
2021.03.21 携挙を待つ間に 新約聖書テトスの手紙 2 章 11～15 節 

 

第一礼拝は、「聖書預言・アップデート」で、第二礼拝は、御言葉を一節ごとに学ぶ「聖書の学び」です。 

現在「テトスへの手紙第 2 章」に入っています。楽しみにしていた箇所です。自分の為に言っている面が

ありますが、私たちの祝福された希望を扱っている箇所なので、前から楽しみにしていました。 

今日、主が私たちに語ってくださることが待ちきれません。もし可能であればお立ちくださり、私が読む

のについてきてください。ご無理な方は、座ったままで結構です。使徒パウロが、テトスに手紙を書いて

います。 

テトスの手紙 2 章 

「実に、すべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。」ー11 節ー 

「その恵みは、私たちが不敬虔とこの世の欲を捨て、今の世にあって、慎み深く、正しく、敬虔に生活

し、」ー12 節ー 

そしてここ、13 節で、 

「祝福に満ちた望み、すなわち、大いなる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの、栄光ある

現れを待ち望むように教えています。」ー13 節ー 

「キリストは、私たちをすべての不法から贖い出し、良いわざに熱心な選びの民をご自分のものとして 

きよめるため、私たちのためにご自分を献げられたのです。」ー14 節ー 

「あなたは、これらのことを十分な権威をもって語り、勧め、戒めなさい。だれにも軽んじられてはいけ

ません。」ー15 節ー 

わーぉ！ ご一緒に祈りましょう。 

主よ、本当に感謝します。主よ、これが、ただ単なる祝福された希望ではなく、本当の、唯一の希望であ

ることに感謝します。イエス様、あなたは、私たちが生きている時代のこの世で、唯一の希望です。主よ、

私たちはあなたの御言葉の、とても励まされる聖句を前にしています。それは、あまりにも有益です。 

あなただけがお出来になる通り、御霊の力によって、私たちの注意を保ち、主よ、思考が迷わないよう留

めてくださいますように。あなたが与えてくださったこの美しい教会で、あなたが今日ご用意くださっ

たものをだれもが逃したくはないと思うのです。主よ、どうかあなたの御言葉を通して私たちの人生に

語りかけてください。イエス様の御名によってお願いします。アーメン、アーメン。 

ご着席ください。 ありがとうございました。私の大好きなトピックについて話すことができます。 

携挙です。単に携挙のことだけでなく、教会携挙によるイエス・キリストの来臨を待ち望む間、私たちは

具体的に何を、どのようにすべきかについてです。今日の御言葉箇所では、使徒パウロが聖霊によって、

テトスに手紙を書いていて間違いなく、テトスを励ましています。その励ましは、私が見るところでは、 

そのように言って良ければ、一種の「To Do リスト」のようなものです。主の来臨まで私たちが待ち望

んでいる間に、私たちがやるべき「To Do リスト」です。皆さんが私同様、そうだと思いますが、待つ

ことが嫌いなはずです。このことについて、証人となってくださいますか？ ありがとうございます、良

かったです。良かった、私一人じゃなかった。私は３つ見つけました。皆さんは、もっと見つけるかもし

れませんが、この ToDo リストには３つあります。繰り返しになりますが、ありがたいことに、私たち

は何をすべきかだけではなく、どのようにすべきかも教えてもらっています。祝福された希望、イエス・

キリストの来臨による教会携挙を待つ間、私たちがすべきことをするためにはどうすればいいのでしょ



うか。まず、11 節と 12 節にあるのが、「不敬虔とこの世の欲を捨てる」ということです。これは興味深

いことで、最初に読んだときには見逃してしまいがちですが、パウロは、私たちに教えるのは実は恵みだ

と言っています。恵みは、不敬虔さを否定し、世俗的な欲を捨てるための私たちの教師であり、教師とし

ての恵みが、慎み深く、正しく、敬虔に生活を送ることを教えるのです。それは私たちが「何をするか」

また、「どうするか」も教えています。それは主が来られるまでの間、神のことに関して霊的に忙しくす

るよう、聖霊によって私たちに教える恵みの教えと導きの下にあります。私たちは以前、このことについ

て話しました。理解を深めるために、今日、このことを改めて指摘し、言及する価値があると思います。  

御霊に導かれて歩むためには、肉の欲を満たさないように、と言われています。それは何を意味するので

しょうか？ どんな風に見えるのでしょうか？ これがその意味であり、その姿です。もし私が御霊の

中を歩き、聖霊に従って生き、御霊の中で忙しくしていたら、私は御霊の中で忙しくしているので、肉の

ため、世のため、肉の欲のため、この世のもののために使う時間はありません。満腹すぎて、食欲がわき

ません。心配しないでください。見ている人の中には、食べ物の話はもうやらないだろうと思っているか

もしれません。いや残念ながら、その話は、いつもします。聖霊に満たされていると、食欲がわかないん

ですよね。それ以上入る余地がないのです。金曜日は娘の 14 歳の誕生日でした。まあ、基本的には携挙

が起こるかのようにお祝いしました。私は、確かにそう望みました。 なぜなら、食べ過ぎてしまったか

らです。全部食べて、お腹いっぱいになりすぎました。妻と私は座っていて、お互いを見て、（満腹！！） 

アイスクリームケーキには手をつけてませんでした。ちなみにアイスケーキは、天国にもあるそうです。 

そのことを、伝えておきます。ー(笑)ー あんなに食べ、お腹いっぱいでした。私が言おうとするのは、

この事です。皆さん普通、お祝いするでしょう？ また食べ物の話をやっていると思うでしょうが、ちょ

っと違います。普通に考えれば、よだれが出てきそうですよね？ バスキン＆ロビンス（日本ではサーテ

ィーワン）を見れば、私は娘を、 店に連れて行きましたが、なんと大変、来年の娘の誕生日にまだ地上

にいれば、最初にネットで調べてから行こうと思います。なぜなら 、店に行くと、このようなことを決

めなければならないのです。花の色は何色にしますか？ 花びらの色は違う色にしますか？こっちの花

は…？そこを出る頃には、まるで不動産取引を終えたかのような気分になっていました。この素晴らし

いケーキを手に入れて、私たちはとても満腹でした。もうこれ以上入りません。食べ過ぎです。ですから、

分かるのは、これは深遠なことです。「私は、要らないと言いました。」それが、パウロが言っていること

です。これが、その方法です。分かりますか？ このようにして、不敬虔にノーと言うのです。このよう

にして、世俗的な欲望にノーと言うのです。肉があなたを誘惑するとき、こうしてノーと言うのです。 

どのようなものかご存知ですよね？ それはあなたに語りかけ、あなたの名前をささやきます。「ねえ、

JD.....うひひひ     」「いいえ！興味がありません。」それが、その方法です。これは、「ルカの福音第 19 章」

です。皆さんよくご存知な、11 から 13 節です。「人々がこれらのことばに耳を傾けていたとき、イエス

は続けて一つのたとえを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れ

ると思っていたからである。」「イエスはこう言われた。”ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授

かって戻って来るためであった。」「彼はしもべを十人呼んで、彼らに十ミナを与え、『私が帰って来るま

で、これで商売をしなさい』と言った。」こういう例え話を許してください。もっといい例えがあったら

教えてください。喜んで使わせていただきます。公共の場にいてトイレが、使用中 /Occupied"と表示し

ていたら、言ったように、もっと良いたとえがあれば教えてください。あなたは、そこに入れません。 

なぜなら、占領されてる(使用中)からです。これはイエス様が言っていることではありませんが、意味は



わかりますよね。「私は行きますが、戻ってきますので、あなたにしておいて欲しいとがあります。占拠

（Occupied）していてほしいのです。忙しくしていてください。私が戻るまで、神の事について忙しく

していてください。」 

ここからが本題です。もしあなたが、「主が帰ってくるのを座って待っていればいいんだ。」「主が帰って

くるのだから、私のクレジットカードを使ってしまおう。返済しなくてもいいんだから。」と思っている

なら、こんな言葉がありますよね？「楽しいと、時間が経つのが早く感じる」待っているときは、時間が

経つのがとても遅～いというのも事実ではないでしょうか？ 時計を見て、今、何時か？ 前回見たと

きより 2 分経過している。たったそれだけ？ ええ。しかし、あなたが忙しいとき、忙しくて、時間が足

りません。あなたは神のことで忙しいのです。「神のことで忙しくしてください。私が戻るまで忙しくし

てなさい。」それが不敬虔さを断つ方法なのです。「世俗的欲は？」「忙しすぎて時間がありません。」「え

えでもどう？」「いいえ、忙しすぎて時間がありません。」忙しすぎるから、時間がないのです。現在、時

間がありません。主が来るまで、私はそんなことする時間がありません。 

２つ目は、13-14 節にある、「良いわざに熱心である」というものです。13 節は、祝福された希望を待つ

ことについての、よく知られ、よく引用され、非常に励まされる節であることをよく知っています。しか

し、14 節に注目してください。パウロが語っているのは、イエス様は、良いわざを行う事に熱心な民と

して私たちを贖い清めるために、ご自身を捧げられたことです。待ってください。話を戻しましょう。 

私は、イエス・キリストの来臨と教会携挙という祝福された希望を待ち望んでいます。 しかし、パウロ

はそれだけで終わりません。彼は、主を待ち望み忙しくしている間、善いことを熱心に行う民として私た

ちを贖い清めるために、ご自分を捧げてくださったのを理解する必要がある、と言ってます。この意味が

わかりますか？ ここでも、その「方法」です。だからこそ、強調して指摘するのです。注意して聞いて

下さい。主の来臨を熱心に待つ人は、善いことを熱心に行う人であるということではないでしょうか？ 

「ちょっと待って、牧師さん。マーク・トウェインは、” 天の心を持つと、地上の善はない”と言ってま

せんでした？」私は同意しませんね。その逆が正しいと思います。天の心を持ては持つほど、地上で善を

行いたいと思うのではないでしょうか。なぜなら、あなたは天の心を持っているからです。「分かった、

わかりました。」あなたの頭の中はそのことでいっぱいです。イザヤはなんと言ってますか？ 

「志の堅固な者を、あなたは全き平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。」

（イザヤ 26：3） 

これほどまでに、今の世の中にぴったりな一節があったでしょうか。これで解決です。私の心は主に留ま

っています。「しかし、あなたは世界で何が起こっているか分かってますか?」「ええ～しかし、それが最

終目的地ではありません。私は、まだ途中なのです。」「ああ、でも、どうなんだろう...」「いやいや...。 

私の希望はこの世界じゃないのです。私の希望は、イエス様が来られこの世から連れ出してくださるこ

とです。」「なるほど、それなら、あなたがあなたのようである理由も分かりますね。」どういう意味でし

ょうか。まあ、本当にこれを信じたら、私は信じてますよ。あなたも信じていると思いますが。私たちの

人生が、その証拠となるのは当然のことではないでしょうか。私たちの生き方が。主の目に正しいことを

行おうとする熱心さが。救われていない人々に、早急に手を差し伸べなければならないという切迫感。 

「マタイの福音書 24 章」にたとえ話があり、これもほとんどの人が知っています。福音書の中のたとえ

話の一つで、私の人生や主との関係に、本当に影響を与えたと言わざるを得ないものです。 

45 節から 51 節にかけて、イエスは二人のしもべを対比させ、比較してます。この二人のしもべの違い



は、善良で忠実なしもべは、良いことをしようと熱心に生きていたことです。なぜでしょうか。それは、

邪悪なしもべとは対照的に、主人がいつでも戻って来られると期待していたからです。45 節から見てみ

ましょう。イエス様はこう語り、教えておられます。 

「ですから、主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える、忠実で賢

いしもべとはいったいだれでしょう。」—マタイの福音書 24 章 45 節— 

「主人が帰って来たときに、そのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。」—マタイの福音

書 24 章 46 節— 

「まことに、あなたがたに言います。主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。」—マタイ

の福音書 24 章 47 節— 

「しかし彼が悪いしもべで、『主人の帰りは遅くなる』 と心の中で思い、」—マタイの福音書 24 章 48

節— 

（急ぐことはない、心配ない、パーティーしよう。） 

「仲間のしもべたちをたたき始め、酒飲みたちと食べたり飲んだりしているなら、」—マタイの福音書 

24 章 49 節— 

「そのしもべの主人は、予期していない日、思いがけない時に帰って来て、」—マタイの福音書 24 章 50

節— 

51 節ではかなり激しく仰っています。 

「彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。」 

—マタイの福音書 24 章 51 節— 

うわ ー。たとえ話のポイントは何でしょうか? ２人のしもべがいます。良いしもべは、良いことをする

のに熱心です。なぜか？ 理由はこうです。彼は、主人がいつ帰ってくるかわからないことを知ってい

て、主人が帰ってきたときに、主人が自分に頼んだこと、主人が自分に託したことを、忠実にやっている

姿を見てもらいたいと思っています。でも、もう一方のしもべは、彼は「てかさー、”主人が戻って来る”

と一体いつから．．．私の曾、曾、曾、曾、曾、曾、曾祖父母は、自分たちが生きている間にイエスが戻っ

てくると信じていたけど、(実際、紀元前にいたであろう曾祖父を入れれば多すぎますね。まあとにかく、

計算は後回しにしてください。)...彼は来ないって！」 

「第二ペテロの手紙」を読んで思うことは、実は今朝、今日の教えを期待して時間を過ごしました。ペテ

ロは、主の来臨の約束に関して、ある人たちが遅～いと思っているように、遅らせているのではないと書

いています。（第二ペテロ 3：9 参照） 

実はその中で、主の到来を早めることは可能だと言っているのです。どうやって？ さぁ、盛り上げてい

きましょう！ さて、私たちが聖書から理解していることは、「ちょっと待ってください。神は主権を持

っておられます。どうやって神の計画の時を変えられるのですか？」ええ、それに注意してください。神

は主権者であると、聖書で何度も語られています。しかし、人間が自分の意志で反応することは、神の主

権的な時間軸と意志に影響を与えることがあります。そのことについては、ヒゼキヤ王だったと思いま

すが、彼に聞いてみてください。間違っているかもしれません、そうであれば後で正してください。 

神に泣き叫び、１５年の寿命を加えられたところです。預言者は王のところに行き、「あなたは死にます、

良い午後を....」基本的には、”身辺整理をしなさい。”というのが預言者の言ったことです。彼は神に泣き

叫び、嘆願し、懇願し、そして悔い改めます。そして神は、「よし、あと１５年与えよう。」と言われまし



た。いや、ちょっと待ってください。それは、神の時間軸を変えているように見えます。私は、神が主権

者だと思っていました。はい。神が主権を握っておられます。では、ペテロが書いているように、主の到

来を早めることは、どうやって可能なのでしょうか？ 

２つ方法があります。準備はいいですか？ 分かち合いと、祈りです。どういうことですか？ 最後の一

人のたましいが救われたとき、私たちはここから出て行くということを、聖書から教えられてます。 

あなたが今日、この教会に来ておられるかオンラインで見ているなら、「私たちは家（天国）に帰りたい

のです。救われてください！その最後のたましいが救われ、ラッパが鳴り響き、私たちはここから出て行

くのです。そこで、福音を分かち合うことが必要となるわけです。イエス・キリストにある、救いの福音

を分かち合うこと。これが分かち合いの部分です。祈りの部分はどうでしょうか？ 弟子たちがイエス

に「祈り方を教えてください」と頼んだときのことですが、これ自体が興味深いですね。弟子たちがイエ

スに「説教の方法を教えてください。」と頼まなかったのが、面白いと思いませんか？ 

「主よ、祈りを教えてください。」（ルカ 11：1 参照） 

もし私がその場にいたら、「説教の仕方を教えてください。」とお願いしたでしょう。「イエス様、私に説

教の仕方を教えてください。」しかし、彼らはイエス様にそれを尋ねませんでした。彼らはイエスに「祈

り方を教えてください。」と頼んだのです。なぜ、彼らがイエス様に「祈り方を教えてください。」と頼ん

だのか分かりますか？ それは、救い主がいつも祈っているのを直接見て、その祈りがもたらす影響を

見たからです。祈りの力を目の当たりにしたのです。福音書の中で、イエス様が一人で出かけて行って、 

ただ祈っていたという記述は何回ありますか？ 弟子たちを召す前から、一晩中祈っておられました。 

イエス様は神の化身であり、神の子であり、世界の救い主です。地上にいる間、祈ることがとても重要だ

と考えておられました。私たちは祈りに関して、どれほど必要なのでしょうか。ですから、イエスは彼ら

に祈ることを教えます。私たちはよく知っています。それを「主の祈り」と呼んでいます。それは本当の

主の祈りではありません。それは、私たちの祈りなのです。イエス様は、私たちに祈り方を教えておられ

るのです。その際、こう祈りなさいと言っておられます。 

「御国が来ますように。みこころが天で行われるように、地でも行われますように。」（マタイ 6：10）（ル

カ 11：2 参照） 

主は私たちに「御国が来て、御心が行われるために、主の来臨を祈りなさい」と教えておられるのが分か

りますか？ ヨハネの黙示録の記述を考えます。章と節がわかりませんが。そこには、 

「主よ、早く来てください。主よ、来てください。」と書かれてます。（黙示録 22：17） 

それは良い祈りです。私たちって、非常に困難な状況に陥ったとき、そうなりますよね。私はいつもそう

祈っていますが、特に困難な時には「主よ、来てください～～。」私と妻が結婚する前、今から 33～4 年

前のことです。この数字はちゃんと覚えておくべきですね。まだ、主に戻って来てほしくなかったので

す。「主よ、私たちが結婚するまで戻って来ないでください」みたいな感じでした。主は当然来られませ

んでしたが、私たちが結婚してからは、「あ～主よ、来てください～！」という感じでした。子どもたち

の場合も同じです。主よ、子どもが生まれるまで、来ないで、１０年経っても、不妊症で子どもができま

せんでした。ある日、妊娠していることがわかりました。私たちは、信仰によって息子が授かる事を知り

ました。医者から知らされたのではありません。私たちは知っていました。「主よ、息子が生まれてくる

まで戻ってこないでください。」というような感じでした。息子が生まれて家に連れて帰ると、もう二度

と眠れないことを悟ったんです。だから「主よ、早く来てください～。」という感じでした。良い祈りで



すね。ところで、使徒ペテロによれば、それは主の到来を早める方法だそうです。主の来臨が間近に迫っ

ているという期待に基づいて、善を行うことに熱心であるということについて、あと少しだけ考えてみ

ましょう。そのような生き方をしている者こそが、この人類史上最後の時間に、善行を行う者となるので

す。そして、それが方法です。残りの時間を費やしたいのは、この最後のものです。 それは 15 節にあり

ます。教え、励まし、そして戒めることです。さてこの節は、テトスがクレタ島にいる人々を教える事、 

そのことで誰かに軽蔑されないための具体的な内容で、パウロはこの章と節の終わりにこう言っていま

す。しかし、これは私たちの生活に深く関わることであり、私の話を最後まで聞いてくだされば、その理

由を説明します。12 節で、パウロが "今の世 "と言っていることに注目してください。これは現代の私

たちにも当てはまることで、私たちは今の時代、教会の時代、時代の終わりにいます。この時代に、私た

ちはどれほど教え、励まし、必要に応じた戒めをするべきでしょうか。さて、どういう意味でしょう？ 

携挙を待つことに、どう当てはまるのでしょうか？ いいでしょう。今日の「聖書預言・アップデート」

でも触れましたが、２つあります。考察のために例えれば、２つの陣営があるとしましょう。こちらの陣

営には、年配の方、つまり私と同年代の方がいらっしゃいます。「携挙の日が早く来ないかな」と思って

いますそしてこちらには、この先の人生がある若者たちの陣営があります。ここで「テサロニケ人への手

紙第一、第４章」を読みこの言葉で互いに励まし合います。そして、彼らはあなたの言葉を聞いて、「待

ってください。」と言います。「それは、励みとはなりません。実際落ち込みます。私には、これからの人

生があるのですから。」「結婚して、子どもを持って、教育を受けて、キャリアを積んで...。」「待ってくだ

さい。子どもが欲しいって言いましたか？」「はい。」「あ、それは孫ですね。」「そうですね。」なるほど。

ちょっとその話をしましょう。待ってください。私もそれを望んでいますよ。まあ、私は牧師ですから、

主が遅くなられるなら、娘の結婚式をするつもりですよ。娘とバージンロードを一緒に歩いて、彼女の結

婚を見届けたいです。息子たちが成長して、孫ができるのを見たいです。それは、いつも願うことです。

孫の顔を見ることです。心から望んでいます。ああ、でもあなたたちは、「携挙について語るときはいつ

もそれが君たちの希望なんだ！」と仰る。「私は、なんというか、自分の人生を生きたいと思っています。 

あなた方はその年齢になると、当然ながら携挙が来るのを望んでおられるでしょう。私たちの場合はど

うでしょうか？」私がこれを取り上げたいのは、これが 15 節が語っていることだと思うからです。 

もしよろしければ、もう一度このことをできる限り明確に、そして謙虚に伝えたいと思っています。これ

はある意味、若い人たちが、私たちと同じようには携挙を願っていない場合です。それが本当は祝福され

た希望ではないのです。なんというか、祝福の中断で、自分の人生を生きるチャンスがなかったという感

じです。それって、あなたが想定しているのは、その祝福ある人生を手に入れることができると言う意味

です。あなたは結婚して子どもを持ち、私たちに孫を与え、そして、あなたのキャリアを活かし、幸せに

暮らすこと。よろしい。まず何よりも「主の御心なら」と言うべきでしょう。しかし、あなたはまた別の

想定をします。私たちの子どもとして、若い人として、私たちがあなたがたにそれを共有することはない

んだと。私たちは、あなたがそのすべてを見たいと思っています。さて、何が違うのでしょうか？ では

なぜ、あなたがたは奪われたと感じず、私たちは奪われると感じるのでしょうか？ 私はこれだと思っ

ています。私はそれが理由だと信じています。私たちには、教会携挙に関する真理を教え、イエス・キリ

ストの来臨に希望を託すよう励ます責任があります。もう一度、お聞きください。私がこう言うときは、 

非常に一般的で具体的ではないかもしれません。それは、私たち大人が、間違いなく親たちが、この世と

この世のものへの不健康な、邪悪な愛着を若い人たちに、示してきたことが原因かもしれません。 



つまり、彼らは自分たちが持っている手本に基づいてそのような想定をしているのです。ですから、彼ら

の希望は携挙ではなく、彼らの希望は、この世界にあります。私は彼らを完全に庇うわけではありませ

ん。それは彼らの責任であり、弁解するのではなく、しかし何らかの形で説明する必要があります。特に

今、この世界を完全に手放した大人、親がいますよね。まるで・・・。お許し頂きたいのですが、これが

始まったとき、神がまるで、私たちがこの世で見たり、楽しんだり、握りしめることで偶像崇拝の罪を犯

す可能性のあるものを、こじ開けなければならなかったのだと思います。つまり、私たちはとてもしっか

り握りしめていました。そして今のような事態になってしまい、突然ハッとする。「ああ、なんてこった。

これは良くなさそうですね。」「見通しはよくありません。それっていいですね。見通しが悪いときは、上

を見上げようとします。」言い換えれば、皆さん、理解しているかどうか確認させてください。今回も、

お許しください。皮肉を言うつもりはありませんが、言いますけどね。つまり、あなたは、すべてが通常

に戻ることを望んでいるということですね？ あなたの人生を取り戻すことができると。ああ、あなた

は人生を取り戻したいのですか？ あなたはあなたの人生を守りたいのですか？ 手放しなさい。そし

て人生を手放したくないなら、あなたは維持できません。いかがでしょうか。今の話、このことについて

は話してきました。「私たちって再開するんだ！！」という話が出ます。「これから規制が緩和されて、ま

た映画を見に、映画館に行けるようになるよ～」と。聞いてください。たぶん私は独り言を言います。 

私は興味がありません。今ではすっかり忘れてしまいましたが、あの賛美歌を思い出します。懐かしさに

浸っているならお許しください。私はあの不朽の讃美歌を思い浮かべます。"あなたはこの世界を手に入

れればいい。私にはイエスをください"。”私にはイエスだけをください。あなたはそれを手に入れればい

い。”そして、もう一つの賛美歌もです。"主の栄光と恵みの光の中で、地上のものは不思議なほど暗くな

る。"言っておきますが、主を知った時点であなたはお手上げです。主を味わい、主が良いお方であるこ

とを知った時に。主は他の何よりもあなたを虜にします。つまり、私にとってはもうだめなのです。失わ

れた愛などありません。「じゃあ、JD 牧師...。ここで”もしも”の話をしてもいいですか？」いいですよ。

もちろんどうぞ。「もしあなたが間違っていたら？」ーいいでしょう。「もし全てが日常に戻って、 

あなたが全部間違っていたとしたら？」「預言・アップデート（第一礼拝）」でそのことをお伝えしました。 

もし私が間違ったことをして、物事が元に戻ったら、まず謙虚になって、許しを請いたいと思います。 

そして、もし製薬会社が人類の利益のためなら。すみません、ちょっと言い過ぎたかもしれませんね。 

よろしい。「素晴らしい！」その意味がわかりますか？ 娘の結婚式をしようと思います。孫を抱けるか

もしれませんね。主を褒めたたえます。ああ、私も人々をキリストに導くための時間が増えました。主を

褒めたたえます。言っていることがわかりますか？ ウィン-ウィンです。どちらにしてもウィン-ウィン

（双方勝ち）です。しかし、このような叱責もあるので、ここではまだ問題が残っています。主が私の心

をご存知ですが、この言葉が 15 節になければよかったのにと思います。そう言ってよろしいですか？ 

もう言ってしまいましたが。皆さんもそれを望んでいませんよね？ つまり、教える事が得意なのです。 

私はそれができます。教えます。私は励ますのが得意です。私の励ましは凄くいいのです。それならなぜ

叱責を言わなければならないのですか？ お～ 老いも若きも、時にはこれに関して非常に必要な叱責

があります。そう、携挙に関しては、お互いに励まし合う必要があります。しかし、携挙についてお互い

に叱責しなければならない時が来るかもしれません。「第 1 テサロニケ４章 16-18 節」を読みたいと思い

ます。締めくくりとして、いくつかの空白を埋めて、さらにいくつかの点と点を繋げたいと思います。 

これは、私たちが教えるべきことです。それは神の御言葉です。木曜日の夜に話したように神の御言葉と



は何ですか？ 深い意味があることはわかっています。神の御言葉です。どういう意味でしょうか？ 

神は、あなたに神の御言葉を与えておられます。私たちは「私の言葉は私の絆」と言い、「私はあなたに

約束します。」と言います。私はそれよりも、主が私に御言葉を与えてくださる方がいいです。なぜなら、

主は絶対に失敗されないし、主はご自分の御言葉を破られることは御出来にならないからです。主が私

に御言葉を下さったのなら？ 完了です。それが御言葉です。私に御言葉を与え、私に約束してくれまし

た。主の御言葉（聖書）の中に 3,000 以上の約束があるのをご存知ですか？ あ、ちなみにネタバレにな

りますが、これはそのうちのひとつです。これは約束です。これが御言葉です。あなたと私への主の約束

です。それが携挙です。 

第一テサロニケ ４章 16 節 

「すなわち、（神の御言葉）号令と御使いとかしらの声と神のラッパの響きと共に、”主ご自身”が天から

下って来られます。そしてまず、キリストにある死者がよみがえり、」 

主のもとに帰っていった愛する人たちのことです。これが肉体の復活です。今肉体から離れているとい

うことは、主とともにいるのです。私は追悼式を行うたびに、いつもこの描写、体、魂、霊は主に似せて

作られたことを思い出します。私たちが死ぬと、私たちの体は塵から塵へと、創造されたときの地に戻り

ます。ところで、塵の中の 17 の要素は、私たちの肉、体の中の 17 の要素と同じなのです。私たちは文

字通り、地の塵から創造されたのです。大袈裟な話ではなく文字通りです。ですから、霊が肉体から離れ

ます。主の御霊により新生したら、聖霊によって封印されます。ですから霊は肉体を離れ、主のもとに行

き、主とともにいるのです。愛する人たちの遺骨はすべてここにあります。私たちの娘ノエルの遺骨はこ

こにあります。でも彼女の霊は主と共にいます。それで、ここからが本題です。そのラッパが鳴ったとき、 

彼らはまず自分の体を手に入れます。心配しないでください。そんなに長くは必要はありません、一瞬で

す。第一コリント 15 章 51-52 節、「たちまち、一瞬のうちに変えられます。」私たちはこの朽ちた肉体を

脱ぎ捨てて、栄光ある朽ちない肉体を身に纏うのです。非常に即座に、瞬時に。本当に速いのです！  

そして、彼らに空中で出会うことになります。 

では、例えでお話しましょう。電球です。電球があって、光があって、電気があります。電球は体と同じ

です。それが切れたら、それを取り外して、ゴミ箱に入れます。創造されたときの地に返します。電気は

霊のようなものです。その源に行きます。ちなみに HECO(ハワイ電力会社)ではないです。聖霊は主の

もとに行きます。主の臨在のもとに。ところで、これは双方に作用します。御霊によって新生していない

場合は、肉体を離れると、地獄に行きます。それが神の御言葉です。電球と電気を一緒にすることで生ま

れる光はどうでしょうか？ はい、それが魂です。私たちは新しい体を手に入れ、キリストにあって死ん

だ人々は肉体を手に入れ、霊が再会し、永遠に生きた魂の光となるのです。この例を見ると、その仕組み

がよくわかります。死ぬとそうなるんです。霊は肉体から離れます。体は土の中に帰り、光が消え止まり

ます。そして携挙が起こると、彼らは新しい体に復活します。新しい体と霊が再結合し、永遠に生きた光、

生きた魂となるのです。そして私たちは迂回するのです。私はこの部分が好きです。「生き残っている私

たちが」という部分が好きで、それは私たちが死を経験しないことを意味します。私たちは、一瞬でたち

まち、瞬時に変えられるのです。私たちは空中で彼らと出会うことになります。 

17 節「それから、生き残っている”私たち”が、私は”私たち”になりたいです。彼らと一緒に雲に包まれて

引き上げられ、ギリシャ語のハルパッツォが「携挙/ラプチャー」の由来です。実際ラテン語のヴルゲー

ト聖書から音訳されています。ここはイエスが地上に戻られるとは書かれていないことに注目してくだ



さい。私たちは彼らと一緒に雲の中に引き上げられ、主と出会うのです。 

主はどこにいるでしょうか？ 空中におられます！！！！ 申し訳ありません。叫んでしまいました。 

それが携挙です。私はひねくれ者なので、悔い改めなければなりません。私の腕には毛玉がついていま

す。悔い改めなければならないサインです。「携挙という言葉は聖書にはありませんよ。」と仰る方。 

あります。英語の聖書にはありませんが、ラテン語聖書にはあります。ああ、これはどうでしょう？ご辛

抱ください。う”～～実は、ある人にこう聞かれたことがあります。「あなたは本当に携挙の奥義を信じて

いるのですか？」私は止まってしまいました。その話を聞いたことはあっても、その質問をされたことは

ありませんでした。正直に言うと、この質問をされたとき本当にびっくりしました。もちろん、私の身体

は、飛びかかりそうになり、私は、なんというか、何を考えているのでしょう？ しかし、敬虔な私は、

ー(笑)ー こう答えました。「神の御言葉が携挙を語っておられるので、私は携挙を信じています。」 

そして、患難前携挙説の話を始めます。ところで、患難前携挙の健全な教義がますます攻撃されるように

なっています。そう伝えれば、お分かりになると思います。しかし、よろしい。それでは携挙をどこに置

くのでしょうか？なぜならある時点で、先にキリストにあって死んだ人たちと一緒に引き上げられるか

らです。そして、主に会うために。ニューヨーク市でではありません！ 聖なる皮肉をお許しください。 

エルサレムでは会いません。私たちは教会携挙において空中で主に会うのです 携挙は起こります。 

...こうして私たちは、いつまでも主とともにいることになります。」（第一テサロニケ 4:17) 

「ですから、（ここで、まとめたいと思います。）これらのことばをもって互いに励まし合いなさい。」 

（第一テサロニケ 4：18） 

繰り返しになりますが、私たちはそれでいいのですね？ 大変励みになりますよね？ 私はそうできま

す。どこに署名すればいいですか？ 「互いに励まし合う」私はそれができます。私は互いに教え合うこ

ともできます。それができます。どこでそれに署名しましょうか？もしもパウロがテトスに「だから、こ

の言葉でお互いを戒めなさい。」と書いていたらどうでしょうか。ああ、頼みますよ。そんなことはしま

せんよ。そんなことをしたら、SNS で友達がいなくなってしまいます。 

では最後に、この「箴言」で締めくくりたいと思います。 

「愛する者が傷つけるのは誠実による。憎む者は多くの口づけでもてなす。」（箴言 27：6） 

私が学んでいることは以下の通りです。第一に、愛の中で真理を語り、愛しているからこそ、叱責するこ

とができるのです。つまり、考えてみてください。気にかけないなら、気にしなくてもいいのですよ？ 

「ええ、どうぞどうぞ。」と。私たちはいつも子どもたちにそう言っていました。「躾をするのは、あなた

を愛しているからだよ」と言うと、「そんなに愛してくれなくていいよ」と返ってきます。私たちは、も

し気かけないのであれば、こう言います。「どうぞ、H-3(高速道路)でナイフ振り回せば～？ 気になら

ないさ。」再度、もっと良い例えがあれば、教えてください。それが私の話で、こだわっています。要点

はわかりますよね？ なぜ誰かを叱責するのですか？ 愛しているからです。私たちは彼らを十分に気

にかけているから、友情を損なうと分かっていても、彼らに真理を話すのです。ちなみに、それをしない

ことが自己愛なのです。ちょっと、この例を使わせてください。診察室に入ると、医者はあなたが癌であ

ることを知っています。しかし、あなたに嫌われたくないと思っているので、彼は言いたくないのです。

だから、彼はあなたに真実を話しません。醜い医者です。肉体的な意味での醜さではありません。それは

愛のない男です。さて霊的な意味で、それを重ね合わせます。誰かが「罪の癌」を持っています。誰かが

彼らの人生の中で、彼らを破滅させるか、せいぜい邪魔になる何かを持っています。なぜなら、善行に熱



心な人たちは、イエスの来臨を待ち望んでいるから善を行いたいと思っていると、私たちは学びました。

だからこそ、この世のものに固執し、執着し続けているのかもしれません。そして、あなたが彼らを愛し

ているからこそ、愛をもって叱責する必要があるのです。最初は憤慨するでしょう。嫌われます。彼らは、

あなたに嫌な言葉をかけてくれるかもしれません。しかし、御言葉である「箴言」には、「彼らが感謝す

る日が来る」と約束しています。最初は恨まれるかもしれませんが、最終的には感謝されるでしょう。 

また、その逆も同様です。誰かに話して、その人が聞きたいことをお世辞で言うだけの場合、最初は感謝

されるでしょう。しかし、ここで問題になるのは、最終的には彼らがあなたを恨むということです。「な

ぜ教えてくれなかったのですか？」「知っていたなら、どうして教えてくれなかったの？」「でも、言って

も信じてもらえなかったでしょう。」「ねえ、私に言いさえもしなかったじゃない！あなたの責任よ。」 

「それを受け取るかどうか、受け入れるかどうか、信じるかどうか、それは自分の責任です。」「でも教え

てくれなかったのは、あなたの責任です。」それが「エゼキエル書の見張り人」への警告です。 

「見張り人さん、あなたが警告していないので、彼らの血はあなたの責任です。あなたは彼らに何が起こ

るか真実を話さなかった。」（エゼキエル 33：1-6 参照）波風立てたくなかったからですね。私は事を荒

げたくない。いいえ、事を荒げるのです！！！ 波風を立てるのです！！！ 「ええ、そうなりたくあり

ません。私は、本当に対立したくありません。」いいえ、立ち向かわなければなりません！！！ なぜな

ら、イエスが来られるからです。それが私たちの唯一の希望なのです。私たちはそれを祝福された希望と

呼んでいます。素晴らしい！ 祝福された希望だけではありません。実際、こんな風に言ってみます。 

それは祝福された希望であり、唯一の希望なのです！！！ それが唯一の希望です！！ 冗談でしょ

う？ 今、世界で何が起こっていますか？ これが唯一の希望です。私たちの唯一の希望はイエスです。 

イエスが来られます！ 今！今すぐに！来てください！！！ 励ましたり、必要に応じて叱責してくだ

さい。最後に愛を込めて言いますが、これで終わりにします。実際に、立っていただきましょう。賛美チ

ームも上がってきてください。たぶん、あなたの人生の中で、愛をもって叱責する必要のある人がいるか

もしれません。携挙後の天国で、こんな風に言う人など誰もいないということを覚えておいてください。 

「あの時、主が戻って来られなければよかった。」「結婚したり、支払いをしたり、シロアリやゴキブリ退

治に、もっと時間をかけたかったわ。」また、馬鹿げたことを言ってますが、要点はわかりますよね？ 

携挙後の天国には老いも若きも、「教えてくれてありがとう」という人は誰もいません。なぜなら、教会

の携挙がどれほど近づいているかを知ったことで、永遠に照らし合わせて私の生き方が変えられたから

です。「そう、私は人生のすべてを手に入れた！！！」と仰る方。もっと素晴らしいものを知ってますか？ 

私は永遠の人生を手に入れました。なるほど、あなたは人生のすべてを手に入れたわけですね。何歳まで

生きるつもりですか、70 歳？ ええ、70 歳は新しい 50 歳だと思うので、80 歳は？ では 80 歳にしま

しょう。それで終わりです。私は永遠の命のことを話しています。整理してみましょうか？ 80 年？永

遠に時間があるわけではありませんが、議論のために言っておきましょう。最後の締めくくり、これが最

後です。これを視野に入れてみましょう。永遠と 80 年を比べるのですか？ 冗談でしょう。まず第一に、

千年王国、王国時代があります。考えてみてください。新天新地が永遠に続きます。永遠の長さを知って

いますか？ 繰り返しますが、深遠です。『永遠』です。だって．．．これが最後の最後です。本気でそう

思っています。価値があると思います、そう願います。仕事の面接を受けると、こんな質問をされますよ

ね？ 「5 年後の自分はどうなっていると思いますか？」ー(笑)ー (JD 牧師、上を見上げる） 

ああ、わかってくれましたか？ 皆さんの反応で、わかりました。「...5 年、えーと、5 年ですか？ 私は



自分のマンションをまだ出ていません。いつまで続くかわからないから。」 

「屠られた小羊は、～～ふさわしい方です。」（黙示録 5：12 参照） 

「ああ、1000 年経ちましたか？」「屠られた小羊は、～～ふさわしい方です。」（黙示録 5：12 参照） 

そこに私は永遠の自分自身を見ているのです。イエスの御名の下に。祈りましょう。 

天の御父よ、感謝します。主よ、私のとっぴなユーモアや愚かさが、あなたの御言葉にあるこの真理の力

を 損なったり、奪ったりすることがないように祈ります。主よ、ここにおられる人やオンラインで見て

いる人の中で、本当に落胆している人、糸一本でしがみついている人のために祈ります。主よ、あなただ

けが御出来になる方法で、私たちの祝福された希望を思い出させてください。携挙がどれほど近いのか、

本当に本当にそうです。また、それを楽しみにしていない方がそのことを考え、待ち望みますように。 

主よ、そのような考え方の人々に聖霊が働きかけてくださり、必要であれば、この件に関して必要な叱責

くださいますように。イエスの御名によって祈ります。アーメン。 

 

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