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良い知らせと悪い知らせ 

JD ファラグ牧師 

 

おはようございます。ようこそ。日曜日の朝は、２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」に捧げ、第二礼拝は、聖書を節ごと学ぶ「聖書の学び」で、現在「テトスへの手紙 3 章」、み

こころであれば、今日学び終える予定です。今日のテキストは、3 章 12～15 節で、ハワイ時間 11 時 15

分からライブ配信します。それは、主が私たちを励まし、私たちを助けるため、私たちの人生にもたらし

てくださる敬虔な人々についてです。神の御言葉を学ぶことをとても楽しみにしています。また、ユーチ

ューブやフェイスブックでご覧の方、特に、預言・アップをご覧になるために、是非今、JDFarag.org に

直接行かれることをお勧めします。検閲不可・完全版預言・アップをご覧いただけるのがそのウエブサイ

トだけだからです。その理由を今日は少しお話しましょう。それでは、始めましょう。皆さん、ご準備よ

ろしいですか？ 大丈夫ですか？ 今日のアップデートは、良い知らせと悪い知らせです。誰かがやっ

て来て、こう言うのがお好きな筈です。「良い知らせがある。悪い知らせもある。」彼らはそんな感じで言

ってくれます。特に彼らが、「どっちを先に聞きたい？」と言うと皆さん、自問し出します。私の場合、

もし皆さん私同様なら、今まさに心配してしまいます。そういうことを言われると、「あぁ、これは本当

にまずいんだな。」と思ってしまうんです。「何が良いニュースなのかはわからないけれど、間違いなく悪

いニュースを上回ることはないだろう。そうでないと、そのような言い方をしないでしょう」と。そんな

風に思いませんか？ ユーモアがあっていいですよね。そうだと言ってください。つまり、悪いニュース

があまりにもひどいので、悪いニュースを補えないような良いニュースをセットにしてあるのです。だ

から私が「良い知らせを先に聞きたい」と言っても、本当はあまり気に留めません。その後、悪い知らせ、 

何が来るか知っているからです。それって絶対先に聞きたくないことです。そして、彼らは、ちょっと話

が逸れているのは分かっています。どうか聞いてください。しかし、もし私が「悪い知らせを先に聞きた

い」と言ったら、私の心は壊滅的になると想像します。悪い知らせががあまりにもひどかったら、良い知

らせが何であろうと、それって取るに足らないものになってしまうのではないかと。なぜなら、悪い知ら

せが最悪だからです。しかし、神は。しかし、神は、悪を用いて、良いことになさいます。そしてこれが

要です。「悪い知らせが悪ければ悪いほど、良い知らせはさらにもっと良くなります。」正しい英語でない

のは知っていますので、メールはなさらないでください。ということで、こんな皮切りはどうでしょう

か。お許しいただけるなら、悪い知らせから始めたいと思います。私が、言わば”ビッグ３”と呼んでいる

物から始めます。これらはリストトップにある、世界経済、世界的脅威、そして世界的危機です。これら

すべて、聖書が語る反キリストという、来るべき世界的リーダーを示します。キリストに敵対するという

考え方だけでなく、キリストに取って変わるという意味です。ええっと......これはただの余談です。ちょ

っと思いついたので、ここで補足的に言い足してもいいかもしれませんが、しかし、なぜ反仏陀や反モハ

メッドが存在しないのかと疑問に思いませんか？ 反キリストはあるのに。偽物が本物を認証し、偽物

が本物を検証するからです。だから、70 ドル札の偽物がないのです。何が言いたいのかというと、７０

ドル札の本物などないからです。しかし、100 ドル札の偽物はあります。なぜでしょうか？ なぜなら、

本物があるからこそ、その偽物が本物を認証し、証明するのです。聖書にもあるように、この反キリスト

は、他の名前を使い、キリストの代わりにやってきて、偽り、世の救世主であるかのように見せかけます。



こんにち、世界で起こっていることはすべて、世界政府と世界経済を確立するための世界的な移行と変

革であると言わせて頂きます。この世界経済というのは、7 年の患難時代、他でもない前述の反キリスト

によって支配されると聖書預言は語っています。しかし、この新世界経済を存在させ、確立するため、ま

ずは制御された解体が必要です。理由があってこの言葉を使っています。現在の通貨を制御して解体す

るのです。これがまさにこんにち起こっている事だと言わせて頂きます。現在の経済を、ハイパーインフ

レの引き金に沿って破壊するのが既に用意されています。「ヨハネの黙示録 6 章５節から８節」を読みた

いと思います。イエスが未来に起こる事を、ヨハネに啓示しておられます。 

ヨハネの黙示録 6 章 

５子羊が第三の封印を解いたとき、私は、第三の生き物が「来なさい」と言うのを聞いた。私は見た。す

ると見よ、黒い馬がいた。これに乗っている者は秤を手に持っていた。 

（取引や商売、売り買いのイメージです。） 

６私は、一つの声のようなものが、四つの生き物の真ん中でこう言うのを聞いた。「小麦一コイニクスが

一デナリ。大麦三コイニクスが一デナリ。オリーブ油とぶどう酒に害を与えてはいけない。 

富（繁栄）。つまり、その日の食料品を買うだけで、それだけの費用がかかるということです。それがこ

こで述べられていることです。 

７子羊が第四の封印を解いたとき、私は、第四の生き物の声が「来なさい」と言うのを聞いた。 

８私は見た。すると見よ、青ざめた馬がいた。これに乗っている者の名は「死」で、よみがそれに従って

いた。彼らに、地上の四分の一を支配して、”剣と飢饉と死病と地の獣”によって殺す権威が与えられた。 

私は、これがすでに実現しつつあると考えます。 

このことは、4 月 13 日（火）の NBC ニュースの「年内の食料品価格高騰へ備えること」という見出し

が物語っています。その報道を引用します。 

「最新の消費者物価指数によると、物価は上昇しており、今後も上昇し続ける可能性があるため、買い物

客は食料品の購入予算を増やしたほうがよいだろう。ガスは先月、9.1%の高騰を記録した。政府発表に

よると、2 月以降、果物と野菜の価格は 2％近く上昇し、肉、鶏肉、魚、卵の指数は 0.4％上昇した。昨

年の備蓄やサプライチェーンの混乱時にすでに価格が上昇し、その後も下降することはなく、今回の高

騰はその反動だ。」 

それは設計されていました。意図的に、です。お分かりだと思います。「消費者は高騰したのに気づいて

いる。(皆さんそう思いますか？)NY 州ロングアイランドのスーパーマーケットの外で、ジョン・カーマ

ジュは、この 2 ヵ月間だけで価格が上昇したことを実感しているという。『以前は 30 ドルで購入してい

たものが、今は 60 ドル（倍）です。』」 

4 月 16 日（金）にフィラデルフィアの CBS ローカルが「完全なる嵐」と題した記事と動画を掲載しまし

た。「記録的な木材価格の高騰により、住宅や改修工事のコストが上昇。」引用します。 

「記録的な木材価格の高騰により、住宅価格と住宅改修費が上昇している。」この言い方が好きなんです。 

もし、あなたが家の増築や新築を考えてるなら、材料費の高騰により、1 つの家にお金を払うより 2×4

（木材）を振り回す方が良いでしょう。」繰り返しになりますが、この言い方が好きです。「『以前は 2.5

ドルくらいで買えたのに、今は、8.5 ドルくらいかかる。』ピッツグローヴ・ビルダーズのジョシュ・ウォ

ーターハウス氏はこう語る。『在庫がなければ、手に入るのは2～3ヶ月先になるだろう。』と彼は述べた。」

見えてきましたか？さらに悪化します。4 月 15 日（木）CNBC の報道です。「経済は、（お聞きください。



大変重要です）”刺激性カフェインによる高揚感”で動いている"それが切れたらどうなるのか？"という質

問を投げかけた。2021 年の設定は明確なようだ。米国では、政府支出の増加を背景にした力強い成長軌

道により約 40 年ぶりに急速な経済成長を遂げている。でも、そのあとは？ このロケット燃料のような

1 年後の見通しは、全くわからない。当面の状況では、何兆ドル（兆です）もの直接支払いが、個人消費

と輸入促進に役立っている。だがこれまでの傾向では、好調なクレジットカードやデビットカードによ

る支出は、景気刺激策による最初の刺激がなくなると、冷え込んで来る。」繰り返します。これは意図的

に設計されています。「この景気刺激策で、彼らが働いていたときの給料より多くのお金を払おう。そう

すると、彼らは仕事に戻りたくなくなる。」「ああそうだ、現在のこの支配された経済壊滅の過程で、彼ら

を政府に依存させよう。」それが今起こっている事です。つまり、頭の回転が速くなくても、これを理解

することができます。何兆ドル（兆です）ですって？！ 数えてみてください、たった 1 万まで。1 万だ

け数えてみて下さい。つまり、皆さん私同様なら、1 万までは数えることはできないです。前日の睡眠時

間にもよりますが、185 で、うたた寝していると思います。例えば 1 万です。兆と比べるために比較のた

めです。これは、おもちゃのお金です。全てが仕組まれています。 

以前のアップデートでこのことを深く掘り下げました。その中の 1 つが "偉大なる設定 "と題した預言・

アップ（２０２０．１２.６付け）です。ウエブサイトのその動画リンクをお知らせします。世界経済フ

ォーラムを通じて、世界経済への世界的な移行 ”偉大なる設定”が”偉大なる再設定”につながる事、また

創設者で取締役のクラウス・シュワブ氏と、彼が「第 4 次産業革命」と呼ぶものについてを、私たちは考

察し、それについても詳しくお話しています。最近では、"表面化する（２０２１．０４.０４付け） "と

題した預言・アップで、社会的信用スコアと呼ばれる金融システムについて考察しました。これはすでに

導入されているシステムで、言わばマウスやトラックパッドをクリックするだけです。私は自分の例え

や類推を理解するようになりました。 既に導入されています。彼らは、あなたのスイッチを切ったり、

入れたり、これからお話しするように、あなたが外出するかしないか、食べ物を買いに行くかどうかを許

可することができるのです。すべては、このデジタル金融システムと、あなたの遵守に基づき「社会的信

用スコア」基盤に行われます。だから、反抗するなら？？ あなたの社会的信用スコアが大変なことにな

ります。 

では、もっと悪い知らせについてを話しましょう。これが 2 つ目の問題、世界的な戦争の脅威、特に中

東、具体的にイスラエルでの戦争の脅威に繋がります。聖書には、シリアのダマスカスが破壊されること

と、連合国がイスラエルに侵攻することを詳細に示す 2 つの預言があります。ダマスカスに関する預言

は、「イザヤ書 17 章 1 節」。 

イスラエルに侵攻する連合国に関する預言は、「エゼキエル書 38 章」です。全ての速報により、これら

の預言が成就寸前であると言わせて頂きます。ちょうど先週の木曜日、イスラエルのエルサレム・ポスト

紙が次の見出しで記事を掲載しました。 

「イランのメディア、イスラエルの機密ミサイル工場の爆発を祝う」 

イランの国営メディアは、「イスラエルの機密なミサイル工場で検査中に起きた強力な爆発」を強調して

います。（でしょうね。）Haaretz にも同様の記事が掲載されており、「イランのメディアはそこから情報

を得ているようだ。」『イランの報道は、今月初めにナタンツの濃縮施設での事件で、イランがイスラエル

を「核テロ」と非難したことを受けたもので、ＮＹ・タイムズ紙が、「イスラエルの攻撃によりイランが

動揺」という記事を掲載した翌日のことである。この事件は微妙な時期に起こったもので、ネット上で一



部の親イラン派の声は、イスラエルの爆発を嘲笑した。』 

なぜ彼らがそうしたのかお知りになりたいですか？ なぜなら、それは誰にも気づかれたくないほど酷

いものだからです。因みに、それは両面に作用します。今回のイスラエルへの攻撃は、後で詳しく説明し

ますが、彼らが想像していたよりもひどいものでした。彼らのすべての対ミサイル防衛を回避しました。

さらに、木曜日のアラブ・ニュースが、 

「イスラエルのミサイルが、ダマスカスの空港付近を攻撃した」と報じています。 

「シリアの国営メディアによると、火曜日早朝、イスラエルのミサイル 2 発がダマスカス国際空港付近

に落ちたとのことだが、詳細は明らかにされていない。イスラエルは、隣国のシリアでイランの軍事的存

在が高まっていることを警告し、自国の安全を脅かす存在とみなしている。その軍部は、シリアのイラン

およびイラン関連の標的を攻撃している。米国政府関係者は、6 月 17 日にシリア東部のイラク準軍事基

地をイスラエル軍が致命的な攻撃をしたと発表。」 

また木曜日に、ガーディアン紙は、 

「イスラエルはシリアのミサイルがディモナ原子炉の近くに着弾したことを確認した」と速報ニュース

で伝えました。「イスラエルは、シリアから発射されたミサイルを迎撃できなかったことを認めた。その

ミサイルは、イスラエルの厳重な保護空域 125 マイルを通過し、（これお聞きください）内密運営のディ

モナ原子力発電所に着弾。（これは、あまりにも近すぎて懸念します。）この地対空ミサイルは、ダマスカ

ス近郊を爆撃していたイスラエルのジェット機に対して、シリアの防空当局が発射したものと考えられ

ている。しかしその飛行経路から、イスラエルの最も機密性の高い場所が標的になったのではないかと

推測。この事件は、週末にイランの新聞に掲載された分析によると、イランのナタンズ核施設に対するイ

スラエルの妨害工作の報復として、ディモナの原子炉を標的とした。」 

それ一回きりで、全てがもう終わりです。私が言うと、決まり文句に聞こえなければいいのですが・・・ 

しかし私たちは、神の御言葉が語るとおりに、預言成就する寸前を目の当たりにしています。つまり、私

たちはブヨの眉毛ほどの所にいます。はい、ブヨには眉毛があります。それくらい近いのです。これが木

曜日の話でした。そして昨日、タイムズ・オブ・イスラエル紙は、「ガザ地区からイスラエルに向けて一

晩中36発のロケット弾が発射され、6発がミサイル防衛システム”アイアンドーム”によって迎撃された」

という速報を伝えました。 

「このロケット弾は、過去数ヶ月の間で、街頭から最悪の攻撃であり、イスラエル人の負傷者は出なかっ

たものの、多くの地域社会に被害をもたらした。これに対し、イスラエル軍は、土曜日早朝、ロケットラ

ンチャーや地下インフラを含むガザ地区にある複数のハマスの標的を攻撃した。陸軍は、一晩中イスラ

エルに向けて発射された数発のロケット弾に対応して、次のように述べている。”彼らは答えを出さない

わけにはいかないだろう。”」 

イスラエルとイランがあり、エゼキエル 38 章にはイランが出てきます。彼らは、イスラエルとシリアの

国境であるゴラン高原の北側に位置するシリアから、シリア経由でイスラエルを侵略するのです。 

私は以前から、イザヤ書 17 章のダマスカスに関する具体的な預言は、エゼキエル書 38 章と並行または

同時に起こるか、あるいはエゼキエル書 38 章成就のための触媒として直前に起こると考えてきました。 

この事件が起こる前に、私たちはこれらの預言について多くのことを話しましたが、この事件が起こっ

て、ただ保留になったわけではありません。特にここ 2、3 ヶ月の間にかなりの動きがありました。そし

て全てが神の御言葉の通りに実現しています。 



では、3 つ目の世界的な危機について考えてみたいと思います。そのために、ユーチューブとフェイスで

の配信を終了します。オンラインの方で、まだの方は、JDfarag.org をご覧ください。 

 

ー本編ですー 

私は順当な疑いを超えて、Covid-19/コロナ、そしていわゆるワクチンは、人類のトドメであると確信し

ています。多くのクリスチャンが接種されたのを知っています。ここでは慎重に、祈りを込めて言葉を選

びます。 良い知らせを紹介したいと思います。良い知らせがありますが、まず悪い知らせをご紹介しま

す。あまりにも酷いので、一緒にお祈りしたと思います。 

天のお父様。私がこれを引用し、これを話すとき、あなたが私に謙虚さと言葉の明瞭さを与えてくださる

よう、謙虚にお願いします。主よ、聖霊が、私たちがそれを受け取り、理解し、把握することができるよ

う導いてくださいますように。主よ、あなたが私たちの人生を、こんにち世界で起こっていることの事実

へと、私たちの目を開き、耳を開き、心を開くようしてくださるのを祈ります。イエスの御名によって祈

ります。アーメン。 

LifeSite ニュースからです。昨日の時点では、まだアップされていて、オンラインの方、リンクを提供し

ます何人もの人に送ってもらったのですが、私が見て、アーカイブに全部入れてみたら、かなり大きくな

ってしまいました。預言・アップデートの準備を始めるときはいつも、皆さんが送ってくださるアーカイ

ブのリンクに目を通し、それらについて本当に祈り、主に尋ねます。私がこのリンクに行った時には、も

うありませんでした。すでに削除されていました。しかし LifeSite ニュースにまだあるのを見つけまし

た。LifeSite ニュースは、ユーチューブに永久削除されました。今回の取材では、ファイザー社のアレル

ギー・呼吸器部門の元副社長兼主席研究員であるマイケル・イェードン博士にインタビューを行いまし

た。イェードン博士は、業界で 32 年間、新薬の研究を引率し、その分野で最も上級の研究職として退職

しました。ファイザー社の副社長です。Life site ニュースが彼にインタビューしています。インタビュー

のタイトルには、彼の言葉が引用されています。"あなたの政府は、あなたが死につながるよう嘘をつい

ている" その中で彼は、Covid-19/コロナに対する政府の明らかに誤ったプロパガンダを取り上げ、危険

な変異種という「嘘」、「ワクチン・パスポート」の全体主義的な可能性、そして 20 世紀の戦争や虐殺で

経験した大惨事をはるかに超えるものにつながる「陰謀」に対処しているという強い可能性など述べて

います。彼の主な内容は以下の通りです。 

「現在の Covid-19/コロナの変異が免疫を免れる可能性は「ゼロ」です。それはただの嘘です。しかし、

世界中の政府が、この「嘘」を繰り返しています。(先週、プロパガンダについて長々とお話ししました

が、嘘を繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返すことで、人々はそれを信じるようになるのです） 

世界中の政府がこの嘘を繰り返しているのは、私たちは、単なる「収束型の便宜主義」ではなく、「陰謀」

を目撃していることを示しています。一方、メディアやビッグテックのプラットフォームは、同じプロパ

ガンダや真実検閲に取り組んでいます。製薬会社はすでに、"変種 "のための必要のない "追加 "の "ブー

スター "ワクチンを開発し始めています。各社は、数十億本（億です）の薬剤を製造する予定で、それに

加え、現在実験中のコロナ「ワクチン」キャンペーンを実施します。米国食品医薬品局（FDA）や欧州医

薬品庁（EMA）などの規制機関は、これらの「追加」ワクチンは、緊急使用の認可を受けた、以前の注

射と非常によく似ていると発表しています。酔っ払い drunk、、、あ、ちょっとスピードダウンします。 

薬：drug（酔っ払い:drunk ではありません。)、ー(笑)ー 製薬会社は、”臨床安全性試験の実施”が要求



されなくなります。」驚かれていますか？ とんでもない。さらに悪くなります。「つまり、繰り返し行わ

れる強制的な mRNA ワクチンの設計と実施は、『製薬会社のコンピュータ画面から何億人もの人々の腕

に接続し、全く必要性も正当性もない余計な遺伝子配列が注入されること』を、事実上意味しているので

す。なぜ彼らはこれをしているのか？ 良好な理由が見当たらないため、ワクチンパスポートの使用と”

金融再設定”は、世界が経験したことのない全体主義を引き起こす可能性があります。スターリン、毛沢

東、ヒトラーの悪行を思い出すと、”大量の人口減少”が論理的な結果として残る。イェードン博士は、『最

終的には、”全員がワクチンを受ける”ということになると思います。地球上の誰もが、接種するよう説得

されたり、おだてられたり、強制されているわけでもないのにヘコヘコしたりすることになるでしょう。 

それが実現すれば、地球上のすべての個人が、名前や固有のデジタル ID、そして”ワクチンを接種した、

していない”という健康状態のフラグを持つことになります。そういう単一のデータベースを持っている

人は誰でも、中央で操作、どこででも適用、支配されることができ、いわば特権を提供することができま

す。あなたがこの特定の閾値を超えるか、この特定の取引を行うかどうかは、その 1 つの人間集団デー

タベースの管理者の判断によります。」 

これは、皆さん遠い話のように思えますか？ そう思われないのを願います。 

「これがすべてだと思います。一度してしまえば、私たちはおもちゃになり、世界はそのデータベースの

管理者が望むようにされてしまいます。例えば、銀行口座を再設定後、このデータベースを利用したアプ

リ、ID、名前、健康状態フラグを利用しているアプリを使わないと、お金を使うことができなくなった

とします。そう、ワクチンパスポートと呼ばれるものは、確かに海外渡航が一番わかりやすい使い方だと

思いますが、（お聞きください）公共の場、閉鎖された公共の場に入るためにも必要だと聞いています。 

もし彼らがその気になれば、今後はアプリで適切な権限を付与されなければ家から出られなくなると予

想します。優生論者は権力の座を手に入れ、これは実に巧妙な方法です。あなたがたを列に並ばせ、害を

与える不特定多数のものを受け取るように仕向ける実に巧妙な方法です。実際にどんなものになるかは

わかりません。しかし、ワクチンではないでしょう。なぜなら、あなたがたはワクチンを必要としないか

らです。針の先であなたを殺すことはないでしょう。なぜならあなたはそれに気づくからです。正常な病

理が出るかもしれません。ワクチン接種と出来事間での様々なタイミングで起こるでしょう。なぜなら、

その時世界では何か別の事が起こっていて、それはもっともらしく否認できるでしょう。その中であな

たやあなたの子どもたちの死が普通に見えるからです。"世界の人口の 90％か 95％を排除したい "と思

ったら、そうするだろう。そして、それは今彼らがやっていることだと思う。 

イェードン博士は次のように締めくくった。私は最近、『神が私たちを救ってくれますように』という言

葉で締めくくるようになりました。なぜなら、私たちは第二次世界大戦後のどの時代よりも、今、神を必

要としていると思うからです。」 

ご存知の方も多いと思いますが、私は 1 年以上前から、このいわゆるワクチンのために Covid-19/コロナ

が計画・捏造されたことに警鐘を鳴らしてきました。その逆はありません。もともと持っていたもので、

それを運用するため何かが必要だったのです。 

1 月 10 日に、"決断の時 "と題したアップデートを行いました。これらのリンクはあります。これは実際

にユーチューブで検閲され、72 時間以内に削除されました。 

また、”決断の時 Part2(2021 年 1 月 24 日付け）”で、このいわゆるワクチンについて、聖書的な観点か

ら多くの質問に答えながら、詳しく説明しています。敢えて言いますが、ご辛抱ください。 



2020 年 3 月からずっと私は言い続けてますが、これが終わり方です。私たちは終わりの時にいます。そ

れが悪い知らせです。よろしいですか？ では、祈りで締めくくりましょう。いいえ！悪い知らせが悪け

れば悪いほど、良い知らせはさらにもっと良くなります。これはかなり酷いですよね？ そう、そして良

い知らせです。すべてが神の預言されたご計画通りに完璧に進んでいます。神が全出来事を聞いておら

れない、見ておられない、ご存知ないなど決して思わないでください。神は、終わりの事を初めからご存

知です。（イザヤ 46：10 参照） 

神が私たちのことを気にかけておられないなど一瞬たりとも思わないでください。誤解を恐れずに言え

ば、天の御父はすべてことを、全ての人を追跡しておられます。いかがでしょうか？ 私はそれが好きで

す。そう！主を褒めたたえます。ー拍手喝采ー メモを準備しているときに、私はタイプ始めました。 

主がこんな感じで、「私も追跡システムがあるのだよ。」と。「そうですよね。もっとずっと良いものです

よね。」なぜなら、私たちはこれについて木曜日に話しました。「イザヤ書 13 章」です。「主よ、彼らがし

ていることをご覧になっていますか？」という感じで、「頼みますよ～私は全知全能で、終わりの事を初

めから知っています。事実彼らが、こんなことをすると教えました。（聖書）なぜあなたはそんな質問を

するのですか？」「主よ、あなたはまた彼らを許すつもりですか？」「再度、なぜあなたはそんな質問をす

るのですか？ 彼らの結末は、すでにお話ししたとおりです。それは美しくはないよ。」「でも主よ、あと

どのくらいですか？主よ。」「お～。待っていなさい。分かるから。」それは、子どもが幼い時に、親が子

どもに言う言葉ですね。 本当です。「待っていなさい。今に分かるから。」神はすべてをご支配し、すべ

てを覆されます。ー拍手ー 主を褒めたたえます。神が最終決定権を持っておられます。待ちきれませ

ん。彼がこれを対処なさいます。彼らはこのまま絶対に逃げられません。人類に害を加える悪。言葉にな

らないほどの悪です。しかし神は、それを注目しておられます。神は全てを見通しておられます。神はす

べてを知っておられ、すべてをコントロールしておられます。これが何人かの方を落ち着かせれるかも

しれないと気づきました。しかし未来がどうなるのか、大きな不安と答えのない疑問に直面している多

くの人々がいます。 

質問は：自分のキャリア、ビジネス、仕事を...まだ持っていることを前提として、どうするのか。あるい

は、大学を卒業するつもりで、結婚して家庭を持つ予定になっているのです。ですから、もし携挙がまも

なく起こるように見え、まもなく起こるのなら、維持する意味があるのか？ 私がすべての答えを持っ

ているわけではないことは分かってください。すべての答えを持っているなどと自惚れている者だとは

思われたくありません。しかし私が持っているのは、皆さんも持っています。それは、この恐ろしく危険

な時代を乗り越えるための神の御霊（聖霊）と神の御言葉です。特に福音書では、イエスが多くのたとえ

話を教えておられ執事に手腕を託し、ご自身が戻って来られるまで、その手腕をしっかり果たすように

命じておられます。 

先週、2015 年のことを考えてみたのですが、もし私たちが無理だと思っていたら、この土地を購入し、

この教会を建てたりすることはなかったでしょう。それから 6 年近く経った今、神はご存知でした。神

はご存知でした。しかし、もし私たちが神に召されたことを実行せず、信仰によって一歩踏み出さなかっ

たのなら、神は他に喜んでやってくれる人を見つけられたでしょう。多くを与えられた者は、多くを求め

られます。（ルカ 12：48 参照） 

主はその御目をもって全知を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を現

わしてくださるのです。（第二歴代誌 16：9） 



彼はその人を見つけられると、このことは第二礼拝の「聖書の学び/テトス書」で話しますが、しかし彼

がその人を見つけたら、ただ立ち止まり、主の救いを見守られるのです。実際のところ、私たちがここで

行っていることを、携挙前・携挙後の両方で、神がどのように用いてくださるのか、私たちは想像するこ

とすらできません。どういう意味でしょうか。一緒に考えてみてください。私たちがこの地上で行ってい

ることは、神が私たちに独自にお与えになったものです。それは間違いなく、永遠に関連していて、永遠

に続くものです。それをご存知ですか？「頼みますよ、牧師さん、言うのは簡単ですよ。あなたは聖職者

で、フルタイムの聖職者だから。」私はその言葉が好きではありません。パートタイム/フルタイムという

ものはありません。ライフタイム（一生涯）です。「あ～だって、あなたは牧師だから。」そうですか、残

念ですね。それは、実は偽りの父からの嘘なのです。あなたが何をしようと、それは永遠に重要ではない

ということですか？ 神は、あなたがいるその場所に比類なくあなたを配置なさいました。因みに要点

は、これを考えてみてください。神は、私のような者を用いられるよりも、実際にあなたのような人を用

いることが御出来になります。なぜなら神は、私が到達できない場所にあなたを置いておられるからで

す。つまり誰かとの会話の中で、私が牧師であることを知った時点で、それで終わってしまいます。それ

によって、会話の様相が一変します。「あ～、最も神聖なファラッグ師よ～」決して私をそう呼ばないで

ください！！！ この壁が高くなるのをご存知ですよね。「あ～、聖職者なんですね。」「私はただの平信

徒です。」本当ですか？ そうではなく、神はあなたを召し、あなたに独自の才能を与え、あなたを正確

に配置しておられるのです。「ああでも、牧師さんには失礼ですが、私がやっていることは毎日毎日これ

だけです。」仕事に行って、家に帰って、寝て、起きる。仕事に行って、家に帰って、寝て、起きる。 

ああ、面白いですね、今やっていることは、永遠のためにしていることだと知っていましたか？ 何です

って？？ あまり時間がありませんが、聖書の一節を紹介させてください。 

神の賜物と召命は、取り消されることがないからです。（ローマ 11：29） 

それに、あなたは何をしようとしていると思いますか？ 因みに行いは、罪がこの世に入る前は祝福さ

れていました。そして呪われました。「牧師さん、何を言っているのですか？働きながら天に召されるの

か？」はい。今とは全然違いますよ。今は呪いですが、私たちは永遠に神から与えられた賜物や才能を使

って仕事をしていくことになります。 

「牧師さん、私はただの学生です。まだ学位も取っていません。」ー素晴らしい。神はあなたにそのため

の賜物を与えておられます。因みに、あなたが持っているその賜物、その召し、その才能は、永遠に使う

ことができます。それが、神があなたに与えられた贈り物なのです。さて、ここでさらに良い知らせがあ

ります。より多くの人々を天国に導くために、この地上でまだ時間があります。そしてこの地上で、天に

宝を積むための時間がまだあります。というのも、今言ったこととセットになっているからです。この短

い、つまり取るに足らない時間のために、私たちはここで何をしているのでしょうか。 

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） 

その年月が何年であろうと、永遠に比べれば？ ここでの行動が私たちの永遠を決めるのです。そのこ

とをよく考えてみてください。心に刻んでみてください。神の御言葉にあるたった一つの真理を人々が

本当に理解したら、全てが変わると思います。それは彼らの人生を変え、決して振り返ることはないでし

ょう。なぜなら、永遠までの時間はわずかしかなく、そのわずかな時間で今していることが、永遠を決め

るからです。誤解のないように言っておきますが、永遠では誰もこうなりません。「ああ、あの人の豪邸

を見て。私はここにトイレがあるだけなんだ。」そんなことにはならないでしょう。天では、こう言う人



はいません。「あ～貧乏くじを引いた。」そうではありません。聞いてください。私たちは最初の何兆年か

の間は...。気に入ったので、1 兆年とします。ただ、つまり、ただ畏敬の念を抱き、ただ主を崇拝するの

です。永遠には時間というものがありません。私たちは時間の外にいるのです。私たちは永遠の中にいる

のです。しかし私たちは今、自分の永遠性を決めるためにこの時間があります。イエスが「マタイの福音

書 6 章」で仰っている事をお聞きください。１９節から、 

マタイの福音書 6 章 

19 自分のために、地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫やさびで傷物になり、盗人が壁に穴を

開けて盗みます。 

20 自分のために、天に宝を蓄えなさい。そこでは虫やさびで傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開

けて盗むこともありません。 

21 あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。 

イエスがここで仰っている意味が分かりますか？ この地上での時間があるうちにあらゆる機会を掴み、 

それを使い、天に宝を積みなさいと仰っているのです。なぜなら、それは永遠に重要なことだからです。

先週、主との時間の中で、私は主に再度「あとどれくらいですか？」とお聞きしました。主は私を、「第

二ペテロ 3 章 8～9 節」へ導いて下さいました。これはまだ時間があるうちに、人々が救いに至るまで 

忍耐することの最重要性を語っています。私は、1982 年に救われました。イエスが、1981 年に教会携挙

されなかったことを感謝しています。少し時間を差し上げますから、そのことを考えてみてください。 

第二ペテロ 3 章 

8 しかし、愛する人たち、あなたがたはこの一つのことを見落としてはいけません。主の御前では、一日

は千年のようであり、千年は一日のようです。 

9 主は、ある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた

がたに対して忍耐しておられるのです。だれも滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを

望んでおられるのです。 

使徒パウロは、「テサロニケ人への手紙第二」の中で、引き留める者が、その日が来るまで悪を抑えてい

ることを説明しています。というのも、神は誰もが滅びることを望んでおられず、人々がイエス・キリス

トについての救いを得ることを望んでおられるからです。だから引き留める者が抑えているのです。 

第二テサロニケ 2 章 

7 不法の秘密はすでに働いています。ただし、秘密であるのは、今引き止めている者が取り除かれる時ま

でのことです。 

なぜこれを指摘するかと言うと、共通しているのは、引き留める者が取り除かれるまで、天国に宝を積

み、人々を天国に連れて行くための時間がまだあるということです。因みに、取り去られる引き留める者

とは、私たちです。あなたは手にすればいい。この世を手にするればいい。ネタバレですが、７年間しか

ありません。ピクニックできるようなものではありませんよ。特に後半の３年半は。でもどうぞどうぞ。

お好きにどうぞ。マズいですか？ マズいですね。ごめんなさい。邪魔者がいなくなって、やりたいこと

ができるようになります。それがニューエイジの教えです。私たちが問題で邪魔なのです。いいでしょ

う。あなたが私たちに出て行ってほしいと思うのと同様、私たちはあなたの邪魔をしたくないのです。 

私たちは出て行きますから、あなたはただ待っていてください。 

もう一つ重要な質問です。これに答えないとひどく怠慢になると思います。それは、愛する人といわゆる



ワクチンについてです。具体的には、私が彼らに会いに行けるのか、彼らが私に会いに来れるのか？ 

もちろん、それは彼らがあなたに会いたいと思っていることが前提です。なぜなら結局のところ、あなた

はワクチン接種をしていない人だ！！ 失礼しました。そこで質問は、「もし、私たちが愛する人が、 

すでにワクチンを接種していたら？」その時はどうなるのでしょうか？ 彼らは滅びるのでしょうか？ 

いいえ、違います。単純化しすぎかもしれませんが、もし彼らが新生クリスチャンであれば、新生しない、

があり得ないのです。それは両方作用です。一旦ワクチン接種をすると、ワクチン接種しない、があり得

ないのと同じです。あなたが新生したクリスチャンなら、新生しない、が出来ません。理由は、天国へ行

けるかどうかというのは、私たちが何をするかしないかには関係なく、イエスが既にしてくださったこ

とがすべてなのです。いいですか、これは堅実なクリスチャンにとっても恐ろしいことだと思います。 

しかし聖書には、救い主ご自身が、私たちをこの世から連れ出すまで、この世で平安を与えてくださると

いう約束が数多く記されています。「ヨハネの福音書 14 章 27 節」です。 

ヨハネの福音書 14 章 

27 わたしはあなたがたに平安を残します。わたしの平安を与えます。わたしは、世が与えるのと同じよ

うには与えません。あなたがたは心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。 

ヨハネの福音書 16 章 

33 これらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたがわたしにあって平安を得るためです。世にあ

っては苦難（試練）があります。しかし、勇気を出しなさい。わたしはすでに世に勝ちました。 

「ヨハネの黙示録３章 10 節」、ヨハネがフィラデルフィアの教会に書いています。 

ヨハネの黙示録３章 

10 あなたは忍耐についてのわたしのことばを守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来

ようとしている試練の時には、わたしもあなたを守る。 

戦いに疲れ、あとどれだけ持ちこたえられるかわからないという方、本当に良い知らせがあります。神

は、あなたを乗り越えさせられます。あなたが経験していることが何であれ、それがどんなに困難なこと

であっても、主が私たちをここから携挙される時まで、必ずあなたを乗り越えさせられます。私は牧師と

してだけでなく、この説教壇の後ろに立つ特権、これを言う私の特権であるように、これを証言します。 

私を証人台に置いてください。宣誓の下で証言します。主よ、助けてください。これは真実です。神はあ

なたを乗り越えさせられます。「でも牧師さん、もう方法がないのです。」「いいえ、あります！」 

（その）道、（その）真理、（その）いのち。主は、あなたを乗り越えさせられます。あなたがどういう状

況であっても、あなたが経験している事が、どれほど悪くっても。私はその悪い状況を知っています。私

はその杯を味わいました。何もできない気持ちはよくわかります。唸るだけで、ほとんど何も言えない状

況。うずくまり、祈ることもできず、泣くこともできません。魂の内なるうめき声なんです。そしてあな

たは確信する。「もう終わりだ。乗り越えられない。」そして、主はそこであなたと出会われます。主にし

か御出来にならないことを、いつもしてくださることをしてくださるのです。主はあなたを愛している

からです。あなたを愛しておられます。皆さん、敵は私たちにこの言葉を聞かせたくないのでしょうね。 

もう数分いただけますか？ 皆さんに神の御言葉を共有したいと思います。真理とは、「ローマ人への手

紙８章」から始めます。素晴らしい章です。私のお気に入りの一つです。18 節です。 

ローマ人への手紙８章 

18 今の時の苦難は、やがて私たちに啓示される栄光に比べれば、取るに足りないと私は考えます。 



言わば、同じ惑星とは思えないほど、比較できることではないのです。「ええ、でもこれは本当に難しい

です。」待ち受ける永遠と栄光に比べれば、取るに足らないことなのです。「ローマ人への手紙 8 章 31～

32 節」これは特に、ここにお越しの方も、オンラインでご覧の方も含め、大変重要です。敵は、あなた

が神の愛を疑うよう仕向けることに大成功しています。ローマ人への手紙 8 章全体に、あなたはこの章

に時間を費やす必要があります。お聞きください。 

ローマ人への手紙 8 章 

31 では、これらのことについて、どのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、 

だれが私たちに敵対できるでしょう。 

32 私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして、御子とと

もにすべてのものを、私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。 

これについてちょっとお待ちください。ほとんど...いや、確かに修辞的ではありますが、その不条理さは

笑ってしまうほどです。パウロはここで聖霊によって語っているのですよね？ 私がこれを理解してい

るかどうか確認します。神はあなたをとても愛しておられます。ご自分のひとり子さえも惜しむことは

ありませんでした。神は喜んでご自分の御子を、あなたのために死なせてくださいました。神はあなたの

ためにそうなさったのです。あなたのために、なさらないことなど何もありません。神はあなたに多く与

えてこられました。イエスが来られ、死なれ、あなたは救われた。「よし！私は自分の役割を果たした！ 

頑張れよ、キンポウゲちゃん！」（※原文は韻を踏んでます）ちなみに、私もそれは嫌いですけど。「自分

で何とかしなさいよ。違います。「私は私の息子を喜んで与えたのです。」「私が息子を喜んで差し出さな

いので、あなたに何かを差し控える。」のなら当然です。聞いてください。もしあなたがそれを必要なら、

あなたはそれを手にします。私が、「あなたが望むなら、手にします。」とは言わなかったことに留意くだ

さい。ああ、これはいつもやっていることです。私の祈りのリクエストのタグを変えるようにしていま

す。”欲望”それを”必要”という祈りの上に置きかえます。あなたにそれが必要で、みこころで、良いこと

なら、それは叶います。なぜ神が惜しむでしょうか？ 神はあなたに御子さえ惜しまれなかったのです。 

続けます。「ローマ人への手紙 8 章 35 節」、 

ローマ人への手紙 8 章 

35 だれが、私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢え

ですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。 

36 こう書かれています。『あなたのために、私たちは休みなく殺され、屠られる羊と見なされています。』」 

37 しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者

です。（ただの勝利者ではありません。） 

そしてパウロが聖霊によって 38 節に書いています。 

38 私はこう確信しています。（陪審員はもういません。評決は出ています。）死も、いのちも、御使いた

ちも、支配者たちも、（人口削減者たちも、あ、すみません。原本にはありません。JD 牧師訳です。） 

今あるものも、後に来るものも、力あるものも、 

39 高いところにあるものも、深いところにあるものも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリス

ト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。 

これで確定ですよね。 

へブル人への手紙 13 章 



5 金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が『わたしは決してあなたを 

見放さず、あなたを見捨てない』と言われたからです。 

6 ですから、私たちは確信をもって言います。『主は私の助け手。私は恐れない。 人が私に何ができるだ

ろうか。』 

へブル人への手紙 4 章 

16 ですから私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、 

大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。 

私たちは、イエスのおかげで、自由に恵みの御座にアクセスして“何でも” “いつでも”尋ねることができ

るのです。 

「テモテへの手紙第二 1 章 7 節」誰もがよく知っている節です。ここで皆さんに注目していただきたい

ことがあります。 

テモテへの手紙第二 1 章 

7 神は私たちに、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。 

私たちは子どもたちを躾けます。私たちは心を律する必要があります。「いや、それはダメだ。」と。それ

を思考に入れないようにしています。自分の心を律しないといけません。そういうことなのです。 

「マタイの福音書 10 章 28 節」、昨夜主が、この特定の節を私に思い出させて下さいました。イエスが仰

っています。 

マタイの福音書 10 章 

28 からだを殺しても、たましいを殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ、たましいもからだも 

ゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。 

それが、主を畏れることです。私は人が私にすることを恐れません。私は主を恐れます。 

「ペテロの手紙第一 5 章 7 節」、心配しやすい方のために。 

ペテロの手紙第一 5 章 

7 あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい。神があなたがたのことを心配してくださるから

です。 

あと 23 個、節があります。いいえ、もう 2～3 節です。 

「ヨハネの福音書 14 章 18 節」、ところで、これらは神の御言葉からの約束であり、神は私たちに神の御

言葉を与えてくださったので、神の御言葉を覆すことはできません。神は御言葉を与えてくださってい

ます。イエスは仰いました。 

ヨハネの福音書 14 章 

18 わたしは、あなたがたを捨てて孤児にはしません。あなたがたのところに戻って来ます。 

ヨハネの福音書 14 章 

1 あなたがたは心を騒がせてはなりません。神を信じ、またわたしを信じなさい。 

2 わたしの父の家には住む所がたくさんあります。そうでなかったら、あなたがたのために場所を用意し

に行く、と言ったでしょうか。 

3 わたしが行って、あなたがたに場所を用意したら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。 

わたしがいるところに、あなたがたもいるようにするためです。 

お～ 皆さん聞きましたか？ 娘と一緒に犬を連れて散歩に行くときは、必ず「フラッグス・カイルアビ



ーチ」に行くことにしています。皆さんは、あのビーチに多くの豪邸があるのを見たことがありますか？ 

その中でも特にある建物を、なんとなく見ていました。はい告白します。欲しくてたまらなくなりまし

た。「わお～凄い綺麗～！」ゲストハウス、ゲストのゲストハウス、使用人の居住区、そしてメインの邸

宅とビーチを見て「わお～！！！素敵だ～。」と思いました。主が、「本当に？？冗談でしょう？私が天で、 

あなたのために用意している豪邸から見ると、これはまるで （注意が必要なんですが、言いたいんで

す。）これはトイレみたいなものだよ。（言ってしまいました。）（天の豪邸と）比較すると、天気のいい日

ならば、それは小屋のように見えるでしょう。「もうすぐ完成ですか？」「はい。」「見るのが待ちきれませ

ん。」「はい、待ちなさい。今に分かるから。」それが良い知らせです。皆さんその良い知らせを信じた方

がいいですよ。それが福音です。良い知らせという意味です。 

福音/ゴスペルとは、イエスが（地上に）来られ、十字架にかけられ、葬られ、３日目によみがえられま

した。そして...そこで止まらないでください。彼はいつか、私たちを彼がご用意された場所に連れて行く

ために、戻って来られます。そこで私たちは、主の花嫁として子羊との婚姻を完成させ、祝うことになる

のです。それが良い知らせです。再度、悪い知らせが悪ければ悪いほど、良い知らせはさらにもっと良く

なります。 

「主よ、あなたが私たちをここから連れ出すために来てくださるのは良い知らせです。私たちはある意

味家でなくこの世界で長居をしてしまったのですから。本当に酷くなってきています。」 

「分かっています。」 

「もうすぐ完成なら、来てくださいますよね？」 

「ああ、そうです。あなたが想像するよりもずっと早く来ます。」 

それが良い知らせです。それがイエス・キリストという人物に見出される救いの福音です。天の下でこの

御名のほかに、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。（使徒 4：12） 

子どもにでも分かる救いの説明である「救いの ABC」を共有して、もう 3 年になろうとしています。 

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。雑な言い方ですが、罪びとでなければ、救世主を求めないのです。私は罪びと

ではないから、救世主は必要ないと。でもあなたが罪びとなら、そう、救い主が必要です。私はこの世か

ら救われる必要があるからです。 

ローマ人への手紙 3 章 10 節にはこう書かれています。 

「正しい者はいない。一人もいない。」 

ローマ人への手紙 3 章 23 節がその理由を教えています。 

「人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている。」 

皆さん、悪い知らせと良い知らせが聞きたいですか？悪い知らせが先なのです。それが、「ローマ人への

手紙 6 章 23 節」です。まず悪い知らせが先なのにはメリットがあります。悪い知らせが悪ければ悪いほ

ど、良い知らせはさらにもっと良くなるからです。では、その悪ければ悪いという知らせは何か？ 

「罪の報酬は死です。」(ローマ 6:23a) 

これが悪い知らせです。では良い知らせは？ 

「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です。」(ローマ 6:23b) 

それが A です。次は、B。 

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。 

「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） 

最後に、C です。 

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、 

「口でイエスは主であると公に言い表わし、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） 

その理由は、 

「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） 

最後に、ローマ人への手紙 10 章 13 節です。 

『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』（ローマ 10：13） 

とてもシンプルですよね。私の場合、それは 33 年ほど前、いやもっと、、、38 年前のことです。大昔で忘

れてしまうほど前でした。私にはシンプルでなければならなかったのです。私はただ主を呼び求め、心で

信じ、口で告白し、自分の罪を認め、私は救われました。その後決して振り返りませんでした。 

あなたがオンラインでご覧なら、オンラインでご覧の理由は、それはあなたがまだオンラインで見てい

るからです。今日が救いの日です。永遠のいのちのために、人生で最も重要な決断を先延ばしにしないで

ください。 

最後に、まだ「最後に一つ」と言ってませんよね？ これが最後です。オンラインメンバーから頂いた証

をご紹介します。 

「これを皆さんにお伝えして、皆さんが視聴者を励ますために共有していただきたいと思いましたが、 

神のみが栄光を得るために匿名にしたいと思います。私たちは、地域の人々が無料で匿名で食べ物を手

に入れることができる祝福の箱に、食べ物や救いのトラクトを入れて、地域で証しています私たちは、あ

なたの預言アップデートで人々が ABC の看板を出している話を聞き、私たちの町も看板を出したいと思

っていたら、空きを見つけました。酒屋の真上です！！。(神がそうなさるのは大好きです) 

看板の色と酒屋さんの色が調和していて（賢いですね）酒屋の看板を探すときに、私たちの看板の方が 

大きいので、まず ABC を見てもらえるように願っています。この道路は、テキサス州の中心部に位置す

るため、都市から都市へ移動する人々にとって、町を通る主要道路なのです。私たちの看板は、主要な食

料品店、ガソリンスタンド、そしてたくさんの店舗やレストランの近くにあります。町を行く人は誰もが

この看板の前を通ります。これが次の話につながります。私たちは、さらなる証のためのアイデアを求め

て祈ってきました。主はどんどんアイデアを下さいます。（彼にはその方法があります。）今夜、私たちは

20 人に届くランダムなスパムメールの 1 つを受け取りました。スパムメールが 20 人に送られてきまし

た。私たちの最初の反応は、恥ずかしながら、このようなものがたくさんあるので、迷惑な対応をしてい

たのです。しかし、誰かに "止まれ "と示されたような気がして、躊躇しました。これは誰かが何人かの

人にリンクを送ってお金を稼ごうと必死になっているだけなのではないかあるいは何か悪いことをして

いるのではないかと考えました。しかし、悪いことを用いて、神は良いものに変えてくだされるのです。 

完成した看板の最終版アートワークの写真を、その人と、その人がメール送信した相手にメールで送り

ました。「時は短い」「神の救命ボートに乗ってください」というメッセージを伝えたのです。また、これ



からの 7 年間を過ごすよりも、神と永遠の命を選んだ方が良いことも、です。聖書の黙示録には、この最

後の 7 年間のことが書かれていると伝えました。そして、どんな人でも、どんなことをした人でも、 

神は受け入れてくださることを伝えました。（大変重要な事ですね）その中の 1 人で実際に返事をくれた

人がいました。「ありがとう。あなたとあなたの家族に神の祝福を。署名：見知らぬ人より。」 

そして発信元に同じメッセージをメールで送り、「メールをくれてありがとう。あなたのメールに書かれ

た電話番号を使って、私たちの主イエス・キリストのため、他の人に証する機会を与えてくれたのですか

ら」とも伝えました。そして、"どういたしまして"と答え、スマイリーフェイスを入れて送ってくれまし

た。特に、悩みを抱えている人に、少しでも届いていれば幸いです。しかし、不思議なことに、このよう

なメールはもう届かないようになりました。人々が、看板アートワークの下にあるあなたのウェブサイ

トを見て、自分の問題から神に心を向け、世界で実際に起こっていることについての真実を学ぶことを

祈っています。そして何よりも、彼らが救われることを祈ります。皆さんのキリストの兄弟姉妹、テキサ

スにて。」 

主を褒めたたえます。ー拍手ー 

ご起立ください。賛美チームは上がってきてください。皆さんのご忍耐に感謝します。時計をまだ見ない

でください。この預言・アップデートが、なんだかどんどん長くなってしまっているようですが、という

よりも、そうなのです。私がどれだけ省いているか知ってくだされば、もしそうしなかったら、私たちは

携挙までずっとここにいることになるでしょうから。共に祈りましょう。 

愛する天のお父様、どうもありがとうございます。聖書預言・あなたの御言葉に感謝します。 

「あなたのみことばは 私の足のともしび 私の道の光です。」（詩篇 119:105） 

主よ、私たちは、私たちを導いてくださり、「これが道だ、歩みなさい」と教えて下さる聖霊を切実に切

実に必要としていることを認めます。これは私と聖霊の間では良いことです。なぜなら、聖霊の見識がな

ければ、私たちは日ごとにますます邪悪になっていく欺瞞の餌食になってしまうからです。主よ、ありが

とうございます。聖霊に感謝します。あなたの御言葉と、お約束に感謝します。あなたは決して私たちを

離さず、見捨てられません。そして福音に感謝します。良い知らせに感謝します。イエスの御名によって

祈ります。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 

http://www.calvarychapelkaneohe.com/  

Calvary Chapel Kaneohe47-525Kamehameha Hwy. Kaneohe, Hawaii         筆記 hukuinn7 

 


