
 

『先ず携挙が起こる』 2020.06.14. 

（新約聖書：第二 テサロニケ 2 章 3 節） 

 

おはようございます。 

私たちのライブ配信、 

第二テサロニケの各節ごとの学びに歓迎します。 今日私たちが取り組むのは一つの節だけ

です。 

第二テサロニケ 2 章の第 3 節です。 オンラインでご覧の皆さん、また、 

教会にいらっしゃる皆さん、 

まだ聖書をお開きになっていない方は、 第二テサロニケ 2 章 3 節をお開き下さい。 でき

ましたら、ご起立ください。 

ご無理であれば、そのままでどうぞ。 

私が読みますから、目で追って下さい。 今日は少し違う事をするつもりです。 その理由は

すぐにお分かりになると思います。 私はこの一節を 1599 年のジュネーブ聖書から 

お読みします。 いいですね？ ええ、すごいでしょ? 聖書ソフトウェアっていいですよね。 

これは 1611 年の欽定訳に先立つものです。 1599 年のジュネーブ聖書で、 

次のように書かれています。 「だれにも、どのようにも、 

だまされないようにしなさい。 なぜなら、まず*出発（departing) が起こり、 

不法の人［反キリストです］、 

すなわち滅びの子が現れなければ、 

主の日［患難時代のこと］は来ないからです。」 ご一緒に祈りましょう。 主よ、あなたの

御言葉を本当にありがとうございす。 

御言葉の中にあるこの節を感謝します。 主よ、あなたが私に明確に語らせて下さり、 

心の謙虚さを与えて下さるよう祈ります。 主よ。お語り下さい。 

あなたの僕(しもべ）は聞いております。 イエスの御名によってお祈りします。 

アーメン。アーメン。 どうぞお座り下さい。 

ありがとうございます。 さて、私は先ず、 

この節の解釈についての理解に関して、 

私に対する皆さんの忍耐に感謝したいと思います。 皆さんの多くがご存知のように、 

私は長年、行ったり来たりしていました。 しかし、2017 年に、私は、この節が携挙のこと

を 

語っているという解釈に落ち着きました。 その結果、私は今日皆さんの前に立って、 

かなり確信を持って次のように言うことが出来ます。 パウロはここ 3 節で、 



最初に携挙が起こる事について言っています。 お許しいただければ、 

私がどうやってそこに至ったかを説明します。 また、今のこの世界に生きる私たち 

クリスチャンにとって、なぜこれが今まで以上に 

重要になっているのかも、終わりに説明します。 アンディ・ウッズ博士と彼の著書に 

とても感謝しています。 書名『背教 (The Falling Away):  

霊的な逸脱か、物理的な携挙か? 

第二テサロニケ 2:3 の再検証』 その中で、彼は多くの人々が「背教」と呼ぶもの、 

つまり「アポスタシー」が、実際には 

教会の携挙である事の 10 件の理由を提供しています。 私は皆さんがこの小冊子を手に入

れることを 

強くお勧めします。 これは実際には小冊子です。 神は私の人生においてそれを用いられま

したが、 

私だけでなく、他にも そういう人たちが 

少なくないようです。 私たちが数年前にここでお話しいただく機会に恵まれた 

ドン・スチュワートが、数週間前に、 これまた、もっと最近にここにお迎えした 

ジャック・ヒブスと一緒に 

「ハプニング・ナウ」に出演していました。 彼らは第二テサロニケ 2:3 に関する 

この質問を受けました。 するとドン・スチュワートは、 

私が今紹介したアンディ・ウッズ博士と 

彼の本のことを持ち出しました。 今お話しているのは、 

ドン・スチュワートのことです。 この人は教える際、文字通りギリシャ語で読んで、 

そこから教えるような人です。 彼は本当にあらゆる意味において 

学者であると言えます。 その質問をされた時、彼は言いました。 「私はアンディの本を読

むまでは、 

それが携挙のことを指しているという解釈には、 

1～10 の段階で言えば、多分６くらいにいました。」 「しかし、アンディの本を読んだ後で、 

私は 9.8 くらいになりました。」 ドン・スチュワートのような人がそう言うとは、 正直に

言って、私は非常に励まされました。 それからまた、アーノルド・フルクテンバウム博士

も、 

ここでお話しいただく機会に 

恵まれた事がありましたが、 それは何年も前、まだ私たちが 

古い建物にいた時の事でした。 アーノルド・フルクテンバウム博士は、… 

－ちょっと聞いて下さいよ－ 

非常に有名な著書『the Footsteps of the Messiah 

（メシアの足跡）』の中の一章を改訂したんです。 彼がアンディの本を読んで、 

背教、すなわちアポスタシーについて、 



彼自身の立場を再考した後の事です。 そこで、理由はたくさんあるのですが、 

以下に 3 つの理由を挙げます。 しかし、この形勢を一変させる聖句を 

理解するための探求において、 

私にとって決定打となった 3 つの理由です。 私が「形勢を一変させる」と言う時、 

それは誇張ではありません。 

これは本当にすべてを変えるのです。 繰り返しますが、私はこの時間の終わりに、 

それについてもっと詳しく説明したいと思います。 これは本当に形勢を一変させるもので

す。 では、一つ目の理由です。 その文脈が、原語であるギリシャ語の 

「アポスタシア」という単語を、 

物理的な出発として解釈する方に優位に働きます。 その後に続く聖句と、その前にある聖

句の 

両方の文脈において、 パウロは明らかに携挙について語っています。 

背教についてではありません。 彼の最初の手紙、 

その全体は携挙の話です。 主が戻って来られる事について 

書かれているんです。 パウロは、テサロニケの人たちに対し、背教や、 

大いなる背教について、何も言いませんでした。 非常に重要な事ですから、忘れないで下

さい。 

これらは彼の最初の手紙でした。 

これらは彼が最も初い時期に書いた手紙でした。 パウロの伝道の後半になって、恐らく間

違いなく、 

彼の人生の終わりに近づいて初めて、 おもにテモテに手紙を書いている時に、 

パウロはこの終わりの日の背教について語ります。 しかし、彼は早い時期には、 

テサロニケの人たちには何も言いませんでした。 彼が背教、信仰からの霊的な離脱につい

て 

話し始めるのは、何年も経ってからのことでした。 でも、そういう文脈ではありません。 

これについて、ウッズは書いています。 

「不動産の 3 つのルールが 

場所、場所、場所であるなら、…」 「聖書解釈の 3 つのルールは、 

文脈、文脈、文脈です。」 「言葉の意味を決定する上では、文脈が王様です。」 「言葉には

複数の意味がある事がよくあるため、 

これは特に本当のことです。」 「リンゴという言葉を例に挙げましょう。」 

これは素晴らしい例です。 「リンゴという一つの単語から、 

いくつの意味を引き出せるか、 

考えてみてください。」 「それはコンピュータを指すこともあるし、 

一個の果物、瞳、さらにはニューヨーク市を 

指すこともあります。」 「だから、ある段落でリンゴという言葉を見る時、 



それがどういう意味で使われているか、 

どうして分かるのですか？」 「文脈がその質問に答えます。」 「リンゴという言葉が、コ

ンピュータに関する事を 

扱っている文脈で見つかった場合、」 「リンゴという言葉に、果物としての理解を 

適用するのは、正しくありません。」 「明らかに、それはアップル・コンピュータの 

文脈で使われています。」 「それと同様に、『アポスタシア』という語も 

明らかに教会の携挙の文脈で使われています。」 ２つ目の理由です。 「初期の聖書訳は、 

物理的な出発という見方を支持しています。」 「私はこれが恐らく最も説得力のある 

議論の一つであろうと言わねばなりません。」 「そのため、最も初期の聖書訳は 

アポスタシーという名詞を 

出発 (departure) と翻訳しました。」 「1384 年のウィクリフ聖書、 

1526 年のティンダル訳、 

1535 年のカヴァーデール聖書、」 「1539 年のクランマー聖書、 

1576 年のブリーチェス聖書、 

1583 年のベザ聖書、」 「そして最後に 1599 年と 1608 年両方の 

ジュネーブ聖書。」 あら、そうなると、疑問がわいてきますよね？ その疑問とは... 

翻訳者がアポスタシ―という名詞の訳を、 

「出発」という語から、 

後の翻訳にある「背教」に変更したのはいつですか? その答えとして、ウッズはトーマス・

アイス博士の 

以下の説明を引用しています。 お聞きください。 「大半の学者は、その訳が変化した理由

は 

誰も知らないと言う。」 「しかしながら、1998 年にダラス神学校で 

マーティン・ブタラがその神学修士号論文において 

説得力のある理論を提示している。」 ちょっと聞いて下さいね。 

「どうやら、リームズ聖書として知られている 

ジェロームのラテン語ウルガタ聖書から、 

1576 年に英語に訳されたカトリックの翻訳が、 

最初にその翻訳の傾向を断ち切ったもののようだ。」 「『アポスタシア』は、『出発』から 

『プロテスタントの反乱 (revolt)』に改訂された。」 ああ、それなら辻褄が合います! 道理

で！まだありますよ。 「『革命 (revolution)』という語は、カトリックが 

プロテスタント改革の歴史を教える際に、 

今日でも使用されている用語である。」 「この隠れ蓑の下では、アポスタシアは 

カトリック教会からのプロテスタントの離脱を 

指すことになる」。 補足的に付け加えさせて下さい。 この終わりの時代において、 

死にかけているカトリック教会のキャンペーンは 



「家に戻って来なさい」というものです。 ああ、ところで、私が何年も前に学んだ事で、 

それまで全く知らなかった事があります。 忘れもしません。それはあるバレンタインデー

のこと、 

私は妻を食事に連れて行きました。 これは何年も前、本土でのことで、 

まだ外食できていた頃のことです。まあ、とにかく、 私たちが座っていると、ウェイター

が言いました。 

「ねえ、お二人さん。バレンタインデーだけど、 

どうするの？食事の後、何かするの？」 私は言いました。 

「私たちは実は教会に祈りの集会に行くんだ。」 ウェイター：「へぇ、そう？」 

私：「そうなんだ。」 ウェイター：「あなたはカトリックですね？」 私はこんなになって、 

十字架を探します。 彼らの十字架には 

ずっとイエスがつけられたままでしょう？ 私はロザリオを持っていたわけでもないし、 

こう思いました。「どういうこと？」 彼は言います。 

「ああ、カトリックは普遍という意味です。」 私：「ああ、そうなの?」 

「はい。」 だから今、カトリックは 

こう言っているようなものです。 

「家に戻って来なさい。『母なる教会に』。」 「普遍的な境界に。」 なぜなら、この「出発（離

脱)」があったからです。 この「アポスタシア」が。 プロテスタント改革の間に。 こんな

言い方をしてすみませんが、 

私は騙された気がするんです！ すっきりしました。引用を続けます。 「カトリックの翻訳

者たちは、 

聖書翻訳に影響を及ぼしてまでも、 

改革に反対する論証をするのに意欲的なようだ。」 「従って、ローマカトリックの英語訳リ

ームズ聖書で 

第二テサロニケ 2:3 における『アポスタシア』の 

物理的理解が、霊的理解へ移行したのは、」 「聖書解釈学上の動機というよりも、 

神学上の動機によって行われたようだ。」 それだけでも、私が決断するには十分ですが、 

もう一つ理由があります。 それは第二テサロニケ 2:3 が 

復習講座の一部であるという事です。 最後まで聞いて下さい。 私は白状せねばなりません。 

この節が携挙の事であって、霊的な逸脱や背教、 

信仰から離れる事ではないと私が理解する上で、 

これが最も大きな障害でした。 その論拠は、それが携挙なら、なぜパウロは、 

一通目の書簡でしたように、ギリシャ語の 

ハルパゾという語を使わないのか、というものです。 （第一テサロニケ)4 章 17 節で、彼

は言います。 

ラッパが響くと、 生き残っている私たちが、… 「引き上げられ (caught up)」—英語 



ハルパゾ－ ギリシャ語、 

ラプトゥラス－ラテン語で、 

それはラプチャー（携挙)と音訳されます。 パウロが 3 節でハルパゾという言葉を使ってい

たら、 

私たちはこんなに悩まずに済んだんです。 

何故そうしなかったんでしょう? その答えは、彼が二通目の手紙を書いているのは、 

彼らと一緒にいた時に彼らに教えてあった事を 

すべて明確にし、復習するためだからです。 また、彼が今、最初の手紙の約 1 年後に 

この 2 番目の手紙を書いているのは、 彼が去った後に、 

偽造された手紙が出回っていたからです。 それはまるでパウロから来た手紙のようでした。 

それは彼らを混乱させ、怖がらせ、 彼らをこんがらがらせていて、 

彼らは自分たちが携挙を逃したと考えました。 そして、自分たちが 

すでに患難時代に入っていると考えました。 そして彼らは、ああ、どうしよう。 

私たちの愛する死んでしまった人たちは？ 

彼らはどうなんですか? だから、パウロはこう言うのです。 

キリストにあって死んだ人々のことについて、 

私はあなたがたに知らないでいてもらいたくない。 誰にも騙されてはいけません。 ところ

で、あのぅ... 

もちろん、言ってもいいですよね。 私はこの時点で、こう言っておく必要があります。 聖

書全体で、特に、救い主ご自身の福音の中で、 

何度も言われていて、また、 

使徒パウロも同様に言っているのは、 この共通のテーマです。 

「騙されてはいけません」 騙されてはいけません。 誰にも騙されてはいけません。 皆さ

んは、惑わしがあったという印象を受けますか? これが問題であった、と? あの有名な、非

常によく知られる 

「山上の垂訓」はどうですか？ 

マタイ 24 章です。 まあ、牧師というのは 

マタイ 24 章から説教するのが大好きです。 弟子たちがイエスに、 

「あなたの来られる時や世の終わりには、 

どんな前兆があるのでしょう」 

と尋ねた時、 イエスは言われました。 

「人に惑わされないように気をつけなさい。」 彼が最初に言うことは、 

「惑わされてはいけない。」 わたしの名を名乗る偽のキリストが 

大勢現れるだろう。 惑わされてはいけません。 その後で、イエスは続けて 飢饉や疫病や 

地震といったものを列挙します。 ああ、ところで、マック牧師と私とで  

木曜日の夜にお話しましたが、 イエスは言われます。 



「民族 (nation)は民族に、 

国 (kingdom) は国に敵対して立ち上がり、…」 新約聖書の原語であるギリシャ語では、 

「Nation（*邦訳では”民族”)」という語はエトノスで、 

英語の ethnic(「民族の」の意)の語源です。 つまり、民族が民族に敵対して立ち上がる、 

という事です。 そして、これらが産みの苦しみの初めなのです。 それらが、段々と頻度を

増し、 

激しさを増して行くという事です。 だから、惑わされてはいけません。 彼はそれを明確に

しています。 そして、5 節では、… 

主の御心であれば、来週そこを学びますが、 もしかしてお気づきでない場合には、 

第二テサロニケ 2 章を学んで行くのに、 

私たちは全然急いでいません。 皆さんが理由を知っているといいんですが。 私は以前にも

言いましたが、また言います。 

うんざりして欲しくないんですけど。 今日の世界で何が起こっているかという写真に 

見出しを付けるとしたら、 「第二テサロニケ 2 章」 

と要約することができます。 この章の内容を知っていますか。 3 節の後に何を話すか、知

っていますか。 私たちは、教会が取り除かれた後に、 

反キリストが現われる事について 

話すことになるんです。 それは「不法の人」であり、 

不法の秘密はすでに働いているんです。 そして、神はご自身がこの惑わす力、 

欺きを送り込むと言われます。 その惑わしはとても大きくて、 

人々はその偽りを信じるようになります。 なぜか？ 

なぜなら、彼らは(唯一の)真理を 

受け入れなかったからです! ああ、すごい！ これは、私たちのこの世界の今日の状況を 

正確に描写しています。 次に何が起こるか知っていますか？ 

携挙です。 私は第一礼拝のアップデートの後に 

尋ねられました。 「JD 牧師、あなたはそれが本当に近づいているような 

言い方をしますね。」 何てこった... ...気持ちが先走っちゃっています。 

だから、これが重要なんです! だからこれが重要なんです。 

なぜなら、これが携挙であれば、… 

－実際にそうなんですけど－ お分かりですか？ 反キリストが現われる事が出来なくて、 

すでに不法が働いているのが見えて、 そして、携挙が最初に起こって、それから、 

3 節にあるように、反キリストが現われるのなら... そして私たちは既に、 

不法が働いているのを目にしています。 と言うことは、携挙は本当に近いことになります。 

私はイエスが言われた事を思います。 

「見よ、わたしは思いがけない時に来る。」 それは私たちの誰にも 

想像がつかないくらい近いのです。 とにかく、何の話でしたかね?  



すごく重大で深い事を言おうとしていたのは 

間違いないと思いますが… ああ、5 節、5 節ですね。 

5 節まで読むと、パウロはこう言います。 「私があなたと一緒にいた時に、 

私がこの事を話しておいたのを 

覚えてないのですか?」 待って下さい。あなたは私たちに何と仰いましたか？ 

何とお書きになりましたか? 「覚えてないのか?」 いいえ！ 「私はあなたに話しておいた

ろう。 

よし、もう一度復習しよう。」 私は、使徒パウロが黒板に向かって、 

黒板消しを持っているのを想像します。 当時は黒板はなかったと思いますが、 

あったという事にしましょう。 彼は黒板消しで黒板を消して、言います。 

「よし、ゼロから始めよう。」 「資料を見直そう。」 「覚えてないのか?」 「わかった、全

部 おさらいしよう。」 それがこの手紙なんです。 再び、ウッズの言うことを聞いて下さい。 

最適な説明をしています。 「パウロが第二テサロニケ 2 章でしているのは、 

彼がすでに取り扱った範囲を見直すことです。」 「以前に扱った範囲を見直す時は、 

再び基礎を置き直すような事はしませんね。」 「以前に使用したのと同じ語彙は使いませ

ん。」 「私は大学で教えています。 

テストのために復習をする時は、その学期の早い段階で 

教えたすべての教材を、再び教えたりはしません。」 「私は別の言葉を使用します。」 「パ

ウロがここでしているのは、 

復習講座です。」 「だから彼は、第一テサロニケで携挙を説明するために 

使用したのと同じ言葉を使用していないのです。」 「また、指摘する価値があるのは...」 

よく注意して聞いて下さい。非常に重要です。 これで私は決断に至りました。 「ハルパゾ

という言葉の単なる不在は、それ自体で、 

第二テサロニケ 2:3 のような箇所を 

携挙に関する箇所として不適格だと 

するべきものではありません。」 「一般的に携挙の描写として受け入れられている 

多くのくだり、ヨハネ 14:1-3、…」 －これは私には大きかったんですが－ 

「第一コリント 15:50-58、」 

 パウロが、私たちはみな、眠ることになるのではなく 

変えられるのだと言っている所です。 どの教会の託児室にもありますね。 ～私たちは皆眠

るのではなく、皆変えられる。～ 

一瞬の変態。 私たちは朽ちるもの、古い体を脱ぎ捨て、… 

—私は待てません— そして、新しい栄光の体を着る。 それは携挙です。 彼はハルパゾと

いう言葉を使いません。 「テトス 2:13、 －私たちの祝福された望み－も 

ハルパゾという言葉を使っていません。」 「その上、多くの人は、患難期間中に 2 人の証人

が 



天に上るのを携挙の予型と見なします。 

黙示録 11:12。」 「ここでもハルパゾという動詞が 

用いられていないのにも関わらず、です。」 なるほど。 はい。 牧師先生、その論文をあり

がとうございました。 では、質問です。 なぜこれが重要なのですか? なぜあなたはそんな

に興奮して、 

そんなに感情的になっているのですか? 聞いていただけて嬉しいです。 聞いたでしょ? 

とにかくお答えします。 「失礼ながら、第二テサロニケ 2:3 の解釈は 

救いの問題ではないですよね。」 はい、その通りです。私も同意します。 しかし、私は誠

意を以て申し上げたいと思います。 それは救いの問題ではないかもしれませんが、 それは

確実に聖化の問題です。 

理由を説明します。 もし、これが携挙であるとしたら、… 

そして私は絶対にそうだと信じていますが、 それは、言ってみれば、 

すべての形勢を変えませんか? それが私たちの生き方に大きく影響すると言うのが 

理にかなっていませんか? もう暫くお付き合い下さい。 議論を進めるために、こう言って

みましょう。 「私はこれを認められません。 

私はまだそれは背教だと思います。棄教だと。」 「それは霊的な......信仰から離れる事です。」 

いいでしょう。 

では、それについて話してみましょう。 

いいですね？ さて、患難時代は、「その」背教が起こるまで、 

始まることが出来ません。 「ある一つの」ではなく、「その」背教です。 

因みに、これもまた理由の一つです。 「ああ。。。」 「ああ、ちょっと待って。」 「教会時

代を通じて、常に、 

背教、棄教、信仰からの離脱があった。」 ところで、それはとても曖昧です。 どうやって...? 

それは何と言いますか、 

至難の業(壁にゼリーを釘打ちする)です。 すみません。もっと良い表現を知っていたら、 

後で教えて下さい。それを使い始めますから。 どうやって手をつけるんですか? それでは

意味が通りません。なぜなら、 

パウロは携挙の文脈で言っていて、 「ああ、ところで… 私があなたと一緒にいた時、 

この話をしましたかね?」 「私はあなたに最初の手紙で、この背教、棄教が 

起こるだろうと言ってありましたか?」 「覚えてますか? 私は言ったかな？ 

それとも別の教会でしたか?」 「もしかしたら、私がそれを話したのは、 

コリント人だったのかも。」 「はぁ。。。」 「エペソ人だったのかも。」 「もしかしたら... 分

からない。」 私が何を言おうとしているか、分かりますか? それはすごく優柔不断 (wishy 

washy)です。 私は数週間前のアップデート中に 

この表現を使ったんですが、 

オンラインメンバーの一人が… 



－これすごく私の気に入ったんですけどー 私は「皆さんは携挙について 

どっちつかず (wishy washy)ではいられない」 

と言いました。 もらったコメントは、これ。 

「私はウィッシー・ウァッシーではなく、 

ウォッチーウォッチー(見張りまくり）です。」 私は完璧だ！と思いました。 

まさにその通りだ! T シャツが作れます。それか帽子か何か。 

バンパーステッカーでもいい。 しかし、どうやって... ところで、どうしたら辻褄が合いま

すか？ 

パウロはここで、自分が彼らと一緒にいた時に 

話してあった事や、手紙に書いて伝えた事を、 

明確にしようとしています。 なぜ彼は、彼らに一度も言った事がなかったこの事を 

持ち出したりするのでしょうか? それは彼らをさらに混乱させる事になりませんか? それ

はたくさんの質問を引き出す事になるでしょう。 「ちょっと待って。 

最後のクリスチャンが棄教した事を 

どうやって知るのか?」 なお、実際にはその逆です。 ですから、それは確かに携挙です。 

では、これが携挙であるというレンズを通して 

この節を再読してください。 それは何と言っていますか? それは、携挙が最初に起こるま

で、 

患難は始まり得ない、と言っています。 

そしてその後で、反キリストが現われる、と。 ああ、ところで、ネタバレ注意です。 いっ

たん反キリストが現われたら、 不法、惑わし、偽りの力、しるしと不思議... それは 7 年間

の患難時代の描写です。 だからこれは重要なんです。 ヨハネが第一ヨハネ 3:2-3 で何と言

ったか、 

聞いて下さい。 

「愛する者たち。」 「私たちは、今すでに神の子どもです。 

後の状態はまだ明らかにされていません。」 「しかし、キリストが現れたなら、…」 

注意して下さい。「来た」ではなく、「現れた」です。 

それは携挙です。 「私たちはキリストに似た者となることが 

わかっています。なぜならそのとき、私たちは 

キリストのありのままの姿を見るからです。」 それから、彼はこう言うのです。 「キリス

トに対するこの望みをいだく者はみな、 

キリストが清くあられるように、 

自分を清くします。」 言い換えれば、 

主がいつでも来られ得る事を 

あなたが知っていれば、 それは、あなたの生き方に 

重大な影響を及ぼす事になります。 あなたは身辺整理をします。 主は来られようとしてい



ます。 そして、一瞬たりとも、 

これが行いと関係するものだと言っているとは 

思わないでください。 

私たちは行いによって救われるのではありません。 私たち自身を清くする事ではありませ

ん。 

いえ、私たちはキリストにあって義とされるのです。 キリストが転嫁して下さった義です。

イザヤ曰く、 

たとい、私たちの罪が緋のように赤くても、 

主は雪のように白くして下さいます。 

(イザヤ 1:18） 言い換えれば、この希望を持つと、 

あなたは身辺整理をします。 あなたは主との関係を正します。 あなたはこの希望を持って、 

神の事について真剣になります。 私は私自身の生活において、主が教会の携挙のために 

戻って来られるのがどれほど近いかという期待が、 私がすること全部、私の決断すべてに 

影響することを知っています。 人生のすべての分野で。 私がまだ信じて間がなかった頃に、 

誰かが私に言った事をお話ししたいと思います。 患難前携挙について。 

私はずっとそれを信じて来ました。 私は 38 年間、主と共に歩んできました。 私は最初か

らよく教えられていました。 

それをとても感謝しています。 私たちは会話をしていたんですが、 

私はなぜ自分が患難前携挙（プリ・トリブ）を 

信じているのかについて、彼に話していました。 彼は私に言いました。 

「あのね、私はパン・トリブだよ。」 私は、「パン...何？」 私は彼にパン・トリブの意味を

尋ねました。 彼は言いました。 

「ああ、私はただすべて『最後には上手くいく 

（パンアウト）』と信じているだけだよ。」 私はそれが忘れられなくて、私は思いました。 

「まあ、いいや。私は若いし...」 私がこの話をした理由は... 

もしかしたらその当時には... 

－これは 80 年代の事でした－ 計算しないで下さいね。私は 5 歳だったので。 

ずいぶん昔のことです。 もしかしたらその当時には...... でも今日は? 私は、私たちが今

日生きている世界が 

そのような曖昧さを許すものだとは思いません。 今日のクリスチャンたちの多くを見れば

十分です。 悲しいことに、彼らは、不必要に混乱し切って、 

恐怖に満ちています。 私たちが E メールや投稿によって 

どれくらい質問を受けるか、到底言えません。 「第 6 の封印は開いていますか?」 「私た

ちは患難時代に入っていますか?」 いいえ！ 当時のテサロニケ人たちのように、 今、私た

ちが既に患難に入っていると思う人たちが 

たくさんいます。 そして、携挙は最初に起こらない、と。 だから私は、「これに決着をつ



けねばならない。 

これは解決する必要がある！」と言うのです。 言葉遊びをお許し下さい。 

しかし、私は「パントリブ信者」の同義語は 

「パニック信者」だと思います。 彼らはせいぜい知識が足りないか、 

最悪の場合は欺かれています。 

だからこれは、とても重要なのです。 私はそれが最も重要であるとさえ 

言わせてもらいましょう。 患難前携挙の教義に関して、 

決着をつけて、健全で、堅固である事が。 パニックという言葉が 

どこから来ているか知っていますか? 私たちと一緒にイスラエルに行く人は、 

知ってますね？ 私たちはカエサレア・ピリピと呼ばれる、 

この非常に、非常に興味深い場所に行きます。 

とても邪悪な場所です。 実際、地獄の門がある場所です。 そして、この偽りの神が恐れら

れ、 

崇拝された場所です。 あなたはその神の名前を知っていますか？ 

 因みに、小文字の神(god)ですよ。 その神の名は何か知ってますか？。 「パン」です。パ

ニックの語源。恐怖。 そこは、マタイ 16 章でイエスが弟子たちに、 

地獄(ハデス)の門がご自分の教会に打ち勝つ事はない 

と告げられた場所です。 最後に言わせて下さい。 私は個人的に、自分が患難前携挙に関し

て 

教義的に健全であって、本当に良かったです。 同じ事を別の言い方で言わせて下さい。 私

はこの事に決着がつかず、確信が持てず、 

落ち着いていない状態を想像する事すら出来ません。 「もしも？」 なぜなら、このような

時に... 

世界で色んな事が起こっていて、 クリスチャンたちがそんなに恐怖に満ちているのも 

不思議はありません。 神は私たちに臆病の霊を与えてはおられません。 クリスチャンたち

がそんなに混乱しているのも 

不思議ではありません。 サタンは混乱の作者であり、もちろん、 

彼はそうしたがっています。 私は携挙が 7 年間の患難時代の前に 

起こらねばならない事を知っています。 それは形勢を一変させるだけでなく、 

人生を一変させます。 なぜなら、何が起ころうとも、… 

－実際に起こってますけどね－ それは現実的になってきていますよね。 

そう思いませんか? 私はこれについて考えていました。 今、これはあまり元気の出る話で

はありませんが、 

私はこれについて考えていました。 次は何だ? でしょう? ねえ、昨夜、ジョージア州アト

ランタ。 

見ましたか? 彼らはウェンディーズを焼き払って、通りを占領し、 



暴動を起こし、不法を行ないました。 また、黒人男性が白人警官に殺されました。 私たち

は事実を知りませんが、ああ、何てこと。 

冗談でしょう? 次は何ですか? 皆さんも知っているといいのですが、 

私たちは、策略がある事を知っています。 本日のアップデートで 

それについてお話ししました。 現在の世界秩序を操作的に解体し、破壊して、 

このリセットと新世界秩序を導入する策略。 ですから、私はこのように締めくくります。 

私は完全に平安です。 私には恐れがありません。 たとえそれが携挙の前に悪化しても、… 

—その可能性はあります。それはあり得ます。— それでも、私にはまだ、携挙という 

祝福された望みがあります。 たとえ、携挙の前に事態が悪化しても。 なぜなら、私はそれ

が絶対に起こる事を 

知っているからです。 文字通りに地獄のようにひどい状態が生じる前に。 だからこそ、こ

れに決着をつける必要があるのです。 ご起立下さい。お祈りします。 主よ、ありがとうご

ざいます。 ああ、主よ、あなたの御言葉を 

本当にありがとうございます。 この節とその理解に感謝します。 真理の御言葉をまっすぐ

に説き明かす事は、 

すべてを変えることが出来ます。 それはここに当てはまると思います。 主よ、今日ここに

いらっしゃるか、 

オンラインで見ている方で、 

本当に苦悩し、恐れているかもしれない人がいたら、 主よ、私はあなたが彼らの心を励ま

し、強め、 

彼らが祝福された望みに 

しっかりと落ち着くことを祈ります。 彼らがそれに決着をつけられますように。 

あなたは間もなく、すぐに、私たちの誰にも 

想像できないくらい、すぐに来られます。 終わりの時に起こるだろうと 

あなたが私たちに言われた事がすべて、 

起こっています。それは実現しています。 だから、主よ。ありがとうございます。 私たち

は諦める (giving up) のではなく、 

上を見上げている (looking up)のです。 

私たちは贖いが近づいている事を 

知っているからです。 主イエス様、すぐに来てください。 

マラナタ。 イエスの御名によって。アーメン。 

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

メ ッ セ ー ジ  by JD Farag 牧 師 カ ル バ リ ー チ ャ ペ ル カ ネ オ ヘ 

http://www.calvarychapelkaneohe.com/  

Calvary Chapel Kaneohe47-525Kamehameha Hwy. Kaneohe, Hawaii 筆記 JB 


