅惑的なメディアに煽り立てさせよう。もし私が悪魔だったら、
学校に、若い知性を磨くことを勧め、感情を律することは なおざりにさせよう。 ただそれを暴走させ
るのだ。いつの間にか、各校舎のドアには、 麻薬探知犬と金属探知機が設置されるのだ。10 年以内に
刑務所を溢れかえさせよう。裁判官たちにポルノを推進させよう。じきに裁判所から神を追い出し、

次に学校から追い出し、 そして議会からも 追い出すことが出来るのだ。そして神の教会で、心理学を
宗教にすり替え、 -お聞きください-

科学を神格化しよう。私は神父や牧師をおびき寄せ、 少年少女

や教会資金を 悪用するように仕向ける。」
1955 年。 あ、 すみません、1965 年です。「もし私が悪魔だったら、 イースターのシンボルを卵にし、
クリスマスのシンボルをボトルにしよう。もし私が悪魔だったら 、 持っている者たちから奪い、 困
窮している者たちに与えよう。 意欲のある者たちの動機を潰してしまうまで。賭けてもいいが、金持
ちになる方法として、 私は国全体にギャンブルを広めさせることが出来る。愛国心や道徳的な行いに
おいて 極端になったり、頑張り過ぎないよう警告しよう。結婚は時代遅れであり、 フリーセックスの
方が楽しいと 若者に納得させよう。テレビで見ているものを模範にするべきだ、と。こうして、私は
あなたに人前で服を脱がせ、治療法のない病気であなたを ベッドに引き込むことができる。言い換え
れば、もし私が悪魔だったら、 彼のしている事をし続けるだろう。」55 年前です。早送りしましょう。
私が、自分を故ポール・ハーヴェイと並ぶ者だと 言うようなつもりは全くない事を お知りおきくださ
い。私はただこれを更新しようとしているだけです。 『私が悪魔だったなら』2020 年版
「もし私が 2020 年に悪魔だったら、暗闇の王として、全世界を闇で包み込むために 世界的な欺瞞を利
用したい。手始めに、私は 最終的にアメリカを倒すための計画を立てる。まず教会を閉鎖するために
必要な手段は何でも使おう。だが中絶クリニックは開けておく。」「もし私が 2020 年に悪魔だったら、
直ちに、家族、教会、牧師、クリスチャン、警察、 政治家、都市、国家に、抗議させ、暴動を起こさ
せ、 互いに争わせ、戦わせよう。彼らが互いを 食い尽くし、破壊し合うようにさせる。黒人と白人を
戦わせ、人種間で争わせ、 右派と左派を戦わせよう。高視聴率を約束して、 魅力的なメディアに煽り
立てさせよう。蛇の知恵で、エバに囁いたように あなたに囁こう。『汝の欲する所を為せ、それが汝
の法とならん』あなたが私の不法に加担する際に。悪が善であり、善は悪だと打ち明けよう。私に真似
て祈るように教えよう。 『ワシントンにまします我らの父よ。』 そして私は組織化しよう。」「もし
私が 2020 年に悪魔だったら、あなた自身が考える平和と安全のために、 周りの全ての人や物に対する
恐怖で あなたを満たし、 動けなくさせよう。あなたを一旦隔離して隠れさせれば、そこには変革が生
じ、私の悪魔的な改革を もたらすことを可能にするのだ。そうすれば、私は 取り残されて、まだ地上
にいる者たちに基本的な商品やサービスのため 支配的な私自信の政府に依存させる事に成功できる。
また、科学を神格化した後で、医学的な解決策として 「最終的な解決策」を売り込むのだ。そもそも
私の世界的な欺瞞でもって 私が作りあげた問題に対する反応を理由に。これを行うことによって、 私
はずっと望んでいたものを手にする：あなたは私を崇拝するのだ。私を崇拝することを拒否した場合
は？

働けず、生計を立てることができない。あなたは生計を失うだけでなく、 命も失う可能性があ

る。」「もし私が 2020 年に悪魔だったら、あなたから、残された希望をすべて剥ぎ取り、悪であると
私が非難する神から あなたが離れるよう誘惑し、 あなたを欺き、私を信じさせる。言い換えれば、も
し私が悪魔だったら、 彼のやっている事をそのまま続けるだろう。」しかし、神は。。。私はこの 2 つ
の言葉が大好きです。 私はこの 2 つの言葉が大好きです。 私はこの 2 つの言葉が大好きです。私はこ
の 2 つの言葉が大好きだと言いましたか？ 皆さんもそうでしょ？

それはすべてを変えますから。”し

かし、神は” 私に言わせれば、これまでに発せられた言葉で、 これほど強力な二語はないと思います。
悪魔は、やっている事のすべてを 悪のために計ってやっているかもしれません。しかし、神は！！！
神だけがお出来になる通り、 こんにち多くの人々の救いのために、 それを善い事のために用いられま

す。神はそうしておられ、 これからも、そうし続けられます。結局のところ、悪魔は、 やはり神の悪
魔であることを 理解することが重要です。どういう意味でしょうか？ ああ、彼は創造された存在なん
です。彼は神と同格ではありません。 彼は神によって創造されました。彼は神のように全知ではあり
ません。彼は神のように全能ではありません。そして、彼は神のように遍在しません。したがって、彼
には 神が許可された事しかできません。そして、ここが重要です。神は、悪魔に、決して何をするこ
とも 許可されません。それが、神の目的と、神の御国と、神の栄光のために 永遠に役立つのでないな
らば。アーメン。詩篇 76 篇 10 節。 私はこの聖句が大好きです。
「まことに 人の憤りまでもが あなたをたたえ あなたは あふれ出た憤りを 身に帯びられます。」皆
さん、この意味がお分かりですか？

やはり、神は、彼だけがお出来になる通り、 人間の怒り、人間

の悪を、 神への称賛、神への栄光にされることが お出来になります。神だけにそれをなさる事ができ
るのです。私は創世記 50 章 20 節のヨセフの事を考えます。彼は彼の兄弟たちに言います。 「あなたが
たが私にした事は、 とても邪悪でした。」「あなたがたは悪を謀らいました。 しかし、神は、あなた
が私に その悪を行うことをお許しになりました。」なぜでしょうか。なぜなら神は、今日、良い事、
つまり、多くの人々のための救いを もたらされるからです。」
詩篇 37 篇。 私はこれが大好きです。お聞きください。
詩篇 37 章
12 悪しき者は正しい人に敵対して事を謀り 彼に向って歯をむき出す。
主が何をなさるかご存知ですか？
13 主は悪しき者を笑われる。 彼の日が来るのをご覧になるから。
さて、お許しいただけるなら、これには臨床名があるのは分かっていますが、私はこれについて、こん
な風に考え、 こんな風に見ているんです。まず第一に、神は笑われます。神がユーモアのセンスをお
持ちなのは ご存知ですね。皆さんそれについて疑問があるなら、 私がする事をしてください。ただ、
鏡の中で自分自身を見れば はっきり分かると思います。...

ああ、おもしろい～！

うのでしょう。皆さん、色んな笑いがあることは ご存知ですよね？

神はどのように笑

つまり、機関銃の笑いがあり～

はははははははは。おそらく、最近では、銃を 例にするべきではないんでしょうが。お世辞笑いがあ
ります。 ははは。可笑しくて止まらない笑いがあり、、、 笑い続けられます。神はどんな風に...私は、
人間の悪を見て神が笑われるのを、 是非とも聞いてみたいです。繰り返しますが、これに臨床名があ
るのは 分かっていますが、お許しください。こんな感じではないでしょうか。あっはっはっはっは～
（面白過ぎる～）がっはっはっは～あらあら。あなたの日は迫っている。なんという邪悪な陰謀か。な
んという邪悪な計画か。詩篇 2 篇、さらに良くなります。1 節から 6 節を読ませてください。
詩篇 2 篇
1 なぜ

国々は騒ぎ立ち

2 なぜ

地の王たちは立ち構え 君主たちは相ともに集まるのか。 主と

3『さあ

もろもろの国民は 空しいことを企むのか。
主に油注がれた者に対して。

彼らのかせを打ち砕き 彼らの綱を解き捨てよう。』

神は何をなさいますか？ 4 節です。
4 天の御座に着いておられる方は笑い 主はその者どもを嘲られる。
5 そのとき主は
6『わたしが

怒りをもって彼らに告げ 激しく怒って

彼らを恐れおののかせる。

わたしの王を立てたのだ。 わたしの聖なる山

シオンに。』

私は先週このことを考えていました。多分、明らかと思われるであろう理由から、 私は今、これまで
よりもっと頻繁に考えるのですが、外出先でもテレビでも、人を見ると、 私はこう自らに問います。
時には、答えの必要ない質問です。 すでに答えが分かっていますから。しかし、私が尋ねる問いは、
「彼らはイエスを知っているのか？」なぜなら、彼らがイエスを知らないならば、 彼らに降りかかる
言いようのない恐怖は 想像を絶するものになるからです。そうすることで、彼らに対する 私の見方が
すっかり変わってくるんです。先週話したように。私は彼らを敵としては見ません。 私たちの格闘は
血肉に対するものではないからです。 (エペソ 6:12 参照)
私は彼らをチャンスと見なしています。だから、木曜日の夜か先週の日曜日に 分かち合ったように...
両日だったかもしれません。今、私がやること、これは 私にとってゲームチェンジャーとなりました。
それは彼らに対する私の心を変えるからです。彼らに対して怒る代わりに、 私は彼らのために祈りま
す。
そして、時にはただ 3 語の祈りです。 Lord Save Them=主よ。彼らを救ってください。ところで、神は
3 語の祈りに答えられます。ペテロに聞いてみてください。 彼はガリラヤ湖の底へと沈みかけながら、
「主よ。助けて下さい。」 (Lord, save me!)

神は応えられます。私は、神はこんにち、悪を用いて、

世界中の多くの人々をイエス・キリストの救いの知識に 導かれていると言わせていただきます。しか
し、ここがポイントです。神がそれをなさっているんです。誰の手柄にもなりません。神はご自分だけ
が栄光を得るような方法で それをなさっています。彼の御前では、どんな人間も栄光を受けません。
この危機以来、何人の人々がキリストに来たのか、 私たちは、天のこちら側（地上）では 決して知り
えません。
もしかしたら皆さん、私たちが携挙された時の 3 つの反応を聞いたことがあるかもしれませんね？私た
ちが天国にいく時。未来永遠に。最初の反応は、こうなります。「うわ～私は来た～～～」2 つ目の反
応は、「はぁ？彼らがここにいるのか！！！」面白いですよね？
頭に浮かんできた人たちがいましたよね？

ほら 私がそう言った時に、 すぐに

もうそのグループのリストが出来てるでしょう。 いいで

すよ。
3 つ目の反応は、もうちょっと 粛然としたものです。「ん～。彼らはどこだろう？」悪魔は彼の魔の手
を過信してきました。 皆さん同意しますか？

そして、神はそれを裏目に出させています。神は、人

の怒り、つまり敵の悪を、 ご自分への賛美のため、ご自分への栄光のため、 ご自分のもとに人々を導
くために用いられています。悪魔がやっているまさにその事が、 まさに悪魔が望まないものを 生み出
しているのです。人々の救い。
ハバクク書 1 章 5 節。
異邦の民を見、目を留めよ。驚き、たじろげ。 わたしは一つの事を あなたがたの時代に行うからだ。
それが告げられても、あなたがたは信じない。
神がこう仰っている様なものです。
「わたしがしている事、わたしがしようとしている事を あなたが知ってさえいれば、、、」「ああ、
わたしには悪魔が何をしているか 分かっている。」「しかし、たとえわたしがあなたに言ったとして
も、 あなたは私を信じないだろう。」それはまったくもって素晴らしいのだ。あなたが知ってさえい
たら…
エレミヤ書 33 章 3 節。

「『わたしを呼べ。そうすれば、 わたしはあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた 大いなるこ
とを、あなたに告げよう。』」
私たちが分からない時、それが理解を超えている時、 私たちが理解していない時、私たちが神を呼び
求めるのは、 そういう時なのではないですか？

大声で神に叫ぶのは。興味深いことに、 私は箴言 3

章 5-6 節について考えていました。 私たちはそれらの聖句が大好きです。私たちはそれらの節を歌い、
暗記し、 引用し、それらをとてもよく知っています。
箴言 3 章
5 心を尽くして主に拠り頼め。 自分の悟りに頼るな。
6 あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。 主があなたの進む道をまっすぐにされる。
私は、「あなたの進む道をまっすぐにされる」 という表現が好きです。それは、より正確な解釈と翻
訳だと思います。 神が全てを正してくださるという概念が 含まれているから。神がまっすぐになさい
(正され)ます。 これは、滅茶苦茶(messed up)になってるから。ハワイ風に言えば、buss up（めちゃく
ちゃ）。今の、どうでした？ 私はもうやらない方がいいですね。アラブ人がピジン語を話そうとして
も、 うまくいきません。でも、皆さんは、私にとても優しいですから。とにかく、この事はとにかく
滅茶苦茶です。私は天国の神が仰るのを想像します。「わたしがそれを まっすぐにしてもいいか
い？」私たちの答えは、 「いいえ、自分でなんとかします。」「私がこれを解決します。」 「わかっ
たよ。」神は天国で、 「分かったよ。わたしはここにいるから、 知らせてね。」私が思うに、担当の
御使いたちはこう言います。「この人はわかってない。」「なんということ！」自分で自分を痛めつけ、
自分にこんな事をした後は、学んでもいいだろうに。それが木曜日の夜に伝道者の書 2 章で学んだ事で
した。 「つらい経験を通して学ぶ」ことについて。それは私を描写したものです。 「身をもって学
ぶ」 私にはそれを証明する傷跡があります。私はどこに問題があるんでしょうか？ 私は自分自身の話
をしています。 私は何が問題なんでしょう？

つらい経験から学ばねばならない、というのは？

私

が簡単に学ぶことができれば 素晴らしいでしょう。神は仰います。 「それをしてはいけません。」私
はただその教訓を学び、 それをしないのです！
しかし、いいえ～！

神は仰います。「これをしてはいけない。 わたしは無駄な必要のない苦しみや

痛みから あなたを守ろうとしているのだから。」そして、私はどうするでしょう？ それをやってしま
う！！
そして、私は不必要に 自分の不従順の結果に苦しみます。そしてついに、私は神のところに行きます。
「ああ、神様、私にはこれができません。」私はまた、御使い達が言っているのを想像します。 「や
っとだ。」「一体どうしたんですか？」「わたしがそれをまっすぐにしよう。」「わたしが しよ
う。」私たちは聖書を引用し、主にとって 難しいことは何もない事について話します。「神にはどん
なことでもできる」と。ですよね？ (マタイ 19:26 参照)神に不可能な時があると 言ってもいいでしょ
うか？

説明させてください。私の信じるところでは…

そして、 私は主の歩みにおいて自ら経験し

た事ですが、神にはできない時があります。 なぜなら、まだ私に可能だからです。それがまだ私に可
能である限り、私は腕まくりをして 独力でやろうとします。 (ブーツのつまみ革で自分を引っ張り上
げる)。 それが何を意味するかは知りませんが。もちろん、ハワイにはブーツはありませんが、 サン
ダルを履くという事ですかね。私がやってみせる！！私には出来ます！！「君には出来る！」 いや、
できませんよ。神には出来ます。 神にしていただくのです。それが 3 つのステップですよね？

第1段

階：自分には出来ないことを知る。第 2 段階：神にはお出来になることを知る。第 3 段階：神にしてい
ただく。それは箴言 3 章５～6 節です。なぜなら、私たちが行く所どこでも、 主を認めるのは、いつで
しょうか。私たちが心を尽くして 主を依り頼むのはいつでしょうか。それは、私たちが自分の悟りに
頼ることが できない時です。私たちが理解していれば、 神を認める必要はないでしょう。私には出来
る。私はこれを理解しています。私がこれを直します。私がこれを正します。そしてそんな時に、あな
たは、 主だけがこれをすることがお出来になる と気づくのです。私にはそれは不可能だ、と。 それ
が、それを神にとって可能にするのです。皆さんが 私がこう言うのに うんざりされないことを願いま
す。私は、ますます頻繁に言うようになっています。しかし、私たちの前には、 毎日あらゆる人をイ
エスに近づけるための 最大かつ最も素晴らしい機会があります。プレッシャーはありません。あなた
は、すでに植えられている種に 水をやるだけのために、神がその人の道に 送り込まれた人であるのか
もしれません。もし神が、すでに植えられて水を与えられているものを 収穫するという素晴らしい特
権を あなたに与えて下さるとしたら？

ほ～

しかし、この危機のために、今、私たちが 持っている

この機会は、私たちが今までに 見たことのないようなものです。そして、私たちが二度と 見ることの
ないようなものです。しかし、可能な限り多くの人々を イエスに導くこの絶好の機会は、日を追うご
とに、より小さくなっています。皆さん同意しますか？ ヨハネの福音書 4 章 35 節で、イエスが仰って
います。
ヨハネの福音書 4 章
35 あなたがたは、 『まだ四か月あって、それから刈り入れだ』と言っては いませんか。しかし、あな
たがたに言います。
どうやらこれは当時よく言われていた事のようです。 「まだ収穫まで４ヶ月もある」あなたがたはそ
う言っているのではないですか？ よくそう言われるのでは？
「...目を上げて畑を見なさい。色づいて、 刈り入れるばかりになっています。」（35 節）
畑はすでに収穫のために色づいています。今です！ 4 ヶ月先ではありません。なんということ。 これ
について考えてみてください。4 ヶ月後って、今やもうすぐ 9 月。 今は 8 月です。今日の日付は 23 日？
そうだといいですが、そうじゃないなら 私たちはここで何を？
12 月、、、クリスマスの買い物までの日数は？？
うか？
か？

23 日日曜日です。 9 月、10 月、11 月、

それとも、私たちは、 クリスマスを迎えるでしょ

選挙まで、カウントダウンがあるのご存知ですか？

選挙があるとどうして分かるのでしょう

ヤコブが言っています。 よく気をつけなさい、と。

「『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。 -中略- 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）

「むしろ、あなたがたはこう言うべきです。 『主のみこころなら』...」 (ヤコブ 4:15）
それが主のみこころであれば...皆さん、私は奮闘していることを告白しなければなりません。私をご存
知の方々は、 私が正直に言うのをご存知ですね。時々、私が隠し事をしないで、私自身の葛藤につい
て 正直に言うと、居心地悪く感じる人がいるのは 承知しています。でもこれは私が葛藤するものです。
なぜなら…、他に良い言葉がないので、 語り口という言葉を使いますが、 こういう語り口があるんで
す。とにかく、選挙まで待って。もしトランプが当選すれば、 すべてが上手くいくだろう。そう言う

ときに、ご自分が何を言っているか わかっていますか？

あなたは、あなたの希望は一人の人間にあ

り、 あなたの希望がまだこの世界にある と言っているのです。そして、私が皆さんに提案したいの
は... どうかご辛抱ください。私は皆さんに、私の心の内を明かしますから。この船はどんどん沈んでい
きます。タイタニック号との比較をしてみます。手遅れになる前に、できるだけ多くの人々を、 キリ
ストにある救いの救命ボートに 乗せる必要があります。この世界は、過ぎ去ろうとしているからです。
そして、この世界の物ごとも。手放す時です。私は、娘のノエルについてよくお話しします。彼女が生
まれた時、1 歳の誕生日を 迎えられる確率は 10％だと言われていました。出産を乗り切る可能性は
50％でした。 神の恵みによって、乗り切れました。私たちは彼女を家に連れて帰りましたが、 その日、
その時がいつなのか分かりませんでした。その頃、私はいつも主に対して 疑問を持っていました。な
ぜ。。。もしあなたが娘を、子宮から連れて行かれていたなら、 もっと簡単だったはずです。それ以
前に私たちが３度経験していたように。 私たちには子宮内で亡くなった子供達が天にいます。その方
がずっと簡単だったでしょう。しかし、彼女が生まれ、出産を乗り切ってから、 死ぬのなら、それは、
私たちが彼女を家に連れて帰り、私たちは 彼女と絆を築き、彼女を愛し、それから 彼女はいなくなる
という事です。そんな苦しさは理解しようとすることもできません。何年も経った今、私はそれを振り
返り、 神の恵みと慈しみを見ます。
どういう意味か説明します。私たちに与えられた、 彼女が死ぬまでのあの短い期間がなかったなら、
それは、彼女との絆を築き、それから彼女を手放す という体験に、本当の意味での締めくくりを もた
らさなかったでしょう。それは時間のかかるプロセスでした。それは痛みを伴うプロセスでした。だか
ら、彼女が最後の呼吸をし、 イエスのもとで初めて息をした時、私たちはその時、締めくくることが
出来ました。 私たちはすでに手放していたので、 準備ができていました。何が言いたいのかお分かり
ですか？
同じことがこの世界にも当てはまります。 それは死にかけているのです。 それを手放して下さい。手
放して。私は牧師として、愛する人たちに囲まれながら、 息を引き取ろうとされている方々を 見てき
ました。彼らはただ、踏ん張っていました。私はキリストにある一人の兄弟のことを覚えています。
まるで昨日の事ようです。救われていない奥様が、彼と一緒にいましたが、 彼は頭がはっきりしてい
ませんでした。末期の癌が、完全に彼を蝕んでいて、 もう時間の問題でした。私は聖霊から示唆され、
彼女がキリストの下に来るまで 彼は踏ん張っているのだと感じました。そして、彼女が救われるまで、
彼は死のうとしない、と。信仰によって踏み出すとは、この事です。 私は、「あのぅ、え～...

どうい

う事なのか 私にはわかると思います」と。というのも、彼女まで...彼女は言おうとしていました。
「大丈夫よ、大丈夫、もう行っていいよ。」と。でも、彼は行こうとしなかった。それで私は、「なん
で彼が行こうとしないか、 私には分かると思います。」「あなたが主と正しい関係になるまで、 彼は
行かないからです。」そして、彼女は涙を流しながら、 イエス・キリストの救いの知識に至りました。
何年も経った今、彼女は 主と共に歩み、主のために心を燃やしています。彼女がキリストに命を捧げ
て、祈ってから 一分もたたないうちに、彼は目を開き、これ以上ないほど ハッキリとした意識で、言
いました。 「あぁ.......」「絶対に起こり得ないって言われたが…」そして、彼は主のもとに旅立ちま
した。それはもう鳥肌ものですよね？

まあ、この世界についても 似たようなものだと思います。そ

の絶好の機会は、ますます小さくなっています。「アメリカを再び偉大な国にしよう」 ということで
はないと思います。「アメリカを偉大な国に保とう」とかでもなく。 どんな風に言っても... 敬意をも

って言っています。私は、「さあ、私たちはより強くなって復活するぞ」 とか、「みんな一緒だよ」
という 問題ではないと思います。私は、こうだと思います。「私たちは沈没するぞ」だと思います。
私たちは沈没する。皆さん、沈没する必要はありません。皆さん、上に上がることができます。下がる
前に。箴言 11 章 30 節。 もう締めくくりです。 皆さんのご忍耐に感謝します。
「正しい人の結ぶ実はいのちの木。 知恵のある者は人の心をとらえる。」 （箴言

11：30）

なぜでしょうか。なぜなら、ある人が言った 良く知られている事のように、「まもなく、一つの命が
過ぎ去る。しかし、 キリストのために行われたものだけが残る。」私たちが共に連れていく人々、 私
たちがイエス・キリストのために 影響を与えた人々、私たちが持って行けるのは、それだけです。イ
エスがマタイ 6 章で仰るように 私たちが虫もさびもつかない天に積んだ宝物です。私が言っていること
は、多分より良い方法で、 きっとより手短に言うことができたと思います。賜物なんです。たぶん、
たった一文で済むはずのことを 私は 1 時間かけて、説明することができます。しかし、私が言おうとし
ていることは ここにあります。手遅れになる前に、できるだけ早くイエスの下へ 人々を連れて行く必
要があります。この世にはもう希望はありません。この国には希望はありません。あなたの希望はこの
国にありますか？

あなたの希望はこの世にありますか？

あなたの希望は..これが最後です。何年に

もわたって、私はこの考えを信じてきました。 選挙で私たちの支持する人が当選しさえすれば、すべ
て問題なくなるだろうと。私はジョージ・ W ・ブッシュに投票しました。中絶は決して止まらなかった。
ああ、彼らは妊娠中絶反対です。 じゃあ、彼らに投票しましょう。私は神がこの事によって、 こう仰
っているのではないかと思うのです。他のすべての国々のように 王を要求したイスラエルのよう
に。。。サムエルはひどくショックを受けました。神は彼に仰いました。 「サムエル、聞きなさい。
これはあなたへの攻撃ではない。」彼らはあなたを拒絶しているのではない。 彼らはわたしを拒絶し
ているのだ。ええ、でも彼らは他の国々のように 自分たちの上に王を立てることを望んでいます。彼
らはあなたを望んでいません。 彼らは王、人間を望んでいます。神が「よろしい。」と仰っているよ
うなもので、 神は、サウルを与えられました。皆さん、その結末をご存知ですね。「何を祈るかには
気をつけて」 と言われるのをご存知ですか？

では福音と救いの ABC で終わりたいと思います。福音

は、テサロニケ教会に対して、携挙との関連で 最初に述べられています。私たちは第一、第二の両書
簡を 学び終えたばかりです。また、第一コリント 15 章にもあります。 それは、イエスが来られたとい
う事です。彼は十字架につけられ、葬られ、 3 日目によみがえられた。 そしていつか再び戻ってこら
れます。それが福音で、良い知らせを意味します。 それは良い知らせなのです。救いの ABC をしたい
と思います。しかしその前に、数週間前、オンラインメンバーから 受け取ったメールを紹介したいと
思います。「こんばんは、私の名前はジェームズ・パーデュー、 サウスカロライナ州マートルビーチ
に 住んでいます。私は毎週あなたの預言アップデートと説教を見て、 多くのことを学んできました。
私は現在、リゾートで警備員として働いていて、敷地内にある 7 つのプールを担当しています。言うま
でもなく、私たちは お客様にあまり好かれていません。今日は仕事中、私は聖霊に導かれ、 中に入っ
て本棚を見始めました。そしてたまたま欽定訳聖書に出くわしました。私は外に立つよう、御霊に導か
れました。1 分もたたないうちに、 一人の男性が通りかかりました。私は彼に挨拶をして、 どこから
休暇に来られたのかを尋ねました。彼はカリフォルニアから来ていました。彼は私の警備員小屋の階段
に座って、 ちょっとくつろいで、ガールフレンドの事や、 金銭問題や、自分の人生について 愚痴り
たいんだと言いました。彼はカリフォルニアでギャングに属している事を 話してくれました。武装強

盗と暴行罪で 刑務所に入っていた事さえあったそうです。30 分くらいの間、彼は自分の状況が どんな
に良くないか、私に教えてくれました。私はやっと、彼が主を知っているかどうか 尋ねる機会を見つ
けました。彼はテレビで聞いたこと以上に、 主のことをもっと知りたいと言いました。情景を説明す
ると、私は調子の良い日でも、 身長５フィート５インチ(165 ㎝)と小柄なのです。なぜ私は警備員とし
て働いているのでしょうか。主だけがご存知だと思います。（笑）しかし、彼は大きな黒人です。私は、
主に関する質問に対しては、 政治的に正しい回答はしないと伝えました。
人種の壁をすばやく、急いで壊したかったのです。すぐに私は彼に、 真のクリスチャンは、 ブラッ
ク・ライブズ・マターに 自分たちの生き方を 合わせるべきではないと言いました。それは人々の間に
パニックと分裂を引き起こすための、 悪魔的な策略に過ぎないのだと。また、 LGBTQ 運動との組み
合わせについても伝え、それらの動きは本質的に悪魔的なものであり 全く彼の益にはならないのだ
と。」待って、この男は暴行で服役していた... おっと～「この点について聖書の話をした後、 約 1 時
間後くらいに、私は彼に、主に命を捧げたいかと聞いてみました。そして驚くべきことに、彼は 『は
い。』と言いました。私は救いの ABC を使用し、それから、 私たちはそれに沿って話をしました。考
えてみてください。私はプール担当です。何かが私に、彼に尋ねるように言いました。 『洗礼を受け
たいですか？』」
すごいですよね。「彼は『受けたい。』と言いました。私はプールに行き、彼は着替えました。私はと
ても興奮していたので、 制服を着たままでした。私たちは中に入って、ヨハネの福音書から 聖句をい
くつか読み、彼は洗礼を受けて 感動していました。仕事が終わった後も私はずぶ濡れのままで、 新し
い信者の心得について、 彼に教えていました。その後、彼は、ニューポートのタバコを一箱買うため
に 店に連れて行ってくれと頼んできました。彼は私に、タバコを吸いながら、聖書を読むのは 罪なの
か？と聞きました。そして私は、あなたの動画の 1 つで聞いた 冗談を彼に言いました。」私のせいです。
「私は言いました。『いやいや、喫煙して 聖書を読むことは罪ではないが、 間違いなくあなたは、
もっと早くイエスに会うことになるよ。』それも いいよ。 あなたはもう救われて、洗礼を受けたのだ
から。それは私が今までに経験した中で 最も素晴らしい経験でした。」これをお聞きください。 「私
自信が信者になった事に次いで。」「神があなたのミニストリーを祝福されますように。 勇敢に戦い
を続けてください。」お聞きください。 救いの ABC をする際に、 もう数分いただければ、少し別のア
プローチを取りたいのです。
なぜなら、私は皆さんに、これが 「私たちがしなければならないこと」だとは、 思ってほしくないか
らです。これは、一つの使える方法ではありますが、 行いではありません。私たちは行いよって救わ
れるのではなく、 恵みによって、信仰を通して救われるからです。それは行いによるものではなく、
神の賜物なのです。 （エペソ 2：8-9 参照）このように言えると思います。誰かが救われると、 それ
はこんな風に起こったのです。私たちが親しみを込めて「十字架上の泥棒」と 呼ぶ人について考えて
みてください。この言わば、3 つの構成要素が、 全て存在していました。自分の罪深い状態と 救い主
の必要性の認識。隣で十字架につけられたイエスが 救い主であると信じたこと。そして求めて、呼ぶ
こと。そして、イエスは彼に言われた。
「まことに、あなたに言います。あなたは今日、 わたしとともにパラダイスにいます。」 （ルカ
23：43）
それが ABC です。それは、 彼がせねばならなかった事ではありません。それはただ結果的に起こった

事なのです。そうなったんです。それが A 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）
ローマ人への手紙 6 章 23 節、
「罪が支払う報酬は死です。...」 (ローマ 6：23a）
死刑宣告です。しかし、贈物は、、、 報酬と贈物の対比に注目してください。
「しかし、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）
イエスはあなたに与えるその贈り物の 支払いをされました。彼は全額支払い、あなたと私を贖われま
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、
「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）
そして最後に C。Ｃ：主の御名を Call/呼び求める、Confess/告白する。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）
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、ローマ人への手紙 10 章 13 節、 私はこの節が大好きなので微笑んでいます。私はこの節
が大好きです。 私はこの節が大好きです。私はこの節が大好きだと言いましたか？ なぜなら、私はこ
の節が大好きだからです。
『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』 (ローマ 10：13）
あなたがオンラインでご覧になっておられるか、 今日この礼拝にみえているかもしれない方で、主の
御名を呼び求めたことがなく、 口で告白したことがなく、心で信じ、主を認め、罪の赦しのために 主
に信頼を置いたことがない方、私はあなたに切にお願いします。 嘆願します。今日が救いの日です。
「主を求めよ。お会いできる間に。」(イザヤ 55:6)
なぜなら、私たちの誰もが想像できるよりも 早くその日が来るからです。その日、
「神のラッパの響きと共に、 まず、キリストにある死者がよみがえり、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、 空中で主と会うのです。」 （第一テサロニケ
4：16-17 参照）
キリストにおいて、 先立って死んだ私たちの愛する人たち全員が…それが肉体の復活で、 彼らは新し
い体を与えられ、彼らは先によみがえり、肉体的な復活をし、 そして私たちは空中で、主と共に彼ら
に会うのです。パウロが言うように、 これらの言葉をもって、 互いに励まし合いなさい。 （第一テ
サロニケ

4：18 参照）

ご起立ください。祈りましょう。重ねて、皆さんの忍耐に感謝します。
主よ、ありがとうございます。主よ、どうもありがとうございました。あなたが、私たちの唯一の希望
であることに 感謝します。この世界から、私たちを 切り離して下さることに感謝します。私たちがこ
の世界とこの世界のものに 幻滅を覚えるように。もしそうでなければ、、、私たちはあなたに目を向
けないでしょうから。私たちの贖いが近づいていることを知って、 あなたを呼び求め、からだをまっ
すぐにし、 頭を上げることがないでしょうから。主よ、感謝します。この教会にいらっしゃるか、 オ
ンラインでご覧になっている方で、 あなたを呼び求めたことのない方が、今日、永遠の命のために、
彼らが人生で最も重要な決断をされるよう祈ります。イエスの御名によって祈ります。 アーメン。
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