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今、聖書預言の重要性 

JD ファラグ牧師 

それでは！ おはようございます。会衆：おはようございます。今朝、皆さんを歓迎します。来て下さり

大変うれしいです。宜しければ、始めたいと思います。携帯電話の電源を切るか消音にして下さいますよ

うお願いします。また同時に、オンラインでご覧の視聴者を歓迎したいと思います。早速、始めたいと思

います。実は、多くのことがあるので、始めますね。よろしいですか？ 大丈夫？（映像スタッフに） 

このまま続けていいですか？ 私は大丈夫なのですが。皆さんご存知の通り、日曜日の朝は、２つの礼拝

があり、第一礼拝は「聖書預言・アップデート」に捧げ毎週聖書預言を学びます。第二礼拝は「聖書の学

び」です。オンラインの方、ハワイ時間 11 時 15 分からライブ配信しますが、節ごとに学び進める「聖

書の学び」で現在、素晴らしき「ヘブル人への手紙」です。今日の箇所は、12 章 1 節から 3 節で、疲れ

て落ち込んでいる人への希望と励ましのメッセージです。極度の困難に直面しても、疲れたり、心が折れ

たりしないための、聖書に基づく実践的な方法をご紹介します。また今、ユーチューブやフェイスブック

でご覧の方は、jdfarag.org へ直接行かれ、検閲なし、中断なし、完全版の「預言・アップ」を見るのを

お勧めします。そのサイトだけで公開しています。最後までお付き合いくださるなら、ある問題を解決し

ます。そう、問題です。雇用主に提出された多くの免除書類に関して、多くの質問が寄せられています。

ということで、それについても時間を取りお話ししたいと思います。では、始めます。今日のアップデー

トは、私はこう大胆に発言をします。「聖書預言が、今ほど重要になったことはかつてありません。」よろ

しければ、皆さんにその理由を説明したいと思います。そうすることで、その日が間近に迫っている今、

この危険な時代に生きる私たちを励ましたいのです。聖書預言が人類史上かつてないほど重要であると

いう 3 つの理由を紹介します。繰り返しますが、大胆な発言であることは分かっていますし、またネタ

バレですが、預言全てが、イエスについてなのです。イエスが明らかにされたのは、 

①イエスがすぐに戻って来られること、 

②イエスが誰にとっても唯一の答えであり、 

③私たちの中にあるその希望の全てなのです。 

この 3 つ、そしてそれ以外にも多くのものが、互いに協調しながら作用していますが、②「イエスが唯一

の答えである」に、私は注目したいと思います。その理由は、多くの方が、現在世の中で起こっている事

について、多くの質問をしてらっしゃいます。そして、これが要点です。私たちにはその答えがあります。 

特にその点について、ぜひ話したいと思います。これが、聖書預言の主な目的の一つであり、私たちは、

人々の質問に聖書預言を示すことで答えられるのです。聖書預言は、イエスを指し示しており、イエスが

すべての預言を成就されます。専門家になったり、長文論文を用意する必要もありません。それは、次の

ように簡単です。知っていましたか？ 姿勢を貫き、質問に当てはめるのです。救世主イエスがなさった

ことですね。その理由は、誰かに何かを言うだけでは、それだけで終わってしまうからです。しかし、誰

かに”質問をする”と、ある種の強制力があります。彼らは、問いかけた質問に対する答えを、実際に考え

なければならなくなるのです。だからこそ、福音書の中で、救い主は何度も質問をしておられるのです。 

そう、それは皆さんを、聞いてください。ショッキングなことだとは思いますが、考えなければならなく

なります。でしょう？ こんな風に、簡単に質問するのです。 

「今の世界で起きていることは、すべて聖書で預言されていることだと知っていますか？」そして、聖霊



にその隙間を差し上げ、そこから先は聖霊に任せるのです。聖霊がなさいますから。今やその相手に、 

考えさせているからです。因みに、驚くかもしれませんが、主は既にあなたの前を進んでおられます。彼

らは既にそのことについて考え、疑問に思っているのです。そして、あなたがそれについて何か言えば？

聖霊がそこにおられ、こうなさいます。「それ不思議だったんだよ。」この世で今起こっている全ては、聖

書で預言されているのです。長文論文を並べる必要はありません。聖書の中の特定の預言に焦点を当て

ればいいのです。 

昨年の 10 月 25 日に、「聖書預言トップ 10」と題した「聖書預言・アップデート」を学びました。本当

に、皆さんを装備するツールのようなものなのです。聖書預言を一目で分かるようにしたもので、そのリ

ンクを貼っておきます。時間の関係上、ざっと見ますが、参照聖句も記載しています。 

 

No 聖書預言 聖書箇所 

10 聖書預言と主の来臨に人々が嘲る Ⅱペテロ３ 

9 シリア・ダマスカスの突然の崩壊 イザヤ 17:1.エレミヤ 49:23⁻

27 

8 ロシア、イラン、トルコ同盟国によるイスラエル

への侵略 

エゼキエル 38⁻39 

7 頻度と強度を増す大規模な地震 マタイ 24:4⁻8,ルカ 21:10⁻11 

6 邪悪さの増加 創世記 6:5,ルカ 17:26⁻29 

5 不法の増加 Ⅱテサロニケ 2:1⁻12 

4 平和と安全への世界的な叫び Ⅰテサロニケ 5:3 

3 エルサレム分割への酔いしれるまでの執着 ゼカリヤ 12:1⁻3 

2 多くの者との７年間の和平合意（7年間の患難

時代の幕開け） 

ダニエル９:２７ 

1 世界統一宗教、世界統一政府、世界統一経済の

形成 

黙示録 17,18,13:11⁻18 

 

No.10 に上げているのが、「聖書預言と主の来臨を嘲笑すること。」これって皮肉ですよね？「人々が聖書

預言を嘲笑する」という聖書預言です。なんという皮肉でしょうか。彼らは実際、聖書預言を嘲笑する時

に、その預言を成就しているのですから。イエス・キリストの来臨を心待ちにしている私たちにとって、

これはまさに預言です。 

No.9、これは、シリアのダマスカスの突然の崩壊に関する非常に具体的な預言です。 

No.8、「エゼキエル書 38 章」（ロシア、イラン、トルコ率いる）同盟国による、 シリアからのイスラエ

ル侵略。 

No.7、これは良い種類です。この預言は、ダジャレではなく本気で心に響きます。地震について。頻度と

強度が増し加わる大規模な地震。それが聖書の預言です。  

No.6、邪悪な者の増加。 

No.5、不法の者の増加。 

No.4、世界規模での平和と安全への叫び。 



No.3、エルサレムを分割することへの強い執着。別名、二国間解決策です。 

No.2、7 年間の和平合意締結。これが 7 年間の患難時代の幕開けです。 

そして No.1 です。ジャジャジャジャーン！ これを No.1 にしたのは理由があります。皆さん理由が分

かると思います。"世界統一宗教・世界統一政府・世界統一経済の形成” に関するこの預言です。 

さて、なぜ私はこのように開始するのか？ 理由は、これらの聖書預言を知ることは、私たちが知ってい

る通り、人類史上の終わりの時の今、イエスを人々へ、人々をイエスへ導くため力強いツールになりま

す。簡単に言えば、これらの預言は、イエス・キリストを証する事実観点から、イエス・キリストの啓示

*です。(*黙示録＝Revelation＝啓示・黙示）これが「ヨハネの黙示録 1 章」最初の 3 節です。1 節から読

みます。 

ヨハネの黙示録 1 

1 イエス・キリストの黙示。... 

知ってましたか？ これが「黙示録」の内容です。すべてイエスについて、です。イエス・キリストの啓

示ですこれも言っておいた方が良いかもしれませんが、敵は、猛烈な成功を収めています。ご存知、私は

この、”猛烈な”という単語が好きです。敵は、クリスチャンを「黙示録」からできるだけ遠ざけようとす

る事で、大成功を収めています。 

「お～終末論的だ～。難しすぎて理解できないよ～。」でも事実に反することではありません。ギリシャ

語の新約聖書の原語である「黙示録」が、何を意味するか知っていますか？ この単語の意味を完全に台

無しにしたハリウッドに感謝ものですよ。黙示録の意味を知ってますか？ 言いますよ。「明らかにする

こと」です。意味深なのは分かります。黙示録＝啓示する/明らかにすると＝披露する＝明らかにする。

何を明らかにするのか？ 何を、ではありません。誰を、です。イエス・キリストの人となりを。それが

黙示録です。ところで、これに関して、もっと重要なのは、どうか聞いてください。黙示録は、Revelation

であって、Revelation”s”（複数形）ではありません。これだけは胸の内を言わせてください。黙示録は、

Revelation（単数形）です。イエス・キリストという人物を黙示・啓示することです。 

...神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは、

御使いを遣わして、これをしもべヨハネに告げられた。 

黙示録 1 

2 ヨハネは、神のことばとイエス・キリストの証し、すなわち、自分が見たすべてのことを証しした。 

ヨハネは目撃者だったのです。そして 3 節、 

3 この預言のことばを朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを守る者たちは、幸いであ

る。（そして理由は）時が近づいているからである。 

ここで止めます。 聖書全書で、読む人、聞く人、心に留める人に祝福が約束されている書が 1 つだけあ

るのをご存知ですか？ それが「ヨハネの黙示録」です。ふむ。恐らくそれが、敵がクリスチャンを黙示

録から遠ざけたい理由です。敵は分かっています。じゃあ、まず最初にどのようにしたいですか？ 大変

有名な史上最高のベストセラー書物があって、史上 No.1 のベストセラーとなった本です。その本には、

あなたのためにそれがどう終わるのかが含まれてます。良い終わりではありません。私もあなたに読ん

でほしくありませんね。だから少なくとも敵はそうなんです。それが物語っています。しかしその本に

は、その中に書かれている預言を読む人、聞く人、心に留める人に祝福が約束されています。そして、そ

の祝福が来ます。なぜなら、イエスが私たちのために来られる時、その”時が近づいているからである。”



それが「黙示録」のすべてなのです。イエス・キリストの黙示の預言に加えて、聖書預言は、イエス・キ

リストの間近の来臨を証明します。これが「第二ペテロの手紙 1 章」です。16 節からを読みます。当時、

ペテロがこの手紙を書いた頃起こっていた裏話を説明させてくださいね。クリスチャンは、ネロ王の下

で、言葉に出来ない恐ろしい迫害を受けていました。使徒ペテロが聖霊によってこの２通の手紙を書い

た当時、ネロは、クリスチャンを捕らえていました。ネロは彼らを捕らえ、タールの中に沈めました。 

そして火をつけ、生きたまま焼いたのです。そして、ネロは同性愛者の恋人たちと一緒に戦車で、庭園を

走り回っていました。ネロは、生きたまま燃やされているクリスチャンたちに向かってこう言うのです。 

「あ～、お前たちは世の光だ。」それが文脈です。ペテロがこの手紙を書いた当時に何が起こっていたの

か、ちょっとしたヒントになると思います。「第二ペテロ 1 章 16 節」です。 

II ペテロ 1 

16 私たちはあなたがたに、私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは、巧みな

作り話によったのではありません。私たちは、キリストの威光の目撃者として伝えたのです。 

17 この方が父なる神から誉れと栄光を受けられたとき、厳かな栄光の中から、このような御声がありま

した。「これはわたしの愛する子。わたしはこれを喜ぶ。」 

18 私たちは聖なる山で主とともにいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました。 

私たちが親しみを込めて「変容の山」と呼んでいる場所のことです。ペテロが、ヤコブとヨハネも一緒に

いて、彼らはこのエリヤとモーセ、そして栄光の姿のイエスを目撃しました。彼らはその目撃者なので

す。これが重要な意味を持つことはすぐに分っていただけるでしょう。 

19 また私たちは、さらに確かな預言のみことばを持っています。... 

翻訳によっては、「預言のより確かな言葉」と表現しているものがあります。 

...夜が明けて、明けの明星があなたがたの心に昇るまでは、暗い所を照らすともしびとして、それに目を

留めているとよいのです。 

20 ただし、聖書のどんな預言勝手に解釈するものではないことを、まず心得ておきなさい。 

21 預言は、決して人間の意志によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受

けて語ったものです。 

OK。お付き合いください。ここでペテロが書いて参照しているのは、彼のこの栄光の体験です。つまり、

彼はただ言葉を失った。それはペテロにとって何かを物語っています。事実、私たちのために、こんな風

に記されています。ペテロは何を言っていいか分からない。言えたのは、彼は言葉を失った。彼は何と言

っていいか分からなかった。畏敬の念で言葉が出ない状態で、何を言っていいか分からない。言えたの

は、「私たちがここにいるのは良いことです。」彼がそこで止めていたら、彼はこう続けます。ペテロに厳

しくなりすぎないでください。多くの人が、天国でペテロに謝らなければならないと思いますよ。私は恐

らくその先頭にいるでしょう。しかし、ペテロはこう続けます。 

「そうだ、ここに幕屋を建てよう。一つはモーセのため、一つはエリヤのため、そして一つはイエス様あ

なたのために。」（マタイ 17：4 参照） 

するとイエスが仰います。厳しい口調だとは、決して思わないでください。大変穏やかで、思いやりある

口調だと実感します。 

「いいえペテロ。それは違います。そういうことではありません。」エリヤは預言者の代理人で、モーセ

は律法の代理人です。そしてイエスは、その両方をとって代わり、両方を成就されるのです。ですからペ



テロにとって、それを提案することは、イエスを殆ど彼らのレベルに引き下げることになります。なぜ私

はそのような話をするのか？ 理由は、ここでペテロは、この記述の目撃者でした。そのことが彼の心に

深く刻み込まれていたから彼はこの話を持ち出したのだと思います。ペテロが言っているのは、 

「私はそこにいたのです！ でもそれが、私がイエスに従う理由ではありません。私がイエスに従う理

由が分かりますか？ 私はなぜイエスに従うのか？ 預言だからです。」一緒にこれを考えてください。 

もし、イエス・キリストが救い主であり、主であることを確信することが、変容の山での経験を前提とし

たものであったとしたらどうでしょうか。私たちには望みはありません。そこにいなかったのですから。 

ペテロはそこにいました。言い換えれば、ペテロが言っているのは、それは、確証を得るため確信するた

めに見るものではありません。違います。栄光と威厳に満ちる体験ではありません。父なる神の御声で 

その御言葉を聞くのを想像できますか？ ペテロはその御言葉を聞いたのです。そこにいたから。彼は

見たのです。そこにいたから。そして、そのすべて、違います。それが理由ではありません。聖書預言が

理由なのです。それがペテロの語っている事なのです。より確実な預言の御言葉なのです。旧約聖書に書

かれているイエスについての預言は、初臨含め、300 預言以上。これらは、300 以上の預言のうち、8 つ

でも実現できる確率を統計的に算出する為、優秀な数学者たちが行った作業です。まさに天文学的な数

字です。皆さん気づいてますか？ 視点を変えてみます。あまり時間をかけたくありませんが、多分これ

は私たちが理解するために重要なことだと思います。聖書預言がいかに重要であるかを理解する上で重

要なものとなるでしょう。これはとても重要で、人類の歴史の中で今がどの時代よりもさらに重要です。

皆さん気づいていますか？ イエスが処女降誕で、エルサレムで生まれていたとしたら、その預言は成

就しませんでした。その預言の１つ、そう、イエスは処女降誕で生まれるというものだったので、それだ

けで、人類歴史の中で生まれた他のすべての人と違いますよね。それだけでも違うのです。でも、もしイ

エスが、エルサレムで生まれていたら、無効であり、資格がない。彼は救い主ではありません。イエスは

預言を成就していません。預言は、救世主はベツレヘムで生まれるとなっているからです。つまり、思う

存分、その道を突き進んでください。もう１つ：もし、ユダが銀貨 29 枚（事実は 30 枚）でイエスを裏

切っていたら不可能です。無理です。預言は実現しません。預言は、100％の精度で実現しなければなり

ません。それが、より確かな預言の御言葉の重要性なのです。それが聖書預言の重要性です。最も重要な

のは、預言の御言葉が実証される事。それが預言なのです。このことが、私が本当に向かいたかった方向

に繋がります。もっと早く向かうべきだったかもしれませんが、お許しください。しかし、先に述べた聖

書預言の目的は、イエスを唯一の答えとして求める全ての人に与えることなのです。私たちにその答え

があります。「第一ペテロの手紙 3 章」13 節から読みます。 

I ペテロ 3 

13 もしあなたがたが良いことに対して熱心であるなら、だれがあなたがたに害を加えるでしょう。 

14 たとえ義のために苦しむことがあっても、あなたがたは幸いです。（そしてこう語ります）人々の脅か

しを恐れたり、おびえたりしてはいけません。 

なんということでしょう。これは、こんにちの私たちにピッタリです。受け取る側になった人たち、この

後お話ししますが、雇用主から非常に脅迫的な手紙を受け取った方は、とても恐ろしく、恐怖を感じてい

ます。ペテロが語っています。”人々の脅かしを恐れたり、おびえたりしてはいけません。”むしろ 15 節、 

15 むしろ、心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。ー① 

あなたがたのうちにある希望について説明を求める人には、だれにでもいつでも弁明できる用意をして



いなさい。ー② 

16 ただし、柔和な心で、恐れつつ、健全な良心をもって弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあ

なたがたの善良な生き方をののしっている人たちが、あなたがたを悪く言ったことを恥じるでしょう。 

17 神のみこころであるなら、悪を行って苦しみを受けるより、善を行って苦しみを受けるほうがよいの

です。 

18 キリストも一度、罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりにな

られたのです。それは、肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなたがたを神に導くため

でした。 

OK。今日の残りの時間を使って、私たちの希望の答えを用意しておくというこのひとつの真理の最も重

要な点について説明したいと思います。私たちの唯一の希望イエス・キリストです。そのために、フェイ

スブックとユーチューブのライブ配信を終了します。JDFarag.org サイトへ直接どうぞ。 

 

ー本編ー 

今年の８月 22 日、Master's Touch Print and Mail 社と提携して、宗教免除書類を提供することを発表し

ました。先週、オンラインで提供した免除書類の状況を知りました。私たちは、約 10 万通発送したので

す。ー拍手喝采ー 皆さん、しばらくの間、拍手していてほしいです！ いくつかの理由を話します。 

まず第一に、「しかし、神はストーリー」の証を受け取り続けているからです。今日も２～３共有します。

主が、主だけが御出来になる通り、これらの書類を、福音を伝える機会としてどう用いられているのかを

ご紹介します。これらの「しかし、神はストーリー」の証が、特に雇用主である上司との関係において、

あなたの励みになることを願っています。彼らは敵ではありません。敵が敵です。彼らは敵ではなく、機

会なのです。神が、このような時に、あなたをその場所へ置かれたのではないと、どうして分かるのです

か？「えーっと、牧師さん失礼ながら言いますが、あなたは私の上司を知らないからですよ。」ええ、彼

らが例外的に敵対するのであれば、それはまさに聖霊が、彼らの中で働かれているのを示しているのか

もしれません。私はむしろ、喧嘩っ早い人や議論好きな人の方が、何かがその人の中でうごめいていて、

聖霊が働きかけているからだと思います。彼らは興奮していて、イライラしていて、私自身のことを言っ

ているように聞こえます。私はこのことを告白しなければなりません。ええ、主は私がこのことから逃れ

ることを許されないでしょうから。ペテロが柔和な心で恐れつつと語ります。お～何度も、神が私の人生

に働きかけられ、つまり私は、何度も”そのようなメール”を受け取る側になりました。う”～そうか～ 

つまり自分の肉の内には、私は根っから腐っていて、その肉が醜い頭をもたげます。そして、発狂しそう

になります。私の主が、私の心に働きかけて下さり、議論や喧嘩をしないようにして下さっているので

す。議論に勝っても、機会を失いますよね。OK。私は告白しました。これでよろしいですか？ 良いで

しょう。これを言う 2 つ目の理由は、ペテロが書いているように、雇用主や上司があなたに責任を負わ

せたり、脅したりする可能性があるからです。しかし、それは良いことかもしれません。それは神の召し

かもしれません。あなたを試しているのですから。彼らはあなたに挑戦しているのです。私たちが、雇用

主や上司が彼ら自身の人生に答えを求めているのだと気づかない時、大きな間違いを犯してしまうと思

います。考え違いしないでください。彼らには学校に通う子どもがいて、家に妻がいて、家族がいます。

彼らはプレッシャーに対処していて、このようなことにも対応しているのです。だから私は、外出先で 

誰かに嫌な思いをさせたくないのです。ほら、みんなピリピリしているでしょう？ 私は誰かに、打ち解



けようとしてそう言いました。だから大抵私はこう切り出します。「今日のあなたの一日はどうですか？」 

笑えません。マスクで見えないから。何でもいいですけど。目でこんな風に笑って見せます。過剰対応で

すよ。彼らは、私の前にいたお客さんにやられてしまったのです。なのでいつも私は、意図的にしたいの

です。私はそうならないようにすることが目的です。私も前はそういう客の一人でしたから。それが私か

らの最後の告白です。しかし私がその列を通るとき、本当にストレスを抱え、自分自身に困難を抱えてい

る人たちを見ます。彼らの人生で何が起こっているか、あなたには分かりません。だから、私は彼らを励

まし、彼らを祝福したいのです。私は決して彼らに辛い思いをさせたくありません。彼らは答えを探して

いるからです。これが私の考える事です。彼らは、あなたが知っていることを知りたがっています。そう

思いませんか？ 一歩踏み込んでみます。彼らは、あなたが本物かどうかを知りたいのです。もう一歩踏

み込んでみます。また彼らは、なぜあなたが、あなたの信じることを信じるのか知りたいと思っていま

す。それは良い事です。だからこそ、私たちは今、人類の歴史の中で、私たちの祝福された希望の理由に

ついてを答える最も素晴らしい機会を目の前にしていると、心から信じるのです。今、雇用主から説明を

求める脅迫状や書面を受け取っている人たちがいるのを痛感します。実際には、説明だけでなく検証を

求めているのです。彼らは、あなたが提出している宗教免除書類の認証を求めています。今、私たちはあ

なたが必要としているものを、可能な限り提供していきます。ご忍耐感謝します。この機に、よくある質

問に対して、いくつかアイデアを提案したいと思います。その前に、 まずこの件に関して、数日前に、

あるメンバーが雇用主から受け取った書面を引用したいと思います。その理由は、すぐに分かると思い

ます。これは、このメンバーが宗教免除書類を提出した後、雇用主から受け取った書面です。 

「我々は、以下の情報、証明、承認を含む、宣誓委員、公証人、または司法長官の署名入り宣誓書を提出

することを要求する。すなわち、宣誓供述書には、以下のすべての質問に対する回答を含む必要がある。 

１）カルバリーチャペル・カネオヘの会員になってどれくらい経つのか？ また、どのくらいの頻度で、

そのオンライン説教に参加しているのか？ 

２）あなたは、自分の宗教が、動物や堕胎したヒトの胎児組織の細胞を使って開発されたワクチンを受け

ることが出来ないという誠実な信念をいつから持っているのか？ 

３）2014 年の保育・幼児法規定の、おたふくかぜ・麻疹・風疹（MMR）ワクチンまたは水痘（水ぼうそ

う）ワクチンを接種したことがあるのか？ 

４）おたふくかぜ、麻疹、風疹（MMR）およびまたは水痘（水ぼうそう）ワクチンを接種したのなら、

これらのワクチンはいずれも堕胎されたヒトの胎児組織から採取の細胞を使用して製造されている。な

ぜ、あなたの宗教的信念は、その接種を妨げなかったのか？ さらに良くなります。お～私ってそう言い

ましたね。 

５）過去 5 年間に、堕胎された胎児組織の細胞で製造・開発された以下の一般医薬品を服用したことが

あるか？ タイレノール、アスピリン、ペプトビスモル、タムス、リピトール、モトリン、マーロックス、

エクスラックス、タイレノールコールド＆フルー、ベナドリル、スダフェッドアルブテロール、プレパラ

ート H。（失礼。私はただ読んでいるだけです。私たちには、平穏さが必要でした。）アセトアミノフェ

ン、クラリチン、ゾロフト、スフェドリン、プリロセック。 

６）過去 5 年間に、上記のような薬を服用したことがあるなら、宗教上の理由でそれを防げなかったの

はなぜなのか？ 

７）はい。 



７）過去 5 年間に肉、魚、卵、牛乳、その他の動物性食品を摂取したことがありますか？ 

８）今すぐ携挙を望むのはこんな時ですね。この８）の質問に少し時間と取りたいと思います。理由はす

ぐ分かります。 

８）ファイザー社とモデルナ社のコロナワクチンには、堕胎されたヒトの胎児組織の細胞や、その細胞か

ら製造された成分は一切含まれていない。人の体は主の宮だというあなたの信念が、なぜこれらのワク

チン接種を妨げるのか？」さて、これは明らかに間違っています。このため、免除申請を行う際に、ダウ

ンロード可能な 25 ページの PDF ファイルを添付することを推奨しています。これは、堕胎された胎児

の細胞を使用することを徹底的に文書化した白書です。細胞株は使わないようにしています。なぜなら、

ちょっと弱くなるからです。これは、堕胎された胎児細胞に他なりません。これは明らかに間違っていま

す。私たちは証明できます。私たちはそれを提供してきました。https://avoicefortruth.com/のウェブサ

イトからです。加えて、まだ続きます。 

「我々は、あなたが宣誓書の中で以下のことを証明およびまたは認証するのを要求する。 

1: 心から一貫して保持している宗教上の信念により、コロナワクチン接種ができないこと。 

2：上記に定めるものを含め、堕胎されたヒトの胎児組織からの細胞で開発・製造された薬を、心から一

貫した宗教的信念のため今後一切服用しないこと。 

3：この宣誓書を宣誓した後、後になってそのような薬を服用したことが判明した場合、懲戒処分の対象

となる可能性があること。 

イエス様、助けてください。ですよね？ ご辛抱頂けるなら、私たちはこれに取り組み、聖霊の助けを借

りて最善を尽くします。今回は、私たちに寄せられる質問の中で、最もよくある質問から始めます。私の

雇用主が、あなたが、つまり私たち、私が署名した書面を要求する場合はどうしたらいいですか？ ー

OK。署名しましょう。その書面を、office@calvarychapel.com にメールしてください。私が個人的に署名

します。今私は、署名していて、明らかに来る数が増えています。どうか忍耐頂きたいのですが、ご自分

の箇所はご自分が記入するのが大変重要です。心に留めておいてほしいのは、彼らはあなたの言葉が聞

きたいのです。あなたの言葉で。どうかご自分で記入してから、送信して来てください。期限まで、私た

ちの方に時間の余裕を下さい。署名して返信しますので。ファックスが良いならそうします。ファックス

番号はウエブサイトにあります。 

2 つ目、雇用主からワクチン接種履歴について質問された場合、どのように答えればよいのでしょうか？

なぜなら、彼らは今、「あれはどうなのか？それはどうなのか？」と持ち出してきていますからね。はい。

繰り返しますが、これは機会なのです。いいですね？ 私がそれを言い続けているのは、そのことを自分

に言い聞かせないと、肉的になってしまうからです。では、ワクチンの履歴を聞かれたらどうすればいい

のか？ 私たちは、法律や医療に関するアドバイスを提供するものではありません。しかしコロナの結

果、ワクチンについてより深く知ることができたこと、今後も継続してこの先のワクチンについて調べ

ることを簡単に述べるのがよいでしょう。ちなみに、これらはすべて、ウェブサイトの FAQ で公開する

予定です。後ほどお知らせします。私はこれを共有するつもりです。すでに共有していると思いますが 

私個人としては分かっています。これは、「今の自分が知っている事をあの時知っていたなら」という教

科書的な場合の一つです。私はこの 2 年間で、ワクチンについて多くのことを学びました。もし当時、今

私が知っている事を知っていたら私は絶対にワクチン接種しなかったでしょう。私は自分の子どもたち

に絶対に接種させなかったでしょう。それを共有することはとても適切なことだと思います。何も間違



ってはいません。 

では 3 つ目、これはデカいです。もし雇用主に、堕胎された胎児組織を使った他の薬や予防接種を受け

る理由を尋ねられたら？ 敬意をもって、彼らに伝えてください。これらの薬の多くは、ワクチンに使用

している堕胎された胎児の細胞よりも前に、既に開発されており、それらが成分だとは証明されていま

せん。それが事実です。私たちではなく、彼らに責任があることを理解するのが重要です。そのために、

彼らが証明しなければならないのです。繰り返しますが、これもすべて、自分の言葉で伝えなければなり

ません。正しいことを、正しい方法で、正しい心で言えば、神はそれを尊重してくださいます。敬意を払

う事。もし彼らが有効で吟味された証拠を出すなら、謹んで彼らに、その結果としてあなたが代替えの薬

を探していると伝えてください。また余談ですが、この件について調査された方がおられれば、その結果

を教えていただけると大変ありがたいです。これについて、あなたが見つけられたことを共有したいと

思います。私がやってみても何も出てこないのです。すべてが消されています。インターネットから削除

されているか、検索しても見つからないほど埋もれてしまっています。では、その時までに携挙が起こる

でしょう。 

4 つ目。反ワクチンというレッテルを貼られた時にはどう対応すればいいのでしょうか？ 

私の話を聞いてください あなたはそれに応えることができませんから。「箴言 24 章」の 5 節か 6 節だっ

たと思いますが、最初に読んだときには、一見矛盾しているように見えます。 

”愚かな者には、その愚かさに合わせて答えよ。”そうすれば彼は、自分を知恵のある者と思わないだろう。 

（箴言 26：5） 

つまり、”その無知にふさわしい答えをせよ。”それと矛盾しているのが、単純に矛盾してるのがその 4 節

です。”愚かな者には、その愚かさに合わせて答えるな。”あなたも彼と同じようにならないためだ。5 節

が言うのは、 ”愚かな者には、その愚かさに合わせて答えよ。”そうすれば彼は、自分を知恵のある者と

思わないだろう。言い換えれば「分かった！」これに翻弄されてはいけません。理由は、なぜなら、あな

たが”反ワクチン”なら、この分裂と混沌と憎しみの一部となり敵の思うつぼになるからです。なぜなら、

全てが今親ワクチン 対 反ワクチンだからです。これに翻弄されてはいけません。引っかかってはいけ

ません。私が言うのはこれです。「いいえ、私は元接種者です。」今、私は話の全体的な様相を変えました。 

「元接種者とはどういう意味ですか？」繰り返しますが、今知っている事を、あの時の私が知っていた

ら、決して接種しません。私は元接種者です。これらのいわゆるワクチンに関する多くの情報が公表され

ているからです。16 種類のワクチンで構成される 72 回分が子どもたちに投与されるのです。知ってま

したか？  

数ヶ月前、オンラインメンバーが、さっとこれについて言う必要がありますね。 彼女は医師です。彼女

が出産し、仰るのが、「私は赤ちゃんに、彼らが言うところのビタミン K 投与を決して許しません。」ビ

タミン K とは聞こえは良いですね。私は飲んでいます。免疫系が発達する前の出生時にワクチンを打つ

のです。彼らは打つのです。アメリカ本土で、私が最初に始めた教会にあるご家族が、私たちの大切な友

人で、今も親愛な友人です。彼らは自分の子どもたちに、絶対ワクチン接種しませんでした。そして彼ら

は、罵倒されました。「君はそっち側か！！」と 彼らの子どもたちを覚えています。私の子どもたちと、

子どもミニストリーで一緒で、教会で育ったんです。彼らが病気になったら、誰もがこうです。「ワクチ

ン接種すれば？ 病気にならないよ。」これが要点です。彼らが病気のなるのは良い事なのです。それは、

彼らの免疫システムが構築され始めたからです。今、彼らは成長し、大人になりました。彼らは”非常に”



健康です。障害もなく、喘息もなく、ADHD（注意欠陥・多動性障害）もない。愛と思いやりを持ってこ

れを言います。自閉症でもありません。何にもない。自分の子どもたちに何かわからないものを接種させ

たことがないからです。私は元接種者です。私にレッテル貼らないでください。私を分類しないでくださ

い。私をその分類に入れないでください。なぜなら、それは私とあなたを対立させ 彼ら対彼ら、私たち

対彼らとするからです。私は元接種者です。あなたが話を変えるのです。話の様相を変えるのです。 

では 5 つ目、雇用主が、私の免除書類をオンラインフォームレターだから、誰でも入手できる単なる量

産書類と疑ったら？  

実は 2 週間ほど前にこのことが起こりました。その雇用主は、JDFarag.org のウェブサイトで免責書類を

請求し、36 時間以内にそれを手に入れ、それを従業員に対して見せ、次のように言ったのです。 

「この書類か？ 誰でも手に入れれるじゃないか。これが私のだ。」それって興味深いですよね。なぜな

ら、その書類を受け取るためには、次の欄にチェックを入れねばなりません。「私は新生した信者で、イ

エス・キリストの信者です。」お～主を褒めたたえます。あなた、救われたんですね。 ー(笑)ー 

彼は腹いせに、その従業員に言うためにしたのです。その従業員が連絡してきたんです。 

「彼らはオンライン・メンバーで、この件について何と言えばいいのですか？」「お～ご心配なく。私た

ちが対応します。」いえ、私はしませんでしたが。しそうになりましたが、私は既にもう告白しましたか

らね。止めました。簡単に言うと、これが回答です。「あなたは、ハワイにありながらグローバルな活動

をしている教会メンバーです。」私たちはそれをさらに進めます。以下のメールを雛形にして、自分の言

葉で回答を書くことができます。私がこれを読みますが、サイトでも利用できるようになります。以下

は、そのようなことをしたこの雇用主に対する私たちの回答から引用します。そのメンバーからメール

を受け取ったのが、事実、金曜日だったと思います。 

「雇用主が承諾しました。どうもありがとうございました。」基本的に私たちはこう言いました。再度、

再フォーマットしました。繰り返しますが、あなたの言葉でする必要があります。 

「関係者各位  このメールは、ウェブサイト JDFarag.org から入手する宗教免除書類に関してです。

JD Farag は、ハワイのカルバリーチャペルカネオヘの創立者であり、上級牧師です。私は、この教会の

オンラインメンバーと、親しみを込めて呼ばれています。この教会は、地元の会衆と共にグローバルなミ

ニストリーです。正式な会員制はありませんが、この教会のオンライン礼拝を視聴したり、ユーチューブ

やウェブサイトに登録する人は、地元でも海外でもメンバーと見なされます。ウェブサイト JDFarag.org 

の免除書類に関して、説明させていただきます。カルバリーチャペル・カネオヘには、現在、ユーチュー

ブやウエブサイトに約 30 万人のフォロワー、登録者がいます。この宗教免除書類を公開すると発表した

際、少数のスタッフの中、即何千ものリクエストが殺到しました。これに対応できませんでした。（スタ

ッフがこの事を許してくれたかどうかまだ分かりません。）そのため、Master's Touch Print and Mail 社

のサービスを利用して、約 10 万件（直近のカウント数）のリクエスト応えるため、Web ページを作成す

ることになりました。これは、ファラグ牧師が、当初何百もの書類に署名した後のことでした。つまりこ

の点において、彼らは自分たちのグローバル・ミニストリーの規模を過小評価していました。さらに、す

べての人に要望資料を提供し、追加サポートが必要なメンバーのために、サイト上に別のリンクを設置

しました。また彼らは、上記のウェブページとリクエストの量からも、いわばシステムをゲーム化してい

るような（あなたのような）引用者がいることを痛感しています。しかし、私は決してそんなことはして

いないと断言します。悲しいことに、純粋に助けたいという気持ちを利用する人は必ずいます。それはと



もかく、私は、書類に記載の通り、宗教上の理由でこの接種を拒否する世界中の何十万人、何百万人もの

人々の一人です。私は、このメールが私の教会会員資格の真正性と、免除書類の有効性を確認するのに十

分であると考えます。また同時に、提出した要望には、聖書的な根拠も含まれています。敬意を表して。 

そしてお名前を入れる。ー拍手喝采ー 主を褒めたたえます。 

この件に関して最後の一つです。画面のように、”リソースのドロップダウンメニューから”サポートセン

ター”に入れます。このページ（サポートセンター）に移動し、右下の「Exemption Letters/免除書類」タ

ブをご覧ください。そして、このページになります。私たちには、世界で最も素晴らしいスタッフがいま

す。それは誇張ではありません。マジです。天国に行ったら、天の人がこう言いますよ。 

「ほ～、あの人は誰だと思う？彼は世界で最も素晴らしいスタッフを持っていたし、それだけでなく、世

界で最も素晴らしい教会も持っていたんだよ。」「入りなさい！」いやそれが理由ではありませんが。「良

くやった！」私たちの素晴らしいスタッフは、あなたのためこれを更新します。助けられるよう進めま

す。私たちは絶対にあなたを助けます。私たちがお願いしたいのは、あなたが忍耐下さる事です。私たち

は、とても小数のスタッフでミニストリーですから。全ては主のお陰です。 

では、「聖書預言が今、人類史上かつてないほど重要である」について始めに述べた方法で終わりたいと

思います。単純化しすぎかもしれませんが、聖書預言は、世界的に起こっていること全て正確な精度で記

述しています。あなたがどこまでできるかは、主がこの為にあなたに与えられる機会です。その機会をつ

かんでください。書面を受け取る側になっても、それは何かのためだったのでは？ どうします？ も

しかしたら、彼らの心は既に決まっているかもしれません。それでいいのです。主がそれをご存知だと思

いませんか？ つまり主がこう仰いますか？「どうすりゃいいんだ？！」いいえ。もちろん主はご存知で

す。神がその扉を閉じられるかもしれませんが、私たちはいつもこう言います。決まり文句なのは分かっ

ています。決まり文句であるのは嫌ですが。神はより良い扉を開けずに扉を閉められることはありませ

ん。この部屋を一周して、皆さん一人一人、神がどのようにして下さったのか証を次々と語れる筈です

よ。神は扉を閉められだけではなく、叩きつけて鍵をかけられました。そして二度と見つからないようそ

の鍵を深淵に投げ込まれました。しかし、神は。それをなさったのは、こっちに、もっとより良い物があ

るから。もしかしたら、神は、あなたにもっと良いものをご用意しておられるかもしれません。そのよう

な敵対的な反応が、無駄だと思わないようにしてください。そうではありません。主の御言葉は虚しく戻

りません。（イザヤ 55：11 参照） 

あなたには分からないでしょう。面白いと思いませんか？読んでいて気になったので、何度も読み返し

ました。そしたら血圧が上がりすぎて止めましたが。彼らは、何度も参照していました。”あなたの宗教

上理由”と”あなたの体が主の宮”という文章。お～ それは主の御言葉ですよ。炎のように浸透していき

ます。神の御言葉は決して空しく帰しません。神の御言葉なので、彼らは決して忘れないのです。常にそ

こに留まります。聖霊が炎を燃え上がらせ、それが燃えるのです。彼らは思うのです。「私の体が聖霊の

宮？」「ああ、そうさ。」OK。十分ですね。 

福音と「救いの ABC」と 2、3 の証で締めくくる前に最後にこれだけ言わせてください。どうかお付き合

いください。ご忍耐に感謝します。聖書預言は、こんにち救われていない人に辿り着くための最高のツー

ルだと思います。またこんな風に言うだけの単純なことかもしれません。「このコロナの全ては、と言っ

てもいいくらいです。聖書は予告していたんだよ。」「どういう意味？」「黙示録 18 章 23 節」を見せる。

そして説明するのです。「この預言は、地上のあらゆる国が惑わされる預言で、どうやって、何で惑わさ



れるか知ってる？ 人々は Sorcery で惑わされるんだ。Sorcery の意味知ってる？ ギリシャ語で、ファ

ルマキアって単語でね、英語の薬剤の語源なんだ。これが聖書で預言されていて、終わりの時に、地上の

全ての国/民が薬剤によって惑わしに合うんだよ～。」これが何年も毎週「聖書預言・アップデート」をし

てきている理由で、これがイエス・キリストの福音/ゴスペルと「救いの ABC」＝ 子どもにでも分かる

救いの簡単な方法で締めくくる理由です。 

Ａ：自分が神に背いた罪びとであるのを、Admit/認める または、Acknowledge/認識する。 

認めないと、救世主に興味がありません。自分が神に背いた罪びとと認めなければ、なぜ、この救世主に

興味を持ちますか？ 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、」 

ローマ人への手紙 6 章 23 節が語るのは 

「罪の報酬は死です。」(ローマ 6:23a) 

悪い知らせが先です。しかし、良い知らせがあります。 

「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) 

それが A で、次が B です。大変シンプルです。それに加えて、中心です。 

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。」 

ABC のように単純というより、実際には、さらに単純、B だけ。B:Believe/信じるだけと言えるほどで

す。そして信じると、この表現が付いてくるのです。 

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、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。」 

救われるかも、救われうる、救われるべき、ではなく、「救われる」のです。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 節です。『主の御名を呼び求める者はみな救われる。』救われる、救

われるのです。大変シンプルです。子どもにでも分かるシンプルさです。あと 2～3 分いいですか？「し

かし、神はストーリー」証が宜しければ、3 つあるのです。皆さんへの励ましになると思います。 

１つ目は、トニー・ウィリアムズさんです。 

「こんにちは、JD 牧師。あなたのミニストリーが私と私の家族をどのように祝福してくれたかを分かち

合いたいと思います。私はノースカロライナ州に駐留する現役の軍人です。2020 年 4 月、「Before the 

Wrath/御怒りの前」という素晴らしいドキュメンタリーを見て以来、あなたのミニストリーに注目して

います。ご存知のように、軍は宗教上の理由が少佐司令部レベルで承認されない限り、すべての現役軍人

にコロナワクチンを強制しています。本質的に私の上司の、上司の、上司の、上司です。（上層部なので

すね）私は 15 年間軍隊にいますが、この強制的な接種を拒否すると軍隊から外される可能性がありまし

た。しかし、神は。私は宗教上の便宜を図るための書類を、あなたのミニストリーの宗教免除書類と一緒

に提出しました。ありがとうございます。空軍が私をどうするかを聞いて待っているところです。ワクチ



ン未接種の軍人は、派遣できないとみなされるため、上層部からは非常に嫌がられます。つまり、軍の公

式な命令で渡航することは一切できないのです。家族と私は、私が軍から外された場合のこの先につい

て、神を信頼しています。しかしその過程で、これまで接することができなかった人々に、福音を伝える

機会を得ることができました。普段あまり関わることのない部隊の医療関係者にも、信仰を伝えること

ができました。また、自分の信仰を司令官に伝える機会があり宗教上の便宜を図るための書類に、複数の

聖書聖句と、イエス・キリストの来臨が近いことを盛り込みました。私の書類は、指揮系統の多くの高官

に読まれることになりますが、それによって誰かが救われるのを神に信じます。私はこれからも、自分の

信じることを貫き、神に信頼し、自分の理解に頼らないようにします。真理のために立ち上がって下さ

り、そして毎週忠実に聞いている預言・アップに感謝したかったのです。あなたのミニストリーは私の人

生に祝福を与え、私を再びキリストのため燃え上がらせてくれました。ありがとうございます。栄光の中

で会えることを楽しみにしています。マラナタ。トニーより。」 

主を褒めたたえます。ー拍手喝采ー 

2 つ目は、ダーリーン・ソワさんです。お名前を正しく発音できていますように。 

「ノースカロライナ州ウェインズビルの ヘイウッド地域医療センターで働いています。2 ページの用紙

に記入しなければならなかったので、あなたの書面を使って、他の節をたくさん追加しました。私は誤っ

て、病院組織トップの社長に書面を送ってしまい、現地の社長室に呼ばれてしまいました。彼は、私が社

長に手紙を送ったことを怒っていました。私は、「会社の人事担当者に送ったつもりで、社長に迷惑をか

けるつもりはなかった」と説明しました。その時、私は伝道を開始し、長い会話を、これはイエス、あれ

はイエスと、延々と話し続けました。クビになるかと思いました。そして、社長にイエスを伝えました。

私の免除申請は、その日承認されました。社長室に入る前に祈っていたので、大胆になったのかもしれま

せん。それは恐らく、（皆さん、これ聞いてください）私は、彼がクリスチャンであるかのように接した

からかもしれません。訳すと：敬意を持って接した。彼に言いました。（聞いてください）私は、彼が受

けられる免除の割合が限られているなら、他の従業員のために身を引くと伝えました。いずれにしても、

うまくいきました。本当にありがとうございました。あなたの働きに神の祝福がありますように。書類に

書かれていた情報で、さらに多くの人を助けることができましたし、職場でも勇気を出して、今や始終自

分の信仰について話すようになりました。」主を褒めたたえます。ー拍手喝采ー 

では 3 つ目、カレン・カッサイさんからです。「アロハ ！JD 牧師とカルバリー チャペル・カネオヘの皆

さん、セントラル・フロリダからお便りします。私は主が私の人生を召されたと信じ 35 年間看護師をし

ています。今週は私の番でした。最初の、hokey-pokey＝接種をするように、会社のメールが届きました。 

ー(笑)ー （好きですこれ。真似させてもらうかも。）12/6/2021 までに接種するか、または免除申請書を

提出するのです。私はこの日が来ることを知っていたので、あなたが快く提案されたあの日に、すぐに宗

教免除書類を、あなたのオフィスに依頼していました。私は木曜日に申請書を提出しましたが、却下され

るかもしれないこと、そうすると来月には仕事を失い、収入もなく、医療保険もないことを十分に承知し

ていました。しかし、神は。私の所属する部署では、40～50 人ほどの社員のうち、拒否した人は 4 人し

かいません。みんなの視線を感じます。彼らはどうするのか？ 解雇されるのでは？ 昨日返事がきま

した。（先週ですね。）承認されました！ そして、他の 3 人のうち 2 人が私に尋ねてきました。（お～！） 

（聞いてくる！聞いてくださり嬉しいです！）（というのも、ちょうどこの牧師がペテロの手紙第一につ

いて話しているのを聞いたばかりで、私は”聞かれた”ことに答えられるよう準備しなければならないで



す）彼女たちは、どうやって承認してもらったのかを聞いてきました。（聞いてくださり嬉しいです） 

扉が開かれました。神はこの機会を私が証する機会として使われています。ハレルヤ。オンライン教会で 

毎週受けているサポートと励まし本当にありがとうございます。特に、信仰に関する最近の学びに感謝

します。（第二礼拝：へブル書の学びの事ですね）そして、https://avoicefortruth.com/へのリンクにも感

謝します。私はすでに何人かの人に彼らのウェブアドレスとあなたのウェブアドレスを教えました。自

分の仕事が安定していることに感謝しますが多くの医療従事者の仕事が安定していないのは悲しいです。 

祈りをもって彼らを支え続けこれらの義務化が阻止されますよう、さらには覆されますように。マラナ

タ。キリストにおける姉妹より。「詩篇 46 篇 1 節」主を褒めたたえます。 

ご起立ください。賛美チームが上がってきます。皆さんのご忍耐に感謝します。これ一度共有したことが

あると思います。この話をするのに飽き飽きされないのを願います。携挙のこちら側では、コロナのおか

げで、どれだけ多くの人々と天で会うことになるのか、見当もつきません。このせいで。人は悪を謀りま

す。しかし、神は。神だけが御出来になる通り、良い事への多くの人の救いのためになさいます。10 万

通の書類を受け取る人たちのために、その書類を読み返す人たちのために、主がこのことをあなたの心

に置かれたとき、どうか祈ってください。彼らの救いを祈ってください。どれだけの人がキリストのもと

に来るのでしょうか。このことの故に。彼らは、これで救われるのです。人は悪を謀ります。しかし、神

は。良い事の計らいにされます。主を褒めたたえます。主よ、感謝します。祈りましょう。 

天のお父様。本当にありがとうございます。わお～ただ、わお～です。激しさが、まさにそのことを示し

ています。私たちがどれだけラッパに近づいているかのもう一つの指標です主よ。今、読んだ証に、この

火が灯されているように、私たちの中に、必要とされる緊急性が生まれますように。この大胆さは、聖霊

の御力が私たちに宿り、私たちに力を与えてくれるからこそ得られるものです。 

主よ、あなたがその機会を与え、彼らが私たちに質問するとき、私たちはその聖なる大胆さを必要とし、

主よ、私たちが答えを言えますように。イエス様、あなたが答えです。あなたが答えなのです。あなただ

けが答えであり、あなただけが希望なのです。イエス様、ありがとうございます。イエス様、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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