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神が今なさっていること 

JD ファラグ牧師 

おはようございます。私たちの第一礼拝へようこそ。日曜日の朝は２つの礼拝をしていて、第一礼拝は、

毎週「聖書預言・アップデート」第二礼拝は、神の御言葉を節ごとに学ぶ「聖書の学び」です。現在素晴

らしい「ヘブル人への手紙」で、今日は、11 章 4節から 6 節を学びます。何が神に喜ばれるのかを見て

いき、その中で、実際に私たちが神に喜んでいただくことをする時に、何が起こるのかという質問に答え

て行きます。それをハワイ時間 11 時 15 分からライブ配信します。ぜひ、その時に一緒に参加してみて

ください。またユーチューブやフェイスブックでご覧の方は、JDFarag.orgに直接行かれるのをお勧めし

ます。またユーチューブやフェイスブックでご覧の方は、JDFarag.org に直接行かれるのをお勧めします。 

中断なし、検閲されない完全版の今日の「聖書預言・アップデート」をご覧になれます。ですから、よろ

しければ、今からそうなさってください。それでは、始めましょう。今日は我慢してくださいよ。私は、

神が今何をなさっているかについて皆さんと話したいのです。しかし、神が何をなさっているかについ

て、皆さんからも聞きたいとも思っています。私は、神が今何をなさっているかについて皆さんと話した

いのです。しかし、神が何をなさっているかについて、皆さんからも聞きたいとも思っています。それに

ついては最後に詳しく説明しますが、とりあえずは、主を求めて時間を過ごし、主が私に進ませたいと思

っておられるのがこの方向だと感じました。つまり、現在の世界で起きていることはすべて悪のための

ものであるということです。「しかし、神は。」それを良い意味で捉えておられます。 

「創世記 50章」聖書全体で私の好きな他の全聖句と共に、私のお気に入りの箇所です。しかし、これは

特にこんにちのためのものです。ヨセフが自分の兄弟に話しています。「創世記 50章 20 節」に記されて

いて、彼は兄弟にこう言いました。 

創世記 50 

20 あなたがたは私に悪を謀りましたが、（しかし）神は 

（お～この２語が大好きです！）私は、この２語が大好きです。私はこの２語が大好きだと言いましたっ

け？ なぜこの２語が大好きか分かりますか？間違いなくご存知でしょうが、この２語が、”全てを変え

る”からなのです。 

...（しかし）神は   それを、良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように、多

くの人が生かされる（多くの人が救われる）ためだったのです。 

さて、ここで重要なのは、兄弟たちにこのように言うこの時までに、ヨセフに起こったこと、ヨセフに敵

対して起こったことのすべてを理解することです。ヨセフがどうやって、またなぜ、17 年、17カ月では

なく、17 年にも及ぶ間、悪事に耐えられたのかを説明しています。「創世記 37 章」で、神がヨセフに 2

つの夢を示されたことから始まり、その為、実際に彼は父親のヤコブに叱られます。「創世記 37 章」で、

神がヨセフに 2 つの夢を示されたことから始まり、その為、実際に彼は父親のヤコブに叱られます。「創

世記 37章」で、神がヨセフに 2 つの夢を示されたことから始まり、その為、実際に彼は父親のヤコブに

叱られます。皆さん、その文化を理解しなければなりません。父親を怒らせるということは、今の時代の

ようではありません。そんな風に言ってみましょう。兄弟の夢を見た後、兄弟に裏切られ、穴に投げ込ま

れ、死に至るよう放置されました。そして兄弟たちは、父ヤコブに嘘をつくことを計画しました。しかし、

彼らはヨセフを奴隷として売る機会を得、ヨセフは最終的にエジプトに行くことになります。ヨセフは、



ポティファルの妻だけがいる家を任されます。絶えず毎日のように、妻は性的誘惑しますが、ヨセフには

通じません。ある日、彼女は召使を全員追い払い、ヨセフと二人きりになり、彼を誘惑しようとしました

が、彼は彼女から逃げます。ヨセフがコートを残していったので彼女はそれを逆手に取り、ヨセフにレイ

プ未遂の濡れ衣を着せ、彼を監獄の地下牢に入れます。私がそう言う理由は、監獄が、死ぬために送られ

る地下牢だったからです。その地下牢で、ヨセフは２人の男に出会います。親しみを込めて、献酌官と料

理官と呼びますが、その２人が夢を見ます。ふむ。何という偶然でしょうか。たまたまヨセフは、その夢

を解釈することができますので、彼はそれをするのです。しかし、ヨセフは彼らの夢を解釈した後、彼ら

に忘れ去られてしまいます。そして２年が経ちます。そしてご存知でしたか？ 誰かがいくつかの夢を

みます。正確に言えば、2つの夢です。誰がその夢を見たのでしょうか？ お～ファラオです。あ～なん

という偶然でしょうか。「ファラオ様、たまたまですが、その夢を解釈できる人を知っています。」「すぐ

に連れて来なさい。」彼らは、ヨセフが獄中で夢を解釈したことを思い出し連れてきます。ファラオは、 

ヨセフに夢を解釈してもらえると感じ、ヨセフはそれを実行します。そして、ヨセフがファラオの夢を説

き明かし、7 年間の飢饉が来ることを告げます。7 年です。私は、7 と言いましたか？ 私が手を使う時

に気をつけるようになったこと、皆さんお気づきでしょう。なぜなら私の国ではそれが習慣なので、手を

使って話します。しかし、実際に動画を取られているので、気をつけなければなりません。検索してはい

けません。私が悪魔のハンドサインをしているかのような動画。それご存知でしたか？ そうなんです。 

ですから大変注意しています。いつだったか、シャカのハンドサインをした時、このサインはシャカです

からね。ー(笑)ー 脱線しましたね。ごめんなさい。 

”7 年間の飢饉”ヨセフがこれらの夢を説き明かした後、ファラオはヨセフをエジプトの最高権力者にしま

す。17 年前、神がヨセフに夢を与えられた時にまさに仰った通り、神の預言的ご計画に従って、すべて

が完璧に進んでいます。その 17 年間で、神はヨセフに用意されておられる事のために、ヨセフを準備な

さいました。それがここなのです。7 年間の大豊作の間に備蓄した後、7年間の飢饉に見舞われます。あ

まりの深刻さに、ヤコブは息子たち、ヨセフの兄弟たちを穀物を手に入れるため、エジプトに送ります。 

皆さん、この経緯を知ってますよね？ 興味深いことに、ヤコブにとって、ヨセフはとっくに死んだと思

っています。彼がまだヨセフの死を悲しんでいるのではないかと思います。息子を失ったのだと思って

いるのです。何を考えようが、言おうが、自分に何が待ちうけているのか、ヤコブには分からず、それは

物語に記録されています。「全てが私に敵対している。」皆さん、そのような週はありましたか？（JD牧

師挙手中）全てが敵対している。さて、一連の出来事が行き交う中、兄弟たちは再びエジプトへ戻ってき

ます。彼らはヨセフの前に来ますが、最後まで自分たちの弟だと気づきません。つまり、ヨセフはもう我

慢できないのです。彼は自分を明かそうとします。ヨセフは別の部屋に入り、激しく泣きました。彼らは

それが聞こえたでしょう。（創世記 45：2 参照）そしてついに、兄弟たちに自分の正体を明かします。 

「わたしはヨセフです。」（創世記 45：3） 

興味深いことに、兄弟たちの最初の反応は、そうなるのも無理はありません。彼らは震えあがりました。 

なぜならその時点で、ヨセフがしなければならなかったのは、ただ（スナップ）、つまり指を鳴らすだけ

です。指を鳴らす必要すらなかったでしょう。彼がここで私たちがするように眉を動かせば、首を刎ねら

れることを彼らは分かっていました。しかし、ヨセフはそうしませんでした。ヨセフがそうしない理由

は、こんにち、ここにいる、オンラインで見ている私たち一人一人が知る必要がある何かを彼が分かって

いるからです。それは、 



「あなたがたは私に悪を謀りました。しかし、神は、舞台裏で振り付けをし、すべての状況を指揮して働

いておられます。神にしか御出来にならない方法で、良い事への計らいとなさっています。」 

こんにちへ、早送りします。今現在起こっているあらゆることが悪を意味します。私が悪と言うとき、悪

を意味します。 

木曜の夜の「イザヤ書」の学びで、最近、特に私がどう祈るかをシェアしました。私の祈りはこうです。 

「主よ、邪悪な者を抑制し、義の者を支えてください。」「テサロニケ人への手紙第二 2章」で、引き止め

ている者が抑制している限り、とあり、今まさに起こっていることです。それについて考えてみてくださ

い。ちょっと良く考えてください。今、悪が抑制されているのは、引き止めている者がまだ取り去られて

いないからです。悪を見てみてください。想像できますか？ 引き止めている者が取り去られ、教会が携

挙で取り除かれたら、ほ～ 私には考えられません。その時点で、悪は野放しになります。しかし、それ

はまだです。今、引き止めている者が、悪を抑制しています。神は、邪悪なものを抑制すると同時に、正

しいものを支えておられます。ちなみに私は両方いただきます。悪を抑制することで、悪を意味する物

を、神は今もそれを善のために働かせておられます。もっと踏み込んで言います。神はそれを用いて、救

いのために働いておられます。私たちが話す通り、この悪のお陰で、どれだけの人々が救われているか、

携挙のこちら側では知る由もありません。大勢の人々をイエス・キリストに導いておられます。悪を意味

することが起こらなかったのなら、そうはならなかったでしょう。神は人々を生かし、こんにち、多くの

人々を救っておられます。また神は、迷っていた人たちをイエスのもとに立ち返らせておられます。イス

ラエルの甘美な詩人、ダビデを思います。この人物に会うのが待ちきれませんね。彼は非常にオープン

に、正直に、率直に書いています。神が自分を苦しめていなかったら、自分は道を踏み外していただろう

と、ダビデは実際に詩篇の中で、自分への苦難を神に感謝しています。 

「主よ、苦しみに感謝します。あなたが私を苦しみにあわせなかったなら、私は道を踏み外していたでし

ょう。」（詩篇 119：71参照） 

「ローマ人への手紙 8 章 28 節」は、とても有名な節だと思います。私たちは誰もが知っていて、歌い、

覚え、引用し、共有します。私たちは誰もが知っていて、歌い、覚え、引用し、共有します。しかし、こ

の神の御言葉の約束には、ある一つの単語があります。私が皆さんに注目していただきたいのは、"Know/

知る "という単語です。"Know/知っている " 

ローマ人への手紙 8 章 

28 すべてのことがともに働いて益となることを、私たちは”知っています。” 

そう願います、ではありません。本当に望みます、ではありません。私たちは、”知っている”のです。ど

うやって知っているのか。神が御出来になるからです。神が、悪いものを用いて、良いものになされるこ

とを。どんなに悪いことであっても、神がいつも良いお方であることを変えることはできません。その困

難、苦悩、試練、苦難が、あなたの人生での最終決定権ではありません。それは不可能です。神が最終決

定権を持っておられるのです。ヨセフが、このような状況に、17年間もいたことを想像できますか？ 

つまり、「このトンネルの先には光があるかもしれない」と思ったとき、今回は貨物列車ではありません。

彼は良い仕事に就き、良い上司に恵まれ、奥さんもいます。そして気がついたら地下牢に入れられ死に至

るよう放置されます。彼はこの場所に精通しています。私たちが創世記を学んでいたとき、もう何年も前

のことですが、この物語の中で、ヨセフがあの穴に放り込まれた時の詳細は忘れられません。 

ヨセフは嘆きました。彼は声を上げて泣き、叫びました。 



「なぜ私にこんなことをするのですか？」神が夢で、ヨセフをこの場所へ高く上げられようとされたと

き、神が光の中で彼に示されたことをヨセフは暗闇の中で、簡単に疑いやすい状況だったことを想像で

きますか？17 年というのは長い時間です。整理してみましょう。私たちは 17 ヶ月以上にわたり、私たち

が危機と呼ぶ状況に置かれています。ここの話は 17 ヶ月ではなく、17 年です。では、なぜヨセフは絶望

と疑いに屈することなく不動の姿勢を貫くことができたのでしょうか？ なぜなら彼は知っていたから

です。知っていたのです。皆さんヨセフに、「どうやって知ったのですか？」と聞くと、彼はこう答える

でしょう。「神が私に仰ったから知っているんだよ。神は私に約束なさったんだ。だから知っているんだ

よ。神は約束を破る事が御出来にならないんだよ。だから知っているんだよ。神は私に御言葉を与えて下

さった。だから知っているんだ。神は御言葉を撤回なされない。だから知っているんだ。他に質問は？」 

ありません。それで十分です。それが私の質問への答えです。どうもありがとうございました。さてここ

で私たちには問題があります。ヨセフは、神がそれをしてくださると知っていましたが、彼が知らなかっ

たのは、神がどのようにしてそれを実行されるのかということでした。また、神がいつそれをなさるの

か、神がどんな方法でそれをなさるのかも知りませんでした。しかし信仰によって、彼は神がやってくだ

さると信じていました。それって私たちに問題ではないですか？ たぶん自分自身に言っていますが、

私はいつなのかが知りたいのです。 

「神様、今すぐなら、良いのですが。」「神様、今本当に良い時ですよ。ぎりぎりのところまで来ています

から。」 

そして私たちは神に知らせようとします。まるで神がご存知ないかのように。 

「お～わたしは知らなかったよ。これはどこの話？」という感じで。神はなさいます。神は、ご自分のや

り方で、ご自分のタイミングで、ご自分の栄光のためになさいます。それは、神がなさるのかどうかとい

う問題ではありません。神が”いつ”なさるのか、が問題なのです。そしてもしなさるなら、ではなく、神

がなさる時、なさいますが、私たちには想像もつかないような方法でやってくださるのです。これは衝撃

的なことですよね。これには理由がありますね？その理由は、神のなさり方は、私たちのやり方ではない

からです。分かっています。衝撃的ですよね？ 神のご方法は私たちの方法ではありません。神の御考え

は、私たちの考えとは違います。もしそうだったら、想像してみてください。想像してみてください。 

もし、神のお考えになる方法が、自分の考え方だったら？ あなたの考えることは？ ー宜しくありませ

んね。神のお考え、神のご方法は私たちの理解を遥か超えて無限に高いのです。 

「だれが主の心を知っているでしょうか。」（第一コリント 2：16参照） 

私がこのような形で始めようと思ったのは、こんにち世界で起こっている出来事と共に、私たちの時代

と類似点がたくさんあるからです。おもに、私たちが 7 年間の患難時代/飢饉の寸前にいるということで

す。ところで、ここには類型論があります。私は、聖書の中の類型を指摘する機会を決して逃しません。 

7 年間の飢饉は、7 年間の患難時代の予型です。ヨセフは、イエス・キリストの予型です。ここからがい

いんです。ヨセフは、異邦人の花嫁をめとります。飢饉の”前に。”それが私たちです。ヨセフは、7 年間

の飢饉のただ中で、彼の兄弟、イスラエルを救います。それが予型です。 

イエスが、シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴを”７倍”燃え盛る火の炉の中で救われたのと同様です。 

私は、”７”という数字が好きです。７は、完成数です。まだ第 70週目が残っているダニエルの預言の週

の完成です。そこに、OK。言います。旧約聖書に、大患難前携挙の記述があります。3 つだけ紹介しま

す。いいですね？（ノアの）大洪水前、飢饉前、燃える炉の前。響きがいいですよね？ ところで、大洪



水前とは、今日の「ヘブル人への手紙」で、ヘブル書著者は信仰の殿堂から始めます。最初にアベルの話

をして、次にエノクの話をします。エノクを覚えていますか？ 皆さん、エノクは神と共に歩んでいたの

で、おそらく彼を覚えていないでしょう。 彼はもういません。神が彼を取られ、携挙されました。（創

世記 5：24 参照） 

大洪水前に。教会の描写・予型です。ノアとその家族は、イスラエルの予型です。彼らは洪水/患難時代

を経験し、その洪水/患難時代の最中に、救われるのです。記述の中に、大変興味深い詳細があります。 

繰り返しますが、「創世記」を学びましたね。雨が降る前の”7 日間”、彼らは箱舟に閉じこもっていまし

た。すべて鳥肌物ですよね。エノクは、大洪水前、ヨセフの異邦人の花嫁は、飢饉前、ダニエルは、燃え

る炉の前に、”７”倍燃え盛る炉の前に、高い地位に上げられるのです。これが、まさに今私たちいる箇所

です。私たちはつまりこれをしばらく使っていなかったので使ってみようと思います。ブヨの眉毛ほど

のところです。はい、ブヨには眉毛があります。私たちは、7 年間の大患難時代が始まる寸前にいます。 

しかし、イエス・キリストの教会携挙が先に起こります。7 年間の患難時代が迫っていて、その前に携挙

が起こるなら、どれほど近いのでしょうか？ 大変迫っています。そのために、神はこの全てをなさって

いるのです。神は人々を救うため、ご自身のもとへと駆り立てておられます。それを説明したいと思いま

す。その為、ライブ配信をここで終了します。 

 

ー本編ー 

ちょっと強引だったかな？ ごめんなさい。舞台裏後方のスタッフ、あなた方は素晴らしいです。さて本

題に入る前に、先週お話したマスクについて、お答えしなければならないことがあります。なんと、メー

ルが殺到しました。「JD、そのマスクはどこで手に入りますか？」はい、こちらです。ご覧ください。 

この画面写真、クラウドマスクの、アマゾンへのリンクを貼っておきます。他にもあると思いますが、こ

れが私が使っているマスクの中で、実際に呼吸ができるのです。私は着けている時、喘息の発作を起こす

ことはありません。メッシュで、マスクの場合、これがリトマス試験です。息を吸うときに、マスクを着

けていると呼吸ができません。マスクの話はやめておきます。とにかく、リンクがありますので、ご興味

のある方は、それがそのマスクです。私たちには何の得にもならないことをご理解ください。因みに恐ら

く言うのに良い機会だと思います。私たちがすることは何のメリットもありません。つまり、私たちは物

販していません。どんな物もです。オンラインの方々、私たちは捧げものもいただきません。それは別に

悪いことではありませんが、ただ教会を始めたときに、私は、主が私たちにそれをさせたくないと強く感

じました。そして、これまでの間ずっと私たちは一度もそれをしたことがありません。神がいかに豊かに

与えて下さるのかを実感しています。皆さんが喜んで与える人たちだからです。自発的な贈り手です。 

OK。ということで、今回の問題に至ります。今、私たちに降りかかっている悪の強さと激しさは、最終

的に私たちを排除するためである事に同意されますか？ つまり、日常生活をおくる上で、ワクチン接

種の有無が重要な意味を持つ前提になったということです。つまり、日常生活をおくる上で、ワクチン接

種の有無が重要な意味を持つ前提になったということです。ここハワイでは明日から始まります。ここ

ハワイでは明日から始まります。これをご存知でしたか？ ワクチン接種証明、または陰性証明がない

限りレストランに入ったり、そのレストランで食事をしたり、ジムでトレーニングをしたりすることは

できません。ところで、陰性証明ですが、これはなくなるでしょう。私は鍛えていないので、ジムには何

の問題もありません。分かりますか？ (笑)しかしレストランは、ああ「ダメです！テイクアウトしてく



ださい。ワクチン未接種者なんだから！」「（陰性）証明はどこにあるのですか！？」ごめんなさい。 

メモにはありませんでしたが。もちろん、心の中にはありましたけど。いや、でも真面目な話。 

先週、私は自分の保存版を見返しました。1 月に遡って、２つのアップデートをしましたよね。 人々が

発表されたばかりのワクチン接種を始めた頃だったので、ワクチンに関する最もよく聞かれる質問を

Q&A 形式でまとめた内容です。その質問のひとつはこれは今年の 1 月のことです。ということは、9 ヶ

月前ということになりますよね？ その質問の１つは、「ワクチンは義務化されると思いますか？」私は

こんな感じで、自分のノートを読みながら、「自分の答えはどうだったかな？」ええ、私の答えは、「はい、

間違いなく義務化されます。」彼らがどれくらい早く実施するのか私は、知らなかったのです告白しなけ

ればいけません。こんなに早く実施されるとは思っていませんでした。そして、さらに悪いことに発表さ

れてから、実際に起こっていることの検閲や隠蔽が行われています。義務化された今、それは全く新しい

レベルです。私が見ているのは、おそらく皆さんが見ているものと同じで、それは混乱です。混乱の作者

が誰かご存知ですね。そして混乱に加えて、世界で起きている様々な報道を耳にすると、恐怖を感じるこ

とがあります。私はこのように考えています。「混乱は恐怖を煽るものだ」と。カナダの教会が燃やされ、

オーストラリアでの強制収容所建設、という報道を見れば一目瞭然です。さらに悪いことに、アフガニス

タンで起きている想像を絶する悪事等、ほんの一例に過ぎません。そしてここアメリカでは、完全な悪と

混沌があり、悪が混沌から反キリストの秩序をもたらす意味で、実際に悪のための悪の計画です。 

先週、私はいつも以上に多くの報道に目を通しましたが、その結果、私の心と思考が恐怖でいっぱいにな

ってしまったのです。カナダでは教会が焼き払われ、キリストの兄弟姉妹が地下に潜っているという記

事を読みました。オーストラリアで建設されている強制収容所の動画を見ました。CDC（アメリカ疾病

予防管理センター）が既に収容所を建設していることが分かっています。アメリカで、既にこのような配

分が行われています。そしてアフガニスタンのキリストの兄弟姉妹に起こっていることを聞くと堪えら

れません。私はただ恐怖でいっぱいになりました。聖霊が私を止められ、思い出させてくださいました。 

「信仰は聞くこと、神の御言葉を聞くことよって生じるなら、同様に、世界を聞くことによって、恐怖が

生じるのが当然ではないですか？」ですから御言葉の中に入り、こんな感じになりました。 

「は～は～そうです。主よ。これは悪です！！ 分かっていますが、はい主よ。」皆さん、そうしなけれ

ばなりません。そして瞬間的に私の心は変わりました。神は恐れの霊を与えておられないからです。突

然、その恐れが聖霊の力と愛、そして律せられた思考に置き換わったのです。ちなみに、「愛と力と健全

な心」と表現している翻訳もあります。原文では、律せられた思考という意味が込められています。こう

言う風に考えてください。私たちが子どもたちを躾ける方法。私たちは自分の思考を躾けなければなり

ません。そんなこと好きにさせてはいけません。 

「座れ、思考よ。話す必要がある！」「時間切れだ！思考よ。すべての考えをキリストへの従順で捕らえ

ます。それはダメダメ。」このことに関しては、敵は本当にうまくやっていると思います。ああ、彼は猛

烈な成功を収めて来ています。私は、Smashing＝猛烈なという言葉が大好きです。できる限り、このア

ップデートに反映させなければなりません。猛烈な成功。なぜなら、敵は私たちが許す限り、私たちを恐

怖の道に連れて行くのです。それがどんな風に聞こえ、どんな風に見えるのかを説明します。 

「もしもなら」「もしもなら」するとあなたはこうなります。「あ～どうしよう、そうだ」 

「もしも...なら...」皆さん空欄を埋めてみてください。気がつけば、恐怖で麻痺してしまい、あなたは敵

の思うツボです。いいえ、あなたは自分の思考を躾けるのです。「詩篇」でダビデが語っています。「詩篇



42 篇 43篇」のことを考えます。多くの人が本当は一つの詩篇と信じています。これはいくつかあるうち

の 1つで、ダビデは、独り言ではありません。そうではなく、自分自身に語っているのです。ダビデは自

分自身に話しているのです。そんなことをする人々に病名があるのは分かりますが、聖なる意味で、ダビ

デは自分自身に言っているのです。自分自身に、魂に話しているのです。 

詩篇 42/43：5 わがたましいよ なぜ おまえはうなだれているのか。なぜ 私のうちで思い乱れて

いるのか。神を待ち望め。私はなおも神をほめたたえる。私の救い 私の神を。「おい坊や！」自分自身

に話す必要があるという感じです。「座れ！坊や。話があるのだ！」「何をしているのだ？ 何を考えてい

るのだ？」それで、ふと思ったのです。そう。怖いのは当たり前です。世に耳を傾けているからです。 

ニュースを消す。いいえ、本当にマジです。「お～自分の話聞いて、牧師さん、自分のことを棚に上げて

～。自分に説教してくださいよ。」OK。そうしました。そうしましたよ。ところで、失礼を承知で言いま

すが、誤解を招くことを言うつもりはありません。私の心の声を聞いていただきたいと思います。地元の

ニュースは聞きません。なぜなら全部嘘だからです。スクリーンに映し出されている数字を見れば、それ

は一目瞭然です。繰り返しますが、失礼は承知してます。その分野で働く兄弟姉妹がいることも分かって

いますが、画面に表示されている数字は惑わしです。あれは本当の数ではありません。事実に基づいた数

字があるのですから。ですから、私は電源を切り、御霊が語ることを聞くための耳を開きます。それほど

手間はかかりませんよ。信仰が入り、恐怖が出て行きます。そして、このことについて主を求め始め、 

私は主から、神がなさっていることを私たち皆が聞く必要があると示唆されました。なぜなら、他のどこ

からも聞いていないからです。はっきり言わせていただくと、神がしておられることを聞く必要がある

だけでなく、世の中がしていることにも関わらず、神が何をなさっておられるのかを聞く必要です。なぜ

なら、ご存知善の意味は悪の意味に比例するからです。同じことを別の方法で言わせてください。神が行

われ、今もなさっておられる善は、悪に比例します。つまり、 闇が暗ければ暗いほど、光はより明るい

のです。ですから、神は奇跡的なことをされていて、私たちはそれを聞く必要があるのです。だからこそ

皆さんの人生に神が何をされているのか、具体的にお聞きしたいのです。だからこそ、皆さんの人生に 

神が何をされているのか、具体的にお聞きしたいのです。その雇用状況で、神は何をなさっているのか？ 

このような状況にもかかわらず、神はあなたの家族、家庭、結婚生活で何をなさっているのか？ 皆さん

から聞きたいのです。簡単に言えば、あなたが経験していることを私たちに教えてください。そしてもっ

と重要なのは、神がなさっている事についての、あなたの「しかし、神は。」の話です。 

今、この困難と不確実性の中にいて、まだ "But God/しかし、神は "の章が書かれていない方、私たちは 

あなたの声をとても聞きたいと思っています。私たちは必ずあなたのために祈ります。では、その方法を

紹介します。JDFarag.orgのサイトのトップに入り、下までスクロールして、この画面の通り”Contact/コ

ンタクト”を選んでください。JDFarag.org のサイトのトップに入り、下までスクロールして、この画面

の通り”Contact/コンタクト”を選んでください。するとこの画面になります。お名前、E-mail アドレス、 

送信したいメッセージを入力し、送信してください。因みに、たぶん、主よ、思い出させて下さり感謝し

ます。免除申請をされている方で、このお問い合わせページから申請をしても届きません。免除のリクエ

ストは、免除書類申請ページに入力をしてください。免除書類の入手に問題がある場合は、サポートセン

ターがあります。また先週、私たちは素晴らしい人たちに恵まれました。また、各国言語への翻訳ミニス

トリーも追加されました。それも現在ウエブサイトに出ています。そのための、全てのサポートセンター

も完備しています。困ったことがあれば、サポートセンターにご連絡下されば、タイムリーに対応させて



いただきます。しかし、このコンタクトページは、あなたの話を送っていただくためのものです。私たち

は、あなたがどのようにしてるかを知りたいのです。あなたが何をしているのか、もっと重要なのは、神

が何をしておられるのかを知りたいのです。もし匿名をご希望なら、私は主の御心なら今週からそれら

を共有するつもりなので、既に殺到するのは分かっています。この前やったときは 2000 を超えましたか

ら。今回はそれ以上になると思います。その一つ一つに目を通しました。もちろん、大変長い週になりま

した。でも、今週もそのつもりでいます。これは優先すべきレベルに達していると思うので、木曜日の夜

はアシスタントのマック牧師に代講してもらいます。そうすれば、2 日 2晩かけて全部に目を通すことが

できます。しかし私はそれらを読み、それらをシェアします。繰り返しますが、 匿名を希望する場合は、

その旨を明記してください。しかし、数ヶ月前にこれを行ったのですが、非常に啓発されたと言わざるを

得ませんでした。それはとても励みになりました。多くの人が、神は本当に寛大であわれみ深い方だと答

えてくれたからです。実際にワクチン接種された多くの人々に、神は大変寛大で、慈悲深くあられまし

た。免除書類が受理されたという声をたくさんいただいています。人によっては、ちょっとした対立に 

我慢しなければならないこともあられます。彼らは徹底的にやられました。だからこそ、私たちは、堕胎

した胎児の組織についてやワクチンの研究に関する全文書がある avoicefortruth.com のウェブサイトの

リンクを掲載しているのです。私たちは、あなたの声を聞き、神が何をなさっているか、そして何が起こ

っているのか、あなたが私たちと分かち合ってくださることを望んでいます。いろいろな情報が入って

きますし、またここハワイは絶縁され、孤立していると思いませんか？ 例えば、アメリカ本土やその他

の地域で何が起こっているのかを知りながら、中東のどなたかから話を聞いてみたいですね。中東にオ

ンラインメンバーがおられるのを私たちは知っています。今のオーストラリアなんて、信じられません。 

オーストラリアやその他の地域にオンラインメンバーがおられるのも知っています。私たちは、あなた

の声を聞きたいのです。カナダ、あなたの声を聞きたいのです。このようにすることで、今、本当に苦労

している人、傷ついている人へ、必要な励みになればと思います。神の忠実さと善良さの証を聞くと、話

はたくさんあって、これは一例で、これは匿名のものですが、ワクチンのせいでなく、誰かが病気になっ

ても、ワクチン接種していないので医者は診てくれません。それが今起こっているのですよ。ワクチン接

種していなければ、診察を受けることができません。そして奇跡的に、驚かれますか？ 神が彼らを癒さ

れました。癒されたのです。あ～それを聞きたいのです。聞きたくないですか？ このような話は、言い

方は悪いですが、一週間のうちに一方的に下さる多数の証のほんの一例に過ぎません。ここでは、その中

でも特に多いものを紹介します。 

「宗教免除書類を提出しました。苦労しました。否定されました。しかし、神は、私のボスが、主を知ら

ない上司が、私をオフィスに連れて行き、座って私に質問を始めました。彼らは私がクリスチャンなのを

知っています。 

「なぜ、これを接種しないことに固執するのか？」ーええ、これが故です。彼らがどんな反応をするか知

っていますか？ 

「私は知らなかった。もっと教えてくれ。」ーああ、聞いてくれて嬉しいです。 

それが、イエスを伝える機会と呼ぶものです。多くの人たちが、まさにそれを実行しています。上司の人

たちが、彼らに質問をし、そしてこう言うのです。 

「分かった。接種する必要はない。これについて、もっと詳しく知りたい。何か情報を送ってくれない

か？」お～～～～ この件に関して、私が送れる情報は大ありです。最後にもう 1 つ、それから締めくく



ります。その雇用主や上司が、このような時期に、このような理由で、イエス・キリストについて救いに

はたどり着かないだろうと、どうして分かるのですか？ これが故に。神はあなたをその位置に置かれ

ました。エステルへのモルデカイを考えます。 

この時のために神があなたを王妃の地位にしたのではないと、どうして分かるのか？ 

（エステル 5：14参照） 

それには、もうひとつの側面があります。ゾッとする種のことなので、それについて私たちはあまり話し

ません。 

「あなたが口を閉ざしているなら、救いは別のところから来るだろう。」（エステル 5：14 参照） 

分かりました。私はそれを聞きたくなかった。それは、まるで 

「あなたがしないなら、わたし（神）には他に 3人の人が待っているのです。なぜなら、わたしは彼らを

救うつもりだからです。」 

そのための器となることができるのは、なんという特権でしょう。さて最後に、これが私たちの全て、 

特にこの「預言・アップデート」をする目的で、しかし、これをする目的の全てはなぜなら人々は、この

動画のリンクを上司や雇用主に送っているからです。信じられますか？ 彼らが救われているのですよ。 

誰が知っていたでしょう。神がご存知でした。ー拍手喝采ー 

「救われるためには何をすればいいの？」という事ですよね。お～「救いの ABC」ですよ！！！ 

聞いてください。もう３年以上になります。それをするべきです。眠っている間に暗唱できるほどなので

すから。それほどシンプルなのです！！ ごめんなさい。叫んでいますね。叫ぶつもりはないのですが。 

繰り返しますが、これは私の国の習慣なのです。しかしこれをする目的は、人々をイエスに、イエスを

人々に出来るだけ早く導くためです。私は皆さんに言います。私は神が私に呼吸をさせられる限り、言い

続けます。私たちは大変差し迫っています。今がその時なのです。もう時間がありません。スポーツでの

例えを拝借させてください。しかしこれは延長戦はありません。サドンデスです。サドンデスが何かご存

知ですよね。先に得点したら、終了。それほど近づいているのです。私たちは、サドンデス状態です。 

それが、私たちが、「聖書預言・アップデート」をする理由です。それが、私たちが福音をシェアし、福

音と「救いの ABC」という救いの簡単な説明で締めくくる理由です。福音とは何でしょうか。「福音」と

いう言葉は、良い知らせという意味です。「あなたの負債は支払われました。良い知らせです。自由に行

っていいです。」それがゴスペル/福音です。「何の負債ですか？何が支払われたのですか？」死の罰則が

支払われました。「死の罰則があったのですか？」そうです。だから良い知らせなのです。「誰が支払って

くれたのですか？」お～彼の名前は、イエスです。 

イエスが地上に来られ、十字架にかけられ、あなたのために、死なれました。あなたの全ての罪の罰則を

全額支払って下さったのです。そしてイエスは葬られ、３日目によみがえられた。そしてさらに良くなり

ます。さらに良い知らせ。イエスはいつか再び戻って来られます。それが、ゴスペル/福音です。 

それが、イエス・キリストという人物にある救いの良い知らせです。「救いの ABC」とは何でしょうか。 

子どもにでも分かるシンプルな救いの説明です。福音とは大変シンプルなのです。ABC のようにシンプ

ルなのです。実際には、”B”のようにシンプルなのです。 

B：Believe＝信じるだけでいいのですから。煩わしいことは一切ありません。Aが B を指し示し、C は B

の結果です。A が B を指し示し、C は B の結果です。中心は、B：Believe＝信じることだけです。では、

A とは何でしょうか。 



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が必要であると Admit/認める または、

Acknowledge/認識する。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。」 

訳すと、あなたは良い人かもしれませんが、でも十分ではありません。ローマ人への手紙 3章 23節がそ

の理由を教えています。「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、」これは、”的外れ”

という意味があります。事実、それ（的外れ）が罪という意味です。アーチェリー用語なのです。射手が

矢を放ち、的を外せば、「罪を犯した。」「的を外した。届かない。」と言われます。私たちは皆、神の完全

な義という的に届いていないのです。 

「すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができていない。」 

次に「ローマ人への手紙 6 章 23 節」です。私たち、どうすればいいの？ 私たちは、法廷に行かないと

いけませんからね。普通の法廷ではありません。宇宙の裁判官のいる永遠のための法廷です。あなたは今

から答弁に入ります。どのように弁明しますか？ 有罪確定です。裁判官は言います。「では、判決の段

階に入ります。」評決は何でしょうか。「死刑宣告」です。悪い知らせですね。しかし、一人の人が法廷に

入ってきます。普通の人ではありません。神の人です。100％神であり、100％人である、イエス・キリ

ストです。イエスが、その永遠の法廷で、宇宙の裁判官に向かって仰います。 

「全て止めてください。私が彼らのために死にます。私が彼らの代わりに死にます。」すると裁判官があ

なたを見ます。まず、あなたは、イエスがあなたの罰則支払いされるのを受け入れる必要があります。 

そして裁判官は言います。「どうしたいのか？」「それでお願いします。受け入れます。どこに署名すれば

いいですか？ それが良い知らせなのです。「あなたは自由です。」それが福音の意味する事です。 

「罪の報酬は死（死刑宣告）です。しかし（良い知らせ）、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) 

お付き合いください。これを指摘し、強調したいのです。毎週のように言っているのは分かっていますが 

理解する事がとても重要なのです。神の贈り物に関係しています。「贈り物？」はい、大変深遠ですが、 

”贈り物”なのです。あなたがそれに支払うのではありません。あなたが支払うなら贈り物ではなく、購入

する物です。でも贈り物ですから、誰かが買ってくださったわけです。イエスが買ったのです。イエスが

あなたを買い戻されました。あなたの身代わりに、ご自分の血を流すことで。イエスがあなたの永遠のい

のちを購入されあなたに差し出して下さっています。「その贈り物をどうするの？」受け取るのです。 

返さないで、人にあげないで、それも新しいことですが、してはいけません。全額支払われています。 

それが神からの贈り物なのです。それが A で、次が B：中心です。それが A で、次が B：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。」 

私はこれが大好きです。暫定的ではありません。「あ～陪審員がまだいる。」ではなく、評決が出ているの

です。「救われるかもしれない」「救われうる」「救われるはず」「救われてほしい」ではなく、いいえ、あ

なたは”救われる”のです。決定事項です。そして最後に C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。」 



「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） 

ローマ人への手紙 10 章 13 節 

『主の御名を呼び求める者は（ここで再度出てきます）みな救われる。』 

私は切に願います。今日この教会に来られ、あなたが今までに主の御名前を呼び求めたことがなく、心で

信じたことがないなら、オンラインでご覧の方、だからこそ、まだオンラインで見ているのかもしれませ

ん。偶然はありません。偶然はないのです。それが神の摂理です。神はあなたをこの動画へ導かれました。 

今日が救いの日だからです。あなたの永遠の命のための最も重要な決断を先延ばしにしないでください。 

オンラインメンバーから受け取った証で締めくくらせてください。別のビルボードです。実際、メールの

ヘッダーに大きなフォントで「ネタバレ！ビルボードについて」と書いてありました。大好きです。 

別のビルボードです。実際、メールのヘッダーに大きなフォントで「ネタバレ！ビルボードについて」と

書いてありました。大好きです。いずれにしても、彼らは私の話を聞きすぎたのでしょう。 

「オランダから書いています。私はキリストの姉妹でオンラインメンバーです。キリストの兄弟ケネス

と一緒です。この驚くべきニュース、まさに証を皆さんにお伝えしたいと思います。神はオランダで働い

ておられます。このキリストの兄弟（ケネス）は、E-W-E Tube（YouTube）で、イエスの再臨や世界で

起こっていることについての動画を作っています。彼はあなたの動画を見ていますし、私も見ています。 

私が印刷したカードを彼に送りたいと思い、彼と連絡を取りました。もう一人のフォーラムのキリスト

の兄弟に感謝します。（JDFarag.org のフォーラムを指していて、サイトの上部のタブには表示がありま

せんが「リソース」の下の方にあり、フォーラムを利用できます。）私たちは、世界中のビルボードニュ

ースが大好きです。それで、私たちは自然とオランダでのビルボードの話になりました。オランダのビル

ボードは、ほとんどがデジタルで巨大です。」神は、ユーモアのセンスを持っておられます。ビルボード

というものが存在しないここハワイのミニストリーを用いて、世界中でビルボードを掲げておられます。

神はユーモアのある方です。それが大好きです。とにかく、脱線しましたね。 

「オランダの東西南北を結ぶ、最も長く、最も交通量の多い高速道路には、13m×10m の大きさのビル

ボードがあります。あの巨大なビルボードをすべて手に入れたのです。掘り出し物もありました。その他

の高速道路での 2～3 日分の掲載。この高速道路は、西部の大都市と私の両親が住む南部を結んでいま

す。」 

ところで、彼女はメールの中で、クリスチャンではないビルボード会社が、彼らに割引を与え、このメッ

セージを伝える手助けをしたと仰っています私たちは、そういう話を聞きたいのです。そう、そういう話

を聞きたいのです。ー拍手喝采ー 

そういう話を聞きたいのです。ビルボードの話である必要はありません。実に私たちは、ここで聖霊に色

んなゆとりを持っていただきたいのです。あまり具体的なことは言いたくありませんが、ただ、神が何を

なさっているのか？ オランダでは、これが神のなさっていることだからです。 

「私の父は、イスラム教徒です。だんだん反イスラムになってきていて、まだ救われていません。母と私

はいつもイエスのこと、「計画された危機」や「携挙」についてを話しているのですが。また父は、車で

通勤する際それ（ビルボード）を目にしているでしょう。全高速道路を合わせると、2 週間で（お聞きく

ださい）300 万人以上の人々が行き来します。ビルボードには、オランダ語でこう書いています。 

”終わりは始まっている”（主を褒めたたえます） 

”終わりは始まっている。あなたは取り残されるのですか？” 



 

（つまり、私は救われていて、それが私の関心を引きました。英語ではありませんが。） 

「そしてその下には、'イエスがまもなく来られる’というウェブサイトが書いています。このサイトは、

救われていない人が ABCや動画などの資料へ直接アクセスすることができます。神がビルボードを用い

られ、救われていない人々にアプローチなさっていることは明らかです。間違いありません。その展開を

見ていると、涙が出てきます。私の夫は、まだ救われておらず、高速道路の一角を毎日のように車で通っ

ています。私がそのデザインをしたことを彼は知りません。」ー(笑)ー 

繰り返しますが、神には、凄いユーモアセンスがあられるでしょう？ 

「恐らく夫は既に目にしていると思います。夫は私が固い信者であり、携挙を信じていることを知って

います。私は夫に何度も、イエスがまもなく来られることを告げています。そのため、これらの高速道路

での長い渋滞を祈りましょう。マラナタ。フォーラムのオンラインメンバー、ジャミラとケネス、オラン

ダより。」 

あ～これ大好きです。大好き。ご起立ください。はい、主を褒めたたえます ー拍手ー 

賛美チームが上がって来て、賛美で締めくくります。いや私は、賛美では締めくくりませんよ。恐ろしい

ことになりますから。皆さんには来週も来ていただきたいので。賛美チームが賛美で締めくくり、私は祈

りで締めくくります。なので、ご一緒に祈りましょう。 

天のお父様。お～ イエス様、ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。イエス様、あ

りがとうございます。主よ、私たちは知っています。信仰によって知っています。あなたがなさることを、

あなたが御出来になられることを。どんなに悪くても、携挙前に、さらに悪くなったとしても、 

主よ、あなただけが御出来になる方法で、私たちを守ってくださることを知っています。主よ、本当に落

胆している人、落ち込んでいる人、絶望に打ちひしがれている人のため祈ります。主よ、あなたが彼らに

思い出させてください。 

「そう、これは悪のためのものです。しかし、わたし（神）は善をもたらすのです。見ていなさい。見て

いなさい。」 

主よ、ありがとうございます。最後に、マラナタ。主イエスよ、早く来てください。イエスの御名によっ

て。アーメン。 
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