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イスラエルへの侵攻 教会の回避 

JD ファラグ牧師 

おはようございます。第一礼拝へようこそ。日曜日の朝は、２つの礼拝があり、第一礼拝は、毎週「聖書

預言・アップデート」第二礼拝は「聖書の学び」節ごとに神の御言葉を学びます。「聖書の学び」です。

2、３週間前から「ヤコブの手紙」を始めました。今日は、1 章 9 節から 11 節までで、御心なら、クリス

チャンの人生において、「なぜ繁栄が貧困よりも危険なのか」の質問に答えます。それをハワイ時間、11

時 15 分からライブ配信します。是非ご参加ください。ユーチューブやフェイスブックでご覧の方は、今

から是非 jdfarag.org へ直接行かれ、検閲なし、中断なし、今日の完全版の「聖書預言・アップデート」

をご覧ください。それでは、始めましょう。今日は盛りだくさんです。もちろん毎週、盛りだくさんです

が。今日は、教会携挙がどれほど近づいているかを示す 2 つの聖書預言を話したいと思います。その 2 つ

の預言とは、 

１）連合国によるイスラエルへの侵攻。 

２）教会の妥協による回避 

この２つがどちらも、預言展開の早さを示します。今日、皆さんが励まされることを願い、祈ります。 こ

の預言アップデートを行う意味は、まだ時間があるうちに、イエスを人々に、人々をイエスに導くことだ

からです。私がこの例えや描写を使うことに、皆さん飽き飽きしないでほしいのですが、この世のタイタ

ニック号は沈んでいっています。この沈んでいっている船の、言わば甲板の家具を、並べ替えようとして

いる人たちの中に私は入りたくありません。そんな時間はありません。沈む前に、一人でも多くの人を救

いのため、イエスのもとへ連れて行かねばなりません。実際もう一歩踏み込んで言うと、船が沈む前、私

たちが上に上がる前に、人々にイエスを伝える必要があるのです。はい、そうなのです。その通りに纏め

られます。 

それでは！ではまず、「エゼキエル書 38 章」の有名な預言に関連して、イスラエルの預言的な意味から

始めましょう。この預言に関しては単純化しすぎてしまう危険性があるのは分かっていますが、一応こ

のように要約しました。この預言、エゼキエル 38 章は、ロシア、イラン、トルコが中心の連合国による

イスラエルへの侵攻を意味します。この預言は、この連合国の侵略の目的が何であるかまで語られてい

て、イスラエルの資源を略奪・支配することです。さて、ロシアのプーチンが、まもなくウクライナに侵

攻すると、多数の人が考えているとのニュース速報を皆さんご存じでしょう。これは非常に重要なこと

で、聖書預言という点で重要な理由は、エゼキエル書（38：4）の預言に、神が顎に鉤（フック）をかけ、

北の果てからイスラエルを侵略するため、ゴグ（ロシア）を指揮にこの同盟を出陣されるという詳細な記

述があるからです。では問題は、鉤（フック）が何かということです。そう、その鉤（フック）とは、イ

スラエルには前述のような資源があり、中でも天然ガスがその筆頭です。昨日、Daily Mail は、ウクライ

ナ東部のロシア分離独立派の都市ルガンスクで、ガスパイプライン関連に大規模な爆発音が発生したと

報じました。理解すべきは、ウクライナ国内は、多数の天然ガスのパイプラインが敷設されており、その

恩恵を受けています。画面は、ウクライナのパイプラインを示した地図です。ロシアとウクライナの距離

の近さを感じずにはいられません。1991 年以前は、旧ソ連の一部でした。プーチンは、自分の唯一の目

的は旧ソ連の栄光を取り戻すことだと、はっきりと言い切っています。では、拡大して全体像を見ると  

視覚学習者である私には非常に役立ちますが、エゼキエル書 38 章がより明確になり、ロシアのウクライ



ナ侵攻は戦略的にも、さらには預言的にもエゼキエル書 38 章と一致するかもしれませんが、エゼキエル

書 38 章の直接成就ではありません。しかしながら、この時期に、ロシアがウクライナ侵攻するかどうか

にかかわらず、連合軍イスラエル侵攻につながる可能性は十分にあります。この預言成就は、携挙の前

か、携挙後かという質問に対して、エゼキエル 38 章の具体的な記述が、後者を示しているように思いま

す。言い換えれば、携挙が先に起こり、その後、７年の患難時代中に、このエゼキエル書の預言が成就す

る。因みに、このエゼキエル書 38 章の預言には多くの詳細がありますね。私にとって最も興味をそそる

ものの１つ、補足で言いますと、この件を、あとでもう少し詳しく説明しますが、エゼキエル 38 章 13 節

で最もそそられる詳細はサウジアラビアを中心とする湾岸諸国やその周辺の国々が、その連合国参加し

ないと書かれている事です。実に、この連合国に参加しないだけでなく、この時なぜか、イスラエルと良

好な対外関係を築いているのです。ふむ。。。ふむ。。。と言わせますね。それらの国々は現在、イスラエル

と非常に良い関係を築いているからです。13 節で彼らがすると書かれているのは、抗議と質問です。 

「なぜイスラエルに侵略するのか？イスラエルの資源を奪うため侵略するのか？（エゼキエル 38：13

参照） 

答え：そうです。 それがまさにしていることです。どうもありがとう。ですから興味深い詳細だと言う

理由はこの言葉は使いたくないですが、他により良い単語がないので言えば、預言成就する時の地政学

的状況を知る”手がかり”となるからです。現在の中東の地政学的状況は、この預言詳細通りになっている

と言わせて頂きます。言い換えれば、これは７年の患難時代前の携挙後に起こります。そのために、必要

な警告を発しています。私たちがどれだけ近づいているか、その単語、”警告”を使います。すべての役者

が揃っているを見て、7 年間の患難時代に究極の成就を迎える預言が始まるのを目にし出し、そして、携

挙が患難時代前に起こるなら、では、携挙はどのくらい近いでしょうか？ 非常に近いです。ではここ

で、私が「教会の言い逃れ」と呼んでいるものを紹介します。教会に起こることについての預言的な記述

です。私が言っているのは、ラオディキア教会です。これは、終わりの時の、何もできない、生ぬるい、

妥協した教会の預言的な描写です。その理由は、生ぬるく、熱くもなく冷たくもなく、だからこそ、「中

心を攻める」または「両サイドを攻める」という大義の下、無力になってしまうのです。「黙示録 3 章」

をご覧ください。14 節から 20 節を読みたいと思います。これは 7 つの教会宛の 7 つの手紙の内、７番

目の教会宛の手紙です。7 は完全数ですね。14 節から、皮きりですが、ここには、他の 6 つの教会には

ない、何か非常に普通じゃないことが既に見えています。イエスが、ヨハネにこの教会宛に手紙を書かせ

られ、西暦 95 年頃の話と信じられており、使徒ヨハネは、死罪でパトモス島に追放されました。彼は、

沸騰した油の入った釜に投げ込まれても死ななかったと教会の歴史家が語った後です。愛する者のため

に、神がそうしてくださるのです。それで「ではどうするのか？」となって、パトモス島に流刑されまし

た。ですから、ヨハネは今や、パトモス島にいます。現在のトルコの沖合、約 50 マイル（約 80km）の

ところです。そして 私たちの聖書に記されている事、黙示録として書けと命じられます。一章で彼は、

イエス・キリストが十字架につけられ、葬られ、復活し、御父の右に座しているのを目撃したことを書き

ます。そして 2 章と 3 章では 現在の教会歴史、7 つの教会宛ての 7 つの手紙を書きます。そして、4 章

1 節から書の最後 22 章まで、この後の未来に＝ギリシャ語でメタタウタ起こる事を書きます。ところで、

メタ。興味深いですね。（フェイスブック 社名を「メタ」に変更予定）その話はしませんから、そんな風

に私を見ないで下さいね。”その後”＝メタを、超越する。ザッカーバーグの新しい事については話しませ

んよ。私は聖句についてを話します。当然です。とにかく、、、脱線しましたね。ヨハネは、これらのこと



の後=メタ、起こることを書きます。それが 4 章 1 節以降です。これを言うため話しています。今、私た

ちはどこにいるのでしょうか？ 私たちがいるのは、、、宜しければ、この描写をします。私たちは、黙示

録 3 章の終わりかけの最後の一滴にいます。それが今現在です。よろしいですか？ もう滴ろうとして

いるのを見ています。今にも落ちてきそうです。それが現在私たちがいるところです。この 7 番目の教

会は、教会の状態を預言的に描いたもので、終わりの時だけでなく、終わりの時の最後の教会でもありま

す。では、ヨハネはこの教会に何を書くのか？ 14 節、 

黙示録 3 

14 また、ラオディキアにある教会の御使いに書き送れ。... 

（原文では、ラオディキアの/に属する）ラオディキアに属する？(the church ”of” the Laodiceans)マジ？ 

はい。エペソ、スミルナ、ペルガモン、テアテラ、フィラデルフィア、サルディスの教会には言わなかっ

たのですね。エペソにある教会の御使いに、ですね？（the church ”in” Ephesus=エペソにある教会）で

もこの 7 番目の教会に来ると、ラオディキアにある教会の御使いとは書かず、ラオディキア”の”教会と書

いています。なぜか？ 実に、名称は性質を示します。ラオディキアの意味をご存知ですか？ laity＝俗

人と dioces＝教区という 2 つの英単語を組み合わせたものです。俗人が統制する。これは彼らの教会な

のです。采配を振るのが、俗人である、俗人に属する教会。これは、今から読みますが、イエスがもう中

にはおられない教会です。どこにおられるのか？ あ～外です。中に入り、一緒に食事をしようと扉を叩

いておられます。イエスが教会の中におられません。彼らがイエスを教会から追い出したんです。必要な

いとして。必要ありませんと。OK、ええ、先走っています。ですから、この教会宛に、 

ラオディキアの教会の御使いに、 

...『アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる──。 

15 わたしはあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。むしろ、冷たいか熱いか

であってほしい。 

16 そのように、あなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、わたしは口からあなたを吐き出す。 

これは、教会に仰っているのですよ。 

17 あなたは、自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実はみじめ

で、哀れで、貧しくて、盲目で、裸であることが分かっていない。 

そんな教会には行きたくありません。 

18 わたしはあなたに忠告する。豊かな者となるために、火で精錬された金をわたしから買い、あなたの

裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いな

さい。 

19 わたしは愛する者をみな、叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。 

ちょっと考えてみてください。イエスが彼らを愛しておられなかったら、彼らを気に留められません。こ

れは実際、強いて言えばラブレターのようなものです。「わたしはあなたがたをとても愛しています。あ

なたがたを懲らしめねばなりません。あなたがたを叱らなねばなりません。だから、熱心になって、悔い

改めなさい。悔い改める必要があります。」 

20 見よ、... 

これは、有名で大変良く知られている節です。...わたしは戸の外に立ってたたいている。 

だれでも、わたしの声を聞いて戸を開けるなら、わたしはその人のところに入って、彼とともに食事を



し、彼もわたしとともに食事をする。 

「わたしは戸を壊して押し入る事はない。あなたがたが扉を開ける必要があります。”だれでも、わたし

の声を聞いて戸を開けるなら”そして彼は、他の 6 つの手紙と同じように手紙を書き終えます。 

22 耳のある者は、御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。』」 

今日皆さんにお伝えしたいことの理解を深めるため必要ないくつか考えがあります。こんにちの教会の

状態に関して。ラオディキアの教会は、ヨハネが書けと言われたことを正に理解していた筈です。特に、

生ぬるいと言われることについて。その理由は、彼らはお金をたくさん持っていました。しかし、水の問

題を抱えていました。彼らは、全長 6 マイル（約 10Km 弱）の大変精巧な水路橋を作ったと言われてい

ます。高層部からの水をラオディキアに運ぶためです。その水とは、高層部にある天然の温泉でした。し

かし、ラオディキアに到達するまでに、ぬるくなってしまうのでした。そして、目に塗る薬について話さ

れるのは、ラオディキアはとてつもなく豊かな場所で世界のファッションの中心地で、世界の銀行の中

心地で、 彼らはこのことでも知られていました。最先端の医療技術を駆使して、目に塗る軟膏を作って

いたのです。ですからイエスはあらゆる場面で彼らを打ちのめされます。彼らはそれが分っていたでし

ょう。なぜか？ なぜなら、イエスは彼らを愛しておられるからです。イエスは彼らに、そういう目で見

てほしいと思っておられるのです。彼らは見えてないからです。イエスは、ご自分の白い衣を彼らに着て

ほしいと思っておられます。イエスは、ご自分からの富で、彼らに豊かになってほしいのです。なぜなら、 

彼らは、自分たちをこう見ていて、神は、彼らをああ見ておられるからです。この箇所で私にとって重要

なのは、教会が、、、えっと、何と言えば良いのか？ こう言いましょう。自分のことばっかりなんです。 

自分のことばっかりで、イエスの入る余地はなく、だからイエスは、外からノックをし戻ろうとされてい

るのだと思います。この教会は、腑抜けで生ぬるい教会だったのでしょうか。大胆に言うのは憚られます

が、悲しいことに、この終わりの時、生ぬるいラオディキア教会が目立ちます。ええ、こんにち健在です。 

こんにちの腑抜けの教会が、御言葉を宣べ伝えようとしないのは一目瞭然です。なぜか？ なぜなら、彼

らが、論議されるからです。人気がないから。誰かを怒らせたくないから。すみませんが、福音書という

のは攻撃的です。福音はその性質上、攻撃的です。神は、私たちが”罪びと”だと大胆に仰います。 

「じゃあ、私はそんな教会には戻りません。そんなこと聞きたくないから。自分が良い人だと言われた

い。とても良い人だと。」「いいえ、あなたは罪びとです。あなたは汚い、腐った、臭い罪びとです。怒り

ますか？ 主を褒めたたえます。」ー(笑)ー「ほら、私たちって、求める者に、もっと優しいものにした

いと思います。」ー(笑)ー「本当に？」「そうだよ。誰かが教会に来たら、その人に戻ってきてもらいたい

もんね～。」「へ～じゃあ、どうやってやるの？」「ええ、まず第一に、賛美だよね？」お～彼らは、今日

の私たちの賛美リーダー、カポノが歌った曲は、あえてしないでしょう。イエスが登場し過ぎるからで

す。それから牧師が出て来ると、私は、彼が何をしているのか分かりません。彼は聖書を参照するかもし

れませんが、聖書を教えているわけではありません。聖書がオーナメント（飾り）なんです。皆さん、ど

うです？ ここまでは大丈夫？ 私はここで真実を語らなければならないのです。そんな教会で、何が

起こるかというと、彼らは、世を魅了するため、世と同じようになっています。だから、教会と世の間に

何の違いもなくなります。だから、その教会に人々が来ると、そこが世のようになります。要点は何か？

どうかご辛抱ください。実際に、もっと良くなる......と言いたいところですが、そうはなりません。更に

悪くなりますから。で、これは、、、私たちが話しているのは、これまで何度も繰り返してきましたが、 

これは終わりの時の預言的兆候です。パウロがテモテに書いていますね。 



健全な教義を教える牧師がいる教会には、人々が耐えられなくなるという終わりの時を示します。 

（II テモテ 4：3 参照） 

その代わりに、彼らはどうするのか？ 彼らは、教師を寄せ集め、多くの人々が群がるようにします。

人々が聞きたいことを話してくれる牧師がいる教会にします。人々は何が聞きたいのか？ 

「全てがうまくいくよ～。みんなで一緒に頑張ろう～。新しい日常に戻りましょうよ～。あなたは良い人

ですよ～。みんなでハグしましょう～。♪こちらへ来て～♪」ー(笑)ー「私の肉が聞きたいことが聞きた

いんだ！」それが、終わりの時の教会を特徴づける預言です。私にとって、それがヨハネの黙示録にある 

7 番目、最後のこの生ぬるい教会に当てはまります。「じゃあ、牧師さん。どういう意味ですか？ 彼ら

が何もできないのは、真ん中で遊んで、壁を作って遊んでいるから？」では、説明してみましょう。そう

いう教会とは、「独断的になるなんてダメだ。だってあまりにも論議を呼ぶから。人々に戻ってきてほし

いから、そういうのから離れる。」それを”人を喜ばせる”と言います。言い換えれば、教会に来る人たち

に好まれると思われるものを中心に、メッセージや礼拝、教会を作り、調整しているのです。これはどう

でしょうか。「箴言（29：25）」が語ります。人を恐れると罠にかかる。人を恐れているのです。人を喜ば

せることは、人を恐れることです。それが、そういう教会のやってきたことです。今や、できるのは、

LGBTQ を受け入れ、そう、同性愛をね。批判的人種理論。ブラック・ライヴズ・マター。良ければ、続

けられますが、皆さんポイントは分かりますね？ 今、あなたがしていることは、人間の快楽のため仕え

る動態を作り出し、それは人間への恐れから生まれたものです。それが罠です。その証拠に、健全な教義

を教えません。聖書預言どころではありません。「教会が終わりの時について語らないのはなぜ？」とい

う疑問に答えようとした人は何人いるでしょうか。「お～私はそんなことしませんよ。人々が怖がるから。」 

じゃあ、聞いてください。私は、おだてて地獄に落とすより、怖がらせてでも天国に連れて行きたい。会

衆：アーメン！！ それが、主を畏れるということです。 

それが知恵の始まりです。（箴言 1：7） 

おののく者、、、お～木曜日の旧約聖書で学びます次の木曜日に、「イザヤ書」を学び終えますよ。待ちき

れません。皆さん、いらしてくださいよ。66 章で、神は預言者イザヤにこう仰います。 

「わたしが誰を見ているか、わたしが誰を喜んでいるか、わたしが誰に感動しているか。へりくだって、

心砕かれ、悔い改め、わが言葉に恐れおののく者。（イザヤ 66：2）そういう者です。」 

お～願わくば、神を畏れ、神の御言葉におののく者でありますように。 

では、彼らは聖書を教えません。間違いなく、彼らは聖書を通して教えているわけではありません。なぜ

なら、そうすると、聖書預言を教えねばならなくなるからです。聖書の約 3 分の 1 が預言ですから。で

すから避けられませんよ。避けては通れないのです。聖書を書ごとに教えるなら、、、想像してみてくださ

い。必ず、聖書預言を教えねばなりません。そう言ったので、とても気分が良くなりました。皆さんに、

知っておいてほしいのです。OK。では私たちにはまだ問題があります。教会がする事とは何か？ 敢え

て、御言葉を宣べ伝える教会は、終わりの時について語る教会、敢えて、聖書預言を教える教会は、う～

～～ええ、そのためには、代償を計算する必要があります。犠牲が伴うからです。なぜなら 敢えてそう

している教会の牧師は、世論の人気に逆らう牧師は、世のシナリオに逆らう牧師は、繰り返しますが、さ

っき話した教会は世と同じように見えてしまうからです。彼らがイエスについて語るなら、どのイエス

について語っているのでしょうか。偶然にも、彼らが終わりの時にイエスのもとへの召喚があったとし

たら、どんなイエスに人々が来るのでしょうか。代償を払って御言葉を説く牧師や教会は、悪意ある攻撃



を受けます。敢えて言えば、いろいろな意味で罰せられることもあります。因みに繰り返しますが、なぜ

牧師たちが聖書預言を教えないかの質問に対してですが、それが理由です。私にとって、リストの一番上

にあります。御言葉と、御言葉の３分の１の預言を教えるや否や、あらゆる角度から非難を浴びることに

なるでしょう。それが、牧師たちがしない理由の１つだと思います。決して教会を叩きたいわけではない

のを分かってください。むしろ私は、教会に警鐘を鳴らさねばなりません。現在の教会の状況を見ると 

非常に憂慮すべきものがあります。これは、教会携挙がいかに差し迫っているかを示しています。もうい

つでも起こり得ます。なぜなら、終わりの時の教会の状態を記した聖書預言があり、現在の教会の状態

は、まさに聖書が終わりの時にそうなると記している通りだからです。それがあなたの励みになれば幸

いです。私には励みです。宜しければ、これに関してもっと詳しく説明したいと思います。そのために、

ユーチューブとフェイスブックのライブ配信はここで終了します。 

 

ー本編ー 

以下は、こんにちの教会から避けられ、回避されている、聖書の中で最も物議を醸す預言の１つです。 

1 つ目は、画面出ているようにヒトラーの最終的解決策に似た「二国家解決策」に相対する、エルサレム

分割への執着です。アラブ人は、イスラエルとの平和を望んでいないのを理解しなければなりません。彼

らが望んでいるのは、イスラエルの崩壊です。これは、全ユダヤ人絶滅・根絶させるという最終的解決策

の再構築に過ぎません。「ゼカリア書 12 章」に、エルサレムに関して、非常に具体的な預言があります。

終わりの時に、全世界、地上のすべての国が、エルサレムに酔いしれ、エルサレムを２つに分けようとし

ます。ゼカリアが記した預言を聞いてください。 

ゼカリヤ 12 

1 託宣／イスラエルについての主の言葉。すなわち天をのべ、地の基をすえ、人の霊をその中に造られた

主は、こう仰せられる、 

2「見よ、わたしはエルサレムを、その周囲にあるすべての民をよろめかす杯にしようとしている。これ

はエルサレムの攻め囲まれる時、ユダにも及ぶ。 

3 その日には（こんにちです）、わたしはエルサレムをすべての民に対して重い石とする。これを持ちあ

げる（譲り、分け、分割する）者はみな大傷を受ける。（わたしが切り刻む）地の国々の民は皆集まって、

これを攻める。 

OK。再度、単純化しすぎかもしれませんが、これは、イスラエル全土の全都市、全部族の中から、神が

ご自身の御名を文字通り置くため選ばれた都市、エルサレムに全世界が、夢中になるという預言です。神

のものなのです。「あなたは分割したいのですか？ではわたしがあなたを切り刻みます。」非常に緩い言

い換えですが、それが預言の語る意味です。ですからその日、つまりこんにちですが、エルサレムが奪い

合いになるのが前提で、つまり、これが問題で、”解決策”が必要だということです。これは非常に大きな、

重い問題です。境界線となる石、不動の石で、エルサレムの境界を示す重荷となる石で、その境界線を移

動させる必要があり、ユダヤ人と、いわゆるパレスチナ人が隣同士で、平和に安全に（I テサロニケ 5：

3）共存できるよう分割するのだ。 

興味のある方は、「世紀の取引」について、2020 年 2 月 2 日の聖書預言・アップデートで深く掘り下げ

たのでご覧ください。（2020.02.02.「聖書預言・世紀の取引」） そのアップデートで話したのは、この契

約の特定の条項「主張と紛争の終結」です。ここで改めて、その概要を紹介します。基本的に、エルサレ



ムに対する主張を終わらせことで、エルサレムをめぐる紛争を終わらせると書いてあります。 

「すみませんが、ユダヤ人が、永遠の都への主張を終わらせねばならないということですか？ う”～～

～ゼカリヤ書 12 章を読んだことありますか？」「では、牧師さん。世紀の取引がエルサレムを分割する

意味なのですか？」私は、完全にそう言っています。それが現実で事実です。 

続いて、2020 年 8 月 16 日の聖書預言・アップデートで、「多くの者との平和」と題して、アブラハム合

意の預言的意義を取り上げました。（リンク参照）なぜ今日、その話をするのか？両方ともが、少なくと

も言わば舞台設置だからです。さらに一歩進んで言うと、すべてが高速で動いている観点で、喩えるな

ら、幕引きの可能性があります。非常に速く動いています。非常に速く動いています。私たちが見ている

あらゆることが。あらゆること、と言うのは、大げさではなく、文字通りあらゆることです。つまり、現

在の世界で起こっていること全てが、聖書預言で、終わりの時に起こると記されていることなのです。そ

れが 2 つ目に繋がります。この話は、実に 2 年前からしています。もう１つの解決策に相対して、すべ

ての国を対象とした世界的欺瞞です。これは医薬品での解決策です。ビル・ゲイツ氏は、実際この注射を

最終的な解決策と、言及しています。彼は指摘されて、ある意味撤回しましたが、遅すぎました。私たち

は既に知っています。ビル、2017 年、TED トークで見ましたよ。私たちはあなたのことを知っています。

また、お父様がどんな方だったかも知っています。しかし、注意してほしいことが 2 つあります。1 つ目

は、これは地上のすべての国を対象とした世界規模の欺瞞だということです。指摘したい 2 つ目は、こ

の欺瞞が医薬品に関係しているということです。バビロンの崩壊を語る預言、黙示録 18 章 23 節です。

よく聞いてください。 

黙示録 18 

23 ともしびの光も、おまえのうちで、もはや決して輝くことはない。花婿と花嫁の声も、おまえのうち

で、もはや決して聞かれることはない。というのは、おまえの商人たちが地上で権力を握り、おまえの”

魔術/sorcery”によってすべての国々の民が惑わされ、 

この単語、魔術/sorcery は、新約聖書原語のギリシャ語で、ファルマキア/Farmakia です。英語の薬局・

薬剤の由来です。この医薬品の水薬、溶剤（解決）は、世界的な欺瞞で、非常に欺瞞的で、地上のすべて

の国がそれに惑わされました。質問したいことがあります。「こんにち、地上のすべての国は、このコロ

ナのワクチンと呼ばれるものに騙されているのでしょうか？」OK。大変謙虚に、穏やかに、愛を込めて

言います。最後まで聞いてください。世紀の取引/エルサレムを分割するアブラハム合意、ワープ・スピ

ード作戦（超高速作戦）/ワクチン解決策についての共通点は、非常に物議を醸していますよね。共通し

ているのは、両者の作者が、ドナルド・J・トランプ氏だということです。 

さて、私に反論する人たちに、もう一度愛をこめて、謙虚に言わせてください。あなたの問題は、私の問

題ではありません。それが問題ではありません。問題は、あなたが私に同意するかどうかではありませ

ん。それは問題ではありません。問題は、私の言っていることが聖書的に正しいかどうかです。それが問

題です。あなたは私に同意しないだけです。責任はあなたにあります。 

ベリア人のようになって、自分で聖句を調べてください。（使徒 17：11 参照） 

先週のドナルド・トランプ氏に関する私のコメントについて、控えめに言っても多くの方から非難の声

が寄せられていることを認めておかないといけないと思います。もう一度、自分を謙虚にして、あなた

に、誰にでも、ただとても愛情を込めて言いたいのです。あなたが、憎しみに満ちたメールを送ったり、 

悪意に満ちた投稿をしたりすると、その投稿にメールに書いている言葉１つ１つに申し開きをせねばな



らないことを分かっていますか？ それを愛を込めて言います。これは先週取り上げようとした質問に

戻ると思いますが、実際に 2 つの質問があります。お付き合いください。メモにはありませんが、心の中

にある事です。よろしいですか？ 

質問 No.１：この人物のことになると、どうしてクリスチャンはこんなにも守りに入るのでしょうか。

私には理解できません。 

質問 No.2：その第二弾ですが、なぜ、牧師やクリスチャンは、この人を批判するようなことをあえて言

うと、なぜ彼らは最も悪意に満ちたものを受け取る側になってしまうでしょうか？ 

聞いてください。ええ、あなたは私に反論するかもしれませんが、私じゃありませんそれはあなたの問題

です。あなたに問題がありますね。私はその一人ではありません。この人物にそんな反応をするというこ

とは、あなたの問題は私にあるのではない、と言った方が良かったでしょうか。お～ 

「牧師さん、あなた心配しませんか？ あるメールによると、「あなたはフォロワーの 80％を失った。」 

私はこうです。「私がフォロワーを追いかけるの？？ 私をフォローしないでください。イエスをフォロ

ーして下さい。」会衆：拍手 

「JD 牧師、失礼ながら、あなたはソーシャルメディアで自殺行為ですよ。」ー(笑)ー 構いません。 

ー(笑)ーこれが間違っていないと思います。私は気にしません。私は気にしません。会衆：そうだ！！ 

すべての人があなたを高く評価している時、注意してください。「退会します！！」OK。主を褒めたたえ

ます。天で会いましょう。たぶんね。分かりませんが。ー(笑)ー 失礼。ー(笑)ー 

ただ、皆さんには真実を伝えたいのです。実際に、公言するクリスチャンからの反応よりクリスチャンで

はない人たちから、ずっと愛のある反応を頂きました。悲しい事に。これについて最後にもう 1 つ、それ

から締めくくりたいと思います。自分に十分な時間を残しておきたかったのです。聖霊によって、心から

です。公言するクリスチャンが、彼がしたと思われる全ての良いことに対して、このように激しく、悪意

に満ちた弁護をするという事実そのもの、私には疑問です。それが何かを表しているのではないでしょ

うか？ どうです？ もう最後の１つと言いましたが、これが最後の 1 つです。不思議なのは、、、あえ

て言えば、このようなことを言うとき、おそらく同じような経験をした人に向けて言っているのだと思

います。この人物は、私が知る限り、誰よりも家族や教会やクリスチャンや人々を分裂させるようなこと

をしてきました。皮肉ではないですか？ エルサレムも分割しようとしている。ふむ。 

「ええ牧師さん。彼はもう大統領ではありませんから。今はバイデンですよ。」それは十分承知していま

す。分かっていますよ。ー(笑)ー「じゃあ、あなたはバイデン派ですか？」頼むわ～マジで。 

「そう、2 人の悪の少ない方に投票しました。」お～ 悪？ あなたは悪に投票したの？「はい。」それっ

て興味深いですね。ふむ。OK。最後の最後の１つ。 

先週、この話をしましたが、聞いてください。反響があるのは分かっています。命を失ったら、他に失う

ものはないですよね？ だから、私は既にこの世での命を失っています。これは、真実だからこそ言わな

ければなりません。私たちの希望は、どんな政治家にもありません。どんな政党にもありません。敢えて

こう言います。もし祈りと伝道に、それと同じだけの努力、時間、エネルギーが投入されていたら？ 知

っていますか？ 私が本当に言いたいのは私たちはもうここにはいないでしょう。なぜなら、最後の異

邦人が救われたら、私たちは上に上がるのですから。前提が、あの人物を大統領にすれば「やった～！ 私

たちは国を取り戻せるぞ～」だからです。待ってください。私はこの国を愛しています。意地悪言うわけ

ではありませんが、私は皆さんよりもこの国を愛しています。 中東のイスラム教から逃れるため、私が



生後 9 ヶ月の時、両親が合法的にこの国に移住したからです。私はこの国を愛しています。しかし、私は

これは要りません。あれ（上）がいいです。皆さん、聞いてください。既に言いましたね。最後の１つ。

いいですね？ これは、5 回目です。5 は恵みの数ですね。私に恵みを下さいよ。 

新しいキャンペーンが既に始まっていて、「アメリカを救え」ですね。「トランプ！アメリカを救え。」こ

れは、「Make America Great Again/アメリカを再び偉大に」の直後ですね。もしアメリカがそんなに素晴

らしい国なら、私は本当に出て行きたくない。お付き合いください。幸せな日々が再びやって来る～主の

来臨を考えな～い。でしょう？ 物事がうまく行き、ここでの生活が充実している時は、ラッパが鳴り響

き、引き上げられ上で主と一緒になることを考えません。真実じゃないですか？ 正直になれば、物事が

うまくいかない時は、こうなります。「お～主よ、早く来てください。」主がそれをご存知だと思いません

か？ ここでの物事がうまく行かないとき、私たちは主に来てほしい。「アメリカを救え。」に関して、私

にはもっと良い考えがあります。来週、ここの説教台の前に着けておこうと思います。いや、しませんが。

そんな風に私を見ないでくださいよ。「魂を救え。」ーアーメンー「魂を救え。」OK。それが最後の最後で

した。もう一度言います。自分で聖典を調べる責任は皆さんにあります。そうすれば、このようなことが 

起ころうとしているのでなく、今既に起こり始めていると分かります。イエスは仰いました。 

「これらのことが起こり始めたら、身を起こし、頭を上げなさい。あなたがたの贖いが近づいているから

です。」（ルカ 21：28） 

冒頭で述べたようにこの預言・アップデートの目的は、イエスを人々に、人々をイエスに導くことあなた

の励みになることです。なぜなら、イエス・キリストの来臨、教会携挙が間近に迫っているからです。非

常に迫っています。そうでなければなりません。これが「聖書預言・アップデート」をする理由「聖書預

言・アップデート」をする目的です。これが、福音/イエス・キリストにある良い知らせで締めくくる理

由です。また、子どもにでも分かる、救いのシンプルな説明「救いの ABC」をする理由です。福音・良

い知らせとは何でしょうか。良い知らせは、私たちが皆、罪びとであり、救い主を必要としているという

ことです。イエスが救い主です。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、イエスはまたすぐに、とても近い将来、私たちのために戻って来られます。その日

は、もういつでも起こり得ます。「救いの ABC」とは何でしょうか？ 救いの非常にシンプルな説明です。 

その中心となるのは「B：Believe/信じること」です。信じるためには、 

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  必要が

あります。でないと、必要ありません。ローマ人への手紙 3 章 10 節に書かれています。 

「義人（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 節がその理由です。 

「すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、」 

私たちは誰しも、生まれながらにして罪びと的外れなのです。ですから、イエスが仰るように、神の御国

に入るために、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、先に悪い知らせから始ま

ります。罪には罰則があるのです。 

「罪の報酬は死です。」(ローマ 6:23a) 

それって悪い知らせです。私たちは皆、罪を犯し、死刑を宣告されています。その罪のために死刑なので

す。ですから、死刑宣告が頭をもたげています。そのとき、救い主が良い知らせを持っておられます。 

 



「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) 

これを見てください。死から、命を得るのです。どうやって？ イエスは、私の代わりに死に行かれたか

らです。イエスが、私の代わりに、私のために私の罪の罰を受けて下さいました。それが良い知らせです。 

因みに、私は罪びとなので、救い主が必要です。ですから皆さんもですよ。私たちは誰しもが罪びとで、 

救い主が必要なのです。そしてあらゆる罪が、全額支払われています。イエスは、永遠のいのちという贈

り物を購入下さったのです。それを差し出して下さっています。それが A で、次が B です。再度、B が

中心です。ただ、B:Believe/信じる こと。信じる事です。  

神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。それは 御子（イエス）を”信じる”者

が、（ヨハネ 3：16） 

教会に参加したり、会員になったり、講習を受けたり、命令に従順に従ったり、水のバプテスマを受ける

からではありません。なぜそんなことを言うのか分かりませんが、たぶんどなたかのためです。あなたが

何もする必要はありません。イエスがなさいました。「ああ、でも、自分の行動をきれいにしないとね。」

いいえ！何ですって？ それって、シャワーを浴びる前にお風呂に入るようなものですよ。何とも不条

理な話です。イエスがあなたを、内から外から清めて下さいます。あなたは信じるだけです。信じるだけ。 

Ｂ：あなたの心で、イエス・キリストが主であると Believe/信じる。 

ローマ人への手紙 10 章 9-10 節 

「あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。」 

最後に C、C は、B の結果です。B から生じます。C が B の次に来るのが、大変深遠だと思います。 

Ｃ：主の御名を Call/呼び求める。再度、ローマ人への手紙 10 章 9-10 節、 

「あなたの口でイエスは主と告白し、... 

この件について、さっと触れてもいいですか？ すべての舌が「イエス・キリストは主です」と告白しま

す。（ピリピ 2：11） 

ただし、よく聞いてください。今する方が、ずっとよろしいですよ。そういう風に言えるんです。そんな

風に。今、あなたの口でイエスは主と告白すると、あなたは今、救われるため告白します。しかし、すべ

てが膝をかがめ、すべての舌が「イエスが主です。」と告白する偉大な終わりの日は、それは救いのため

ではなく、天罰のためなのです。しかしその日、すべての舌が「イエスが主です。」と告白します。 

ローマ人への手紙 10 章 9-10 節、 

「あなたの口でイエスは主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じる

なら、あなたは救われるからです。」 

「人は心に信じて義と認められ、口で告白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 節が大好きです。決定打です。 

『主の御名を呼び求める者はみな救われる。』 

今日、切に願います。ここに来られているか、オンラインで見ている方で、主の御名を呼び求めたことが

なく、主に信頼したことがないなら、他にどう言えば良いか分かりませんが、それが人生の中で最も重要

な決断であり、永遠の命をかけたもの、それをなぜ先延ばしにするのか理解できません。「じゃあ、考え

る必要があるね。」何を考えるのですか。「まあ、再検討してみます。」どうやって分かります？ 明日が、

あなたがそれを再検討する明日が保証されているわけではありません。今日が救いの日です。皆さんに、 

「しかし、神は。ストーリー・証」を共有したいと思います。私が、お名前を正しく発音するのを願いま



す。あまり上手く言えないかもしれませんが、ハヤシンス・ダウナーさんからです。 

「JD 牧師へ。あなたがキリストの体に、どれほどの恵みを与えてくれたかは、永遠に語り継がれること

でしょう。以前のメールで、娘の宗教免除書類を下さったことへのお礼を伝えましたね。申請は会社に承

認されましたが、承認前、昨年 2021 年 10 月 31 日から、承認されるか、自分の意思で 早急に注射を受

けるかの保留中、彼女は仕事を解雇されました。しかし、神は。あなた同様、この 2 語が大好きです。と

いうのは、彼女の宗教免除書類の結果が保留になっていたからです。彼女は有給保有しながらの解雇で

した。しかし 免除書類が承認されなければ、10 月 31 日時点で受け取った給料を会社へ返済しなければ

ならないという書類にサインしなければなりませんでした。私たちは熱心に祈りました。神に感謝しま

す。彼女の宗教免除書類が承認されました。（これ聞いてください。）免除が認められたというメールに、 

次のようにも書かれていました。”仕事に復帰する前に、仕事上の便宜を図る規定を通知する。”（昨年の

10 月のことですよ。）引き続き、規定が有利で妥当なものになるよう祈っています。頻繁に検査を受けね

ばならないことを心配しました。検査の危険性を知っていたからです。そのメールによると、承認を受け

たのは 11 月中旬で、それ以降、彼女にはまだ給料が支払われていますが、1 週間前まで会社から連絡は

ありませんでした。その後、別の部署に異動と言われ、”在宅勤務”と言われました。JD 牧師、これって

まるで ”しかし、神は。”じゃないですか？（そうですよ。）お～さらに良くなります。実際、良くなる

前は、悪化するんですよね。一方悲しいことに、接種した同僚の何人かがコロナと診断され、これまで給

料をもらえず自宅療養しています。今日現在、娘は、在宅勤務を開始する準備について、まだ何も聞いて

いません。ですから娘は、辛抱強く待ちながら、喜んで、（給料が支払われています神のご好意でまだ給

料を貰っています。（神だけが御出来になられますよね？）ー拍手ー 

JD 牧師、神の愛に満ちた優しさは、人間の理解を超えています。神に感謝します。あなたとあなたのご

家族、そして教会の家族をいつも祝福くださることを祈ります。私たちは、あなたたちあらゆる害や危険

から守られることを祈ります。私たちのためにお祈りいただき、ありがとうございます。神の恵みがあな

たと共にありますように。もうすぐ、とても近いうちに、あなたと共に、私たちは空中で救い主、主に会

うため引き上げられると本当に信じます。そうであっても、主イエスよ、来てください。アーメン、アー

メン。」ー拍手ー 

ご起立ください。カポノ、上がってきてください。皆さんの励みになるのを願います。私には励みになり

ます。なぜなら、これらのことから分かるのはただ１つ。ラッパが鳴り響き、私たちをこの世から連れ出

すためイエスが来臨される事。主イエスよ。早く来てください。マラナタ。 

天のお父様。あなたに畏敬の念を抱きます。あなたはいつもとてもご忠実です。あなたはいつも提供下さ

います。あなたはいつも憐れみ深くあられます。あなたは長い間ご忍耐されていて、私たちにとても優し

く、穏やかです。主よ、その事に感謝します。私たちにそれが必要なのです。しかし主よ、もっと重要な

のは、私たちがあなたに心から感謝するのは、永遠のいのちという贈り物と、私たちへの救いです。私た

ちの永遠の命が本当に始まったのは、私たちが生まれ変わった時（イエスを信じ、新生した時）からです。 

それが始まりでした。主よ、私たちは期待してあなたを待ちます。ラッパの響きとともに、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、携挙されるのです。（I テサロニケ 4：16-17） 

主よ。私たちの誰もが想像しうるより早く、それが起こるのを分かっています。主よ、それが今日、2 倍

の影響を与えることを祈ります。 



 

１つは、あなたを知らない人たちが、今日、あなたに委ね、あなたを呼び求め、あなたを信じ、救われま

すように。 

２つ目、あなたを知っている私たちが、ただぎりぎりで持ちこたえている人もいます。主よ、どうか疲れ

た人の心を強め、励ましてくださいますように。これを思い起こさせてください。 

失望せずに善を行いましょう。あきらめずに続ければ、時が来て刈り取ることになります。 

（ガラテヤ 6：9） 

主よ、私たちは贖いを待ち望んでいます。主よ、どうか、弱っている人、疲れている人を力づけてくださ

い。最後に主よ。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祈ります。アーメン。 
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