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「死は定め」 

Mac 牧師 

今朝は、２つの学びを行います。第一礼拝は「ヘブル人への手紙 9章 27節」の前半だけを見ていきます。 

可能であれば、ご起立ください。前半箇所を読みましょう。非常にインパクトある聖句の一部です。皆さ

ん同意されると思います。読んだら祈りましょう。神の御言葉をお読みします。 

ヘブル人への手紙 9 章 

27aそして、人間には、一度死ぬことと（死後にさばきを受けることが）定まっているように、 

祈りましょう。今朝のこの学びを祝福下さるよう神にお願いしましょう。一緒にお願いします。愛する天

のお父様。私たちは、謙虚にあなたの恵みの御座に来て、この機会を祝福してくださるようお願いしま

す。あなたが与えて下さったこの時間に感謝し、惜しみなくお捧げします。あなたの真理の御言葉を聞く

ことができるのです。不確実性の高い時代にいますが、あなたは確実なお方です。ですから主よ、私たち

は、あなたを見上げながら、あなたが全ての答えであられるのを知りながら、生きることができるので

す。この学びが難しくとも、あなたが話して下さることで、私たちは平安でいられるのです。主よ、私に

恵みをお与え、体全体に油を注いでください。あなたの力と強さで私たちをここに迎え入れてください。 

救世主イエス・キリストの力強い御名によって祈ります。アーメン。 

ありがとうございます。ご着席ください。今朝の第一礼拝は、シンプルに題名しました。『死は定め』誰

かが説教したり教えたりするテーマの中で、これは通常、日曜日の朝の礼拝では見られないものです。 

10 年前の私であれば、教会に入って「死は定め」というタイトルが会報にあったり、オンラインで目に

すれば、恐らく、目を背け避けるでしょう。死は定め、よりも、もうちょっと励みに聞こえるものが良い

です。私の御霊に訴えかけるようなものが良いです。全く魅力的に聞こえません。皆さん、タイトルとい

うのは、人を惹きつけ注意を引くため、興味を持ってもらうため、最も利用されますよね。それが何であ

っても人々がそれを読みたい、聞きたい、背後にあるものが何であれ、参加したいと考えるもの、それが

タイトルです。そういうタイトルには、多くのメリットがありますね。正直なところ、私は目を引くタイ

トルを付けるのが得意ではありません。分るでしょう？ 良いタイトルを付けるのが苦手なんです。聖

典に書かれている事がそうで、それが私たちが話すことなんだから、それがタイトルだ！です。しかし、

自分自身に言い聞かせなければならないのは、タイトルの背後にある話題の中には、タイトルがついて

いても、その内容は、流行のガラクタで埋め尽くされていることが多々あります。目を引くタイトル ＆ 

何も語られない。それが世の中で見られます。悲しいことに、外見上は教会である多くの建物にそれが見

られます。タイトルの後ろには議題があります。それらのメッセージのほとんどは、まったく真理があり

ません。悲しいことに、お金を払ってでも、嘘を求める時代に、私たちは生きています。この主な理由の

一つは、少なくとも私の視点では、現実や真理に向き合いたくない人が多いからです。死というのは、私

たちのこのつかの間の人生の中で、誰しもが直面しなければならない絶対的な現実です。誰も、自然な意

味で、そこから逃れることはできません。「創世記 3章 19節」をお読みします。 

創世記 3 

19 あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから。

あなたは土のちりだから、土のちりに帰るのだ。 

この聖句は、真の生ける神からアダムに与えられた御言葉です。私たち全員、アダムの子孫です。一人残



らず。私たちはこの呪いの下にいます。受け継がれました。罪の呪いが、死に繋がっています。しかし、

アダムと違って私たちには、この地上で 930 年もありません。そんなありませんよ。事実「詩篇 90 篇」

に、モーセが実際に書いた詩があります。このことを覚えておいてください。モーセが書きました。この

神の御言葉 10 節と 12節を見ていきます。お読みします。 

詩篇 90 

10 私たちの齢は七十年。健やかであっても八十年。そのほとんどは 労苦とわざわいです。瞬く間に時

は過ぎ 私たちは飛び去ります。 

どうかこのことを考えてみてください。そして繰り返しますが、だれがこの聖句を、御霊にあって書いた

かを考えてみてください。モーセです。モーセは、120 歳まで生きました。しかし人々に「普通の寿命は

70～80 歳」と語っています。充実した日々と考えられる人生ですね。そして、ご存知のようにこれを見

本とし、現在、保険会社で使われています。特に、定期保険の取り扱いについて、考えてみてください。

そうでしょう？ 例えば、あなたが 40 歳くらいで、健康で、生命保険に入りたい。検査を受けて、あな

たはかなり健康です。70 歳まで、200 ドルを支払えばよい。その後、終身保険に移行することになりま

すが、その際の月々の保険料は 178 万 4 千ドルです。でしょう？ ご存知でしたか？ 保険会社が見本

に使っているのです。世界保健機関（WHO）発表の、2021 年の世界平均寿命のグラフを見ると、このよ

うなデータが出てきます。これは世界的で、世界の平均寿命は 72.83 歳です。さて、ここアメリカの平均

寿命は、77.3 歳です。なおも 70 歳から 80 歳の間です。モーセは、他の人たち同様、聖典の中で、この

平均寿命には例外的な存在でした。しかし、恐らく、皆さんの幾人かもそうでしょう。私もその例外かも

しれません。主の来臨が遅れられるなら。しかし、年齢は関係ありません。私たちは生まれた時から、死

に直面していて、それに対処する必要があります。このモーセの「詩篇」を読み続けると 12 節には、こ

のことに関するモーセと民の嘆願が書かれています。私たちはこの点にも、注意を払う必要があります。 

詩篇 90 

12 どうか教えてください。自分の日を数える事を。（なぜか？）そうして私たちに知恵の心を得させてく

ださい。 

知恵の心。明日は約束されていません。知恵の心を得るのが早いほど、真の生ける神を知る必要がありま

すが、人生の究極の目的を知ることが出来、死を超えて生きることができるのです。私たちの生きている

人生、命は、私たちの命は大きく、死をどう捕らえるかが直接反映することを理解する必要があります。

では、主のお許しを頂いて、私はまず、命が軽んじられているがゆえに、死が歓迎される 2 つの分野を見

たいと思います。その後、私たちの創造された人生の目的について、聖書がどう語っているか、そしてな

ぜ、その目的を理解していないのか、死は本当に恐れられるべきなのかを見たいと思います。最後に、神

の御言葉から分かるのは、キリスト・イエスを信じるすべての人は、死について何も恐れることはないの

です。死は、十字架の完成した御業によって打ち破られたからです。さて、お付き合いください。特にこ

こアメリカにおいて死が歓迎される 2 つの分野を見てみましょう。死が歓迎される最初の分野は、中絶

です。別名、合法的な殺人です。以前、これについて話しましたが、私は、包み隠さずきました。私自身

も、間違った側にいたことがあります。生まれぬ胎児殺害に関して。私たちは、中絶がどういうものであ

るか、上辺良く見せようとできます。しかし、真の生ける神の御目には、殺人です。誰かを非難するため

に見ているわけではありません。繰り返しますが、私が自分自身を非難することになるからです。私がこ

のように言うのは、受胎がまさに命であることを皆が認識するためです。神の御言葉は、聖書の多くの部



分でこのことを明確に語っており、それについて、「ルカの福音書 1 章 31 節」に記されています。お読

みします 

ルカに福音書 1 章 

31 見なさい。あなたは身ごもって、（マリアに話しています）男の子を産みます。その名をイエスとつけ

なさい。 

受胎が命なのです。生きるための機会、それが受胎です。しかしなぜか私たちは、多くの場合、人生とは

別の意味であると教えられてきました。皆さんもご存知のように、今や中絶は妊娠 9 ヶ月で可能です。

死が歓迎されています。命は、ある人には適していて、ある人には適していないように見えます。そのよ

うな考えから、中絶が人を死なせることと認識されていません。しかし、実際には死なせているのです。

死なせているのです。世界的に見ても圧倒的に受け入れられている死です。しかしここアメリカでは、ま

さに信じられないほどです。抑制するため導入されたと思われる法律は機能しません。大衆にアピール

するためです。殺害（中絶）の勢いは衰えていません。しかし、神は。人間の歴史の中で、中絶され、殺

され、犠牲になった全ての子どもたちのために場所を用意しておられます。彼らは今も、そしてこれから

も主と共にあります。そのことを神に感謝します。死が歓迎されているもう一つの分野は、ますます承認

されていて、安楽死にまつわる死です。死が歓迎されているもう一つの分野は、ますます承認されてい

て、安楽死にまつわる死です。ご理解いただきたいのは、これはホスピスケアではありません。これはそ

うではありません。これは、その最期をできるだけ快適に過ごすためのものではなく、これ以上の治療を

受けないと決断しているのでもありません。そういうことではありません。これは、あなたの人生を終わ

らすため予定を組まれているのです。自分の人生だから、いつ死にたいかは自分で選べます。しかし、そ

れは全く真理ではありません。そのように見えるかもしれませんが、それは現実ではありません。世はこ

れを、”尊厳死”と呼びます。以下のように説明されていますので、引用します。 

「尊厳死法では、精神的安定ある成人の州民が、余命 6 ヶ月以下と確定した末期疾患に罹患している場

合、自らの意思で、避けられない差し迫った死を早めるための処方薬を要求し、受け取れる。」 

引用終了。皆さんに本当にこれについて考えていただきたいのです。私たちが今住んでいるこの国で、今

起こっている状況があって、私が使う言葉に気をつけないと、YouTubeから削除されてしまいますから、

遠回しに言います。仮に、私がウイルスに感染したとします。私は死にたいから、イベルメ〇...とかいう

薬を選びます。ー(笑)ーまたは、ヒドロキ...〇X...とかいう薬。ー(笑)ー 

「私に、その２種の薬と、Z-パックとセラフルーを下さい。私はそれを選びます。」しかし、彼らはそれ

を出しません。私が言いたい点、分かりますね？ 悪魔は細部に宿る。本当にこれを考えてください。大

人であれば、つまり 18 歳以上なら、精神的に安定しているなら、適切な判断ができるため、安楽死を許

可する州の条件を満たすことができます。ハワイは、その一つです。合法的に自殺することができます。 

この会衆には、約 6 年前に余命 6ヶ月と宣告された人がいます。それについて、考えてみてください。 

予後：あなたの命は、見込み判断する医師が握っています。 

今日？ 本当に？ 言ってみただけです。むしろ私は、真の生ける神に手を伸ばします。医者ではなく。

これは見た目とは違います。表現の仕方によっては、人道的に聞こえるかもしれませんが、再度、悪魔は

細部に宿ります。滅びようとしている人に強い酒を飲ませることではなく、（見るからに殺すと分かる方

法ではなく）そういう事ではありません。あなたの人生を終わらせたいという理性的な要望において、な

されます。（表向き、あなたの要望ですから、と）誤解しないでほしいのは、痛みや苦しみは現実のもの



で、まともな人間なら誰も、痛みや苦しみに付き合いたいとは思いません。どんな形であっても、死ぬと

いうことは華やかなことではありません。穏やかな眠りの中でも、戦場での勇気ある行動でも、 あるい

は長期にわたる病気との戦いに屈したとしても、きれいごとではありません。しかし、いかなる状況でも 

命が切り捨てられてはなりません。この種の形態で、死が許容される選択肢という点に向けては。どうか

分っていただきたいのは、私が何度も何度も言っていることですが、決断できない人のために家族が決

断するということではありません。そういうことではありません。それを分ってください。クリスチャン

として、私たちは命の価値と、死に際でさえも神がなさる奇跡を知るべきです。自殺を選んだ人は、自分

で自分の命を絶てると思うかもしれませんが実際にはそうではありません。神は、いのちを与える方で

あり、いのちを支える方であり、いのちを取られる方でもあります。私たち誰しも死ぬときは、神が許さ

れるどんな方法であれ、神が、その命を与える霊を取られるのです。死については「伝道者の書 12 章 7

節」に記されています。神の御言葉をお読みします。 

伝道者の書 12 章 

7 土のちりは元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰る。 

繰り返しますが、あなたは自分の人生を終わらせるかもしれませんが、しかし神はその死をもたらしま

す。神が霊を取られるのです。あなたではありません。 

「申命記 32章 39節」をお読みします。 

申命記 32 

39 今、見よ、わたし、わたしこそがそれである。わたしのほかに神はいない。わたしは殺し、また生か

す。わたしは傷つけ、また癒やす。わたしの手からは、だれも救い出せない。 

これが私たちの仕える神であり、自分が死ぬよう任命ときに、神を助けようとすべきではありません。こ

れを考えてみてください。おそらく、人生を終わらせることを選ぶ多くの公言するクリスチャンたち、ク

リスチャンと公言する方々です。それについて考えてみてください。彼らは、真の生ける神を知らなかっ

た可能性があるのでは？ 人生の最後の瞬間に起こったかもしれない神の介入が、あなたを永遠の死の

苦しみから救うことが出来たでしょうに。自殺した人で本当に主を知っていた人は、どんな死に方をし

ても、あなたを主から引き離すことはできません。彼らは本当に救われ、主と共にいるのです。しかしお

話ししている自殺補助は、尊厳死ではありません。最後に殺人行為をされて死んでいくのです。人生は厳

しいです。そして、最初からすべて悪魔の仕業です。悪魔の仕業、アダムを騙した嘘のせいです。死と腐

敗が人類に入ってきたのです。悪魔に仕返しするには、死ぬまで耐えて、悪魔とその手下に、すべての段

階で地獄を見せてやるのが一番だと思います。決められた時に、神が私たちを家に召されるまで。私がこ

の件に時間を割きたかったのは、これらの行為や考え方は、世界が死をどのように見せているかを示す

ものだからです。皆さん、世界が持っている視点が分かります。死への恐怖について、統計を調べてみる

と、未信者の 75％が、死ぬことにあまり関心がないと答えています。その数字念頭に置いてください。

未信者の 75％が、死に関心がないのです。それが主張です。このような態度が、死が頻繁に嘲笑され、

弄ばれる理由です。法的なことを言うつもりはなく、それは課題ではありません。皆さんに見せたいもの

があります。今、10 月ですよね。ハロウィンというものが祝われています。多くの住民の敷地内に、墓、

墓石、骸骨、死神、お化け、悪魔、悪霊、ゴブリンがあって、その他諸々敷地内に、死を象徴するものが

たくさんあります。私たち、昔はやっていました。それはただの伝統ですから。悪いことではないでしょ

う？ 罰則を受けるようなことじゃないし。しかし、それが何を象徴しているかを見てください。ただ、



そのことです。それが私の疑問でした。10 年ほど前、車で帰った時に、玄関に骸骨が置いてあったんで

す。私はただ不思議に思いました。「主よ、これはもう私には合いません。」そこで私は家に入り、妻を座

らせて、深呼吸をし、彼女に言ったのです。ー(笑)ー マジに聞いたのです。 

「ねえ、家の周りに、死のグッズを飾りたいと思う？意味があるとは思えないよ。」それ以来、私たちは

撤去しました。そして毎年ハロウィーンには、外食しましたしかし今年は、家にいないと ー(笑)ー 

ちょっと問題です。ー(笑)ー 

ですから、私たちは決めたのです。前に座り、私がするのは、ギデオン聖書を 3、4 箱積み上げておくこ

とです。子どもたちが「トリック・オア・トリート（お菓子をねだる」と言って近づいてきたら、こう言

います。「違う違う違う。真理か嘘かだよ。真理を選びなさい。」ー拍手ー 

私は今日の学びを、ハロウィーンについての学びにするつもりはありません。クリスチャンとして私た

ちは、死を恐れるべきではありません。死を崇拝したり、あざけったり、弄んだりしてはいけないことを

認識すべきです。何かが起こるのです。このような死の観念が入り込んでしまうと、考慮すべき重大性が

失われてしまうからです。とても興味深いのは、考えてみてください。世界が死をどう利用するか。なぜ

なら、私たちが本当に注目すれば、彼らは、感情をコントロールします。考えてみてください。一方では、

ハロウィンがあり、ジョークを飛ばし、嘲笑し、死をもてあそぶ。エンターテインメントの面では、あら

ゆる種類の映画やゾンビ、これやあれやそれや、ビデオゲームも同じで、それはすべて、嘲笑され、弄ば

れ、笑い飛ばされています。しかし、今回のパンデミックで、なんと死が、恐怖心を煽るために使われて

いるのです。それが分かりますか？「死ぬことに問題はない」と言う未信者の 75％はどうなのでしょう

か。言ってみてください。しかし、それ以上に悪い死の捉え方があります。進化論と自然淘汰に取り組む

と、このことが分かります。最後までお聞きください。なぜなら、この中では、死は自然淘汰の有機的な

一部としてしか見ることができないのです。考えてみてください。これが、その内容です。何やかや、そ

の他もろもろの時間の経過とともに起こる。その理由は、世界が生命を偶然の産物と見なしているから

です。神聖な目的ではなく。すべては偶然の産物。しかし、神は。人間と、神の被造物全てに常に目的を

持っておられます。しかし、人間は真の生ける神を拒み続けてきました。自分の目的を果たすために。し

かし、真の生ける神からしか得られない真の人生の目的がなければ、死の問題を本当に理解することは

できません。不可能です。そして私たちの自由意思の中で、私たちが、人生の意味を追求することを、誰

もが望む真の意味を選ぶのかどうか。私たちは生きたいのです。その意味を知りたいのです。神が私たち

を創造したから、私たちの中に埋もれているのです。それとも、神を拒絶し、自分で人生の意味を考え出

す。そこには、主観的推論の誕生があります。私の真実は私の真実。あなたの真実はあなたの真実。とい

うもの。多様性の嘘や、その他あらゆること。神がいなければ、すべてが崩壊してしまいます。しかし、

真理を受け入れるなら、私たちの人生の目的の真理が明らかになります。透き通るような透明感。その真

理は「イザヤ書 43 章 7節」に記されています。お読みします。 

イザヤ 43 

7 わたしの名で呼ばれるすべての者は、わたしの栄光のために、わたしがこれを創造した。これを形造り、

また、これを造った。あらゆる者を。 

この真理の中で、私たちの目的は明確です。私たちは、自分のためではなく、神の栄光のために創られま

した。私たちの人生は、自分自身のためではなく、神の栄光のために生きることを反映すべきです。神の

栄光は、イエス・キリストの永遠の命において、人間に明らかにされました。「ヨハネの福音書の 17 章 5



節」をお読みします。イエスが語っておられます。これはイエスの祈りです。これは、本当の主の祈りで

す。 

ヨハネの福音書 17 章 

5 父よ、今、あなたご自身が御前でわたしの栄光を現してください。世界が始まる前に一緒に持っていた

あの栄光を。 

御父の栄光は、御子（イエス）を通して明らかにされ、知らされ、理解されるのです。御子を信じるすべ

ての者は、ベネイ・エロヒム＝神の子となるのです。私たちが、クリスチャンとしてこのことを理解し始

めるとき、物事を変えます。今、私たちは死という概念を、自分に有利なように利用できるのです。まず

自分に死に、主のために生きることによって。それが必要なのです。神の栄光のために生きるのです。自

分たち自身のためではありません。これが分かりますか？ つまり、これは人生観を変えるだけでなく、

またそれだけではなく、私たちの死に対する考え方を大きく変えます。あらゆる意味でそれを実現しな

ければならないのです。それを知ることで、あなたを変えるはずです。私たちが生きるために、自分自身

に死ぬことが必要です。私たちの優先順位がすべて再編成され、すべての行動において、神が第一になり

ます。私たちは、自分の創造主を知る必要があります。私たちは、真の生ける神との個人的な関係を持た

なければなりません。自分を創った方を、知りたいとは思いませんか？ 私たちはこの関係を持ち、すべ

てを知り、神からすべてを得たいと思いませんか？ 自分の子どもや孫との関係で、彼らが自分と一緒

に過ごしたいと思ったり、電話をかけてきたりしたときの気持ちを考えてみてください。彼らは知りた

いのです。彼らは色々質問したいのです。そして皆さんが教えます。私たちは、天の御父とそのような関

係を持つ必要があります。そして他人への関心はその次で、自分のことは最後にしなければなりません。

これが自分自身に死ぬことの主要な部分であり、そうすることで神を讃えることになります。最終的に

私たちは、神の御子の特性を身につけることによって、神を讃えるのです。イエスの特徴を。私たちは死

ぬまで、自分自身に死ぬ必要があります。でないと、私たちは 無駄に生きることになり、何の実りもあ

りません。分かるのは、私たちが必死になって、つまり必死で、この地球上の全てのものを維持しようと

している時、私たちは、神の現在の祝福、将来の祝福、そして永遠の祝福の一部を見失います。なぜなら、

私たちは目の前に見えるものを捕らえ、世に向けて生きていくことしか考えないからです。私たちは、こ

の一時的な概念を購入してしまって、永遠性を失くしています。死ぬまでに、これだけのことをしたいと

叫ぶ。死を超えて永遠を見るのではなく。クリスチャンの私たちは、信者として当然ですが「いつでも死

ぬ準備ができている」と言い、自分自身に死ぬことを拒否しているのは大変皮肉なことです。非常に危険

な場所にいるのが世俗的なクリスチャンの特徴です。世の中に溶け込んで、実りはありません。キリスト

のご性質を身につけるのではなく、多くの人が、自分の性格をキリストに重ねようとするからです。お気

づきですか？「私のイエスは、私がこれをしても私を愛しているもん。」「私のイエスは私に仰ったの。 

私はこういう人間で、これもあれもそれも出来るんだ。それが私のイエスよ。」教会という建物はたくさ

んありますが、そこには全く違うイエスがいるのです。彼らは偽物のイエスを知っています。彼らは自分

の性格をキリストに重ね合わせて作り上げています。だから彼らは、同じように生きていて、何も変わら

ないのです。その人が主と共に歩んでいるかどうか見極めるのはとても難しいです。彼らは、過程でイエ

スを宣言することが好きで、イエスのアイデアを愛します。しかし、イエスと一緒に十字架にかかること

を拒否します。「ガラテア人の手紙 5 章 24 節」の御言葉をお読みします。 

ガラテヤ人への手紙 5章 



24 キリスト・イエスにつく者は、自分の肉を、情欲や欲望とともに十字架につけたのです。 

ここで注意すべきことがあります。”キリストのものである者”時々、私はこれらのカテゴリーに当てはま

らないと、人々に思われているのではないかと感じることがあります。私が、持つべきではない願望、持

つべきではない情熱を持つことから排除されてるような感じで。私が、日常的に命をかけて戦う必要が

ないように。プレッシャーの大きさは、理性を超えています。神が守ってくださることに感謝します。し

かし、私も誰も免除されるわけではありません。肉を十字架につける 。神の御言葉に留まる。進行中で

す。しかし、それは人生の中で明らかになっていくものです。それは、言わば成分です。その一つであり、

聖化の段階です。しかし、自分自身に死ぬこと。そして死に至るまで主のために生きる。なぜなら死は、

日々少しづつ近づいています。主にコントロールしていただくと、私たちの願望は、神の望みに置き換え

られます。主が私たちの人生に望んでおられることに。円になっています。私たちが、主をより深く求め

続け、さらに主を求め続けると、私たちが成長するにつれて現れてきます。そして主は、私たちが永遠の

ために創られたことを教えて下さいます。たとえ、死が目前に迫っていても。私たちは、永遠のために創

造されたのです。そして私たちは、この永遠の状態に目を向けるべきです。私はそこへ行きたいです。私

たちはそれについて語らず、十分に読まず、十分に信じていません。まるで外国の事ようで、時間を費や

さないとそうなってしまうのです。私たちがこの永遠の状態に目を向けるとき、私たちがこの永遠の状

態に目を向けるなら、私たちが本当に信じるならワクワクするような楽しみなことが、見えてくるでし

ょう。考えてみてください。私たちは永遠の状態で、新しい身体になります。ここで最も健康な人でも、

新しい身体に比べれば、ゴミにすらならないほどです。私たちにはこの楽しみがあります。この真理を楽

しみにしています。しっかり考えてください。その身体は、朽ちることはありません。それが、「第一コ

リント人への手紙 1 章 50 節から 55 節」にあります。イエス・キリストの千年王国統治を超えた私たち

の永遠の状態で、このことを考えてみてください。千年王国の統治のあと、新天新地が創造されます。も

う悲しみは全くありません。それを考えてください。もう痛みはありません。罪もありません。罪がない

と言ってるのです。皆さん、聞いてますか？ 私たちはここで誰もが罪びとです。嫌だったでしょう？ 

私が罪を扱う時に使う戦術を知っていますか？ 自分に腹が立つから、落ち込んでしまったりします。

罪を示されるのは、とても良いのです。私を誤解しないでください。しかし私は悪魔に叫び始めるので

す。私は悪魔にいくつかのことを言います。ああ、そうなんです。狂うほどではないですが、それに近い

です。わかります？ ー(笑)ー 彼の仕業だと、私に思い出させるためです。あれは敵なのだ！ どれほ

ど、私たちはこう言いますか。「神様。なぜこのようなことが起こるのですか？」それを口に出し、敵に

向かって吐くのです。視点が変わります。永遠では、死はありません。綺麗じゃないものは何もなく、そ

して一番重要なのが、私たちは真の生ける神と直接会うのです。しかし問題があります。多くの公言する

クリスチャンが、この永遠の約束、私たちが楽しみにしている永遠の状態を信じていないようです。皆さ

ん分かるのが、多くの公言するクリスチャンが、この地上で真剣に自分が可能なことを求めるからです。

真剣に主を求めるのではなく。だから主は、世の失われた人々を救うため、彼らができることに配置され

るのです。主は全ての人のために死なれたのですから、私たちは全ての人のために永遠を願うべきです。 

これが神の御言葉です。主が語られたことは必ず実現します。「テトス 1章 1節～2 節」お読みします。 

テトス 1 

1 神のしもべ、イエス・キリストの使徒パウロから。──私が使徒とされたのは、神に選ばれた人々が信

仰に進み、敬虔にふさわしい、真理の知識を得るためで、 



テトス 1 

2 それは、偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった、永遠のいのちの望みに基づくもので

す。 

これは、後付けの概念ではありません。時が始まる前から、永遠のいのちが、常に神のご計画でした。真

の生ける神の御手から、取り除けるものなど何もありません。邪悪な策略でも、パンデミックでも、この

ご計画を止めれるものなどありません。この事実を知っていれば、私たちは死に対して違った視点を持

つことができるはずです。くれぐれも、私が死に対して好戦的だとか、あるいは、死がインパクトのない

ものだとは思わないでください。死は悲しいものです。この 3 週間で、私は叔母とキリストの兄弟 2 人

を失いました。そしてまだ彼らを悼んでいます。しかし、神は、イエス・キリストを信じるすべての人に、 

時が始まる前に与えられたあの約束に戻る道をご用意してくださっています。最近亡くなったその人た

ちは、全員救われました。そのことに、主を褒めたたえます。ですから、これらの節は私に大変な喜びを

もたらしています。なぜなら、私は知っているのです。私は知っているのです。私は思う、ではありませ

ん。私は知っているのです。私たちは永遠で、永遠に一緒に過ごすのです。痛みを伴いますが、それでも

私たちはキリスト・イエスにおいているのですから、嘆き方も違います。「第一テサロニケ人への手紙 4

章 13 節」神の御言葉をお読みします。 

第一テサロニケ 4 

13 眠っている人たちについては、兄弟たち、あなたがたに知らずにいてほしくありません。あなたがた

が、望みのない他の人々のように悲しまないためです。 

言い換えれば、時の始めから生きてきたすべての人のうち、人類の贖いへの信仰を持たなかった、あるい

は持とうとしなかった人たちは、定められた時に死んで、希望がないのです。全く。私たちは皆、永遠の

ために創られたのだから、心の奥底には生きることへの憧れがある筈です。しかし、イエス・キリストを

信じない人にとってこの滅びゆく世界が精一杯です。キリストがいなければ、希望はありません。永遠の

命への道はとても狭いのです。そして、それは良いことでもあります。道は一つしかありません。それは

イエスです。推測の余地はありません。想像してみてください。1 番扉、2 番扉、3 番扉。いいえ、扉は

1 つしかありません。それだけです。死は訪れます。私たちはクリスチャンとして向き合う必要がありま

す。しっかり向き合うのです。人々が私たちを見ているからです。死に対してどのように対応するかを。

私はこれを受け取りました。どうすればいいか分かりませんでしたが、1 年前に、姉妹が癌で亡くなりま

した。彼女は死に際に、私にメッセージをくれたのです。彼女はこう言っています。 

「マック牧師、あなたにお知らせします。本当に窮地に立たされています。牧師さん、たぶんもうすぐ私

は家に帰りますよ。大変間近に。」そこで私は祈りました。彼女に話すことを与えてくださいと、主にお

願いしたのです。私は彼女に電話しました。彼女は電話に出ました。そして彼女は、言いました。 

「私は死ぬのです。」それで私の口から出た最初の言葉は、「何を言っているのですか？ 死ぬだなんて。」 

私が話す前に、彼女はこう言いました。「しかし、死ぬ間際のミニストリーで 私は主を賛美します。」 

私は彼女を励ますために電話をしたのですが、彼女が私を励ましたのです。彼女が亡くなる直前にお会

いすることができました。着替えている間にナースステーションの看護師さんが言いました。 

「彼女はいつも主を賛美していましたよ。」私が部屋に入った時、礼拝の讃美歌が流れていました。死を

どのようにとらえるかは、クリスチャンとしての証そのものです。私たちは、希望がないように振舞うの

でしょうか。「第一コリント人への手紙 15 章」をご覧ください。「第一コリント人への手紙 15 章 54 節」



を見てください。スクリーンにも表示しますが、自分の目で見ていただきたいと思います。あとで戻れる

ようしるしを付けられると良いです。ただ見たいのです。私たちは、ここを何度も何度も読んできまし

た。今日、主の御霊がこのことをより明確にして下さるのを祈ります。神の御言葉をお読みします。 

第一コリント 15 

54 そして、この朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、

このように記されたみことばが実現します。「死は勝利に吞み込まれた。」 

55「死よ、おまえの勝利はどこにあるのか。死よ、おまえのとげはどこにあるのか。」 

56 死のとげは罪であり、罪の力は律法です。 

57 しかし、神に感謝します。神は、私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくだ

さいました。 

そして 58 節、注意してご覧ください。 

58 ですから、私の愛する兄弟たち。（聞いてください。）堅く立って、動かされることなく、いつも主の

わざに励みなさい。あなたがたは、自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですか

ら。 

誰も、死に伴う悲しみを取り除くことができるとは言っていません。しかし、私たちには希望がありま

す。誰も、これで死ぬときの痛みや苦しみが変わるとは言っていません。しかし、私たちには希望があり

ます。「じゃあ、死ぬ準備はできているの？」と聞かれると、私の答えは、「はい。」です。完全に。私が

強いからではありません。私は弱いです。死を覚悟するのは、私が強いからではありません。神が強いか

らです。私は神の御言葉を信じます。私は神の御力を信じます。私ではありません。私は主の平安におい

て休みます。主の血潮のおかげで、私は安全なのです。死についての話をすると、緊張したり不安になっ

たりするものです。このメッセージを聞いているなら、死を経験しておられませんね。私もです。しかし、

私たちに約束された時が来たら、その過程の中で、力が与えられることを皆さんにお伝えしておきます。

なぜなら、私たちの神はとてもご忠実だからです。しかし、しかしがあります。もしあなたが、私たちの

ご忠実な神を知らないなら、それは問題です。もしあなたがイエス・キリストを、真に自分の個人的な救

い主として受け入れてないなら問題があります。死を恐れなければなりません。その時、あなたに希望は

ありません。私の言葉ではありません。神の御言葉が仰る事です。罪のせいで希望がありません。私たち

は皆、罪を背負って生まれました。罪には最も過酷な罰が伴います。私たちは皆、真の生ける神と和解し

なければなりません。罪の結果から逃れる希望を持つために。繰り返しますが、その方法はただ一つ、人

類のために死なれた人の子、イエス・キリストによるものです。信じられないほどの愛です。私たち全員

が神と和解することを望んでおられます。イエス・キリストの福音でそれが出来るのです。 

イエス・キリストの福音とは、キリストは、聖書に書かれている通り、私たちの罪のために死なれたこと、 

（第一コリント 15：3） 

また（イエスは）葬られたこと、また、聖書に書いてある通りに、三日目によみがえられたこと、 

（第一コリント 15：4） 

この御業が、死を克服したのです。勝ったのです。そしてイエスは、教会のために戻って来られます。待

ちきれません。あなたも主を受け入れることで、その一部になることができるのです。ABC のようにシ

ンプルです。 

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イエス・キリストが必要であると



Acknowledge/認める 。ローマ人への手紙 3章 10節に、こう書かれています。 

「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 10節に、こう書かれています。 

「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、 

「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、」 

イエス・キリストなしでは、（天国には）誰も入れません。ローマ人への手紙 6章 23節、 

「罪の報酬は死です。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 

6:23a) 

それが、Aです。 

Ｂ：あなたの心で、Believe/信じる。Ｃ：Confess/告白する。この両方が、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） 

これは、救われるための 1 つの方法です。そうすることで、死の恐怖が遠ざかり、後に続く永遠の命の喜

びを受けます。神の御言葉は具体的にこう語っています。主は、ある人たちが遅れていると思っているよ

うに、約束したことを遅らせているのではなく、（この約束が来ます） 

もしあなたが救われていないなら、この無償の贈り物を断ってはいけません。私たちは、それに値しない

のですよ。私たちの死は今日かもしれません。死を打ち破られたキリスト・イエスを信頼し、命を選んで

ください。ご起立ください。祈りましょう。 

天のお父様。あなたがどういうお方であるか主よ、心から感謝したいと思います。あなたの聖霊の力によ

って、あなたがこれらの言葉全てを取り、心に届け、すべての人の心に触れ、私たちを変えて下さいます

ように。そうすれば、私たちは、あなたの真理のすべてを知り、大胆に、これまでとは違った生き方をし

ます。そして、聖霊の力を内に秘めて世に向き合うのです。この死の後に永遠の命があることを知ってい

るので、何が起こっても動じません。私たちはあなたを愛し、あなたに感謝し、あなたを賛美します。イ

エス・キリストの力強い御名によって祈ります。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 hukuinn7 

 


