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それでは！ おはようございます、そしてようこそ。今日は来ていただき、とても嬉しいです。主を讃え

ましょう！ この時間はネットで繫がる、オンライン・チャーチです。ここに居られる皆さんは、ヘブル

人への手紙第 12 章をお開きいただき、この素晴らしい箇所を一節ずつ読んでいきたいと思います。 

今日の聖書箇所は、1 節から 3 節になります。可能であればご起立ください。無理であれば座ったままで

も構いません、私が読むのについてきてください。ヘブル人への手紙の著者は、聖霊によって 1 節から

こう書いています。 

へブル 12 

１こういうわけで、このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私た

ちも、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競走を、忍耐をもって走り続けよ

うではありませんか。 

2 信仰の創始者であり完成者であるイエスから、目を離さないでいなさい。この方は、ご自分の前に置か

れた喜びのために、辱めをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。 

3 あなたがたは、罪人たちの、ご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あ

なたがたの心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。 

お祈りしましょう、よろしければご一緒にどうぞ。私たちの時間が祝福されるよう、神にお願いしましょ

う。愛する天の父よ、私たちはあなたの御言葉、今日、私たちの前にあるこの御言葉に感謝します。聖霊

を本当に感謝します。なぜなら、聖霊の助けがなければ、今日、私たちの前にある、あなたが私たちに伝

えようとされている御言葉を理解することが出来ないからです。私たちの心を落ち着かせ、このストレ

スの多い生活の中で、特にこの時代の、心配事や問題に惑わされがちな私たちの心を静めてくださるよ

う、聖霊にお願いしたいのです。主よ、私たちはただ、自分自身とこの時間をあなたに捧げ、委ね、服従

させたいのです。そうすれば、あなたは私たちをご自身の御旨によって用い、主よ、あなたが私たちに 

語りかけ、あなたが私たちに示されるものを知ることができます。主よ、今日、この御言葉の中で共に過

ごせる時間に、あなたがなしてくださることに感謝します。イエスの御名によって、アーメン、アーメン。 

ご着席くださいす。ありがとうございます今日の教えは、希望のメッセージです。他の教えが希望のメッ

セージではないということではなく、希望と勇気を与えてくれるメッセージです。特に、疲れ落胆してい

る人々に向けたものです。今日は、クリスチャンである私たちが、極度の困難に直面しても疲れたり、心

を失なわず戦うための、聖書的かつ実践的な方法について見ていきます。ヘブル人の手紙の著者がこの

手紙を書いた時期に、このようなことが起こっていました。彼らは、激しい迫害と極度の困難の中にあり

ました。多くの人がすべてを失っていました。多くの者は、イエスを信じた家族を勘当しました。彼らは

生活の糧を失っていました。なぜなら、彼らクリスチャンが、イエス・キリストへの救いの信仰を公言し

ているのは、それは異端であり、彼らの友人や家族、雇用者は皆、彼らと関わりたくないと思ったからで

す。それだけでなく、ユダヤ教に戻るように圧力をかけていたのです。だからこそ、ヘブル人の手紙の著

者は、彼らの疲労感と落胆の中で、彼らを励まし、この希望を与えたいと思っているのです。実際に、彼

らは心が折れ、疲れていました。なぜ私たちに、このような御言葉が与えられているのでしょうか？ 聖

書の中で、「恐れるな」と書かれているときは、たいてい、人々が恐れていたからです。深遠な表現であ



るのはわかっていますが…「恐れてはならない。」なぜ神は、それを聞かせたかったのでしょうか？ な

ぜなら、彼らが恐れていたからです。なぜ神はヘブル人への手紙の著者に、彼らに語り、手紙を書くよう

にと仰ったのでしょうか？「元気を失うな、疲れ果てるな、心を失うな。」彼らが疲れ果て、心が折れて

しまっていたからではないでしょうか。それは本当に悲しいことです。私たちは、いまの時代に生きてい

て....これが誤解を招かないことを願っていますが、厳しいことを言うようですが、実際、教会の中で、 

私はこの教会のことを言っているのではありません。なぜなら私たちは皆...この教会が完璧な教会である

ことを知っているからです。ー （笑）ー 申し訳ありません。どこかに雷が落ちてませんか？ 私が言

っているのは一般的な教会の話です。私たちは、安全だと思いません。見下されたり、疑われたりするの

で、あえて誰にも苦労を打ち明けません。「あなたには、信仰があるのですか？」だから、私たちは絶対

に打ち明けることはありません。私は本当に苦労しています。興味深いですね私はよくこのことを考え

ます。誰かとすれ違ったとき、声をかけますよね。「やあ、元気かい？」「ああ、元気だよ。あなたは？」 

｢絶好調!」そのようにして、陽気な道を進むんですよね？ もしも、次の機会に誰かに声を掛けたとき、 

「やあ、元気だったかい？」その反応が、こんな感じだったら…「よくないんです、ちょっといいです

か？」「おっ、ランチにしようぜ。」そんな答えは予想していませんでした。たとえ私が気にかけて、彼ら

の話に耳を傾け、彼らが悩んでいることを私に話してくれたとしても、少なくとも私は彼らのために祈

り、彼らと一緒に祈ることができます。私たちもその罪を犯しますよね。「君のために祈るよ！」そこか

ら逃げましたね？ 君のために祈ると言った時に、本当に相手のために祈っていますか？…とても罪を

示されていますので、進行中の説教に戻りましょう。今日の聖書箇所の中で、ヘブル人への手紙の著者

は、私たちが敬意をもって「信仰の殿堂」と呼んでいるものを”偉大な雲のような証人”と描いています。

そして今度は話題を変え、信仰の「方法」について説明しています。それが、どの様なことなのかを説明

します。私たちが読み終えたばかりのおなじみの第 11 章で、ヘブル人の手紙の著者は、神に力強く用い

られ、信仰が弱くても、信仰の殿堂に入れられた神の男女を描いていますが、それは、彼らの力ではなく、

主の力によるものであったからです。著者は彼らをリストアップし、名を掲げ話題にしてきましたが、今

度はそれを基にして信仰の殿堂に入っているのは彼らだと言いたいのです。さて、ここからは信仰の「方

法」についてお話しましょう。以下が、そのような 3 つの「方法 」です。私たちが神の御言葉の「何」

をするかを可能にするのは、常に聖霊の「方法」です。それは聖霊です。聖霊が「方法」であり、そのた

めに今、ヘブル人への手紙の著者は、話を変えて、疲れないようにと励ましているのです。「あなたが疲

れているのはわかっている、だが疲れるな。失望するな。私はあなたが失望していることを知っている。

あきらめたり、屈したり、ユダヤ教に戻ったりしている人がいる。そうなってはいけない。逆境が強まっ

ているのはわかっている。でも、屈する必要がないということを、今、分かち合いたいと思います。絶望

や落胆、疲れに屈する必要はないのです。」最初は 1 節にあります。それは、「すべての障害/重荷を取り

除く」ことです。ここで著者が言っていることの重要性を、正確に伝えることができないかもしれませ

ん。障害/重荷だけでなく、罪についても書かれています。つまり、障害や罪は、私たちにまとわりつき、

縛ったり、私たちの足を引っ張るものです。投げ捨てなさい！ そして特に興味深いのは、彼が競技中の

ランナーに例えていることです。これは完璧で、正当な理由があります。このようなランナーがいるわけ

ですが、…彼らの着ている服がどんどん少なくなるような気がするのは私だけでしょうか？ そして、

彼らがあるラインまで来るとこんな感じで、「おっと、それはちょっと広角で撮ってくれませんか？」な

ぜか？ 



あ、それには理由があります。この描写のくだらなさはお許しいただきたいのですが、レースを見る準備

をしていて、ランナーたちがスタート地点に立つところを想像してください。そして、この男の登場で

す。リュックサックを背負っています。スーツケースを引っ張っています。今のものは、4 つの車輪が付

いているんですよ。ちなみに二輪よりはずっと楽です。二輪だったときのことを思い出してみてくださ

い。今は 4 つあるので、まるで持っていないかのようです。だからそれを片手に持ち、もう片手に別の物

も持てます。チェックしたものをもう一方の手に持っていて、スタートラインに近づいてきます。 

「何をしているんだ？ 走れるかもしれないけど、勝てないよ。」どうして？「だって、こんなにも荷物

があるからだよ！ それは、あなたにとって障害となるよ！ これは邪魔になる。あなたを遅らせ、負担

になってしまうのだ。捨ててしまいなさい！」これが著者の言っていることです。私が思うにこれは、問

われて答えるべき質問です。私の人生の中に住み着いているものは、何なのでしょうか、それは、私を捕

らえ、抑え、拘束し、縛りつける、障害になっています。それは私を捕らえています。そしてもう一つあ

ります、このランナーの完璧な例えがなくても、私たちの長い人生の中にかかる、これらの重荷を考えて

みてください。長くはありません。ただ時間の問題です。つまり、あなたはこれを背負っていて、それが

あなたを押しつぶすのです。処分しなさい。投げ捨てなさい。あなたが疲れ、失望しているのは当然です。

自分が背負っているものを見なさい。その物を捨てなさい。主に渡しなさい。 

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下さるからで

す。（第一ペテロ 5：7） 

なぜそんなものを持ち歩いているのですか？ それは邪魔になるものです。罪について話しましょう。

（ため息）話さなければなりません。御言葉を読み飛ばすことはできません。つまり、彼は障害と罪を区

別しているのです。二つを差別化、区別しているのです。私たちの人生には障害となるものがあります

が、それ以上に悪いこともあります。障害に加えて、私たちにまとわりつき、罠にかける罪もあるからで

す。それは捨てなければなりません。さて、どこへ捨てるのでしょうか？ そもそも、なぜあなたはそん

なものを持っているのですか？「あぁ、私は代価を払わなければなりません。」いいえ、そうじゃありま

せん。主はすでに払っておられます。主はすでにその罪を負われました。主はすでに私のその罪を、 

赦してくださいました。なぜ、あなたはまだそんなものを持ち歩いているのですか？ どうりで。自分を

見てみなさい。落ち込み、意気消沈し、疲れ、落胆している。もちろん、そうなりますよ。それを主に渡

しなさい。主が支払ってくださったのだから。あなたは赦されたのです。なぜあなたは敵を逃がすのか？ 

なぜ、敵にあなたを非難させ続け、その罪であなたを打ちのめすさせるのか？敵はあなたを思いのまま

にしている。それが属するところにその罪を持っていきさい。処分しなさい。罪の代価が支払われた十字

架のもとへ持って行きなさい。主がそれを受け取りました。主は、私たちのために、私たちの内から、私

たちの罪を取り除き、私たちの代わりに支払ってくださったのです。なぜそれを取り戻すのですか？ よ

しましょう。素直になりましょう。ああ、私たちはそれを主のもとに持っていきます。すべての気がかり

な事、すべての不安、すべての恐れ、すべての心配事、すべての罪を持って。主に委ねるのです。 

「主よ、私はこれをあなたに捧げます。あなたに感謝します。」と。そして、主に委ね、私たちは重荷か

ら解放されます。原語で、この”思い煩いをいっさいゆだねる”意味は、自分を押しつぶすような重荷を手

に取り、それを転がして、神に渡すような感じです。主はそれを受け取られます。私たちが住んでいると

ころでは手動のごみ捨てです。私たちは、皆さんのようなゴミ箱を持っているわけではありません。自分

たちで買わなければなりませんでしたし、それを車道の端まで、運ばなければなりませんでした。週に 2



回、彼らはそれを取りに来ます。彼らはそれを持っていきます、持っていくのです。なくなってしまいま

す。それが大好きです。私は彼らに与え、彼らは持っていきます。もっといい例えがあったら、教えてく

ださいね？ 想像してみてください。もっとくだらない話になってしまいますが、要点はわかっていた

だけると思います。私が、カパアのゴミ捨て場に行ってこう言います。「捨てたゴミを返してもらえます

か？」ー（笑）ー おいおい、どうしたんですか？ まあ、私たちは主に対してそうしているのです。私

たちはそれを主に渡します。主はそれを受け取られます。実際に考えてみると、ちょっとユーモラスなん

ですが、なぜなら、それは私たち、クリスチャンとして、「私は自分の人生を主に捧げました。ああ、主

を讃えます、ハレルヤ!」あなたがキリストに人生を捧げたことが、本当の意味での奇跡ではないのです。

主を讃えますが、本当の奇跡は主がそれを受けてくださったことです。考えてみてください。それが本当

の奇跡なのです。私は自分の人生を捧げた私たちは、「主を受け入れた」と言いますが、実際は、主があ

なたを受け入れてくださったのです。ハハ、もし私がそこにいたなら、「彼はやめておいた方が良いと思

います。」と言ったでしょう。ー（笑）ー「待ってください。これは時間をかけましょう、いいですか？」 

私たちは罪を取り戻します。私が考えるその理由をお話ししましょう。私たちの罪の性質の中には、何ら

かの形で私たちが、まだ負債を負っているという概念が潜んでいます。なぜなら、サタンは罪悪感に関し

ては非常に巧妙なのです。サタンは私たちの人生に罪悪感の基盤を構築し、私たちに思い出させ続けま

す。「うわー、またお前がそれをやらかしたなんて信じられないよ！ もし私だったらしばらくの間、身

を隠すよ。おい、私は祈らないぞ。だって、この件に関して神に、数日猶予を与えたほうが良いかもしれ

ないからな。まちがいなく教会には行かないね。そんな人を想像できるか？．．．」隣の席の人を見ないで

くださいね。もし、隣に座っている人があなたが何をしているか知っていたら！？ サタンはそれがと

ても上手く、その言葉をうのみにしてしまいます。嘘の父からの嘘を、信じてしまいます。彼はあなたに

嘘をついています。サタンは、あなたが十字架のもとに来た途端に自由になることを知っています。です

から、十字架に行くことを遅らせるために、あらゆることをするでしょう。最悪の場合、その罪の罪責感

に巻き込まれるようにします。罪を贖ってくださった十字架のキリストからあなたを遠ざけようとしま

す。なぜなら彼は、あなたが十字架のもとに来た途端に、大きく変わることを知っているからです。早け

れば早いほどいいですね。十字架にたどり着くまでの時間以上に、あなたを落とし入れ、打ちのめすよう

な重荷を、あなたは背負う必要はありません。主に委ねてください。もう一つ、敵が私たちを捕らえよう

としているものがあります。主と共に歩んできた私自身の人生においても、これはまだ大きな問題です。

敵はとても巧妙で、私たちに、「ああ、あなたは赦されている、でも...！」と思わせようとします。敵は、

必ず条件をつけてきます。「ああ、お前は赦されてる。でも...」その「でも」をつけた時点で、サタンは、

あなたを捕らえたことになります。だって、ほら、今やこんな感じです。「ああ、私は赦されている。で

も...、そんなに簡単なことではない。」「お前はそう簡単には逃げられないよ。何を考えてるんだ？ ヨハ

ネの手紙第一 1:9 にあるように、主のもとに行って、ただ自分の罪を告白すればいいと思っているのか。

真実で正しい方だから、その罪を赦し、すべての不義からきよめてくださると思っているのか？ そん

なことで無罪放免になると思うか？」「...ちょっと心配になってきた。」なぜなら、敵が心に疑いの種を植

え、それが発芽して芽を出し始めているからです。敵は、私を赦し、罪を贖ってくださった方から私を遠

ざけようと、別の角度から近づいてきたのです。そうすると、こういうことになります。「あぁ、私は赦

されていると知っている。でもそんな簡単なことではない。それは話がうますぎるよ。」これを引用しま

す。格言、何と呼ぼうといいのですが「話がうますぎる」真実であるには、あまりにも良すぎる。早まら



ないでください。あまりにも話が良すぎるのであれば、それは神です。なぜなら、神は良いお方であり、

神は真実であられるからです。その良すぎる話には注意が必要です。なぜなら、永遠の命という”贈り物”

に関しては、それはあまりにも、話が良すぎるからです。「タダより高いものはないよ。」あなたにとって

はそうかもしれませんが、しかし、永遠の命に関しては、無償で与えられた贈り物なのです。ああ、主が

支払ってくださいました。主は代価を払い、すべてを犠牲にされました。自分の人生を犠牲にして、彼は

それを支払ったのです。私たちを買い取ってくださいました。それは得るものではありません。贈り物で

す。さて、そろそろプレゼントを買う季節になってきましたよね？ 彼らはどうするでしょうか？ 貰

ったプレゼントを、贈り物にするのです。いいんだよ、いいんですよ、みんなやってるんだから。忘れて

しまい、それを貰った本人に贈り返してしまうと、困ったことになりますね。それは問題です、.....話が

脱線しました。あなたは贈り物を受け取りましたが、その贈り物のために誰かがお金を払ったのです。あ

なたがお金を払うのであれば、それは贈り物ではありません。贈り物ではなく購入した物です。誰かがそ

の贈り物を購入し、それを贈り物としてあなたに与えたわけです。そして、私たちは何をしますか？ 

「何がねらいなの？あまりにも話が良すぎる。タダほど怖いものはないよ。ああ、そんなに簡単なわけが

ない。」それが敵なのです。もし敵が、あなたにそう思わせることが出来れば、敵はあなたを巻き込むこ

とが出来るのです。障害となるものを忘れてしまい、敵はあなたを捕らえてしまいます。敵はあなたを落

ち込ませ、遅れさせるだけでなく、そのことだけで、あなたを倒すことができるのです。罪責感の重圧の

下に。そうさせないでください。取り除いてください。すでに支払らわれたのですから。あなたには何の

借りもありません。あなたの負債は全額返済されました。返済証明はイエス・キリストの血で刻印されて

います。捨てなさい。主はがそれを取ってくださったのです。カパア・ゴミ処理場に行って、取り戻そう

としないでください。この例えを使うのは、これで最後です。今度は”進歩すること”ですね、私はこの言

葉が嫌いです。世が言葉を汚すのは嫌いです。前進という意味での進歩すること。障害となるものや、ま

とわりつく罪をすべて投げ捨てたら 、今度は「イエスに目を向ける」ということです。前進という意味

での進歩すること。障害となるものや、まとわりつく罪をすべて投げ捨てたら 、今度は「イエスに目を

向ける」ということです。これは、クリスチャンの決まり文句ですよね。「主に目を向け続ける」試練を

通っている人にも言うくらいですからね。あなたが私のようならそうであると思いますが、そんな時は

調子づかないでください、ああ、言うのは簡単です。あなたは、いま試練の中にはいません。「主から目

を離さないようにしよう！」「そんなの分かっているよ！」 ー（笑）ー お許し下さい。これは、当た

り前のことだと分かってますが、あなたの目を主に向けてください、あなたの目を主に固定してくださ

い。イザヤのことを考えます。 

「志の堅固な者を（思いが主に定まっている者を）、あなたは全き平安のうちに守られます。」 

（イザヤ 26：3） 

私たちは主に目を向けます。さて、私が主を見て、目を主に留めるために、推論は、私が他の場所を見て

いるということです。本当のところ、私は誰かに、あるいは何かに目を向け、留めているのです。ここで、

ヘブル人への手紙の著者は、すべてのゴミ、すべての罪、すべてのまとわりつくものを取り除いたら、再

び焦点を合わせ、賞に目を向け、ランナーに戻ろうと言います。ランナーがゴールから目を離し後ろを振

り返った場合、どれだけスピードが落ちるでしょうか？ あぁ、ゲームオーバーです。ただ振り返るだけ

で負けてしまうことになります。まだレースを走ることができます。ただし、勝つことはできません。私

たちは勝つために参加しているのですよね？ さて、私たちはどうやって主から目を離さず、信仰の創



始者であり完成者であるイエスから目を離さないようにするにはどうすれば良いでしょうか？ ここで

他のすべてのものが、こう言っています。「おい、J.D.、こっち見てみろよ！」「何？ああ、何？」多くの

ものが私たちの注意を引きつけ、目を奪おうと競い合います。私が見ているもの、目を向けているもの、

目を留めているものが、私の進む方向なのです。もし私が他の場所を見ていたら、その方向に行ってしま

います。私の目がイエスに向いていればそれが私の行き着く先です。それが、ヘブル人への手紙の著者

が、ここで彼らにしたいと思っていることなのです。「あなたたちは、焦点を合わせ直さなければなりま

せん。焦点を合わせなおす必要があります。あなたは焦点を失っています。あなたの前に、毎日現れる友

や家族に、目が行ってしまってるのです。『いいじゃないか、もう神殿に戻って来い。』『来いよ、大司祭

が.....』『イエスの大祭司は忘れろ。私たちには大祭司がいる、忘れろ。ここに来いよ、これを見るんだ、

こうするんだ。』焦点を合わせ直す必要があります。」昔はともかく、今の技術は別格ですよね。しかし、

カメラを覚えていますか。さて若者たちは、また話を戻しますから、ちょっと楽しんでてください。スマ

ホでも何でもいいんですけどね。私たちの時代には、実際に手動で撮影するカメラがあり、電話もアプリ

も Wi-Fi も何もありませんでした。実際に、信じられないかもしれませんが、それは実際のカメラでし

た。それが全てです。その写真を見たことがありますか？ カメラ、ファックス、これやら、タイプライ

ターや、その他もろもろで、机の上がいっぱいになってしまいます。そして、そのすぐ隣には、電話があ

ります。それが今は、スマホがそのすべてを行っています。「！！」（驚いた顔）特に私たちにとっては今、

スマホができることをするために、このすべてが必要だったことを覚えています。私たちは「カメラ」と

呼ばれるものを持っていて、レンズの焦点を合わせなければなりませんし、被写界深度の設定もありま

した。写真家の皆さんは、私が何を言っているのかご存知でしょう。そのカメラは手動でピントを合わせ

ることができ、撮りたいものにピントを合わせれば、他のものはぼやけてしまうのです。ああ！それが著

者の言っていることです。イエスに目を向けるのです。そうすると、他のすべてがぼやけてしまいます。

逆に言えば、他のものに目を向けていると、イエスがぼやけてしまうのです。これはとてもダサいのは分

かっていますが、とにかく、こう言われていますね。 

「他人に目を向けると、ストレスが溜まる。 

自分に目を向けると、落ち込んでしまう。 

しかし、イエスに目を向けるとき、あなたは祝福される。」本当にそうですね。もし私が彼らに焦点を向

けたら、私は彼らと自分を比較してしまいます。落ち込んだり、ストレスを感じたりするのも無理はあり

ません。あなたは彼らが買ったばかりの車を見ていますか？「私はそんないい車を持っていない。」そし

て今、あなたの目は彼らに向けられています。イエスはどこですか？ 落ち込んだり、ストレスを感じた

り、落胆したり、疲れたりするのは当然です。自分はどうですか？「自分の内に目を向けよう。」それは

やめてください。つまり、そこには醜いものがあります。エレミヤは、聖霊によって最高の言葉を残して

います。 

「人の心は偽りに満ち、邪悪である。誰がそれを知ることができるだろうか」（エレミヤ１７:９ 参照） 

「ああ、自分の心に従えばいいんだよ」あなたの心に従ってはいけません。あなたの心は欺瞞に満ちてい

ます。それはあなたを欺き、迷わせます。あなたを間違った方向へ導きます。自分の心に従わないでくだ

さい。自分の内を見ないでください。つまり、自分に焦点を当てれば、何が起こるか分かりますか？ 私

が言えるのは、この本の次の章を書くことができます。なぜなら、誰もが経験していることですよね？ 

それは「自己憐憫」と呼ばれる章で、自分で自分を憐れむパーティを開いても誰も来ないというもので



す。ただ、自分がかわいそうだと感じるのです。なぜ自分はかわいそうだと思うのか？ あなたの目が自

分に向いているからです。あなたはただ自分を見ているだけです。つまり、あまり遠くを見る必要はない

のです。あなたが見ていることで、とても落ち込んでしまいますよね。あなたの目を私たちは何度この言

葉を聞き、言ったでしょうか？「あなたの目を自分から離しましょう。」または、もっといい言葉があり

ます。「世の中、あなたがすべてではない。」よく聞く話ですね。しかし...、「あなたは自分のことしか考

えていない！」二人で話をしているときに、一人の男がずっと話をしているようなもので、彼が話してい

るのは自分のことであり、彼の好きなテーマである「不浄の三位一体/私、私、私」のことです。「私はこ

うだ、私はそうだ...、私、私、私...」そして、ついに彼は話し終えました。イエスよ、感謝します。彼は、

「自分のことを話すのはもうやめるよ」と言います。主よ、感謝します。「君が私のことを話してくれる

かい？」ー笑ー 本当に…？ あなたは本当に自分のことしか見ていないんですね。どうりで。このレー

スを走って勝ちたいですか？ あなたの目を自分から離しましょう。自分の状況から目を離してくださ

い。他人からは確実に目を離して、イエスに目を向けましょう。勝利の中を歩む希望を持ちたいのであれ

ば、疲れや落胆、絶望に陥りがちな私たちの性質を克服する希望を持ちたいのであれば。皆さんにお伝え

します。私が言うことに皆さん同意されると思います。こんにち、世界で起こっているすべてのことにつ

いて、これは、「言うは易く行うは難し」の一つですね。毎日が葛藤なのです。日を追うごとに・・・と

いう感じです。主に目を向けてください。言っておきます、正気を保ちたければ、主に目を向けてくださ

い。預言アップデートの準備のために、当然ながら多くの資料に目を通しますが、時には立ち去らなけれ

ばならないこともあります。もちろん、誰もが私に何かを送ったり、メールや文書を送ってくださいます

が、私は「ノーーー！」って感じです。あぁ、もし私がそこに目を向け始めたら、私は終わりです。私は

非常に落ち込んでしまい、こうなってしまいます。恐怖に襲われます。そして、自分の目を本来あるべき

場所、つまり主に向け直すと、「ああ、そうだった」と思うのです。詩篇 23 編。最初の 2 つの言葉が、

この有名な、よく知られた、最も愛されている詩篇の全体の雰囲気を作っています。「主は…」ああ、そ

うです。「主は私の羊飼い。」私たちはすべての出来事に追われ、気を取られ、落胆してしまいますが、そ

れはこんな感じです。「ちょっと待って。主は…」そうそう、その通りです。まず第一に、私は救われま

した。私は再調整し、焦点を合わせ直す必要がありました。私にはパラダイムシフト（発想の転換）が必

要でした。ここで、私はこれらすべてに目を向けていて、そうすることで主を忘れてしまったのです。な

ぜなら、主がそのことについて最終的な判断を下されるからです。ちなみに、私はこれを聖なる言い方で

言います。待ちきれません！ 実は主に最前列の指定席をお願いしています。主が最終決定を下される

のを待ちきれません。主から目を離さないでください。彼らから目を離すのです。ところで、 締めくく

りに移る前に、最後にもう一つ。あなたがイエスに目を向けるとき、彼らが言っていること、やっている

ことを見て、聞いて、観察すると、全体の様相が変わります。なぜなら、もしイエスが焦点であり、目が

イエスに向けられているならば、そのレンズを通してすべてのものや人を見ることになるからです。私

はあれやこれやと言っている人を見て、私は「まさか」と思いました。すると、イエスは仰いました。 

「まさかだよ。そして私が道です。そして、ところで、彼らは私を必要としているのです。」私がイエス

のレンズを通してすべてのものや人を見ていると、突然その人がイエスを必要としている人と見るので

す。彼らは敵ではなく、迷子です。彼らは機会なのです、本当に。そのことについては、預言アップデー

トでお話しました。これらはチャンスです。あなたに脅迫状を送っている雇用主や上司は、敵ではありま

せん。敵はあなたに敵だと思わせたいのです、なぜなら、自分が不利になるからです。いいえ、彼らは敵



ではありません。彼らはチャンスなのです。なぜなら、イエスは彼らを愛し、イエスは彼らのために死ん

でくださったからです。だから今、目がイエスに向いていれば、そのレンズを通して相手を見ています。

あなたが外出しているときはどうでしょうか？ 以前にもお話したことがありますが、神が私の人生に

してくださっている働き、それは大きな働きです。主には働きがたくさんありますよね。でも、外に出て

いるときに、人を見てこう思う事はありますか？「あぁ、この人は信者なのかな？ もしそうでなけれ

ば、彼らにはイエスが必要だ。」そうすることで、すべてが変わるのではないでしょうか？ あなたがレ

ジを通過するとき、カウンターの中にいる人は、あなたを相手にする前に、その日にどんなお客さんを相

手にしてきたのだろうと考えたことはありませんか？ 私も以前はそのような客の一人でしたが、やは

り神が私の人生に働きかけてくださっています。私はこの分野では完成の域に達しています。しかし、私

はこんな客になりたいのです。なぜなら、彼らは打ちのめされて、彼らはボロボロで、特に今は、人々が

彼らに辛い思いをさせています。だから、そのレジを通るときは、彼らを祝福してあげてください。なぜ

なら、イエスが必要だからです。もし彼らがイエスを知らないなら、イエスを必要としています。だから、

イエスを与えてください。私が好きなのは......ただのアイディアで、自分に合ったものを選べばいいので

す。しかし、私が見つけたとても良い方法は、誰かに「やあ、今日はどんな日を過ごしてますか？」と言

うことです。そして、たいていの場合、その反応は「ええ、大丈夫だよ、あなたはどうですか？」私はい

つも彼らを待っています。なぜなら、彼らが私の調子を尋ねてくるのを待ちきれないからです。そうする

と、私は「私は笑い事じゃないほどにとても祝福されています。」という趣旨のことを答えます。 

「実はちょっと面白いのですが、私はとても祝福されています。」彼らは、「...ああ、これは新しい...。 

今まで私のレジを通った人にはいませんでした」といった感じです。「なぜそんなに祝福されていて、幸

せで、喜んでいるのですか？」さあ、これはチャンスです。そして、私が帰るときに、レジの列で膝をつ

いて罪人の祈りをしてくれることを期待したりはしません。まぁ、もしそうなったら、主を賛美しましょ

う。でも、帰るときには、「残りの一日が、祝福されますように。」という言葉をかけたいものです。そし

て、どれだけの人が、ただ「はい、ありがとう」と言うだけでなく、心から私に感謝してくれたでしょう。 

「…ありがとうございます。」こんな感じです。そして、主が機会を与えてくだされば、さらにそれを進

めることもできます。「ねえ、あなたは本当に大変そうですね。あなたのために祈ってもいいですか？」 

私は今までに、「私のために祈らないで！」と言われたことはありません。それはどんな感じでしょうね？ 

「絶対に祈るんじゃねーぞ！お前が俺のために祈っているとわかったら...！」彼らは、「ああ、ありがと

うございます」と言ってくれます。「今まで誰にもそんなことを聞かれたことはありません。」それから...、

わかりました、主よ。私は今、お客様相談宛に電話をしています。ー笑ー 何、何で笑うんですか？ ち

ょっと待って、皆さん。言ったでしょう？ 私は今、勝利の中を歩んでいるって。ー笑ー 確かに、30 分

も待たされると、彼らが同僚と一緒に「どれくらいで電話が切れるかな」とやっているのではないかと思

う事があります。ー笑ー そんな風に感じることもありますよね？ これは 1～２週間、3 週間前の話で

す。最初はこんな感じでした。優しい女性で、声も若々しい。私は彼女に聞いてみました。彼女がどんな

お客さんと電話で話していたのかは知りませんが、おそらく、怒って、怒って、せっかちな、あなたや私

のような罪びとを相手にしていたのだろうと思いました。それで、まず最初に私が言いたいのは、こうで

す。「やぁ、これまでのあなたの一日は、どうですか？」彼女は私にこう言います。聞いてください。彼

女はこう言います。「今日は素晴らしい日です。私は妊娠していて、夫と一緒に男の子か女の子かを、今

日、確かめに行くんです。」おぉ～！私は非常に感情的になってきました。そして、彼女は私にこう言い



ました。「私たちは赤ちゃんを失ったことがあるのよ。私は何度も流産したけど、これは本当に奇跡なの

よ。」私は「今、奇跡って言いましたか？」そして、なぜ電話したのかも忘れてしまいました。私たちは、

この話題に夢中になります。私は、「わお、それは素晴らしい！とても楽しみです！あなたのために祈り、

赤ちゃんのためにも祈ります。」そして、私はこのことに踏み込んで、私と妻は 10 年かかったことを、

彼女と共有しました。赤ちゃんを失ったり、流産や子宮外妊娠など、いろいろなことがあったことを。 

「あなたのことでとても幸せです！私はあなたのために祈り、そして、あなたの赤ちゃんのためにも祈

っています。なぜなら、聖書の中に、神はあなたの赤ちゃんを、あなたが妊娠する前から知っていると書

いてあることを知っていますか？ 神はあなたの赤ちゃんのことを知っておられたんです。」彼女の反応

は、「そうなのですか...？！」私は、「ええ、聖句を教えましょうか？」彼女は、「ええ、ちょっと待って

ください。」なぜ電話したのか、すっかり忘れていました。これが私が電話した理由ですね。ー笑ー 

私は、「主よ、本当ですか？」という感じです。ああ、忙しい日でしたから。忙しくなりすぎないように

しないとね。そして、30 分以上も彼女と電話をしていたことになります。そして、私が聖書箇所を伝え

ていると、彼女は入力していました。私は、「よし、これが共有したい箇所です。あなたは聖書を持って

いますか？」彼女は、「はい。」私は、「よし、あなたが家に帰ったら...」彼女は、「家に帰ったら、夫と一

緒にこれを調べてみるわ。待ちきれないわ！」私は、「まあ、待たなくてもいいですよ。私が読んであげ

ますよ。」私は彼女にその箇所を読みました。彼女は泣き始めたのです。「なんてことだ...！」という感じ

です。わお！ そして、彼女に福音を伝えることができました。そして、電話を切る頃には彼女は問題を

解決してくれました。いまだに忘れています。...あぁ、携帯の調子が悪かったのです。NSA（アメリカ国

家安全保障局）だったんですね、きっと。私はまだその件に取り組んでいますから。ー笑ー（携帯電話に

向かって）今の聞いてた？ ー 笑ー 私はこれも共有しなければなりません。許してくれますよね。少

しだけです。何年も前に当時の教会で、私が軍人の男性のために結婚式を執り行いました。彼は私に自分

の結婚式をやってほしいと言ってくれました。私は「光栄です」と答えました。そして、全員が制服を着

ていたので、最高にクールな結婚式でした。そして、その日は晴天に恵まれた美しい環境でした。新郎新

婦は必ず牧師と一緒に写真を撮りたがります。そして彼らは「牧師さん、一緒に写真を撮りましょう。」

私は「わかりました」と答えました。そして、…私のためにお祈りください..彼らには条件があるのです。

ここに私のユーモアがあります。このコメントをしました。以前にも言ったことがあります。私は、「NSA

がすでに持っているので、写真を撮る必要はないよ。」と言いました。ー笑ー 笑ってくれてありがとう

ございます。彼らは笑わなかったのです。その理由は後からわかりました。彼はその後、私のところに来

て、「JD 牧師、我々は NSA で働いているです。」と言ったのです。ー 笑ー それ以来、一度もやったこ

とがありません。ー笑ー さて、どこまで話しましたか？ 説教の途中でしたね。 

イエスに目を向けると、すべての人、すべてのものがイエスのレンズを通して見えてきます。そして最後

に、3 節のこの 3 つ目の言葉。そして、これは非常に重要です。つまり、どれも重要なのですが。しかし、

「反対勢力に耐える」ことです。そして、これは非常に重要です。つまり、どれも重要なのですが。しか

し、「反対勢力に耐える」ことです。疲れの主な理由とまではいかなくても、主な理由の一つは何だと思

うかと聞かれたら、これに尽きるでしょう。疲れの主な理由とまではいかなくても、主な理由の一つは何

だと思うかと聞かれたら、これに尽きるでしょう。つまり、イエスに従う者として、特に私たちが生きて

いるこの時代に直面している反対勢力の激しさと大きさのことです。そして、私は言わなければなりま

せん。言いたくないのです、皆さんが聞きたくないのはわかっています。しかし、携挙の前にはもっと悪



くなっていくでしょう。クリスチャンであるがゆえに直面する反対勢力。クリスチャンだからです。で

は、その反対勢力をどうするのでしょうか？ 耐えてください。他には......これは多肢選択ですか？ 私

たちはどちらかと言うと、反対勢力から逃れる方がいいような気がしますし、反対勢力を避ける方がい

いような気もします。反対勢力に耐える。どうやって？ 聖霊です。これはローマの教会に対する使徒パ

ウロの言葉ですが、実にヘブル人への手紙著者は、パウロがローマ人に語った言葉を繰り返しています。 

イエスに目を向け、イエスのことを考えよう、罪人から反対され、辱められ、十字架で嘲られるのを耐え

られたイエスのことを。どうやって？ それは、主の前に置かれた喜びのゆえに。だからこそ、究極の反

対を受けても、すべてを耐え抜かれたのです。私たちの場合は、すべてを反対勢力にまとめてしまってい

ます。渋滞に巻き込まれてしまうと、反対勢力だ。わーお。ささくれが出来てしまったら、反対勢力だ、

と。Wi-Fi が止まってしまったら、反対勢力だと。いいえ、私たちが話しているのは反対勢力、本物の敵

のことです。反対する者と定義されるのが敵です。待ってください、彼らがただ手を広げて待っているだ

けだと思いますか？ 

終わりの時代に、彼らはあなたに反対するだけでなく、あなたを嘲笑し、あざけります。ペテロに聞いて

ください。（Ⅱペテロ３:３参照） 

すべては、イエス・キリストという人物との関わりからです。では、どうやって耐えるのでしょうか？ 

許していただきたいですが、耐える方法とは、耐えることによってです。 

「私の兄弟たち。様々な試練にあうときはいつでも、この上もない喜びと思いなさい。」（ヤコブ１:２） 

なんですって？ どうやってこの上ない喜びと思えばいいのでしょうか？ その答えは、あなたが耐え

ている試練について、神がどこへ向かおうとされているのかを「知っている」という一言にあります。そ

れはこのように作用します。その試練には忍耐が必要ですか？ その試練を乗り越えることで、神はそ

の試練に対する忍耐を与えてくださるのです。別の方法があればいいのですが。「主よ、私には忍耐が必

要です。」「分かりました。どうぞ試練です。」「いや、私は試練ではなく、忍耐を求めたのです。」「主よ、

私には我慢強さが必要です。」「分かりました。どうぞ試練です。」「いや、私は試練ではなく、我慢強さを

求めたのです。」「わたしがあなたに忍耐や我慢強さ、辛抱強さを与える唯一の方法は、あなたに試練を与

えることです。なぜなら、そこから忍耐力が生まれるからです。そのように忍耐力が生まれ、そこから、

忍耐力が来るのです。近道はありません。」そして、それを乗り越えて、その先にいるあなたは、（息を荒

くして）ワオ！と思うのです。そして、主はこう仰られます。「言ったでしょう？」「ええ、でも、その最

中には、主よ～！という気持ちになりました。」「いいえ、あなたが経験している試練の中で、そしてその

試練を通して、あなたに必要なものを与えます。」「主よ、私をここから救い出してください。」「いいえ、

あなたはわたしにここから救い出してもらいたくないでしょう。もし私があなたをここから救い出した

ら、あなたはテストを受け直さなければなりませんからね。」原語ではテストと試練は同じ言葉です。 

学生時代には、何度もテストをやり直したものです。私はいまだにその時の傷跡が残っていますが、それ

は人生におけるテストや試練についても同じことが言えると思うからです。ある人の言葉が好きです。 

私が聖書の中で好きな言葉は、 「そして、それは実現した。」ずっとそのままだったのではなく、それは

実現し、過ぎ去ったのです。最後の言葉がいいですね。それは実現した。しかし、それを実現するために

は、それを経験しなければなりません。そして、あなたがその反対側に来た時には、おお！となります。 

そして、ここが大事なところです。それ以上に良いことがあります。なぜなら、次の試練が来たときに、 

「主があれを乗り越えさせて下さったのなら、私はどんなことでも乗り越えることができる」と思える



からです。もし神が、あの反対勢力や試練、私が反キリストだと確信している上司に耐えられるようにし

てくださったのなら、どんなことにも耐えられる力を神は与えてくださると。でも、その忍耐をどうやっ

て手に入れたか知っていますよね？ それを耐えることで、聖霊によって得られたのです。そのように

して、得られるのです。忍耐は、忍耐することで得られます。我慢強さは我慢することで得られます。そ

して、忍耐や辛抱強さ、これらすべてのことが聖霊の実ではないでしょうか？ 賜物ではなく、実です。

またもや贈り物です。「贈り物をどうぞ。」「ありがとうございます。」実です。実の問題点は、成長に長く

時間がかかることです。そして、私たちは焦ってしまいます。実が欲しいです。あれが成長するのを待っ

ていられません。本土では、これらの生命の樹を植えていました。低木のようなもので、モックオレンジ

のようなものでしょうか？ そして、私たちには、背の高いものは買えませんでした。小さくてちっぽけ

なものを買わなければならなかったんです。それで、私たちはそれを植えたのですが、私は…私たちは生

け垣が必要でした。それで、私はこれらの木を見ていて、思いました。「やっぱり大きいのを買うべきだ

った。」そうですね？ 奇跡が必要だし、成長も必要だから、店に行ってミラクル・グロウ（肥料）を買

ってきました。そして、私はこのミラクル・グロウ（奇跡の成長）をそれらに注ぎ、水を与えるのです。

そして、私はそれに向かって、こう叫ぶのです。「成長せよ！さぁ！」「どうしたんだ？」何年もかかって、 

この美しい生け垣ができた頃には、ここ（ハワイ）に引っ越してきていました。「主よ、どういうことで

すか？」という感じでした。時間がかかるのです。忍耐です。あの有名な祈りの言葉を聞いたことがある

でしょう。「主よ、私に忍耐をお与えください、今すぐにお与えください！」本当ですか？ そんなこと

はありませんよ。ところで、気をつけてください。こう言われたことがあるでしょう。「何のために祈る

のか、気をつけてくだい。」これは、忍耐力などを祈るときにも言えることだと思います。まるで、私た

ちのことを担当している御使いたちが天にいるかのようですそして、私たちが何かを祈ると、彼らは「そ

んなことを祈ってはいけない！」と言っています。「ああ、彼は忍耐を祈った...やれやれ、今週は忙しい

一週間になりそうだ。彼は忍耐を祈り求めた。」ですから、やって来ます。反対勢力がやって来ます。最

後の描写で締めくくります。飛行機は逆境や反対勢力があるからこそ、飛ぶことができるんですよね。そ

の飛行機が飛ぶためには、逆境、逆風が必要なのです。これは、私たちクリスチャンの生活にも当てはま

ることだと思います。その反対勢力が必要です。私たちはそれを嫌っていますが、私たちが飛んだり走っ

たりして勝つためには、逆境が必要なのです。私は勝ちたいです。負けたくありません。誰も負け犬にな

りたいと思いませんよね？ 勝つためには参加しなければなりません。勝ちましょう。お立ちください。

賛美チームに登場してもらい、祈りと歌で締めくくります。 

主よ、私たちはあなたを愛し、あなたの御言葉を愛しています。そして主よ、今日のこの御言葉を感謝し

ます。私たちはそれを聞く必要があります。多くの人は、何かをきっかけに思い出す必要があるのです。

つまり、私たちは本当はこのことを知っているのです。しかし、それを思い出す必要があるのです。主よ、

感謝します。励まし、矯正、指示、さらには聖霊による再指導、私たちの注意をあなたに向け直させてく

ださることを感謝します。主よ、感謝します。私たちは、あなたをとても愛しています。イエスの御名に

おいて、アーメン。 
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