2021.10.31. 恐れを超える信仰
新約聖書：へブル人への手紙 11 章 23 節から 29 節
JD ファラグ牧師
おはようございます。第二礼拝へようこそ。日曜日の午前中は二つの礼拝があります。第一礼拝は「聖書
預言・アップデート」で、第二礼拝は説教で、聖書を巻ごと、章ごと、節ごとに読んでいきます。私たち
は現在、ヘブル人への手紙第 11 章に入っています。今日の聖書箇所は 23 から 29 節です。今日の聖書箇
所は 23 から 29 節です。もし私たちが、ヘブル人への手紙第 11 章に時間を掛けているように思えるな
ら、もし私たちが、ヘブル人への手紙第 11 章に時間を掛けているように思えるなら、それは、ヘブル人
への手紙第 11 章を急いで進む必要がないからです。いいですか？ では、ここにいらっしゃる方で、可
能な方はご起立いただいて、朗読についてきてださい。無理な方は座ったままでけっこうです。私が読み
ますので、23 節から目で追ってください。今日は本当に楽しみにしていました。モーセについて話しま
しょう、待ちきれませんでした。その前に、まずはママとパパの話をしましょう。23 節。
ヘブル人への手紙第 11 章
23 信仰によって、モーセは生まれてから三か月の間、両親によって隠されていました。彼らがその子の
かわいいのを見、また、王の命令を恐れなかったからです。
24 信仰によって、モーセは成人したときに、ファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、
25 はかない罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民とともに苦しむことを選び取りました。
26 彼は、キリストのゆえに受ける辱めを、エジプトの宝にまさる大きな富と考えました。それは、与え
られる報いから目を離さなかったからでした。
27 信仰によって、彼は王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見てい
るようにして、忍び通したのです。
28 信仰によって、彼は長子を滅ぼす者が自分たちに触れることがないように、過越の食事をし、血を振
りかけました。
29 信仰によって、人々は乾いた陸地を行くのと同じように紅海を渡りました。エジプト人たちは同じこ
とをしようとしましたが、水に吞み込まれてしまいました。
祈りましょう。もしよろしければ、一緒におねがいします。私たちが神の御言葉の中で共に過ごす時間
に、神の祝福があるように祈りましょう。愛する天のお父さま、あなたの御言葉に心から感謝します。日
曜日の朝の、この箇所の、あなたの御言葉に心を捧げます。今日、私たちに与えられてる、あなたの御言
葉に感謝します。主よ、そのために私たちは今日ここにいるのです。私たちがここにいるのは、私たちは
飢え渇き、あなたを必要とし、あなただけが、私たちの飢え渇きを癒やすことができると知っているから
です。主よ、こんにち、世界で起こっているすべてのことについて、多くのストレスやプレッシャーがあ
り、多くの人々が本当に苦しんでいること、そして私たちが生きてゆく日々の困難さを私は痛感してい
ます。しかし、主よ、あなたは私たちの安全な場所です。あなたは、私たちの安らぎです。あなたは、私
たちの盾です。あなたの御言葉は盾です。主よ、私たちは今日この場所に来ました。あなただけが与える
ことの出来る、導きを得たいからです。主よ、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。イエスの御名によって祈ります、アーメン、アーメン。
ご着席ください。ありがとうございます。それでは、こんにち、私たち一人一人が日常的に直面している
選択についてお話ししたいと思います。時には、恐れよりも信仰を選択することに関しては、一日に何度

もあります。ヘブル人への手紙の著者は、読者の注意をモーセに向けていますが、モーセだけでなく、彼
の両親も、神に信頼することを選び、信仰を持ち、恐れに陥らなかったという点で共通しています。なぜ
なら、真実は明らかであるように、恐れと同時に信仰にも満たされることはあり得ないからです。どちら
かです。恐怖でいっぱいになるか、あるいは、信仰で満たされるのか。ここからが重要なのですが、今日
の箇所で、それがはっきりとわかってくると思います。選択するのは私たちです。私たちが選択するので
す。そして、私たちは常にこの選択を迫られています。この状況で、私たちは、神を信頼することを”選
ぶ”でしょうか？ それとも恐怖に屈し、罠である人間への恐怖に屈するのでしょうか。それとも、周り
で何が起こったとしても神を信じ、信仰によって神の御言葉に信頼を置くでしょうか？

ここに五つの

記述があります。ある人はそれを 「”信仰による”記述」と呼んでいます。”五つの信仰の事実。”あ、こ
の方がいいですね。信仰に関する五つの事実です。これは、彼らが信仰によってしたことです。だからこ
そ、ヘブル人への手紙の著者は聖霊によって、この五つの「信仰によって」を記録しているのです。
”信仰によって、信仰によって、信仰によって、恐れなかった”なぜなら、置かれた状況の中で、彼らがし
たこを見る時、彼らはその選択をしたということです。私たちは屈して、恐れの犠牲となるのか、それと
も、信仰によって神に信頼するのかのどちらかです。最初のものは 23 節にあります。それは、ある意味
他の残りの部分を方向づけるものです。
「信仰は恐れに打ち勝つ」ここでは、モーセが生まれたときの
母親と父親について語られていますが、その経緯はご存知の通りです。ファラオは、ヘブル人の人口が多
いことを知ったとき、それに脅えました。ところで、補足的に言わせてもらうと、もしかしたら今日、誰
かがこれを聞く必要があるのかもしれません。敵は、私たちが恐れる以上に、私たちを恐れています。で
も、敵は、そのことを私たちに知られたくないのです。ですから、敵は、私たちに恐れの心を植えつけよ
うとします。しかし、神は私たちに、恐れの霊を与えておられません。敵は私たちを騙して、恐れなけれ
ばならないと信じ込ませようとします。モーセのパパとママは、そうではありませんでした。勅令が出
て、ヘブル人男性、男の子を一人残らず連れ去ることなりました。これはくどい表現ですね、男性は男の
子…オッケー。だって、最近は分かりませんからね。( 笑 ) 繰り返したのは良かったかもしれません。
長い一週間でしたので、堪忍してください。ヘブル人の男の子は皆、ナイル川に投げ込まれ殺されること
になってましたが、しかし神は、信仰によって、両親にこの男の子を隠させました。なぜなら、この男の
子は神の民をエジプトから救い出す者として成長することになるからです。ですから、信仰によって、両
親は男の子を隠したのです。どうか見逃さないでください。著者はこのことを注意深く指摘しています。
両親はファラオを恐れず、勅令を恐れず、男の子を隠しました。あえて言えば、新しい規制を恐れなかっ
たということです。ほら、言ってしまいました ー( 笑)ー
もしあなたが人間を恐れてしまうなら、神を畏れてはいません。もしあなたが神を畏れるならば、人を恐
れることはなくなります。
2 つ目です。非常に興味深いです、24-26 節に出てきます。
「信仰は無益なことを拒む」これもまた選択
です。ここで再び、著者が注意深く指摘しているのはモーセがエジプトでの楽しみと宝に、どれほど囲ま
れていたかということです。そして、エジプトには楽しみと宝があったのです。モーセは、それらが価値
のないものであることを知っていました。だからこそモーセは、これを選んだのです。次に見るように、
キリストのために恥を忍ぶことを選んだのです。
「目に見えないものを見る。
」これは 27 節で時間をかけ
て学びたいことです。これが信仰の働きです。
「目に見えないものを見る」この節で語られている、モー
セが信仰によってエジプトを離れ、信仰によって一歩踏み出したことの重要性を、どれだけ正確に伝え

られるかわかりません。この節で語られている、モーセが信仰によってエジプトを離れ、信仰によって一
歩踏み出したことの重要性を、どれだけ正確に伝えられるかわかりません。まず、恐れの要素があったこ
とに注目してください。なぜなら、繰り返しますが、著者が記した詳細には、モーセはファラオを恐れな
かったとあるからです。すべての人々がファラオを恐れたのです。モーセは違いました。では、なぜモー
セはファラオを恐れなかったのか？ 彼に信仰があったからです。彼の信仰とは？ 彼には信仰があり、
さらに、忍耐することができたのです。なぜなら、信仰の目を通して、目に見えないものを見ることがで
きたからです。それが信仰というものではないでしょうか。
「信仰とは、望んでいることの保証、まだ見ていないものの証拠である。
」証拠：強い表現です。
（へブル 11:1 参照）
それは、信仰の目を通して見られるものです。
「私には証拠があります。それは見えませんが。
」しかし、
そこに信仰がやってくるのです。ところで、恐怖が信仰の対照であるように、見えることも信仰の対照で
す。私たちが抱えている問題は、信仰によってではなく、目で見たものによって歩もうとすることです。
「私は見たいんです。
」そうですね？「やはり、見ることは信じることですから。
」さて、私たちの神への
信仰に関してはその逆で、
「見ることは信じること」ではなく、
「信じることが、見ること」だからです。
私は信仰によって、目に見えないものを信じています。信じているからこそ、耐え忍べるのです。私は信
仰によって歩んでいます。見えるものによって歩んではいません。しかし私の肉は、私が見るもによって
歩むことを望みます。なぜなら、なんといっても、見えるからです。それは安全です。信仰ではありませ
ん。信仰はリスクを伴います。居心地が良くありません。モーセがエジプトを去るとき、自分が知ってい
たすべての物、すべての人を置いていったことを理解しなければなりません。それからの 40 年間、通常
の荒野ではなく、荒野の奥地で過ごすことになるのです。40 年間、ただの荒野どころか、荒野の奥地と
いった時点で、どれだけ酷いところだか分かりますか。実際、モーセの人生は、40 年ずつの三つに分け
られます。最初の 40 年は、エジプトで育てられ、エジプトの習慣や知恵を学び、次の 40 年は、荒野の
奥地で長い時間を過ごします。あまりにも長いので、燃える柴の後ろに神が現れたときは、荒野の手前で
はなく、奥地でずっと過ごすことを想像できますか？ いま、覚えといてください。40 年間、荒野の奥
地にいたのです。その後、神が現れ、燃える柴から語りかけられるのです。40 年間、モーセの話し相は、
おそらく羊だけだったのです。神はモーセに現れ、まず最初に、
「あなたの履き物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。
」と言われました。
（出エジプト記
３：５）
そして神に召され、これがモーセの最後の 40 年の使命となり、イスラエルの民をエジプトの奴隷から導
き出すことになるのです。そして、それはちょっと面白くて、聖書の解説者の間でも議論があるのです
が、もちろん、私はいつもそこにユーモアを感じています。神がモーセを呼ばれたとき、彼の前の時代と
後の時代の人々と同じように、モーセは、神が彼の人生に与えられた召命について神と議論します。
「神よ、あなたは間違ったファイルを取り出しました。私は、あなたがお考えになるような男ではありま
せん。
」というように。「私はここに、…40 年も...いるんですよ…」そのあいだ羊とだけ話していて、言
語障害を発症し、もはや上手く話すことができないのです。そして、モーセは召しから逃れようとしま
す。そして、彼だけではありません。彼には良い仲間がいます。他の人々もそうでした。そして、神は「ダ
メだ。あなたは逃れられない。
」と仰います。
「もし、これに関して問題なら、アロンに喋らせればいい。
」
だからこそ、旧約聖書の中にこの言葉が書かれているのです。
「神はモーセに命じて、アロンに民に向け

て語らせた。
」何が起こったのかわかりませんが、実際には、うまく喋れなかっただけかもしれません。
言語障害だったのかもしれませんね。わからないですね。しかし、40 年間、彼はすべての宝、楽しみ、
快適さ、つまりインターネットの速い速度にも決別して、荒野の奥地にいました。ー（ 笑 ）ー
私はただ、これを付け加え、私たちに身近なものにしようと思ったんです。そして信仰によって彼は去っ
ていくのです。彼は未知の世界に入り、耐え忍びました。なぜなら、目に見えないものを見ていたからで
す。これが信仰です。これこそが信仰がなすことです。これが信仰の姿です。こんな風に言いますよね？
「私たちは信仰を持って踏み出した。
」いいじゃないですか。良いでしょう。なぜなら、信仰は一歩踏み
出すことを必要とするからです。つまり、
「私には見えませんがでも、主よ、あなたを信頼します」と。
「私にはわかりません。しかし、主よ、あなたはご存じです。だから、私はただ主よ、あなたを信頼し、
信仰によって歩みます。
」そして、ヘブル人への手紙の著者は、すでにこのように書いています。これは、
手紙の全体の中でも特に主要な部分の一つです。
「信仰がなければ、神を喜ばせることはできません。」（へブル１１：６）
この意味は、信仰によって神を喜ばせることができるということです。信仰がなければ神を喜ばせるこ
とができないということは、信仰があれば、神を喜ばせることができるということですよね？

私はい

つも、イエスがすべてを止められ、信仰を持っている人や信仰がない人に注意を向けられる、福音書の記
述に心を打たれます。イエスが、育った故郷のナザレに行かれたとき、私の祖母はナザレで生まれ育ちま
した。イエスは、そこでは多くの奇跡をなされなかったと言われています。どうしてでしょう？
誰もがイエスを見て、「あれはヨセフのところの子だ、ヨセフの養子だ。」と言ったからです。
（マタイ１３：５５参照）
「いつも走り回っているのを見ていた子だよ。彼が神の子？ 彼が.....まさか！」ですからイエスは何も
できなかったのです。彼らは信じませんでした。それで、イエスは何もお出来になれなかったのです。私
たちもそうでありませんか？

私たちは、人生における神の祝福の御手を、自分の不信仰のロープで縛

ってしまいます。私は、イエスにこう言ったあの男のことを考えます。この男に、早く会ってみたいです
ね。彼は天国にいますよ。
彼はイエスに向かって、「信じます。不信仰な私をお助けください 。」と言いました。
（マルコ 9:２４参
照）あぁ、これは私です！ これは私です。主よ、私は信じていますが、私の不信仰を助けてください。
主よ、私は信仰を持っていますが、私の不信仰を助けてください。私には信仰によってあなたを信せず、
信仰によって信頼せず、信仰によって踏み出せない傾向があります。なぜなら、自分の肉は、苦難を避け
たいからです。私の肉は、信仰という概念にいら立ちます。いや、信仰とはそのレンズを通して目に見え
ないものを見ることです。これが 28 節へと導き、４つ目に繋がります。当たり前のことに聞こえると思
いますが、
「信仰は神を信頼すること」です。さて、ここでちょっとイメージをして、出エジプト記の十
番目の災いの記述ですが、神は、子羊を連れて行き、4 日間吟味して傷がないことを確認し、4 日目の正
確な時刻に傷のない子羊を連れて行き、その子羊を殺すように言われています。そして、ヒソプの枝を取
り、その子羊の血に浸して、家の門柱にぬり付けます。
（出エジプト記１２章参照）
ところで、私たちはよくこの話をしますが、それは十字架の形です。上の鴨居、下の水盤、左右の柱、そ
れらに子羊の血が塗られていたので、死の使いが来たとき、家を過ぎ越したのです。これは、神の御言葉
の中で、ただ、
「ああ、そうなんだ。
」と読み過ごしてしまう所です。ちょっと待ってください。ちょっと
考えてみましょう。もしあなたがそこにいたら？

あなたは前の九つの災いを目撃しています。…それ

は、私だけかもしれませんが、本当にいかしていたことでしょう。ところで、その災いの一つ一つはエジ
プト人の神でした。エジプト人は、三千以上の神々を持っていたとも言われています。実は、皆さん理由
はお分かりだと思いますが、私が一番好きなのは、カエル（フロッグ）の神です。ファラッグではなく、
フロッグ(カエル)です。彼らはカエルを崇拝していました。神がこう仰っているようです。「あなた方は
カエルが好きなのですか？

カエルをあげましょう。」して悪臭...とにかく、もう続けませんが、イスラ

エル人はその一つ一つを目撃したのです。しかし、今は個人的な話になっています。イナゴや、ナイル川
が血に染まるとか、カエルとか、そういったものではないのです。今、話しているのは自分の初子のこと
です。全然レベルが違いますね。つまり、もしもではなく、大災難が襲う”とき”、家の門柱に子羊の血を
塗っておかないと、長男が死んでしまうと？

それが信仰です。私が何を言おうとしているかわかりま

すか？ 彼らは信仰をおいたのです。見てください。彼らは、家の門柱に塗られた子羊の血への信仰によ
る恵みによって、救われたのです。それが信仰です。信じたのです。想像できますか、その家庭を？
「おいおい、マジかよ。冗談だろ？ この子羊を連れてきて、4 日間検査して...」ちなみにそれは、イエ
スが裁判にかけられて、罪も責任もないことがわかった日数で、最後の日のその時間は、つまり、イエス
が神の子羊として屠られたは、まさにその時間と日でした。
「その子羊の血を受ければ救われると言うこ
とか？ そうは見えないね。
」だからこそ、信仰なのです。神を信頼すること。悲しいのは、
「ただ神に信
頼せよ」とは、今では決まり文句のようだからです。そうですよね？「ただ、主に信頼してください。」
「あぁ、私はただ主に信頼します。
」誰かにそう言われるのって嫌じゃないですか？「私が知らなかった
とでも？」みたいな。
「さぁ、JD、ただ主を信頼するんだよ！」
（JD、ひきつった笑顔…）
「分かったよ。」
ー（笑）ー 主を信頼することの意味を知っていますか？ 自分の人生を主に委ねているのです。このよ
うに説明しましょう。このように考えてみてください。私たちは主に信仰を置き、救いに関して、主を信
じている。いいですか？ 言い換えれば、ラッパが鳴ってキリストにある死者が先によみがえり、生きて
残っている私たちは、空中で主と出会うために、携挙で上げられ、主と永遠に生きることを、主に信頼し
ています。
（Ⅰテサロニケ４:16 ｰ 17 参照）そのことは、主に信頼しているのに、今月の家賃は、主に信
頼できないのですか？ 嫌味を言うつもりはありませんが、考えてみてください。これに関して、私は本
当に神に信頼しているのか？ それは必ず起こると、私は信仰によって信じています。しかし、これにつ
いては神に信頼できない？

でも、あのことについては、神に信頼しています。それが信仰というもので

す。信仰は神を信頼することです。これは、一人ひとりの信仰が必要であり、それにより、彼らは救われ
るのです。
「分かりました。主を信頼しましょう。私たちの救いのために、この子羊の流した血に信頼を
置くことにしましょう。
」このことについては、後ほど詳しくお話しします最後は 29 節です。これも重
要です。どれも大事ですが、これにも少し時間をかけたいと思います。「信仰とは前進すること」です。
これは、神の民がエジプトから解放されて脱出しているところで、ちなみに、急いでいます。そういえば、
彼らはたくさんの戦利品や金品、宝物も手に入れていましたね。モーセが山で律法を与えられていたと
き、民は、金の子牛を作るための金をどこで手に入れたと思いますか？
ら来たのでしょう？

あれを作るアイデアはどこか

それはエジプトでやっていたことです。神は、彼らをエジプトから救い出された

と言われていますが、しかし、神は、彼らからエジプトを救い出さなければなりませんでした。ところで、
エジプトは世の型です。ここで著者は、いかにして、信仰によってもたらされたかについて、その詳細を
提供しています。ここでまた、恐れの要素が出てきます。そこにエジプト兵が迫っていましたが、彼らは、
信仰によって紅海を乾いた土地のように渡りました。皆さんは映画をご覧になったと思いますが、私は

聖書の方が良いと思います、実際、聖書の説明はより正確だと思います。しかし、それには信仰が必要で、
彼らは、恐れよりも信仰を選ばなければなりませんでした。その場面を思い浮かべてみてください。これ
は、聖書の中で、あまりにもよく知られているために、取り立てて大変な出来事とは思いません。でも、
ちょっと紅海まで遡ってみましょう。今、エジプトから解放されたところですね。あなたは、
「ああ、主
を讃えよう。ありがとうイエス様、感謝します主よ、神様、ありがとうございます。自由になりました！」
そして、この海、巨大な紅海にたどり着きました。そしてすぐに後ろに、あなたを連れ戻そうと追いかけ
てくるエジプトの戦車の音が聞こえるのです。さて、喜びもつかの間。それはまるで、こんな感じです。
朝、主との時間を持ったとき、主を賛美し、主を讃えます。あなたは御言葉の中にいます。あなたは祈り
の中にいます。賛美していますね。素晴らしいデボーションですね。そして仕事に行く時間になり、車に
乗って賛美の曲をかけて、主を賛美していると、誰かがあなたの前に入り込んできます。ー( 笑）ー
エジプト人です。エジプト人には気をつけないといけませんね。ー( 笑)ー そして、あなたの聖なるも
のは、すべて逃げて行きます。何が起こったの？あなたは神に感謝し、神を賛美していたじゃないです
か。今はこれですよ。イスラエルの民が何と言ったと思いますか？

私たちも同じことをしていたでし

ょうから、彼らにあまり厳しくしないでください。彼らのようなことは絶対にしないと自惚れていると、
私たちは大きな過ちを犯すと思います。つまり、彼らはいつも、文句を言い、不満を言っていたのです。
はい、あなたもそうします。彼らはそこにたどり着ました。しかし、エジプト人が後ろにいます。神は火
の柱を立てて、エジプト兵を止めておられます。目の前は紅海です。さて、どうしましょう。選択肢があ
りますね。溺れるか、エジプト兵に討たれて死ぬか。まったく勝ち目無しですよね？ そして、彼らは文
句を言い始めます。それは最初であって、まだ始まったばかりです。彼らはこのように言いますが、その
文化の中で、今日に至るまで、つまり、言い方は悪いですが、これが究極の究極だということを理解しな
ければなりません。
「エジプトには墓がないからといって、荒野で死なせるのために、神は我々をここに連れて来たのか。」
（出エジプト記１４:１１参照）
ワァ~~~！

本当に？！

ちょっと確認させてください。神が十の災いを起こされるのを見て、子羊の

血によってあなた達は救われ、そしてここにいるのではないのですか？ 神がそのようにしたと？
「わたしはそんな風に彼らを殺したくはない。ここで溺れさせるか、エジプト人に殺してもらうかだ。」
今回も、このようなユーモアお許しください。モーセが杖を出すように言われ、紅海が割れました。どれ
ほど静まり返ったのだろうかと思うのです。彼らは、おお、すごい！と思っています。これが紅海の明白
さというものです。
「神は私たちにこの道を歩ませたいのだと思います。」ー（笑）ー
「これは神のご意志だと思います。あなたはどう思いますか？」でも、そうはいきません。
「ちょっと待
ってください。もしかしたら、私たちがこの海の真ん中にきたときに、水が上から…そして神は、そこで
我々を殺すつもりなのだ。そうすれば、私たちは皆、海の中にいるので、神はお墓のことは気にする必要
はないから。
」彼らがそう考えたと思いますか？ 私はそうだったと思います。そうでなければ、ヘブル
人の手紙の著者が、この「信仰によって」という記述をこの章に入れることはなかったでしょう。なぜな
ら、
「信仰によって、彼らは渡った」と書かれているからです。つまり、彼らは信仰によってそこに入ら
なければならなかったのです。疑問に思うのは、映画をご覧になったと思いますが、本当に波があったん
ですね。ところで、私はこれも共有した方がいいですよね？

私の姉は『十戒』を撮影したパラマウン

ト・ムービー・スタジオで働いています。そして、彼女は私たちを案内してくれて、そのシーンが撮影さ

れた場所教えてくれました。台無しにするのは嫌ですが、あなたのために台無しにしましょう。スタジオ
の一つである巨大なビルの前の駐車場で、そこに波があったのです。映画の中ではとても良かったので
すが、撮影場所が駐車場だったので、見なければ良かったと思いました。だから、次に『十戒』を見ると
きは、駐車場と大きな建物だったと。しかし、あの波は本当に高かったですよね？ そして、彼らは乾い
た地面を歩いて通り抜けました。こんにち、紅海の奇跡について、クリスチャンを非難する人たちがいま
す。これは奇跡でした。
「実際には葦の海だったわけで、浅くて強風が吹くこともあるので、奇跡とは言えません。そして、水が
上がってくるので、そのようにして渡ったと考えられます。」そのように、神や神の力強い奇跡を否定す
るために何でもします。だから、もし誰かにこんなことを言われたら、楽しんでくださいね。ただこう言
うのです。
「ワーオ! 本当に驚きです。それはさらに大きな奇跡です。なぜならあなたは、神がエジプト
人を水深 3 インチ(7.6 ㎝)のところで溺れさせたと言っているのですから。
」( 笑 )
さて、ここからが本題です、というか本題に入ろうとしているところです。彼らは恐れよりも信仰を選ば
なければなりませんでした。なぜなら、恐れが後ろから迫っていたからです。そして、恐れは常に私たち
の後ろから追ってきているというのは、真実ではないでしょうか。信仰は前に進みます。信仰は前に進
み、神を信頼します。ついでに言えば、信仰はまた、奇跡は起こることを神に信頼しています。これは奇
跡ですよね？

いいですか？

それは奇跡です。いつだったでしょう、愛を持ってこのことを尋ねたい

と思います。また、繰り返しになりますが、主は私の心をご存じです。皮肉を言いたくはありませんが、
私がこれを言うときは、自分のことを話しています。最後に、奇跡は起こると、神を信頼したのはいつで
すか？「あれは奇跡だったんじゃないかな？」ではなく、「いや、これは間違いない」という話です。
「これは奇跡的なことでした。どう考えても、神がして下さったことです。
」最後に神に「紅海を割って
ください」とお願いしたのはいつですか？
ってくださらないのですか？

主がやってくださると信じていないのですか？

なぜ、や

あなたは主が、エジプトには十分な墓がなかったので、あなたを殺すた

めにここまで連れてきたと思いますか？

主がどれだけあなたを愛しておられるか知っていますか？

ローマ人への手紙 8 章、つまり使徒パウロの表現ですが、聖霊によるものと分かっていますが、本当に
完璧なのです。彼はこう言っています。
「もし神が、あなたへの愛のために、ひとり子を喜んで与えられたのなら、神があなたに与えないものが
あるだろうか？」
（ローマ８：３２参照）
もしそれが良いものであるなら、神は与えてくださいます。それが良いものであり、主の栄光のためであ
れば、それは決まりです。最後に神を信頼し、奇跡が起こると信じたのはいつですか？ 何が悲しいかと
いうと・・・。お付き合いください。この点では、信仰のことば/ワード・オブ・フェイス運動が大きな
ダメージを与えています。”名付けて、主張して、ベラベラしゃべって、手に入れる”という考え方です。
「ただ語るのです！もしあなたに十分な信仰があるなら…！」個人的には神への冒涜だと思います。敵
がそれで何を成し遂げたか知っていますか？

それは、クリスチャンである私たちが、そこからできる

限り距離を置くように仕向け、その反対側に行くように仕向けたということです。そして、信仰という赤
ちゃんを、その偽りの教えという風呂水と一緒に流してしまうことです。いいえ、信仰は山を動かしま
す。ところで、たくさんの量の信仰は必要ありません。からし種サイズの信仰があれば、どんな山であっ
ても、その山に向かって、語ることが出来るのです。道を踏み外した娘、放蕩息子、癌の宣告、経済的な
破綻や苦難など、どんな山であっても、からし種サイズの、顕微鏡サイズの信仰があれば、その山に向か

って、
「お前は自ら根こそぎにして、出て行け。自ら海に身を投じろ。
」と語ることができるのです。コオ
ラウ山脈にむかって語ってください。海に身を投じろと。それだけでいいのです。もしそれが、神の栄光
のためであればイエスは「わたしの名によって求めることは、何でもそれをしてあげます。父が子によっ
て栄光をお受けになるためです。
」と仰ったのではなかったですか。（ヨハネ 14:13 参照）
ところで、これは修飾語です。もしそのことの中に、神の栄光が現れるのであれば、神はそれを実行され
ます。しかし、ここで問題が発生します。前提条件があります。その第一は、主はお出来になると信じ、
主がしてくださるという信仰を持つことであり、第二は、それを待つことです。求めなければなりませ
ん。与えられないのは、求めないからです。
（ヤコブ 4:2 参照）
求めなければなりません。提案があります。不可能なことでも、主に求めてみませんか？

ただ主を信

じ、信頼し、信仰によって主に求め、そして待つのです。なぜなら、神が「立って主の救いを見よ」と仰
られた後、紅海が割れたからです。
（出エジプト記 14:13 参照）非常に緩い言い換えですが、このように
解釈しています。大きな奇跡を、あなたは信仰によって求めます。
「よし、今、わたしを見ていなさい。」
「わたしが何をするか見なさい。
」こんな風に言ってもいいですか？ 私たちには大きな神がいて、神は
神にしかできない大きなことをしてくださると、私たちが信頼することを望んでいます。思い出してく
ださい、あの話は何だったかな、征服した男が使い果たして...うーん......覚えておくべきでしたね。しか
し、彼は王であり、1 年に 1 日だけ、国民の誰かを自分の所に来させ、何でも頼めるようにしていまし
た。そうすると、彼らはやってきて、家畜や物資、お金などを要求してくるのが常でしたそして、1 年の
ある特別な日に、この男が現れて、大胆にも、この巨大な邸宅を彼に求め、友人たちが大宴会をするため
の巨大な宴会場が欲しい、この土地のすべてが欲しい、これらすべてが欲しいと言って、そして、彼は食
料品リストを読み始めました。人々の姿を想像してみてください。ちなみに、これは実話です。その場に
いた人々が、
「この人は何を考えているんだろう」と思ったことでしょう。他の人たちは、来月分の家賃
を要求したり、もし迷惑でなければ…と、半年分の家賃を要求したりしています。この人は、つまり、こ
れも欲しい、あれも欲しいという感じです。これも欲しい！あれも欲しい！ そして、王はそれを認めま
す。そして、こう言うのです。
「どうぞ、私がそれをあなたに与えよう」そして、みんなが、
「...えっ？！！」
「これは冗談ですか？！」ー「いいえ。
」彼はこう言います。
「王である私にしかできないことを求められ
たのは、これが初めてだ。
「自分が王であると実感できたのは、これが初めだ。それができるのは私だけ
だ。他の誰もが、これらの他の人々が求めているものは何でも与えることができる。
」つまり、天におら
れる神が、私たちが紅海を分けるような大きなことをお願いするのを待っておられて、天国の全軍を待
機させているようなイメージです。
「来たぞ！みんな準備しなさい！JD が祈りを捧げるぞ。よし、しー...！」
ここで私が祈ります。「主よ、どうかコストコの駐車場が見つかりますように。」ー( 笑 )ー
神がこう仰っているようなものです。
「...よし、研修生がいますね…彼を降ろしなさい。JD は駐車場を必
要としています、彼に駐車場を与えなさい。」
「このように、わたしはすべてのものを持っており、わたし
は求めれば、すぐにでも彼に与えることができますが、彼はわたしに求めませんでした。彼はただ、駐車
場を確保したいだけなのだろう。
」その駐車場に停めている人が、私にその駐車場を譲ることが出来ます。
紅海を割ることができるのは神だけですから、神にしかおできになれないことをお願いしてみてはいか
がでしょうか。さて、もしよろしければ、お話しさせてください。私は類型論について話す機会を逃すこ
とはありませんが、モーセの場合もそうです。実際、ヨセフの次にモーセは、イエス・キリストという人
物と十字架上の完成された御業について描かれた最も美しい描写の一つでしょう。時間の都合上、すべ

てを説明するつもりはありませんが、PDF ファイルをダウンロードすることができます。ここにどれだ
けの数があるのかわかりませんが、そのうちのいくつかを紹介しますと、モーセがいかにキリストの型
であるかということです。モーセは、贖い主であるイエスの姿を表しています。
1 つ目は、モーセが幼少期にエジプトで死から救われたことです。ちなみに、私は全ての聖書の引用もし
ています、イエスが、幼少期にエジプトに逃がれたことで救われたように。ところで、そのことの背景に
ある「理由」を、ちょっとだけお教えしましょうか。カインとアベルから始まって、サタンが神の民を殺
そうとしたのはなぜか知っていますか？

なぜなら、救い主は女の種、つまり処女懐胎で来なければな

らないからです。サタンは全知全能ではないからです。彼はすべてを知っているわけではありません。で
すから、彼は太古の昔からずっと、その種族を排除しようとしてきました。なぜなら、もし彼が成功すれ
ば、決して成功しないでしょうが、もし彼がその血統を破壊することに成功すれば、メシア(救い主)の到
来、イエスの初臨、そして反キリストと、ユダヤ人を滅ぼそうとする 7 年間の患難に対して行うイエス
の再臨を阻止することができました。なぜなら、ショックを受けるかもしれませんが、イエスはユダヤ人
でした。念のために言っておきます。ー( 笑 )ー いいですか、カインとアベルから始まって、ファラオ
まで早送りします。ヘブル人をすべて排除、絶滅させようとして、男子をナイル川に投げ込みます。エス
テル記に早送りしてみましょう。この学びを覚えていますか？ この書が、大好きなんです。ハマンとい
う反キリストの型が、王にヘブル人を皆殺しにするという命令を出させます。そして、モルデカイを経由
してエステル、このような時を経て、ユダヤ人たちは救われたのです。しかし、敵はずっと仕掛けてきま
した。イエスが生まれた時に早送りしましょう。ヘロデは、ヘブル人の男子をすべて屠殺させます。生々
しいですが、これは悪魔的です。そして、ヒトラーの時まで早送りします。ハマンもヘロデもヒトラーも、
みんな「H」で始まるのはなんででしょう、推測ですが、わかりません。しかし、ヒトラーも同じです。
なぜなら、もしユダヤ人を絶滅させることができれば、イエスは戻ってくることができないからです。な
ぜなら、黙示録の最後で、ユダヤ人はイエスが戻って来られることを求め、自分たちが突き刺したイエス
を見上げます。それが、私たちがイエスと共に戻って来る再臨であり、何万もの人がイエスと共に来ま
す。モーセはエジプトの王子になりました。イエスは平和の王子です。モーセは王子から貧しい人になり
ました。イエスは、神から人間になられました。完全に神であり、完全に人間であられます。モーセは自
分の民から拒絶されました。イエスはイスラエルに拒絶されました。モーセは民を贖い出す前に、ミディ
アンの荒野に逃げ込みました。イエスは、公に宣教の働きを始める前、荒野に退かれました。モーセは荒
野で 40 年間過ごしました。イエスは荒野で 40 日間過ごされました。モーセは 40 日 40 夜の断食をしま
した。イエスは 40 日 40 夜の断食をされました。モーセは、イスラエルをエジプトの奴隷状態から解放
しました。イエスは、私たちを罪の奴隷から解放してくださいました。これは興味深いです。モーセは山
から降りるのが遅くなりました。イエスとイエスに従う者たちは、来臨が遅れているかのように見える
ことで嘲笑されます。
「主の来臨の約束はどこにあるのか？」
（Ⅱペテロ 3:3－4 参照）
モーセは山の上から律法を与えました。イエスは、山の上から新しい律法、新しい契約を与えられまし
た。モーセは紅海を割りました。イエスはガリラヤの海を静めました。モーセの場合、民は心の中で引き
返していました。イエスの場合、多くの人々が引き返し、それ以上、イエスと歩むことはなかったと言わ
れています。最後に、モーセは、血が流された子羊、傷のない子羊、過越の子羊を通して彼らを解放しま
した。イエスは神の子羊として成就され、ご自身の血によってその子羊、過越の子羊として私たちを解放

してくださいました。だからこそ、神の御言葉が真実であるとわかるのです。人間がこれを思いつくと思
いますか？ まさか。お立ちください、賛美チームに来ていただき、歌で締めくくってもらい、私は祈り
で締めくくります。その前に、ここにいらっしゃる方やオンラインでご覧になっている方にお伝えした
いことがあります。私は、不安や心配、恐怖との闘いについてとてもオープンにしてきましたが、私は勝
利の中を歩いています。それは神の恵みによるものであることを知っていただきたいと思います。それ
は、言うは易し、行うは難しと言えるかもしれませんね。言うは易し、行うは難し。なぜなら、人生に襲
い掛かり、人生が本当に大変になってきているのは明らかですよね？

しかし、主を信頼すべき時があ

るとすれば、それは今です。これまでにないほど困難な状況にあるからこそ、これまでにないほど主に信
頼しなければならないのです。
祈りましょう。天の父よ、御言葉を与えてくださったことを、もう一度心から感謝します。そして、本当
にそれが信仰をもたらすのです。信仰は聞くこと、御言葉を聞くことによってもたらされます。主よ。そ
れは私たちを信仰で満たし、私たちを養い、私たちを鍛え、私たちを強くしてくれるのです。主よ、落胆
している人、本当に苦労している人、もしかしたら恐怖と絶望に打ちひしがれている人のために祈りま
す。主よ、今日、彼らが来た時と同じようにこの場所を離れないように祈ります。主よ、私たちは信じて
いますが、私たちの不信仰を助けてください。イエスの御名において、アーメン。

以下モーセとイエスの類型表 ↓

モーセ

イエス

幼子の時、エジプトで死から救われた（使徒の働き 7:18⁻21）

幼子の時、エジプトへ逃れることで救われた（マタイ 2:13⁻16）

知恵を学び、ことばに力があった（使徒の働き 7:22）

イエスの教えに、会堂の人々は驚いた（マルコ 6:2）

ファラオの娘がモーセを養子にした（出エジプト 2:10）

ヨセフがイエスを養子にした（マタイ 1:25）

モーセはエジプトの王子となった（出エジプト 2:10）

イエスは平和の王子（イザヤ 9:5、マタイ 28:18）

王子から貧民となった。（出エジプト 2:15⁻19）

神である方が人間になられた（ヨハネ 1:1⁻3,マルコ 6:3）

井戸で女性を救った（出エジプト 2：15⁻19）

井戸で女性を救った（ヨハネ４）

羊飼いとなった（出エジプト 3:1）

イエスは良い羊飼い（ヨハネ 10:11）

同胞は理解をすると思っていたが、彼らは理解しなかった（使徒の

世とイスラエルの民はイエスを受け入れなかった（ヨハネ

働き 7:25）

1:10,6:66）

民に拒絶された（出エジプト 2：12⁻14,使徒の働き 7:35）

イスラエルに拒絶された（ヨハネ 1:11,マルコ 15:12⁻15）

民を贖い出す前に、ミディアンの荒野へ逃れた（使徒の働き

宣教の働きの前に、荒野へ退かれた（マタイ 4:1⁻11）

7:29）
荒野で 40 年間過ごした（申命記 8：2）

荒野で 40 日間過ごされた（マルコ 1:13,ルカ 4:1⁻2）

40 日 40 夜断食をした（出エジプト 25:17⁻18）

40 日 40 夜断食をされた（マタイ 4:1⁻2）

御使いに導かれ、試された（出エジプト 23:20⁻23）

御使いに導かれ、試された（マルコ 1:12⁻13）

エジプトでの奴隷からイスラエルを解放した（使徒の働き 7:34）

罪の奴隷から私たちを解放された（ヨハネ 8:33⁻36）

傷のない子羊を通して、民は解放された（出エジプト 12:5）

子羊としてのイエス自身の血を通して、私たちは解放された（ヨハ
ネ 1:29）

民はモーセを石で打とうとしていた（出エジプト 17:4）

民はイエスを打つために石をとった（ヨハネ 8:59）

12 人の男を選んだ（申命記 1:23）

12 人の弟子を選ばれた（マルコ 3:13⁻14）

70 人の長老を集めた（民数記 11:16）

別に 70 人を任命された（ルカ 10:1）

山から降りて来るのが遅くなった（出エジプト 32:1）

イエスの来臨の約束が遅いことで嘲笑される（Ⅱペテロ 3:3-4）

死に際に祝福を与えた（申命記 33:1）

祝福をしながら、弟子たちから離れて天に上げられた（ルカ
24:50⁻51）

山から律法を与えた（出エジプト 19⁻24）

山から新しい律法を与えられた（マタイ 5⁻7）

紅海を割った（出エジプト 14:21）

ガリラヤ湖を静められた（マタイ 8:26）

しるしと不思議を行った（使徒の働き 7:36）

あらゆる病を癒された（マタイ 4:23）

民は再び心の向きを変え従わなかった（使徒の働き 7:39）

多くの人が離れ去り、もはやイエスと歩まなかった（ヨハネ 6:66）

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

