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邪悪な者のせいで悩まない 

JD ファラグ牧師 

おはようございます。日曜日の朝の第一礼拝へようこそ。日曜日の朝は、２つの礼拝をしていて、第一礼

拝は、毎週の「聖書預言・アップデート」そして第二礼拝は、節ごとに神の御言葉を学ぶ「聖書の学び」

です。現在、「ヘブル人への手紙」で、今日は、いかに常に、私たちの人生において『神が最終決定権を

お持ちである』かを学びます。特にこんにち、私たちが直面している世界的な危機に関して。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。また、ユーチューブやフェイスブック

でご覧の方は、今から直接 JDFarag.org に行かれ検閲なし完全版の今日の「預言・アップ」をご覧いただ

ければと思います。それはユーチューブやフェイスブックでご覧の方のために言っています。始める前

にもう一つ。来週の日曜日から 2週間、私は休みを取ります。どこに行くのでもありません。私は病気で

もなく、元気です。そう見えないのは分かっていますが、私は御座へ行き、主と二人の時間を過ごします。

ですから、アシスタントのマック牧師が、代講してくれます。マックが、次の日曜日 10 月 10 日、14 日

木曜日、そして、翌週 17日日曜日、その週の 21 日木曜日、代講します。御心なら、そのあとの 24 日日

曜日に私は説教壇に戻ってきます。 

今回のことは、まず第一に、大変必要なことであるのをご理解ください。しかし、私は、再編成するつも

りです。今起きているすべてのことについて、主を求めながら、主との必要な時間を取ります。分らない

ことが多すぎます。私たちは分らないとき、唯一ご存知な方のもとへ行くのです。それが私のすることで

す。私とイエス、二人だけになるのです。ですから皆さんに謙虚にお願いします。私のためにお祈りくだ

さい。皆さんの多くの方が祈って下さっているのを知っています。祈って下さる方、私にとって大きな意

味があるのを知っておいてください。そのことを前もって感謝します。私は、明後日の火曜日の祈り会に

はいます。そして同様に、今週の週半ばの「旧約聖書の学び」も行います。今週の木曜日は、聖餐式です。 

ですから、火曜と木曜の両方来ていただきたいと思います。それでは！ 始めましょう。今日のアップデ

ートでは、悪を行うものやその邪悪な計画のために、私たちが実際に、そして本当に、思い悩んだり、怒

ったりしないでいられるのかをお話したいと思います。今日のアップデートが「詩篇」からの題目なの

は、皆さん間違いなくご存じだと思いますが、これはダビデの詩、「詩篇 37 篇」です。宜しければ、1 節

から 15節までを読みたいと思います。そして 23 節から 25 節もです。主が、今日の私たちに下さった御

言葉だと心から信じます。これは御霊が、主の教会である私たちへ語られる御言葉です。 

主よ、私たちに聞く耳をお与えください。私たちは聞く耳を持ちたいのです。私たちは受け取る心を持ち

たいのです。私たちは、一緒に過ごす時間の中で、今日あなたが私たちにお見せになられたいものに、見

る目を持ちたいのです。イエスの御名によって祈ります。アーメン。 

「詩篇」ダビデの詩。私のお気に入りの 1 つです。全ての詩についてそう言っているのは分かっていま

すが、これは特にです。 

詩篇 37 

1 悪を行う者に腹を立てるな。... 

この最初の節の 3 語、3 回以上は読み返しましょう。”fret＝気を揉む、苛立つ”という単語につい指摘し

ておきたいことがあります。というのは、、私たちはこの単語を、”悩むな、心配するな、思い悩むな”と

いう意味に取りがちです。しかし実に原語には、”カッとなる、立腹する”という意味が伴っています。 



私たちが、怒って興奮する、と言うところそれがこの言葉の意味です。 

詩篇 37 

1 悪を行う者に腹を立てるな。不正を行う者にねたみを起こすな。 

2 彼らは草のようにたちまちしおれ青草のように枯れるのだから。 

待ちきれません。3節、皆さんも待ちきれないようですね。よろしい。3節、ここで曲がり角を迎えます。 

ダビデが聖霊によって、私たちにすべきことを勧めているのに注目いただきたいと思います。 

詩篇 37 

3 主に信頼し 善を行え。地に住み 誠実を養え。 

私はそれが好きです。”主のご誠実さを存分に味わいなさい。” 

4 主を自らの喜びとせよ。主はあなたの心の願いをかなえてくださる。 

この節は非常によく知られているので、ご存知の方も多いと思います。たぶん、あまり知られていない事

は、最初にその願望をあなたの心に抱かせ、光を与えて下さるのは神なのです。それをご存知でしたか？ 

神が、私たちの心に願望をお与えになり、そしてそれが喜びになるのです。私たちは、主において自分自

身を喜びとし、そして主が、私たちの心に置かれた願望を叶えてくださるのです。 

5 あなたの道を主にゆだねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。 

6 主は あなたの義を光のようにあなたの正しさを 真昼のように輝かされる。 

7 節、皆さん、ここではリストを作る必要があります。ここにはかなりのものが揃っていますよね？ 信

頼し、喜び、待ち、委ねる。そして次の 7節、これは、ある人にとっては難しいことです。お～ ”静ま

る。” 

7 主の前に静まり 耐え忍んで主を待て。... 

待つのがお嫌いですか？ ”耐え忍んで主を待て。”そしてここで再びです。 

...その道が栄えている者や悪意を遂げようとする者に腹を立てるな。 

8－怒ることをやめ 憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。 

9 悪を行う者は断ち切られ 主を待ち望む者彼らが地を受け継ぐからだ。 

10 もうしばらくで 悪しき者はいなくなる。その居所を調べても そこにはいない。 

11 しかし 柔和な人は地を受け継ぎ... 

皆さん伝えてみてはいかがでしょうか？ 彼らは居れると思っているのだから。それが全てです。 

...豊かな繁栄を自らの喜びとする。 

12 悪しき者は正しい人に敵対して事を謀り彼に向かって歯をむき出す。 

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。 

14 悪しき者は”注射器”を抜き（あ、ごめんなさい。剣です。）悪しき者は剣を抜き弓を引いた。苦しむ人 

貧しい人を打ち倒し行いの正しい人を切り殺すために。 

15 彼らの剣は自分の胸を貫き彼らの弓はへし折られる。 

23 節です。 

23 主によって 人の歩みは確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。 

24 その人は転んでも 倒れ伏すことはない。主が その人の腕を支えておられるからだ。 

皆さんに、次の 25 節を非常に注意して、お聞きいただきたいと思います。これは、神の御心に適う心を

持っていたダビデの心からの叫びです。ダビデがこの詩を、この御言葉を書く時彼はイスラエルの甘美



な詩人で、彼は今、そこそこの年齢になっています。 

25 若かったころも年老いた今も私は見たことがない。正しい人が見捨てられることを。その子孫が食べ

物を乞うことを。 

これは、こんにちの私たちへの主からの御言葉だと思います。そう思いませんか？ 世界で起きている

全てを目の当たりにして、確かに、誰でもこの恐怖や不安、怒りに負けてしまいそうになります。いくつ

かの理由で、このような形でスタートしたかったのですが、おもな理由は、私たちが少しでも希望を持つ

ために、これらの約束にしがみつかなければなりません。これまでに見たこともなく、恐らく今後見るこ

とはないような邪悪な計画を実行している邪悪な者たちのせいです。ありがたいことに、詩篇 37篇をは

じめとする多くの箇所が、神が悪を抑制され、義の者を支えることを思い起こさせてくれます。それは、

ここ数週間で私たちが分かち合ったパワフルな、「しかし、神はストーリー」の証が証明しています。 

ああ、皆さんが、私が読んだように、これら全てを読めたら良いのにと思います。 

今日の締めくくりにいくつかシェアしたいと思います。因みに、あなたの「しかし神はストーリー」が 

シェアされなかったからといって、それが読まれなかった意味ではないのをご理解ください。読んだけ

でなく、祈っているものもあります。なぜ私はそれを話しているのか？ 理由は、証はパワフルです。 

実際、「黙示録第 12 章 11節」で、私たちが親しみを込めて呼んでいる黙示録の聖徒について、私たちは

こう言われています。 

ヨハネの黙示録 12 

11 兄弟たちは、子羊の血と、自分たちの”証し”のことばのゆえに竜に打ち勝った。(お聞きください）彼

らは死に至るまでも自分のいのちを惜しまなかった。 

宜しければ、この節の最後の部分についてお話したいのです。彼らは死に至るまでも自分のいのちを惜

しまなかったのですか？ ーはいそうです。それが打ち勝った方法ですか？ ーはいそうです。 

自分たちの証しのことばと子羊の血により、死に至るまでも自分のいのちを惜しまなかったのですか？ 

ーはいそうです。皆さん、私はこの 1 年半を振り返ってみると、主が人々の人生に、深く働きかけておら

れることを感じます。具体的には、私たちの家ではないこの世への執着を解きほぐしながら、そしてこの

世の事柄にも。主は、私たちへの愛の中で、間近に迫る携挙へ、私たちを備えるため、これをなさってい

ます。使徒ヨハネが、第一書簡 2章で語る事をお聞きください。15 節から読みます。 

第一ヨハネ 2 

15 あなたがたは世も世にあるものも、愛してはいけません。もしだれかが世を愛しているなら、その人

のうちに御父の愛はありません。 

16 すべて世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、御父から出るものではなく、

世から出るものだからです。 

17 世と、世の欲は過ぎ去ります。（死に行きます） 

私たちの娘が死んでいくとき、私たちは、彼女のことを「彼女は消え去っていく」と言い、そして、彼女

が死んだとき、彼女は消え去ったのです。それがヨハネの語っている事です。この世は、死んでいってい

ます。世と、世の欲は過ぎ去ります。しかし、神のみこころを行う者は永遠に生き続けます。 

第一ヨハネ 2 

18 幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなたがたが聞いていたとおり、今や多くの反

キリストが現れています。それによって、今が終わりの時であると分かります。 



よろしければ、全く疑う余地のない理由を皆さんに共有したいと思います。私たちは文字通り、私たちが

知っている通りの終わりの時を迎えています。先に進むため、ここでユーチューブとフェイスブックの

ライブ配信を終了します。JDFarag.org へ直接どうぞ。先に進むため、ここでユーチューブとフェイスブ

ックのライブ配信を終了します。JDFarag.org へ直接どうぞ。先に進むため、ここでユーチューブとフェ

イスブックのライブ配信を終了します。JDFarag.org へ直接どうぞ。 

 

ー本編ー 

単刀直入な言い方を許していただきたいのですが、人間を滅ぼそうとする邪悪な悪魔の計画は、進行中

で、多くの支持を得ているだけでなく、迅速に意図した通りの結末を迎えようとしています。まずは先

週、多くの人から送っていただいたスパルタカス・レターと呼ばれるものから紹介します。この 48ペー

ジの PDF ファイルへのリンクを掲載しました。ウェブサイトにありますので、ダウンロード頂けます。 

読まれるのをお勧めしますが、読んでも落ち込まないでください。書き手は間違いなく、医学用語をしっ

かり理解しています。非常に専門的で、明らかに、自分が何を言っているのかを理解している人が書いて

います。そこで私がしたことは、祈りながら慎重に、目を通し、そして読み直しながら、ただ主に祈り、

この中から何を皆さんに、分かち合えばよいのか上からの知恵と識別力を与えて下さるようお願いしま

した。そして以下は、この必読書簡から順不同に抜粋したものです。では最初のものです。 

「この邪悪な計画が継続されれば、私たちが知っている通り、人類の終わりを告げることになるだろう。」 

ところで、この書簡のどこにも、書き手が公言するクリスチャンだと示す記述はありません。その次。 

これまでのいくつかのアップデートで、現在の可能な技術についてを非常に詳しく説明してきました。 

引用します。 

「ワクチンが、何百万人もの人々に、認識や同意なしに、脳のコンピュータ接続の為、BCI 注射として密

かに導入する方法ならば、（BCI＝脳波等の検出・あるいは逆に脳への刺激などの手法により、脳とコン

ピュータ等との接続をとる機器等の総称）となると、私たちが目にしているのは、この地球上でかつて見

たことのないような専制的な政権の到来である。完全にすべての男性、女性、子どもから自由意志を奪う

ことを意図している。」これは、聖書預言、特に「ダニエル書 2章」の地球上の最終的な王国に関する預

言と一致していることを、補足させて頂きます。ダニエルが記しているのは、前にも後にもこのような王

国がないという事。（ダニエル 2：44 参照） 

鉄と粘土が混じり合っている。（ダニエル 2：43）そこで置いておきます。そして次。 

「コロナワクチンは、殺菌効果はなく、感染や伝染を防ぐことはできない。漏洩ワクチンだ。つまり、ウ

イルスの致死性を低下させる進化上の圧力を取り除くのだ。またワクチン接種者は、完璧なキャリアだ。

つまり、ワクチン接種者が、ワクチン未接種者にとって脅威であり、その逆はない。」次は別の引用です。

先週もチラッと触れたかもしれません。引用します。 

「間違ってはいけないのが、気管挿管は、コロナ感染者を殺す。」では次。 

「機能獲得、脅威獲得の研究、別名デュアルユース/懸念事項研究（Durc）は、生物兵器の研究を行うこ

とだ。（デュアルユース＝軍民両用技術）事実タブーを避けるため、別の親しみやすい響きのある名前を 

使う方法で。もともと生物兵器の研究なのだ。」最後の引用です。 

「毒を注射するのを人々に受け入れさせるための言い訳は、密人口に対応する化学物質、注射可能なス

マートダスト（賢い塵）型のマインドコントロールするための鎮静剤、あるいはその両方が合わさった物



であろう。彼らは、ワクチン拒否者に社会的烙印を押すことを武器に、逃げ切れると思っている。現在の

目的は、我々がどれほど酷い搾取を受けたかを理解する前に、物理的、精神的、そして金銭的な面で人類

を全面的に支配することだ。」補足すると、この書簡の内容は、私たちが聖書預言で終わりの時に起こる

と言われていることを、ほとんどそのまま表しています。 

2 つ目は、26年前の 1995 年、ピエール・ジルベールという医師が撮影した映像です。さっきの断言的書

簡をさらに促進します。これを引用したいと思います。フランス語で書かれています。リンクを掲載しま

す。因みに、ユーチューブのリンクを掲載する際、リンク先のチャンネルを推奨しているわけではありま

せん。フランス語で英語の字幕がついています。引用します。 

「生物学的破壊には、磁場に組織化された天災がある。その結果、人類の血流が汚染され、意図的に感染

症を引き起こす。これは、ワクチン接種を義務化する法律によって施行される。26 年前ですよ！！ 

引用継続。 

これらのワクチンが、人々をコントロールすることを可能にする。ワクチンの中に液晶が入っていて、そ

れが脳細胞に宿る。非常に低い周波数の波が送られ、受信するマイクロ電磁域となる。この低周波によっ

て、人々は考えることができなくなる。ゾンビになるのだ。仮説だと思ってはいけない。もう行われてい

るのだ。」引用終了。 

3 つ目は、別の動画です。これは 1 時間 7分の動画で、イスラエルからです。タイトルは 「証プロジェ

クト映画」です。ヘブライ語に英語の字幕がついていて、人々の悲惨な証が掲載されています。ワクチン

接種の結果、有害事象や死を経験している人々です。皆さんご覧になるのをお勧めします。注意していた

だきたいのは見ていて胸が張り裂けそうになります。私は、何度も立ち去らなければなりませんでした。 

なぜこのようなことを言うかというと、イスラエルからのこのような報道はほとんど発表されないから

です。またイスラエルの預言的な意味を知りながら、警鐘が鳴らされていません。もし皆さんが私同様な

ら、そうだと思いますが、疑ってかかるべきではないでしょうか？ イスラエルが、ワクチン接種最多国

です。あえて言えば、本当は、かなり前から言っていたことですが、私たちが、こんにち目にしている事

は、ホロコーストに不気味なほど酷似しているものが、世界規模で起こっています。私たちが知っている

通り、人類史の終わりの時の今。しかし、神は。これは悪の謀らいです。しかし、神は、これを良い事の

計らいとなさいます。こんにち、多くの人の救いのために。最終的には、因みにこのことは、今日の第二

礼拝「ヘブル書」で話しますが、ある人が的確に言ったように、神は常に最終決定権を持っておられます。 

神はすべてを支配し、すべてを凌駕されます。これは、聖霊が私に言うよう促されておられるかもしれま

せん。私のメモにはありませんが、たぶん今日誰かのためです。「詩篇 73篇」覚えやすいですね。37 篇

と 73 篇。神の御言葉の中で、皆さん、「詩篇 73 篇」に時間を費やすことをお勧めします。その理由は、 

詩篇の作者が抱えているのは、全ての面において、信仰の危機と言っても過言ではありません。躓かせて

しまうのではないかと思い、兄弟にさえ話をしたくないほど酷いのです。何が起こっているのでしょう

か。ああ彼は、見回すと、悪が平気で栄えているように見えるのです。そして神は、何もなさらず、黙っ

ておられるように思える。全てが悪で、邪悪な者が繁栄している。それで彼は言います。 

ただ空しく 私は自分の心を清め手を洗って 自分を汚れなしとした。（詩篇 73：13） 

私の人生は虚しい。私の人生は、逆境と苦難と困難に満ちている。そして隣人を見ると、彼は繁栄してい

る。 

「どうなっているのですか？神様。理に叶っていません！なぜ、彼らにそれを許されるのですか？」 



ですから、私は詩篇 37 篇が好きです。ダビデは聖霊の霊感を用いて、神が彼らを逃がされないことを私

たちに知らせるため、非常に注意を払っているからです。神は実際、笑っておられるのです。 

「待っていなさい。今に分かるから。彼らは、逃げることは出来ません。」 

詩篇作者は、73篇の終わりに、彼が最後に正気に戻ったとき、何が彼を正気に戻したかはご存知ですね。

彼は、主の聖所に入りました。それは良いことです。主との間に聖域を見出す。 

「ついに私は 神の聖所に入って彼らの最期を悟った（見た）。」（詩篇 73：17） 

まるで、ほ～～～ まるで彼は、彼らに対する怒りから、彼らが気の毒に感じ始めます。その結末がゆえ

に。神が最終決定権をお持ちです。思うに、恐らく、たぶん、自分自身に話しますが、これは自分の事で

す。私は人一倍、怒りっぽくて、頭に血が上るタイプです。テレビに向かって叫びます。 

もうしていませんけどね。その部分では勝利の中を歩いています。娘が幼い時に真似させてしまったん

です。娘はテレビに向かって叫び出しました。私は何という事を娘にしてしまったのか。その瞬間、私は

立ち止まり、すぐ叫ぶのを止めました。だからといって、今でも怒らないわけではありません。たぶんこ

れも聖霊からだと思いますが、どなたかが必要としているかもしれないので、共有させていただきます。 

「マタイ 5 章」でイエスが仰っている事が、私たちのために記録されたのがなぜだか分かりますか？ 

「自分の敵を愛し、自分を迫害する者（悪口を言う者）のために祈りなさい。」（マタイ 5：44） 

皆さんそれって上手くいってますか。いいえ、私は試みました。最初は、全くスムーズではありません。 

こういう感じです。「OK、敵のために祈ろう。」天のお父様。む～～～～～いやいや、頼みますよ。皆さ

ん同じでしょう？ しかし、彼らのために祈り始めると、彼らに対する気持ちが変わってきます。 

そこがポイントです。なぜなら、自分が祈っている人に対して怒ったり、恨んだりできないからです。怒

っていられないのです。あなたが彼らのために祈り始めると、神がその人を祝福し、その人のためのあな

たの祈りに答えて下さる既得権を神において持つことになるからです箴言が語るように、彼の頭上に燃

える炭火を積むことになり、（箴言 25：22） 

私が若い信者だった頃、その人を炭のように焼くのかと思っていました。意味が違いますよね。残念！！ 

当時、もし隣人が、燃える石炭がなければ、温めたり調理したりできません。もしその火が消えてしまっ

たら、あなたは自分の燃えている炭を取って隣人のために、燃やし続ける。ーへ～。ですよね？ これは

どうでしょうか。 

神は、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。（マタイ 5：45 参照） 

そう！神よ彼らに大雨を！！ ちょっと待ってください。雨って良い物です。つまり、 雨が必要な作物

があります。つまり、神は正しい者にも正しくない者にも良いお方なのです。お。。。あらゆる場面で、神

に彼らを殺してもらおうとする試みに完全に失敗した自分がいます。それが私の当初の祈りでした。悪

いことをする人、悪を行う敵のために祈り始めると、突然、彼らに対するあなたの心が変化します。これ

試してみてくださいね。家で試してはいけないと言われていますよね。いいえ、家で試してみてくださ

い。ですから、次にその人がテレビ画面に出たら、誰のことを言っているのか分かりますよね。私がそう

言ったとき、彼らが頭に浮かぶからです。皆さん、見てられません。う”～～～分っています。これって、

限界を超えていて、論外です。しかし、もし皆さんが、彼らの救いのために祈ることを考えたことがある

なら、彼らには警告が必要です。警告ラベルを付けるべきだと思います。非常に注意が必要です。なぜな

ら、一度彼らのために祈り始めると、あなたの心が変わるからです。彼らは、イエスがそのために死なれ

た人々でもあるのです。ショックを受けるかもしれませんが、イエスは彼らも愛しておられます。イエス



は彼らのためにも死なれたのです。彼らにもイエスが必要なのです。このことから、いくつかの「しかし

神はストーリー」の証を差し支えなければ、今日の残りの時間で皆さんに紹介したいと思います。このこ

とから、いくつかの「しかし神はストーリー」の証を差し支えなければ、今日の残りの時間で皆さんに紹

介したいと思います。改めて、皆さんへ励みになるよう願います。私にはそうだったので。最初のは、ダ

ニエル・フーバーさんからです。 

「こんにちは。私の”しかし、神はストーリー”です。コロラド州では、知事が医療従事者にワクチンを義

務付けました。私は警備員なので、その命令に該当します。あなたに免除書類をお願いして、会社から要

請があると即提出しました。何の質問もなく承認されました。数日後、私は神に全ての栄光を捧げまし

た。聖霊に従い、免除を可能にして下さり感謝します。（そして彼女はこう仰っています）免除書類を見

た職場の人たちが、この終わりの時までに、イエスに辿り着けるように祈ります。（正しい心ですね。真

心。）家族の皆さん、助けて下さって本当にありがとう。愛を。」 

「こんにちは。JD 牧師。この手紙は、連邦政府で働く私の娘に関してなので、匿名にしておきたいと思

います。彼女は非常に反コロナワクチンです。（主を褒めたたえます。）ある日、娘は私にこう言いました。 

”ママ、このワクチン、何か変だよ。”私は本当に？と思いました(笑) ”私は接種しない！彼らが強いれ

ば強いるだけ、私はもっと反発しようと思う。” 娘に聖書預言・アップデートを見るように勧め、宗教

上の免除書類を依頼するためあなたのウェブサイトを教え、娘は依頼しました。多くの人のために快く

引き受けてくださって、本当にありがとうございました。娘は、同じことを考えている同僚にも教えてあ

げたそうです。娘はメンバーにどうやってなるのか尋ねてきました。私は、”動画を見る事よ。”と答えま

した。（因みに、私たちは多くの方々から、どうやってオンラインメンバーになれるのか質問されていま

す。もうメンバー（会員）ですよ～ ここ地元の皆さん、私たちには会員制はありません。ここにいらっ

しゃれば、会員です！気に入るかどうかに関わらず、私には分らないですが。ただ主を褒めたたえますよ

ね？）ー拍手ー 

私たちは皆、キリストの体の一部（メンバー）です。続きです。 

「同僚の一人が、宗教上の合理的配慮のために 11ページの覚書を作成、徹底的にやりました。彼はすべ

てを網羅し、すべて聖典にあるのを裏付けました。非常に印象的でした。神はご自分の子どもたちのため

に力強く働き、連邦政府のために働いておられます。昨日娘から、この違法なワクチン義務化の集団訴訟

に参加したとの連絡がありました。これまでに、（お聞きください）2500 人以上の国土安全保障省の職員

が、全連邦職員のために戦うため署名しています。ですから、（主を褒めたたえます）ー拍手ー 

あなたとあなたの教会に、ワシントン D.C.の出来事をお伝えしたくて、手紙を書きました。（誰が知って

いたでしょうか。）娘とすべての連邦政府の職員のために、あなたとあなたの信徒の方々が、この問題に

祈ってくださるようお願いします。私たちは、神が主権を持っておられ、働いておられることを知ってい

ます。祈りながら、”しかし、神は。ストーリー”の結末を待っています。牧師さん、神の祝福があります

ように。」 

次は、ベビン・ジェイコブスさんからです。 

「こんにちは。親愛なる牧師さん。あなたの説教は、何という恵みでしょう。私は、ニュージーランドの

オークランドに住んでいます。ワクチン接種しようと考えていましたが、道徳的葛藤があったのです。そ

して 9 月のある朝、早起きし、神に、その日のうちに知恵を授け、私を導いて下さるよう祈りました。 

というのも、自分の直感を裏付け、聖書預言とも合致する内容のものが何も見つからなかったからです。 



しかし、神は。私が祈り終わり、携帯電話を開くと、週の初めに意見を求めた南アフリカのとても良いク

リスチャンの友人からメッセージが届いていて、そのメッセージは、あなたの説教、”木を見て森を見ず”

のリンクでした。パワフル！！ 神はご忠実なお方です。あなたの働きに感謝します。私はかなり自由な

国に住んでいて、長い間眠っていました。しかし、神は。私を目覚めさせられました。こんなに短い期間

で見たことがありません。（この部分、皆さん聞いてもらいたいのです）福音を聞くことに心を開いてい

る人はどのくらいいるのでしょうか？間違いなく、とっくに収穫の時期です。」人間は悪を謀ります。し

かし、神は。それを救いへ用いられるのです。収穫の準備が整いました。収穫は実り、熟しています。 

宜しければ、手早くこれを共有する必要があります。何と仰いますか？ 宜しくない？ 私はテコ・ワシ

ントンというとても小さな農村で育ちました。ただ、この町がいかに小さいかということを分ってくだ

さい。卒業した時のクラスは 16 人でした。たった 16 人でした。160 人ではありません。農村だったの

で、学校が始まる前に麦の収穫を済ませることが当たり前でした。夏の終わりに雨がたくさん降れば、学

校を遅らせることもありました。そうなると、その年の夏の間、何日も学校に行かなければならなくなる

ので、大変でした。しかし高校生は皆、私もその中の一人でしたが、実際に農場で働きます。収穫可能期

間が僅かだったからです。なぜなら、その麦を収穫しなければ、失うことになるからです。その麦を収穫

しなければ、失ってしまうのです。なぜなら、収穫時期、麦の頭が実る時期は、ほんの僅かしかないから

です。「今がその時だ。」と。待てません。その緊急性は。実際、緊急性が大変高いので、収穫するまで、

学校はありません。イエスが仰っているのは、そういうことです。 

収穫のために、主に働き手を求めて祈る。（マタイ 9：37-38 参照） 

トラック運転手、コンバイン運転手、穀物倉庫オペレーターまたそれに付随するあらゆる人たち。 

なぜなら収穫、実っているからです。もう準備が出来ています。それが今です。次は、デビッド・フォル

サムさんからです。 

「JD へ。主が私の心に置かれたことをシェアしたいと思います。救いの ABC ビルボードを掲げた人々

の働きを見て、主は、ピックアップトラックの後部扉に貼ることを導いてくださいました。それは動く広

告塔となり、私の後ろを走る人たちに福音の思いを伝える役割を果たします。地元のラップ広告会社に

行き、後部扉に貼るラミネートを、専門家にデザインしてもらいました。彼らは素晴らしい仕事をしてく

れました。そして、そのメッセージ、手段、方法を神に祈り、人々にイエスを、人々にイエスを伝えるた

めに役立つようお願いしました。今週、神は私の祈りに答えて下さいました。ソーダを買いに、コンビニ

に立ち寄った時、若者が、私に近寄って来て、後部扉のメッセージについて聞いてきました。彼は、帰り

たくなさそうにしていたので、しばらく話をしました。救いの ABC で紹介されている「ローマ書」を伝

え終わったとき、キリストに人生を委ねたことがあるかどうか彼に尋ねました。彼は言いました。”いい

え、ありません。でもそうしたい。”（お～）そして一緒に、キリストを救い主として受け入れるよう祈

りました。この偉大な国全体で 4万以上の後部扉に、救いの ABCラミネートが掲げられることを、神に

お願いしました。（ここで繰り返しますが、皆さん、この共通のテーマが見えてきましたか？）人々は傷

つき、真理に飢えています。たとえそれがピックアップトラックの後部扉で見つけたとしても。キリスト

における兄弟、デビッド・フォルサム、モンタナ州ボーズマンより。」ー拍手ー 

次は、アマンダ・ベイカーさんからです。 

「牧師さん、こんにちは！私の名前はアマンダです。カナダのオンタリオ州にいます。あなたに感謝しま

す。あなたの動画がどのように私を主に立ち帰らせてくれたかを共有したいと思います。私は子どもの



頃、聖公会の洗礼を受けました。義父の信仰で、母はカトリックです。私たちは、教会に行くような家族

ではありませんでした。しかし、私は神を信じるように育てられました。現在に早送りします。数ヶ月前、

あなたの動画の一つに出会いました。普段の私なら、そういうのは素通りしますが、どうしても見たいと

思ったんです。言うまでもなく、毎週の礼拝を、他のを聞きながら、一気に見ています。42 年目にして

初めて聖書も読んでいます。コロナ・スキャンデミックのまさに当初から、何かがひどく間違っているこ

とを魂で感じてきました。私が受けた警告は、聖霊によって与えられたものであることを、今では知るこ

とができました。私はあなたのアドバイスを受け、自分の罪を悔い改め、主に赦しを請いました。主の御

言葉を読み、あなたの礼拝を見れば見るほど、主を身近に感じることができます。私はとても小さなコミ

ュニティに住んでいて、いくつかの教会がありますが、ワクチン未接種者の私たちを受け入れてくれる

教会はありません。これは、私に初めて教会を与えて下さり、最初の牧師になって下さったことに対する

感謝の気持ちの一つです。（なんという特権でしょう。）あなたの動画を通し、私は救われ、主に立ち返り

ました。私が、遅すぎるということはないということの証明です。私の家族が、あなたの教会の一部にな

るのを許して下さり、心の底から感謝したいと思います。私たちは自宅であなたの礼拝を見ていますが、

それでも私たちは教会に属していると感じています。（そのことで主を褒めたたえます。）あなたを通し

て、私と夫と 2人の子どもたち、4 人の魂が救われたことをお知らせしたいと思います。牧師さん、あり

がとうございます。」ー拍手ー 

皆さん、私たちがこれを毎週する理由です。また福音と、救いのシンプルな説明「救いの ABC」で締め

くくる理由です。福音/ゴスペルとは何でしょうか。福音とは良い知らせ。それが福音と言う単語の意味

です。「”良い知らせ”です。あなたの負債は支払われた。自由に行ってよい。」使徒パウロが、第一コリン

ト 15 章の最初の 4節で福音を定義しています。福音とは、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た事。そしてパウロが、まさに最初の書簡として書いた手紙は、テサ

ロニケ宛でした。「第一テサロニケ人への手紙」です。使徒パウロが、テサロニケ人宛の手紙の中で、携

挙の文脈で福音を語っています。福音とは、イエスが死なれ、3日目によみがえられ、”そして”イエスは

いつか戻って来られます。まもなく、大変まもなく。それが良い知らせです。 

「救いの ABC」とは何でしょうか。誰かと福音を分かち合うための簡単な方法です。ABC よりも実際に

もっと簡単なのは、B:Believe/信じること。 

A が、B：Believe/信じる に繋がり、Cは、B の表現なのです。ABC ほどのシンプルさです。 

この「A」は何でしょう？ Ａ：自分が神に背いた罪びとだと、Admit/認める または、Acknowledge/認

識する。自分が罪びとであることを認めるまで、認めない限り、救世主に興味が持てません。自分が罪び

とでなければ、救世主は必要ありませんからね。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。」 

福音を伝えるときに、誰にでも聞くのが、自分は良い人だと、思っているかどうかです。彼らは決まって

言います。「はい。私は良い人です。」事実彼らは、「自分が良い人だから、天国に行けると思う」とまで

言い切ります。大抵、次のような内容です。「ええ、誰も殺していませんから。」ああ、善人は天国にいて、

悪人は地獄にいると思っているのですね。実はその逆なんですよ。非常に悪い人が多くなりそうです。実

際、天国にいる人は、みんな悪い人（罪びと）です。私がその最前列です。私を霊的に見ないでください。

皆さんだって、私のすぐ後ろにいますよ。地獄には良い人が多数いるかもしれません。私たちが天国に入

ることを許される基準は、私たちが善良であるか否かに基づくものではないからです。誰も、十分な善人



にはなり得ないのです。 

「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（天国）に入るためには、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、これが興

味深く、私が本当に好きなのは、先に悪い知らせと、そして良い知らせがセットになっていることです。 

これが正しい英語でないのは分かっていますが、悪い知らせが悪ければ悪いほど、良い知らせが、さらに

もっと良くなる。悪い知らせとは？ お～あなたの罪には罰則がある事です。死刑宣告です。 

「罪の報酬は死です。」(ローマ 6:23a) 

それが悪い知らせなのです。誰かがあなたのところに来て、「良い知らせと悪い知らせがあります」と言

ったら、どちらを先に聞きたいですか？ 私は、悪い知らせは聞きたくない、良い知らせだけ聞きたいと

言います。良い知らせだけ言ってください。ダメですか？ 悪い知らせが先なのです。悪い知らせは、私

たち誰しもが罪びとであり、誰しもが死刑宣告を受けている事です。私たち誰しもが、そのために、死刑

を宣告されているのです。それが悪い知らせです。そして、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) 

どういうことですか？ ええ、これが福音なのです。その仕組みはこうです。あなたは罪が故に、死を宣

告されています。あなたは、神の完全な義の基準、神の法に反しています。あなたは神の法を破り、罪が

あるので、今、死を宣告されています。それは悪い知らせですが、そこに、イエスが来られ仰います。 

「わたしがあなたの代わりに、あなたの罰則を支払います。わたしが全額支払い購入します。わたしが支

払い購入したこの贈り物をあなたに差し上げます。」完了したからです。全額支払いました。それが贈り

物ですよね？ 自分で支払うなら、贈り物ではありません。購入した物です。いいえ、贈り物なのです。 

イエスが支払って下さった命を懸けて下さった贈り物なのです。そのためイエスは、全てを犠牲にされ

ました。イエスの私たちへの愛がゆえにです。イエスは、私たちの全ての罪を支払ってくださいました。 

それが良い知らせなのです。そしてイエスは、その贈り物を差し出して下さっています。受け取るだけで

す。イエスが私たちに下さる贈り物。その贈り物を受け取ったことはありますか？ 

Ｂ：あなたの心で、Believe/信じる。ーこれが中心ですーイエス・キリストが主であると あなたの心で、

Believe/信じる。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、... 

その断定的な具体性を聞いてください。 

...あなたは”救われる”からです。」 

陪審員はもういません。判決は出ています。 

「完了した。」（ヨハネ 19：30） 

ピリオド/終止符です。コンマ，～の続きはありません。「完了した。しかし、、、」ではありません。「完了

した。もし～～なら」ではありません。「完了した。」のです。※イエスが十字架の上で全て完了された。 

あなたは救われます。 

最後に C です。Ｃ：主の御名を Call/呼び求める。 



また再度、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、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。」 

その理由は、 

「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） 

最後に、ローマ人への手紙 10 章 13 節、決定打です。私がこれをしたのは 40年ほど前です。 

『主の御名を呼び求める者はみな... 

私は、その”みんな”です。あなたは、”みんな”ですか？“みんな”ですよね。 

『主の御名を呼び求める者はみな救われる。』（ローマ 10：13） 

大変シンプルです。シンプルなのが嬉しくないですか？複雑じゃないのが。もし複雑だったなら、私には

望みはありません。それほどシンプルなのです。今日ここにお越しの方、またはオンラインでご覧の方で 

今までに主の御名前を呼び求めたことがないなら、心から願います。今日こそが救いの日です。ご起立く

ださいますか？ 賛美チームが上がってきます。言わなければなりませんが、私は、今ほどの緊急性を持

ったことは人生で初めてです。どうか、まだどなたも帰らないでください。あと 30 秒くらい待ってくだ

さい。これは生死の問題ではなく、”永遠の” 生死の問題です。イエス・キリストの教会携挙はいつでも

起こり得ます。あのラッパが鳴るのは、差し迫っています。空中で、主と会うために、引き上げられる人

もいれば、取り残され、言葉にならない恐怖の最後の 7 年、7 年間の患難時代に入る人もいるでしょう。

あなたは今日、今、決断することが出来ます。この教会を去る前に、永遠の命のために、人生で最も重要

な決断をしたことがないなら、今日がその日であることを、私は切に願います。どうか、どうか。 

天のお父様。福音のシンプルさをありがとうございます。聖書預言に感謝します。終わりの時に、世の中

がどう見えるかを教えて下さってありがとうございます。ですから私たちは、しっかり準備が出来るの

です。 

主、イエスよ、あなたの来臨に目を向けながら。どうか、あなたの御名を呼び求めたことがないあらゆる

人々が、心であなたを信じますように。主よ、お願いします。主よ、お願いします。主よ、どうかお願い

します。今日が、彼らの救いの日になりますように。イエス様、早く来てください。マラナタ。イエスの

御名によって。アーメン。 
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