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『マスク義務化』   では、おはようございます。私たちの週ごとの聖書預言アップデートへようこそ。

今日もまた取り組むことがたくさんあり、しょっちゅう  このように言っているのは分かっていますが、

今日は、特にそうなので、 すぐに取り掛かりたいと思います。今日は『マスク義務化』について お話し

したいのですが、今やそれは、屋内でも屋外でも、 社会的距離を保つことができない場所では 義務付け

られています。数週間前から、地元の方やオンラインメンバーの方々 両方から大量のメールを頂いてい

ますが、多くの方が、仕事を失う恐れから、 匿名を希望されています。その多くは医療関係者です。私

は時間をかけて、 私のもとに届いたものを拝見しました。私が見させてもらった動画、読ませてもらっ

た記事、 調べたことはすべて、例外なく、 マスクの効果に異議を唱えるものです。誤解のないように 急

いで言わせていただきますが、こんにちフェイスマスクをしている方々がいますが、 これは決してあな

たを中傷したり、マスクの着用を やめさせるようとするものではありません。でも、私がこの件につい

て話したい理由は、真実は、マスクはコロナウイルスから誰かを守る上で 効果がないというだけではな

く、実際、病気を悪化させたり、 死因にさえなり得るかもしれないからです。「まあ、牧師先生！！！」

さて、このために、この件について話すのが私の義務であると 主から示されている気がしました。また

恐らくもっと重要なのが、 この事の預言的意義について話す事です。そうするために、ここ地元の兄弟

からもらった、 とても参考になるメールから始めたいと思います。彼は私がいつも頼りにしている人な

んですが、 名前は出さないよう頼まれました。皆さんの多くは誰の事かお分かりだと思います。彼のイ

ニシャルは、、、 冗談です。彼は私にとってすごい祝福で、天国に行ったら、神が彼の頭脳を 私に下さる

よう祈っています。とにかく彼の思考能力、彼の頭脳はすごくて、 驚くべきものです。ですから彼が私

にメールを下さり、なぜマスクに効果がないのかを 私に説明して下さいました。それを皆さんに共有し

たいと思います。彼は言っています。 「私は布製のマスクや、 NIOSH(米国立労働安全衛生研究所)に

承認された N95 マスクでさえも、COVID-19 ウイルスに対して、 どれほど効果のない物かを考え始め

ました。そこで、私が調べて見つけたことを お伝えしようと思いました。第一に、ウイルスの大きさに

ついて 感触を得るために比較します。1 ミクロンは 100 万分の 1 メートル、すなわち、 1 ミリは、1000

ミクロンです。人間の髪は、直径 100 ミクロンです。」私はこれについては何も知りません。私の髪は、、、

「人間の血球は、直径７ミクロンで、 細菌は平均 0.5 ミクロンです。そして、コロナウイルスは、 （こ

れお聞きください。） 0.1 ミクロンです。」それから彼は、布製マスクの糸数と 布製マスクの穴（隙間）

を計算し、次のように結論づけました。それらの穴を一つの正方形にしたら、縦方向に 7000 ミクロン、

横方向に 7000 ミクロンとなり、その穴（隙間）を埋めるには、 4,900 万個のウイルスが横並び、上下に

ぎっしり詰め込まれることになります。一つの穴からそれくらい多くのウイルスを 噴出するには、かな

りの重症でなければなりません。でも、それは鼻と口を覆うほどの 大きさのマスクの、穴一つ分の話で

す。私たちが作り出しのは、6”ｘ6”（約 15 ㎝ x15 ㎝）の 溶接金網製のコンクリート補強用鉄網で作っ

た、 住宅用網戸です。これではどんな虫でも入ってきます。では、米国立労働安全衛生研究所に承認さ

れた N95 微粒子用マスクを見てみましょう。この N というのは、非耐油性という意味です。95 とは、 

3  ミクロン以上の大きさの微粒子の   95％を防ぐという意味です。しかし既にお話ししたように、

COVID-19 ウイルスの直径は、 1 ミクロンの 10 分の 1 です。」画面上にあるのは、N95 マスクの外箱で 
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す。次のような注意書きが付いています。 以下引用です。「特定の微粒子に対して使用すること。使用を

誤ると、 病気や死に至る可能性があります。」次の画面は、別のブランドの画像です。 この注意書きを

お聞きください。「この製品はイヤーループマスクです。この製品は、、、 （すべて大文字で書かれていま

す。）保護マスクではなく、COVID-19 コロナウイルスや その他のウイルス、または汚染物質の 感染を

防止するものではありません。」箱にそう書いてあるんです。3 月 31 日の FOX ニュースの掲載記事を振

り返ります。米国公衆衛生局長官 ジェローム・アダムズ氏の発言です。 引用します。「データは、コロ

ナウィルス・パンデミック中、 公共の場におけるマスク着用が、 感染予防の助けになる事を示していな

い。ここ数日で、世界保健機関（WHO)と CDC 疾病予防管理センターが再確認したのは一般人のマス

ク着用を推奨しないという事だ。」彼はその理由を説明しています。「個体レベルでは、2015 年に 医学生

を対象に行われた研究があり、外科手術用マスクを着用した医学生たちは 平均 23 回自分の顔に触れま

した。」と アダムズは説明した。「コロナウイルスのような 呼吸器系疾患にかかる主要な原因は、（ウィ

ルスが付着した）物に触れ、それから 自分の顔を触れることであるのを我々は知っている。従って、マ

スクを不適切に着用することは、 実際、感染リスクを増やすことになりうる。」またアダムズは次のよう

にも言った。「N95 マスクは、思っているほど、 一般人には効果がないかもしれない。N95 マスクは、

フィットテストを 行わねばならないからだ。医療専門家として、私はただ出て行って N95 マスクを着

用する事はできない。それが適切に作用する為には、私は それがきちんと顔に合い、また正しいサイズ

であるのを 確認しなければならない。彼はそう説明した。」「3 月初旬に、アンソニー・ファウチ博士は、

60Minutes（米 TV 番組）でインタビューを受け、 マスク着用について尋ねられた。その質問は、次の

通り。」 引用します。「人々の間には、マスク着用をめぐって 多くの混乱があり、誤情報があります。そ

れについてお話しいただけますか。」ファウチ氏は次のように答えました。「マスクは感染した人が、他の

人を 感染させないようにするために、大切なものです。今現在、米国で、人々は、マスクを着用して 歩

き回るべきではありません。」司会者は、ファウチの話を遮って こう言いました。「本当ですか？人々は

そのことに しっかり耳を傾けていませんから、、、」するとファウチ氏はこう言いました。「今現在、人々

がマスクを着用して 歩き回る理由は全くありません。大流行の最中には、マスクを着用すると、 ちょっ

と安心感があるかもしれないし、 飛沫を遮ることもあるかもしれないが、しかし人々が考えているよう

な 完全な予防にはならない。人々がマスクをいじくり回し、何度も顔を触るために、 予期せぬ結果が生

じることがよくある。」引用終了。お許しいただきたいのですが、 この写真をお見せせざるを得ません。

これはソーシャルメディアで大流行しました。 (ちなみに、「大流行」をかけた洒落です。）2020 年野球

シーズン最初の、 ワシントン・ナショナルズの試合の始球式後、 ファウチ氏がマスクを外している写真

です。彼の投球に関してはコメントしませんが、ん～皆さんもご覧になったようですね。再度、マスクに

は効果がないことに加えて、それらはまた、特に、長時間にわたって着用すると、 健康上のリスクを引

き起こすこともあります。私は時間をかけ、 色々な情報源からこの情報を纏めました。繰り返しますが、

その情報源の多くは 医師や看護師の方々です。皆さんのために、結論を要約したいと思います。「幾つか

の研究で、マスク着用による 深刻な健康問題が見つかっています。 例えば、呼吸困難です。それは血中

酸素濃度の低下（低酸素症）や、 血中二酸化炭素濃度の上昇（高炭酸ガス血症）、 （病名の発音に自信

がありませんが）頭痛、その他の生命を脅かす合併症に繋がります。さらに悪いことに、この酸素濃度の

低下は 免疫力低下の原因になります。皆さんご想像できますね。これで十分悪いはずなのに、その上

酸素欠乏と免疫機能低下の両方が、  特に癌患者にとって、 この完璧な嵐を生み出すのです。その理由 
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は、癌は、低酸素の微小環境で 最も増殖するからです。癌患者へのリスクが高まるのに加え、心臓疾患

を抱える人たちのリスクも高まります。  低酸素状態が長く続くことで、心臓疾患者に  心臓発作や脳卒

中のリスクが高まります。」過去に皆さんに、私が喘息持ちであることは お話ししました。私は少しの間

でも マスクを着用することはできません。マスクをしたら、 息が苦しくて喘ぐことになります。銀行に

行った時の事ですが… 面白い事ですね。マスクを着用して銀行に行って お金を渡してもらえるなんて、

誰が想像したでしょうか。その点ちょっと考えてみてください。そして、もちろん長蛇の列でした。私は

銀行に長い時間いたため、 外に出た時には、文字通りマスクをはぎ取りました。私は息が切れて、喘ぎ

だしました。こんな風です。はあ～はあ～はあ～私はしょっちゅうこう言ってきましたが、私は大変祝福

された牧師です。たくさんのオンラインメンバーの方々が 送って下さったんですが、事実、、、皆さんに、

あるオンラインメンバーが 送って下さった物をお見せしたいと思います。喘息用マスクです。見て下さ

い。ここに喘息用マスクと書いてあります。着けてみます。見て下さいね。ジョークじゃないんですよ。

どうですか？   私に似合う色ではないと思います。 私は秋色（＝初老）だと思いますから。別のオンラ

インメンバーが送ってくださったのは、適用除外カードと法的権利カードです。後でそれについて話し

ますが、私のように、着用義務から 除外される事になっている人たちがいますね。そして、障害を持つ

アメリカ人法（ADA）の下、私たちは 医学的状態について情報開示する必要もありません。ADA=障害

に基づく差別の 明確かつ包括的な禁止について定める法律しかし、マスクを着用しなければ、まだ入れ

ません。また、画面上は、別のオンラインメンバーが送ってくださった カードのスクリーンショットで

す。1 枚目は、マスクを着用しない 法的権利の通知書。もう一方は、ワクチン接種を受けない 法的権利

の通知書。私は両方携帯しています。はい。これを送って下さったオンラインメンバー どうもありがと

うございます。可能なら、あと 10 万枚欲しいです。フェイスマスク・カードに記載されている事を、 以

下に引用します。「私は、いかなるフェイスマスク着用を要求する 義務や政策からも免除されています。

フェイスマスクを着用することは、 私にとって深刻な健康上のリスクを引き起こします。ADA＝障害を

持つアメリカ人法、および HIPAA＝医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 に基づき、私の健

康上の状態について問うことは  法的に許可されず、また私はそれ以上の詳細を開示することを 要求さ

れていません。」おあいにくさま。 「おあいにくさま」とは書いてませんが。（これ聞いて下さい）「民間

団体や企業は、 初回の ADA 違反で、最大 75,000 ドルの罰金を 科せられる場合があり、またそれ以降

の違反については、 最大 15 万ドルの罰金を科せられます。」また裏面には、違反を通報するための情報

があります。皆さんがお考えになっている事が わかります。「もう使ってみましたか？」 ーまだです。

まだです。告白します。 「まだ使ったことはありません。」でももし使うことがあった時には、必ず皆さ

んに どうなったかお知らせします。まだ一度だけ電話をかけるのが 許されていると思います。なので

皆さんにお知らせします。真面目な話をすると、答えを必要としている 深刻な疑問があります。こうい

う問いです。マスクが皆さんを守らなくて、また深刻な健康上の問題を 引き起こすこともあるなら、な

ぜ私たちはマスク着用を 強いられているのでしょうか。この答えが皆さんのお気に召さないのは  分か

っています。この答えがあなたの気に入らないと 私に分かっている理由は、この答えは私の気に入らな

いからです。皆さんに言っておかねばなりませんが、 私が今から画面に出す画像はちょっと  穏やかで

ないものなので、目を閉じるか、 体の向きを変えてください。しかし、フェイスマスクというのは 奴隷

制度の象徴なのです。沈黙させる事と服従の。私は、義務化は、大衆がそれに従い、管理されるのを ど

のくらい厭わないかを、慣らし運転によって、 測るものだと思います。課せられた制約は、ほとんど何 
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の問題もなく、 満たされています。大衆は基本的に義務化に黙従していますから。多くの人が根本的に

生活習慣を変えているようです。来たるワクチンという大義の下で。それは、言わば、まるで ゴールデ

ン・チケット(切り札)のように 売り込まれています。自分の生活を取り戻す為のチケット。自由を取り

戻す為のチケット。悲しいことに、大衆はすっかり憤慨し、捨てばちで、 そのワクチンを要求するでし

ょう。そもそも彼らから奪い取られたものを 返してもらうために。「マスクを着けずに済むのが待ちき

れない。」しかしながら、それを拒否する人々がいるでしょう。その結果、ワクチン ID という形の証明

による 証明制度ができるでしょう。私たちは、数週間前からこの件について 詳しく話してきました。予

防接種証明書がないと、 元の生活には戻れないでしょう。また、公共の場では、フェイスマスク着用が

引き続き要求されるでしょう。それに関して、何が興味深いかと言うと、この来たるワクチンに先立っ

て、 マスク着用が、追従の象徴であるのは？   ほ～私は先日、私の小さなワンちゃん、 私の相棒の子犬

と散歩に出かけました。私はこの子が大好きです。彼も私が大好きです。私達は横断歩道を渡っていまし

た。 私はマスクをしていませんでした。因みに私の犬もマスクをしていませんでした。すみません。私

は実際に見たんです。それはマスクじゃなくて、 マズル(口輪) と呼ばれてますね？   ふむ～脱線しまし

た。天気のいい美しい日に、横断歩道を渡っていました。主を賛美しながら、主に感謝して、コンピュー

ターから離れて、 外出するのは良いことですね。新鮮な空気を吸い、日焼けして、、、家内はいつも、日

焼けしたイケメンが 好きだと言っています。私はイケメンの部分に取り組んでいます。そして、マスク

をしたある男性が 自転車に乗ってやってきます。彼は私をジロリと見ます。 そういうご経験あります

か？   そうですよ。まるで、「君は、、、君は、公衆の安全と地域社会の健康を 危険にさらしている！！」

といった感じです。「おい！マスクしてないじゃないか？！」彼は 2 度も私にそう言いました。「マスク

は？？？」「マスクはどこだ！！」私は彼を無視し、歩き続けました。彼はぶつぶつ言い始めましたが、

聞き取れませんでした。彼がマスクをしていたからです。・・・ですから、ワクチン前のマスク着用は、

追従ですが、ワクチンができると、 もはや追従 (コンプライアンス）ではなく、 反抗（ディファイアン

ス）です。それってどうでしょうか？   実際、今や人々に、反ワクチン派、反マスク派の レッテルを貼

っている人達がいるのをご存知ですか？   本当です。ここで再度、もしワクチンができたら、ではなく

て、 ワクチンができた時、そう言われていますから。ワクチンを拒否する人たちが出てきます。そして

マスクも。それは彼らが商品を購入することや サービスを受けるのを制限します。基本的な商品とサー

ビスを。ですからこれが意味するのは、 彼らは、清算時にマスクを着用するか、 もしくは、私のように

しなければなりません。 私は家内に買い物に行ってもらいます。さて、それはしばらくの期間は 持続で

きるかもしれません。しかしながら、彼らが強制的に遵守を迫られるまで、  そう長くはないでしょう。

そして、非常に可能性があるのは、 その時点で、私たちが話してきたように、 それが 黙示録 13 章で

語られている 獣の印になる事です。正確にいつになるのかは分かりませんし、また、これが正確にどの

ように起こるのかは 分かりません。でも私たちが聖書預言から知っているのは、 これがいつかは起こ

るという事です。このシナリオに関して懐疑的であられる方々に、次の事をお考え頂けたら、と思いま

す。先週の木曜日に投稿された、 興味深い Youtube 動画から始めたいと思います。ロバート・ケネディ

Jr.と アラン・ダーショウィッツによる ワクチンをめぐる白熱した論争です。パトリック・ベット－デイ

ビットが 彼の Youtube チャンネルで司会しています。彼はまず、5 月 24 日に 私たちがアップデートで

取り上げた、 アラン・ダーショウィッツとの以前のポッドキャストの インタビューからの短い抜粋を

再生しました。その中のダーショウィッツの発言を引用します。「あなたが同意しなくても、あなたには、 
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公衆を危険にさらして病気を拡散する 権利は、憲法上、全くありません。あなたには、予防接種を受け

ない権利はない。マスクを着用しない権利はない。事業を再開する権利はない。」私は、それに「または

教会を」と付け加えます。司会のジェイソン・グッドマン氏は その発言を遮って言いました。私はそこ

をスクリーンショットで とらえようとしました。彼が手を前に出して、、、こんな風に。「ちょっと待って

ください。 ワクチンを受けない権利はない？？？ということは、予防接種が義務づけられたら、 私たち

は予防接種を受けなければいけないと？？」すると、ダーショウィッツは こう返答しました。「もちろ

ん。」「予防接種を拒否した場合、 国家は文字通りあなたを医者に連れて行き、 あなたの腕に針を刺す権

利がある。」ダーショウィッツは続けて言います。「もう一つの選択肢は、、、」「家で生活し、予防接種を受

けず、 二度と絶対に家から出ないことだ。しかし、他の人と交わりたいと思うなら、憲法はあなたに自

分の病気を 他人に広める権利を与えていない。  あなたは同意しなくてもいい。あなたは反体制者にな

っても、国を離れても、 外界から隔離されてもいいが、あなたに出来ない事は... (これをお聞きくださ

い。）『私はファウチ博士に同意しない。』と言って勝手に自分で法律を定め、病気を広めようとする事。

それは憲法上の権利ではない。」ダーショウィッツは続けて言います。「COVID-19 のための安全なワク

チンが開発されたら、 政府に義務化してほしいものだ。 義務化してもらいたい。私はそれを擁護し、あ

なたの見解に反論して、 米国の最高裁でそれを主張する。」わお～そこで、今回のインタビューは、彼が

そう発言している この動画の抜粋から始まりました。彼は、以前のその発言をまだ 固持するどうかを

尋ねられました。彼はその発言を固持しただけでなく、 ある意味では、もっとそれに力を入れていまし

た。で、インタビューは続きます。是非このビデオをご覧になることをお勧めします。1 時間強ですが、

大変非常に興味深く、 とても参考になります。ダーショウィッツが ロバート・ケネディ Jr.に次の質問

します。引用。「私はロバートに質問をぶつけたいと思います。 その答えは分かっていると思いますが。

ロバート、公共の場でのマスク着用を 全員に義務づける法案に反対しますか？   マスク着用に賛成しな

い人たちにも？   ダーショウィッツのワクチンに関する主張に  異議を唱えた上で、ケネディは マスク

についての質問にこう答えた。「私は、マスクについて数百もの研究を取り込んだ  薬評を少なくとも三

つは読みました。大部分の研究は... 事実、2015 年の ブリティッシュ・メディカル・ジャーナルの研究

は、マスクは実際には病気をまん延させ、 人をもっと不健康にする可能性が高いとしています。二酸化

炭素を吸い込んでいるためで、  マスクを着用する人々は、 もっと病気になりやすいのです。」 引用終

了。こういう風に言う事をお許しください。マスク＝MASK は、しるし＝MARK と 一文字違いです。言

葉遊びではありません。それについてじっくり考えてみたら、今現在、私は、皆さん同様、マスク＝MASK

がなければ、 店内に入って何も買うことができません。そう長くない先に、ーその前兆は見えています。

ー やがて、M-A-S-K から M-A-R-K になります。M-A-R-K なしでは、買う事も、売る事も、 何をす

る事もできず、ダーショウィッツの言うように、 外界を閉ざして生きることになります。それは時間の

問題であると 私は本当に信じています。前述のシナリオが展開するのは。公正を期して言えば、 私は間

違っているかもしれません。しかし、私は、これらの事全てが消滅するのを 想像するのに、かなりの困

難を覚えています。皆さん覚えておられますか？   これらの事が始まった時、 私たちが言われたのは、

「家に居なさい。感染者数のグラフが平らになるまでは。」「マスクを着用し、社会的距離を置きなさい。

グラフが平らになるまでは。」私はこれまでの人生でいくつかの曲線を 見てきました。でも、あの曲線は

平らになりました。それでも、私たちはまだ出て来れず、マスクを外すことも出来ず、ハグし合うことも

出来ず、教会を再開する事も出来ませんでした。これについてすぐにお話しします。じっくり考えてみた 
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ら、私には、このようなシナリオは  考えられないのです。ある朝目覚めたら、ニュース・フィードが、

大体こんなになっているのを。「さぁ！グラフが平らになったばかりか、  感染数がどんどん減少してい

る。さあ～！もう問題はなくなった。 マスクを外していいですよ！」私には、そんな風になるのが 考え

られないのです。それに、彼らは私たちに 大体そう言ってきたんです。なぜなら、コロナウイルスは決

して 消滅しないというナラティブ(語り口)が 続いているからです。そして、ワクチンが出来るまでは、

決して元の生活に戻る事はない、と。さて、良い知らせは、あります。こんな風に私を見てる皆さんもい

ますね。 「あるのですか？」「はいあります。」それは 新生クリスチャンにとってのもので、その良い知

らせとは、これが起こる時には、 私たちはここには居ないという事です。これが起こる時、私たちがこ

こにいない理由は、まず先に、携挙が起こらねばならないからです。そうです。主を褒め称えます。（拍

手～）お聞き下さい。 ここで説明しなければならない事があります。最近、私は批判を受けているので。

と言うのも、私達は、大変深刻な問題を 取り扱ってきました。そう思われますよね？   でも私は笑いた

いのです。ごめんなさい。それは体に良いんです。箴言には、 「陽気な心は健康を良く」するとありま

す。 (箴言 17:22)   私はたくさんの薬を必要としています。 それはワクチンではありません。私には笑

いという薬が必要なんです。それは、主にある喜びです。 主を喜ぶこと、それが私の力です。 (ネヘミ

ヤ 8:10 参照)   私はこんな批判を受けていて、「こんな真剣な時に、どうして笑えるのか？」「深刻にな

れませんか？」なれないんです。出来ないんです。 そうしようとするんですけど…それが深刻な事であ

るのは分かっていますが、 実はこういう事なんです。私はイエスを知っているのです。イエスが来られ

ようとしているのです。これは、イエスが来られるのが どれほど近いかを示しているのです。だから私

は喜んでいます。因みに皆さんもそうなれます。ご辛抱くださるなら、もっとそれについて お話ししま

す。あなたもまた、この喜びを 持つことが出来ることについて。これはまことの喜びであり、 純粋な喜

びなのです。それは主にある喜びで、イエス・キリストを信じる 全ての人の中に住まわれる聖霊から来

るのです。それが理由です。そういう事にしておきます。時々私はうわついてしまいます。「どうかした

のか？！」と言われます。私は ただ知っているんです。この全てが意味するのは、ただ一つ。そのただ

一つとは、 あのラッパが鳴ること！ 

「そしてまず、キリストにある死者がよみがえり、」 （第一テサロニケ   4：16） 
 

「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）、空中 
 

で主と会うのです。こうして私たちは、いつまでも主とともに いることになります。」 （第一テサロニ 
 

ケ    4：17）  
 

私は待ち切れません。そして私は、それが  もうまもなく起こることを知っているのですいいでしょう。

気分が良くなりました。 お話しするべき事が、まだたくさんありますからもうやめてくださいね。 いい

ですね？確かに、携挙は、これが起こる前に、 起こらねばなりません。しかしながら、「しかしながら」

があります。それは、携挙前に、クリスチャンと教会にとって 状況がもっと困難になっていくことはな

い と言うものではありません。実際は、もう既に困難が増して来ています。迫害が、もっとひどくなる

可能性は 十分にあります。現在のこの危機という大義の下で。金曜日に、この件について、 皆さんがお

聞きになったかどうか分かりませんが、スター・トリビューン紙の報道です。「はっきりと意見の分かれ

た 米連邦最高裁の決定は、50％の礼拝人数制限を無効にするための カルバリーチャペル・デイトンバ

レー・ネバダの 上告を否決。5 対 4 の判決で最高裁は、 リノ東部の キリスト教会からの以下の要請を

拒否した。それは、ネバダ州のカジノやレストラン、 その他の商業が、適切な社会的距離を保ちつつ、 
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50％の人数制限で運営することを許可するのと同じ COVID-19 規制を（教会が）受けるというもの。 

 
ネバダ州が強大なゲーム産業とその従業員を区別し  優遇するのは驚くべき事ではないかもしれないが、

この法廷がそういう特別優遇措置を  積極的に許したことは、嘆かわしい。サミュエル・アリト判事は、

クラレンス・トーマスと ブレット・カバノーと共に、反対意見の中で、 そう書いている。カバノーもま

た、自ら反対意見を書いた。ニール・ゴーサッチ判事も同様にして、言った。 『パンデミックが降りか

かった今日の世界は、 まれな難題を突き付けている。しかし、ネバダ州が、カルバリーチャペルよりも

シーザーズパレスを優遇する事を 合衆国憲法によって許されるような世界はない。』 （※シーザーパレ

ス＝ベガスのホテル）お～いいですね。シーザーズパレスというところが 興味深いです。ふ～ん。なん

と皮肉なこと。イエスが、はめられた時、… 最高です。たまりませんね。もちろん聖化された意味でで

すけど。でも、私は彼らがイエスを罠に掛けようとし時の  福音書にある記述を読むのが好きなんです。

「彼を捕らえたぞ！」的な。「これには何と返すか、見てみようじゃないか。」一枚の硬貨があります。 

「税金を納めることは律法にかなっている でしょうか。いないでしょうか。」 （マタイ   22：17） 
 

彼らは i-phone で答えを録画しています。イエスは答えられました。 
 

「それなら、カエサル（※シーザー）のものは カエサル（※シーザー）に、 神のものは神に返しなさい。」 
 

（マタイ   22：21） 
 

80 年代にクリスチャン・ファイナンシャル・ コンセプトを設立した、故ラリー・バーケット氏は、 こ

う言っていたものでした。私は彼の言葉が大好きで、 よく引用してきました。 彼曰く、「カエサルのも

のはカエサルに、 神のものは神に返しなさい。しかし、 神のものをカエサルに渡さないように。」シー

ザーズパレスですって。7 月 9 日のホノルル・スター・アドバタイザー紙の 記事です。その掲載記事は、

基本的に一面にわたる でかいもので、本土テキサス州サン・アントニオの カルバリーチャペルの 巨大

な写真が載っています。見出し：「再開した教会で感染数急増」それって、彼らは感染数急増の責任を 教

会だけに押し付けています。私に言わせれば、ちょっと面白いです。理由がお分かりですか。皆さんがご

存知かどうか分かりませんが、 マック副牧師がこの事は木曜夜に話しました。今週の木曜日、マックが

パート２を話すので 是非いらっしゃることをお勧めします。皆さんご存知でしたか？ この 2 か月、60

日間、2 か月間、オレゴン州ポートランドで、彼らが何をしているか知ってますか？ これ、聞かれまし

たか？   暴動です。ふん。あちらでは感染急増はなし？！ 見られませんね先週だったと思いますが、 私

が述べたことは、コロナウイルスに絶対に何が何でも 感染しないためには、 暴動には参加すればいい。

しかし教会に行ったら、、、私があなただったら、 行くかどうか...（教会で）何が起こっているか聞いた？

皮肉をお許しください。私にミームを送って下さった兄弟がいます。「 教会に行きなさい。 もしも警察

が来たらこう言いなさい。『暴動に参加しているんです！！』『イエスの為に。』」そうですよね！！！そう

だ！そうだ！   いいでしょう。この引用をお聞きください。これはホノルル・スター紙です。 敢えて言

いますが、教会の友ではありません。侮辱するつもりはありません。 あなたがその新聞社で働いておら

れるなら、主を賛美します。 神は寛容なお方ですから。しかしとにかく、すみません。 今のは良くなか

ったですね。記事を引用します。「テキサス州では、ロン・アルバ牧師によると、 彼の教会、カルバリー

チャペル・サンアントニオは、法律に一字一句厳密に従い、 5 月に再開を許可されて以来、 社会的距離

を保つ努力もしてきた。 ところが、今、約 50 人の会衆、牧師夫婦を含めた 教会のスタッフが   ”検査

で” （キーワードです）コロナウイルス陽性反応を示した。アルバ牧師は、今のところ 全症例が軽症 

であると述べた。」あ～   今日は時間がありませんが、もしかしたら  主は今後のアップデートで機会を 
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与えて下さるかもしれません。検査と陽性反応のダイナミクスについて お話するために。忘れないでく

ださい。 上昇しているのは感染数です。皆さん、コロナウイルスは風邪のウイルス、 インフルエンザ・

ウィルスだと お気づきですか？   その件はここまでにしておいた方が いいでしょう。先週の土曜日に、

ジャック・ヒブス牧師が、この写真と一緒に、 携帯にショートメッセージをくれました。チャンピオン

紙の記事です。あちらの地元新聞で、その記事の見出しは、『教会は野外での礼拝を強いられている』記

事から引用します。「カルバリーチャペル・チノヒルズのジャック・ヒブス牧師は、水曜日に、教会屋内

で、聖書の学びを説教した。駐車場は満車。説教後、フェイスブックの動画には、彼がマスクも着用せず

に、 信徒たちと交流しているのが映っている。何度もハグをして、握手をしているのだ。信徒たちがそ

の牧師を囲み、 彼に手を置いて祈っているのだ。 顔を覆いもせずに。懸念した何人かの住民から チャ

ンピオン社に連絡があった。教会がウイルスを拡散している 可能性があるのではないか？と。彼らは、

チノ警察署、チノ市の条例執行部、  サンバーナーディーノ郡保健所に 連絡を取ったと言うが現在明確

な回答はないとのこと。」私が言っているのは そういう事です。私が思うに、…これに関しては、主が私

の心をご存知で、主の御前での私の誠実さもご存知です。今が、恐らく、この教会の正式な立場を 公言

するのに適した時でしょう。この教会の牧師として、… ご存知のように、これは私の重要な特権ですが、

これから申し上げるのが、 私たちの正式な立場です。ホノルル市および郡による 7 月 2 日（木）の 緊

急命令番号 2020-18 の修正への対応として、…それは、「同一世帯の家族または住民ではない人と 6 フ

ィートの社会的距離を保持できない場合、  公共のスペースや屋外にいる間は、市内の個人全員が  フェ

イスカバーを着用することを要求される」とし、また、その修正条項 35 ページの第 11 項は、 「対面で

のスピリチュアル・サービス」を 制限しています。私たちは違反せざるを得なくなっています。私たち

は確かに、使徒パウロが ローマ 13 章 1-2 節で戒めているように、 その土地の法に従いたいと願います

が、ホノルル市と郡は、遺憾にも、また不法にも 過剰要求をしました。そのため、私たちは、 ペテロと

使徒たちが「使徒の働き」5 章 29 節で 行なったように、自分たちの姿勢を 貫かなければなりません。

彼らはイエス・キリストを教えたり、宣べ伝えたり、 崇拝してはいけないと厳しく命じられた後で、 こ

う述べました。私たちは人にではなく、 神に従わなければなりません。さらに、ホノルル市と郡は、…

敬意を持って言わせていただきます。 これは反抗ではありません。謹んで言いますが、 ...違法な権限行

使を行ない、私たちに 神の言葉と御言葉の神に従わないよう命じています。シンプルに言えば、神は政

府に、 教会に対する権限を与えておられません。その牧師や指導者に対しても。事実、いかなる形でも

教会の問題に干渉して、 神から教会に与えられた権威を無効にする事は 禁じられています。さらに、イ

エス・キリストの教会は、 政府の役人の支配下になく、むしろ、政府の役人が イエス・キリストの支配

下にあるのです。最後に、私たちは教会として集合するために、 政府の許可を求めることはありません。

また、これは大変重要ですが、私たちは、アメリカ合衆国憲法第一条による 憲法上の権利を求めて争う

のでもありません。第 1 条には、「議会は、国教の樹立を支援する 法律を立てることも、宗教の自由行使

を 禁じることもできない」とあります。その理由は、私達の宗教的礼拝の自由は、 神から与えられた命

令であり、 国から与えられる特権ではないからです。それが、私たちが前述の許可を求めない理由です。

それが私たちの正式な立場です。この時点で頭を垂れて目を閉じ、 お帰りになりたければお帰りになっ

ても構いません。帰り際に駐車場で、他人の車の タイヤをパンクさせてはいけませんよ。さて、ここ地

元の方々と、 オンラインでご覧になっておられる方々、 またこの島におられる方々、私が言う事をどう

か しっかりお聞きください。今日ここにおられる皆さんも。皆さんのどなたであっても、 もしこの私た 
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ちの立場について 落ち着かない思いをされているなら、私たちが偽りなく、本当に、それを理解し 受け

入れる事を知ってください。もしかしたら、あなたにとっては、 お望みであれば、オンラインで 礼拝を

見ることが最善かもしれません。しかし、あなたが来て下さるなら、どうかお聞きください。覚悟を決め、

用心なさってください。理由を説明します。カリフォルニア州チノヒルズの ジャック牧師の教会で起こ

ったような事例が、 すでに 2～３度ありました。一度は先週の日曜日、第一、第二礼拝の間で、 第一礼

拝終了後ですが、ある男性が来て... 彼は教会の人ではありません。どうにかして警備チームをすり抜け

て、 トイレに行きたいと装って入ってきました。それで彼はトイレに行って、トイレを使って、戻って

来ると、 ビデオ撮影を始めました。今回こういうことは 2 度目でした。 私たちの違反行為を探し、ビデ

オを撮るんです。マック牧師は、その時点で、彼に立ち向かいました。  それは私たちの権利ですから。

私の知る限りでは、私がいなくて本当に良かったです。 私を彼から守るのではなく、彼を私から守るた

めに。本気です。私は真剣です。やはり、神が私の心をご存知ですが、 私は猛烈にこの教会を守り抜き

ますから。神は私に、この教会の牧師となり、監督し、 群れを守るという重大な特権を与えて下さいま

した。今、皆さんにお伝えします。主が私に呼吸をさせておられる限り、主が私にこの特権を与えておら

れる限り、私の目の黒い内は、誰にもこの教会に入って来て、 問題を起こさせません。今、オンライン

でお伝えします。特に、私がこう述べた後で あなたが悪辣な悪意を持ってここに来たいなら、ここは私

有地ですから、 立ち去っていただきます。立ち去られないなら、 無理やり追い出されます。私たちは警

察に通報し、 あなたは追い出されます。ここは私有地ですから。メディア？ダメダメ。メディアは入れ

ません。 ここはサーカスではなく、教会です。ビデオを撮りたい方々、「あの牧師はマスクをしていな

い！！」と。「信じられない！！彼らは牧師に手を置いて、 囲んで祈っているんだぞ！！」と。それが教

会ですることなんです！！「賛美チームが歌っているぞ！」「通報してやる ！！」想像できますか？ で 

も、これが現実でしょう？   その法令、修正条項を実際に 読まれましたか？   私は読みました。辛うじ

て。簡単なものではなく、大変辛かったです。そこには、歌を歌うことについて、 書かれた項目があり

ます。   冗談でしょ？！   冗談ではありません。 そうならよかったのに。その男は突然騒ぎ出します。

「通報してやる！！」と。 彼は実際に警察に通報しました。彼曰く、「私は、この島の全ての新聞社とメ

ディアに 連絡してやる！！！」「私にそんな事されたくないだろう？」だから、私がその場にいなかった

ことは 幸いだったのです。私はなぜこの事を 持ち出したのでしょうか？ なぜなら、皆さんに知ってい

ただきたいのは、私たちは、蛇のようにさとく、また 鳩のように無害になる必要があるからです。それ

は初めての事ではないし、 必ずまた起こるでしょうし、実際、さらに悪化するでしょう。ですから、お

越しになる予定なら、歓迎します。 どなたも追い返したりはしません。しかし、覚悟を決め、用心なさ

ってください。安全な環境を確保するため 私たちは最善を尽くします。神のこの教会で、神がお命じに

なった通りに、 私たちが礼拝できるように。しかし私たちには皆さんの助けも必要です。また私たちは、

皆さんに、 私たちが何に直面しているかを 理解していただく必要があります。どうか、、、 これは大変

重要です。全部重要ですが、 これはもっと重要です。どうかお祈りをお願いします。私たちが扱ってい

る類のもの、 そして、主の来られるのが遅れるなら、 まだこの先にも扱うことになるものは、私たちは

本当に皆さんの祈りが必要です。私たちの為にお祈りください。 私の為にお祈りください。私たちは非

常に難しい決断と反対に 直面しているのです。ですから、皆さん、大丈夫ですか？ともかく、私たちは、

手に鋤をかけて進み続けます。私たちは、進み続けます。主が来られるまで、忙しくしています。時間が

まだあるうちに、 イエス・キリストの福音のために、 迷える人々に手を差し伸べます。私たちが毎週し 
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ている事をし続けます。いつかこれをしなくなる時、その週が来るのです。それは、私たちが閉鎖される

からではありません。私たちが引き上げられるからです。言っておきます。私達は週ごとの預言アップデ

ートをし続けます。私たちはイエス・キリストの福音を 伝道し続けます。子供でも分かる救いの説明、 ”

救いの ABC”   をシェアし続けます。”救いの ABC”の前に、 英国のオンラインメンバーからの 賛美と

感謝の報告をちょっと読みたいと思います。彼曰く、「月曜日の事、私はある人に 福音を伝えました。”

救いの ABC”のコピーを彼に渡しました。そして彼は、その夜、 キリストに人生を捧げました。」ほ～～

～～皆さん、たとえ彼がそうしなかったとしても、これは素晴らしい特権ではないですか？誰かをイエ

ス・キリストの救いへ導くこと。しかし、たとえ彼らをイエスに近づけるだけでも、私たちの前には、、、

恐らく、皆さんは私がこう言うのに 飽き飽きしておられるかもしれませんが、それでも言わせてもらい

ます。私たちの前には、最高の機会、 人生最大の機会があり、このような機会は今まで見たことのない

ようなもので、 二度と巡って来ないかもしれません。人々をイエスに導くために。マスク着用しながら

でも。事実、ご存知の通り、私のユーモアのセンスには 臨床名がありますが、でも、私は清算時に、ゼ

ーゼーしながらも マスクを使用しています。彼らもマスクをしています。彼らがマスクが好きだと思い

ますか？   いいえ、着用せざるを得ないんです。 そうしないと働けませんから。そこで私は彼らにこん

な事を言います。「やあ、どうですか？」え～「どんな気分？」実は酸素が足りなくて、 ちょっとめまい

がしてて…「分かるよ。ちょっと残念だよね。」 えぇ。「恵まれた日になるといいね。 君の為に祈ってお

くね。」「今日、君の為に祈るからね。」考えてみて下さい。それまで何人の買い物客が、 そのレジを使っ

たと思いますか？   そして彼に 暴動法を読み上げたかも？「社会的距離を保持しないと！」因みに、私

はマスクを下へずらし 鼻で呼吸をすることにしますよ。おあいにくさま。人々はピリピリしてます。そ

して誰かが清算に来て、 「やあ」と声をかけてくれたら…本当に、気に掛けるのです。なぜなら、こん

なのとは違うからです。 ただ「調子はどう？」「いいよ。」「いいよ。あなたは？」 それでいいのでしょ

うか？   もっとこんな感じで言うんです。「ねえ、どうですか？」「本当のところは、どうなの？」 と本

当に気に掛けるのです。私がいつもポケ料理の話をしてるのは 分かっています。もうすぐ終わりますか

ら ご辛抱ください。フードランドの、スパイシー・アヒ・ポケ。そこのカウンターの後ろにいる男性は、

私が並んでいるのを見るたびに、 いつも喜んでくれます。マスクをしていても、 彼が笑ってくれている

のが分かります。 彼の目が、、、それか彼は、こんなかも… 分かりません。マスクについて一つ言うと、

ブレスミント代が節約できますね。 誰もあなたの息を嗅がないから。とにかく、彼は私が来るのを見る

と…、 私はいつも彼に言うのが、、、と言うのも、ある時、客が彼に 噛みついているのを見ましたから。

「ぼったくりだ！！」と。この男性は、大変腰が低くて... クリスチャンでない事は分かります。そして

私の番がきた時、 彼にこう言いました。「君、うまく対処したね？」「私だったら、、、」（唾を吐きだす行

為）いやいや、そんなこと私はしません。 絶対しませんよ。食事を出している人々には いつも注意した

方がいいですよ。本当に話が脱線しているのは分かっていますが、ただ人々をイエスに近づける。もし主

があなたに、 イエスを受け入れる祈りにまで 彼らを導く特権を下さるなら、やったーーー！！   今は、

なんと良い機会でしょうか。 人々は苦しんでいますから。人々は怖がっています。彼らは大変恐れてい

ます。人々にはイエスが必要なのです。 

”救いの ABC”と福音とは何でしょうか？では A から始めます。 
 

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ことを 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、 
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「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」 (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） 

 
これは悪い知らせです。しかし、 良い知らせがあります。 

 
「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） 

 
それが福音です。イエスが来られて、私たちの為に全額を支払い、  私たちに この永遠のいのちという

贈り物を下さるためです。それが良い知らせです。イエスが来られて、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、いつか彼は再び来られます。 まもなく、非常にまもなく。 

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） 
 

それは変更されないものであり、 暫定的なものではありません。評決は出ています。決定は下されてい

ます。あなたは救われるのです。最後に C、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） 
 

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） 

 
最後に、ローマ人への手紙 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） 

 
ご起立ください。祈りで締めくくりましょう。賛美チームが上がってきます。オンラインでご覧の方々に

お伝えしたいのは、ご辛抱いただきありがとうございます。最後に言いたいのは、 もしあなたが主の御

名を呼び求めたことがないなら、先延ばしにする時間はもうありません。永遠のいのちという、人生で最

も大事な決断を。イエスが来られます。彼が初めに来たのは、私たちの罪の代価、罪の負債、死の罰則を

支払うためでした。彼は再び来られます。そして御言葉の中で、仰っています。彼は来られる、と。そし

て、この世界から 私たちを連れ出して下さる、と。イエス・キリストの教会携挙において。それはいつ

だって起こり得ます。携挙が起こる前に起こらねばならない事は 何もありません。それは差し迫ってい

ます。あなたが主の御名を呼び求めた事が今までないなら、  私は今日、そうなさる事を切に願います。

今日が救いの日です。 

祈りましょう。天の御父よ。本当にありがとうございます。祝福された望みに感謝します。それは本当に、

私たちの唯一の望みで、 私たちの唯一の望みは、あなたにあるのです。私たちの望みは、この世界には

ありません。私たちの望みは、あなたにあります。主よ。あなたは、あなたが行って、私たちの為に 場

所を備えて下さる、と約束されました。あなたがおられる場所に、 私たちもおらせるために。ですから

主よ。私は祈ります。あなた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、心で信じたこと

がなく、自分の罪を認識したことがなく、罪の赦しの為に、あなたに信頼を置いたことがない 全ての人々 
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が、今日彼らが悔い改めに導かれ、まだ時間があるうちに、永遠のいのちという 人生で最も大切な決断

をすることを祈ります。まだ時間があります。 それが良い知らせです。主よ、ありがとうございます。

最後に主よ、私はこれを、ここにおられる方々、また オンラインでご覧の方々を代表して祈ります。マ

ラナタ～！主イエスよ、早く来てください。イエスの御名によって。 アーメン。 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------
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