2021.09.19. 聖書の学び
ノアのような時代の世界
新約聖書：へブル人への手紙 11 章 7 節
おはようございます。日曜日の朝の第二礼拝にようこそ。日曜の朝は、二つの礼拝を行っています。第一
礼拝は「聖書・預言アップデート」
、この第二礼拝は、聖書を書ごと、章ごと、節ごとに学んでいく説教
です。私たちは現在、驚くべき、
「ヘブル人への手紙」を学んでます。今日の聖書箇所は、ヘブル人への
手紙第 11 章です。7 節から始めて、7 節で終わります。そうです、今日は一節だけです。頑張りましょ
う！ ここにいらっしゃる皆さんで、可能な方は、お立ちください。無理な方は座ったままで結構です。
長い箇所ですが、私が読みますので、付いてきて下さい。なぜ私が、今日はこの一節だけを取り上げよう
と思ったのか、その理由はすぐにお分かりになるでしょう。ヘブル人への手紙の著者は、聖霊によって、
７節にこう書いています。
へブル人への手紙 11 章 7 節
信仰によって、ノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたときに、恐れかしこんで家族の
救いのために箱舟を造り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐ者となりました。
祈りましょう。ご一緒にどうぞ。神の御言葉で共に過ごす時間に、神の祝福があることを、お願いしまし
ょう。
愛する天の父よ、この時、あなただけがおできになるように、そして、いつも忠実であられるように、ど
うか、私たちの心を落ち着かせ、思いを静めてください。私たちの注意を奪い取ろうと競い合い、あなた
に心を向けることを妨げる、すべての騒がしい声を黙らせてください。主よ、私たちが今日、この御言葉
の中で私たちのために備えてくださったものに、集中して取り組むことが出来るよう、お助けください。
主よ、私たちはあなたを必要としています。あなたが御言葉の中で、御言葉を通して、私たちの人生に語
りかけてくださることを切望しています。特に、私たちが生きている今日という日は、事態が、日増しに
悪化しているように思えるからです。主よ、ノアの時代がどのようなものであったか、それが私たちの時
代と、預言的に、どのように比較できるのかを見ながら、主よ、あなたの教会である私たちに、聖霊が語
ることを聞く、その耳をお与えください。イエスの御名によって祈ります、アーメン、アーメン。
着席してください、ありがとうございます。今日は、現在の世界が、ノアの時代と同じであるという、見
事なまでに預言的な、類似性について、お話ししたいと思います。その理由は、ヘブル人への手紙の著者
が、私たちが親しみを込めて「信仰の殿堂」と呼んでいる箇所の中に、信仰の人・ノアを再認識させよう
としているからです。今日の教えに備えて、この一週間、本当に主に求めました。ちなみに、次のアブラ
ハムは本当に楽しみです。次は誰の話になるのか、分かってしまいますが。主の御旨に添えば、それは来
週になるのですが、しかし、主がノアについて、もっと言えば、ノアの時代について、語らせようとされ
ているのを感じています。お許し頂ければ、まず類似点をご紹介し、次に預言的な意味合いと、私たちの
生活への適用についてご説明します。そのためには、まずノアの時代がどのようなものであったかを再
確認する必要があります。これは、今日の箇所を理解する上で重要なことです。こう言うと、単純化しす
ぎてしまう危険性があることは痛感していますが、それでも、あえて言います。ノアの時代を要約する
と、人口増加、人間の邪悪さ、人間の遺伝学の三つになります。これらはすべて創世記 6 章に記録されて
います。創世記 6 章を見て下さい。1 節から読みます。
創世記 6 章

１さて、人が大地の面に増え始め、娘たちが彼らに生まれたとき、
（人口のことです。
）
2 神の子らは、人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が選んだ者を妻とした。
3 そこで、主は言われた。
「わたしの霊は、人のうちに永久にとどまることはない。人は肉にすぎないか
らだ。だから、人の齢は百二十年にしよう。」
4 神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子ができたそのころ、またその後も、ネフィリムが地に
いた。（翻訳の中には、巨人と表現しているものもあります。
）名のある者たちであった。
5 主は、地上に人の悪が増大し、（人間の邪悪さです）その心に図ることがみな、いつも悪に傾くのをご
覧になった。
これは、興味深いですね。この箇所を、もうすこし解釈させてもらいます。いろんな事が含まれてますの
で。つまり、人間の側のあらゆる思い、想像、創造的思考、悪の発明、人間の思考、人間の思い。人間が
思い浮かぶものは、常に悪だけでしかなかった。適切な文章構造ではありませんが、要点は理解していた
だけたかと思います。彼らはとても邪悪で、不道徳になっていました。創世記を、通して学んでいた時の
ことを思い出します。今から何年も前、木曜日の夜に旧約聖書を学び始めたときのことです。第 6 章に
入ったとき、特にこの章については、真理の言葉を正しく、本当に一生懸命勉強したことを覚えていま
す。難しい章ですよね、そう思いませんか？ 私は、5 節によると、ノアの日の人間の邪悪さと不道徳は、
悪の新しい方法を探すようなものだと考えていました。愚かな話に聞こえるかもしれませんが、朝起き
て、彼らが最初に頭に浮べるのは、
「今日はどんな邪悪なことができるかな、ウ”ハハハハ....」というよう
なことです。もう一度、言います。申し訳ありません。もっと良い例があれば、喜んでお聞きします。
彼らはとても邪悪で、悪く、ひねくれていました。神がノアの時代に、洪水で地球を破壊したのは、実は
この理由によるものでした。あえて言えば、人間の DNA が破損していたということでしょう。よろしけ
れば、そこに至るまでの経緯をご説明します。8 節から見てみましょう。
8 しかし、ノアは主の心にかなっていた。
9 これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって”全き”人であった。
ところで、この言葉は、原文では、”無傷”という意味が込められています。「彼の”世代”の中にあって全
き/無傷の人であった」これは原語ではノアの”遺伝的”、”遺伝子学的””世代間”という意味を伴います。
では、その節を読み直してみましょう。
「ノアは、彼の世代の中にあって遺伝子的に無傷の人であった。ノアは神とともに歩んだ。
」ー9 節ー
10 ノアは三人の息子、セム、ハム、ヤフェテを生んだ。
11 地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。
12 神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての肉なるもの(人間)が、地上で自分の道
を乱していたからである。
さて、ご興味のある方のために、昨年 12 月 13 日の「聖書預言アップデート」で、この問題を取り上げ
ました。ノアの時代と私たちの時代との比較について、特に人間の DNA の改変に関連して、非常に詳し
く説明しています。と、この話は、ここまでにしておきます。その理由はおわかりですね。
（JD カメラ目
線）ー笑ー
さて、では質問です。このことは、何世代も後のこんにち、私たちが置かれている状況とどんな関係があ
るのでしょうか？

その答えは、それは、主の再臨前の終わりの時代が、ノアの時代のようになるとい

う、イエスご自身の預言と関係しています。マタイの福音書 24 章 37 節から読んでみましょう。
マタイの福音書 24 章
37 人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです。
38 洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり嫁いだりして
いました。
（一部の聖書解説者は、原文では 同性婚の考えを伴っている、と指摘しています。）39 節に注目してく
ださい。すぐに戻ってきます。
39 洪水が来て、すべての人をさらってしまうまで、彼らには分かりませんでした。人の子の到来もその
ように実現するのです。
さて、ルカの福音書では、救い主が基本的に同じことを仰っています。それを、ロトの時代とつなげてい
ます。それには理由があります。ルカの福音書 17 章 26 節から読んでみましょう。
26 ちょうど、ノアの日に起こったのと同じことが、人の子の日にも起こります。
27 ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり嫁いだりしていましたが、洪水
が来て、すべての人を滅ぼしてしまいました。
28 また、ロトの日に起こったことと同じようになります。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、
植えたり建てたりしていましたが、
29 ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降って来て、すべての人を滅ぼしてしまい
ました。
ところで、補足して言わせてもらうと、ロトは裁きが下る前に、連れ出されなければなりませんでした。
物語の中では、詳細な情報が記されていて、実に興味深いものです。ところで、ロト、確実に、彼の妻と
娘たちは躊躇していました。そして、主の御使いは、彼らが躊躇したため、手をつかんで連れ出したと、
記されています。
（創世記１９:１６参照）
緊急事態の下、連れ出されるまでは、どんな裁きも下されません。意味が分かりますか？ ロトの時代と
ノアの時代の比較は、先週の話のことですが、なぜなら、
「信仰者の殿堂」
、そんな言葉は無いのはわかっ
ていますので、メールしないでください。先週ご紹介したエノクは、神とともに歩んだ人でした。いいで
すか？ 神が彼を連れて去ったので、もういなくなりました。裁きが下る前に、神は彼を携挙されたので
す。エノクは教会の描写です。そして、大患難前に起こる教会の携挙。そしてまた、物語の細部にも興味
深いものがあります。イスラエルの描写であるノアとその家族は、箱舟に入り、彼らは、７、
（私はいつ
も指に気をつけているのですが）7 日間そこにいて、それから、裁きが下ったのです。
（創世記７:１０ 参
照）
7 年間の患難前の、教会の携挙の描写です。つまり、またアブラハムの話ですが、またまた、来週まで待
てません。来週、来なければなりませんよ。来ないと、私たちが探しに行きますよ。体調が悪ければ、探
しには行けませんが。家にいてください。アブラハムが、主に嘆願したという記述を覚えていますか？
「主よ、まさか、ソドムとゴモラを裁くことはなされないでしょう？なぜなら、甥っ子がそこにいるので
す。主よ、50 人の義人がいても、あなたはそこを裁かれるのですか？」
ー「いいえ、しません。
」
（創世記 18:23⁻26 参照）
そしてノア…、つまりアブラハムは気づき、
「ちょっと待てよ、たぶん 50 人も義人はいないだろうから、その数を下げたほうがいいかもしれない。
」

そして、彼は数を下げていきます。一番少ない数になっても、その数の義人さえいないのは、興味深くな
いですか？「牧師さん、何が言いたいんですか？」義人は、神の怒りと裁きの対象にはなりません。
7 年の患難が始まると、それはキリストを拒絶する世界に注がれる神の裁きです。教会には、ロトのよう
に連れ出されるまでは、どんな裁きも下されません。今、私たちはある状況にいます。こんな風に言って
もいいでしょうか？ この状況は、救い主自身による詳細な預言にあります。ノアやロトの時代と、主の
再臨の前の、私たちの終わりの時代とを、比較しているのです。なるほど、興味深いですね。それがヒン
トになります。私たちがすべきことは…、頭の回転が良い人になる必要はありませんが、ノアの時代がど
のようであったのかを見て、人間の邪悪さについて、私たちの時代と比較してみることです。からかって
いるのですか？ 人口については忘れてください。ちなみに、彼らは減らそうと努力してます。最終的な
判断は、神がなされるでしょう。しかし、人間の遺伝子についてはどうでしょうか？ 言うまでもなく、
聖書預言アップデートでも話しましたが、刻印を受けた者の運命を決め、破滅させ、呪うものは何か、ご
存知ですか？

ヨハネの黙示録では、この刻印を受けた者は、火の池に投げ込まれると明示されていま

す。
（黙示録 14:9～11 参照）彼らは運命づけられており、呪われています。彼らには贖いや救いの希望は
ありません。なぜでしょうか？ なぜなら、彼らはもはや人間ではないので、救いと贖いの対象外に
なってしまったからです。彼らの、人としての DNA が変化してしまったのです。イエスは人を贖うため
に、人になられたのです。だからこそ、クラウス・シュワブの第四次産業革命が唱えるグレートリセット
は、人間と機械を融合させる、超人間主義のことなのです。しかも、それを隠そうともしてません！ 叫
んでしまってすみません。これは、
「聖書預言アップデート」で話したことです。また別の機会にしまし
ょう。それが理由です。サタンはそれを知っています。もし、ノアの時代のように人間の DNA が壊され
てしまえば、今や人間は救われようがないのです。ノアの時代のように、現代でも人間の DNA を壊すこ
とができれば、それが、サタンのやっていることです。それが、そのことの裏にある、理由です。それだ
けが一人歩きします。そう思いませんか？

ノアの時代と現代の比較に関連して、ある種の契約関係が

あるのでしょうか？ これについて、もう一つ。メモに書いていないのですが、いまさら手遅れですが...
「モデルナ」
、この話はしましたよね？ Mod - mode RNA（モデルナ）、修正された RNA です。
RNA って何か知ってますか？

RNA がすべての仕事をし、DNA が手柄を自分のものとします。RNA は

体の一部、
細胞に入ります。
mRNA は、
RNA が DNA に取り込むメッセージを伝えます。
そして CRISPR(ク
リスパー)をハサミのように使って人間の DNA を切り取り、モデルナが言うところの「生命のソフトウ
ェア」を挿入するのです。OS（オペレーティングシステム）ですね。驚きませんか？ 驚きましたか？
ビル・ゲイツがその人です。彼が.....私が初めてパソコンを買ったのは 1982 年のことです。計算しない
でください、私は 2 歳でした。それは IBM パソコンのコピー品で、ハードドライブさえありませんでし
た。大きなフロッピーディスクが 2 枚入っていました。私が何を言っているのか分かりますか？ 若者
の中には、何のことか分からない、何でもいいやと思っている人がいますね。ハードライブさえありませ
んでした。それは巨大なもので、モニターは、この説教壇と同じくらいの大きさで、非常～～に遅いもの
でした。フロッピーを挿入すると、それが OS だったんですね。そして、もう一つの方を入れる。それが
ソフトウェアでした。その時点では、基本的には優れたタイプライターのようなものでした。最初に…つ
まりアップグレードしたときのことは忘れられません。20 メガバイトのハードディスクを買いました。
すごいでしょう？ 無限とも思われる容量でした。20 メガバイト、20 メガバイト! 先日、長男がマイク
ロ SD カードを見せてくれました。SD カードじゃなくて、マイクロ SD カードですよ？ というか、私

の老眼鏡を使っても見えません。これは何だ？！と思いました。1 テラバイトです。テラバイト？
それが何ギガバイトか知っていますか？（1000GB）1 テラバイトです。小さな小さなものです。さて、
最後にもうひとつと言いましたよね。最後に、もう一つの最後のひとつ。私は、これは悪魔的な知性だと
心底思っています。サタンのような知能。A.I.、人工知能と呼ばれるものです。サタンが、人間のゲノム
（遺伝情報）とその改変方法を知っていると思いませんか？

これらの知識、知能はどこから来ると思

いますか？ 科学技術です。そして、それが実現しています。ノアの時代には科学技術はありませんでし
たが、サタンは、ノアの時代と同じことを、わたしたちの時代に、別の方法で達成したのです。手段は違
っても、結果は同じです。分かりますか？
さて、ここでノアとヘブル人への手紙 11 章 7 節について少しお話しましょう。
「信仰によって、ノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたときに、恐れかしこんだ。
」と
書かれています。聞いてください。その聖なる恐れは、信仰によってノアが警告を聞き入れ、義の継承者
として家族を救うために、箱舟を作ったのです。ところで、聖書解説者の中には、彼が箱舟を作り始めた
とき、彼の子どもたちはまだ生まれていなかった、と指摘してます。それを頭に入れておいてください。
”信仰によって”。繰り返しますが、信仰によってアブラハムの場合、
「あなたの子孫を、海辺の砂や空の星のように多くする」とあります。（創世記２２:１７参照）
そのときアブラハムは９９歳です。
「あぁ、それは昔の祈りですよ、神よ。
」
時すでに遅し。サラは、ああ、彼女は９０歳でした。「いえ、わたしはそれを行う。」
時間がなくなってきてるので、先に進んだ方が良いですね。時は刻々と過ぎていく、とはよく言ったもの
です。それが信仰です。ここでは、ノアは子どもを持つ前に、子どもを救うために、箱舟を作ったと言わ
れています。彼にはまだ子どもがいませんでした。それが信仰です。他にもいくつかあります。すぐにわ
かると思いますが、その聖なる恐れ ところが、聖ならぬ恐れもあるのです。神は、その恐れの霊を、私
たちに与えておられません。しかし、聖なる恐れ、主への恐れというものがあります。箴言では、
「主を
恐れることは知恵の始め。
」と言われてます。そして、主を恐れることは、悪を憎むことです。それが、
ノアの持っていた聖なる恐れだったのです。そして非常に興味深いのは…、ところで、忘れてしまう前に
ちょっとだけ言わせてください。また、私のメモにはありません。ノアが初めて、これをするようにと言
われたとき、神は、ノアがこの先何をするのかは、まだ教えておられませんでした。つまり、ノアに、箱
舟を作れと命じられた時、世界を滅ぼし、洪水で世界を裁くことは、まだノアに伝えておられないので
す。
「ただ信仰によって、箱舟を作りなさい。寸法はこうで、これが材料で、これが仕様で、これが見取り図
で、これが設計図だ。
」と。
ノアはすぐに仕事に取り掛かり、作り始めましたが、まだ洪水については、何も知りませんでした。彼に
は、そこに入る子どももいませんでした。神が何をしようとしているのか、全く分からなかったのです。
彼はただ、神が何かをなさろうとしていることだけ分かっていたのです。そしてもう一つは、神がいつそ
れをされるのか、ノアには分からなかったということです。彼はただ、神が何かをされることは知ってい
ました。だから信仰によって、ノアは、ただ神に言われたことを実行したのです。聞いてください。”１
００年間”、です。１００年って、考えると疲れますね。しかも、乾いた地面の上に舟を作っているなん
て、想像できますか？ ヨットクラブで、やってるわけじゃないのですから。そこには、湾もありません。
人里離れた、地の上で作っているのです。想像してみてください、彼は牛が戻るまで（長い間）馬鹿にさ

れ、嘲笑されたことでしょう。表現の意味はわからなくても、私が言っていることはお分かりでしょう。
そして、彼の信仰と義、さらに従順さを加えた信仰によって、成し遂げたのです。その間、ノア・ジョー
クが飛び交っていたことを想像できますか？

電球を交換するには、何人のノアが必要か？（皮肉るジ

ョーク）彼はそれらをすべて聞いています。彼が船を作っているときの対話を想像できますか？
「何をしているんだ、ノア？」ええ、箱舟を作っています。
「箱舟って何？」まあ、舟のようなものです
ね。
「舟って何？」ああ、洪水で浮くものなんです。
「洪水って何？」
洪水とは......まるで 3 歳の子どもが親に質問しているようなものですね。
「なぜ空は青いの？」と。それ
は、神様の好きな色だからよ。ちなみに、子どもにそう聞かれたときの答えはこれです。
「洪水って何？」
ええ、洪水とは、空から降ってきた雨が大地に降り注ぐことです。
「えっと、雨って何？」ああ、冗談だ
と思っていますか？ そうではありません。彼らは雨を見たことがありませんでした。その頃、地球上に
は水の天蓋があったと考えられています。そして、露が地球に水を与えていたのです。彼らは雨を見たこ
とがありませんでした。ここで、あなたは後ろポケットからその聖句を取り出す必要があります。なぜな
ら、イエスは、洪水が来るまで、彼らは何も知らなかったと仰っているからです。一緒に考えてみてくだ
さい。ノアの時代のように、世界に神の裁きが下る前の現代の私たちにも同じことが言えます。彼らは、
空から降りてくるものについて何も知りませんでした。現代の私たちが、携挙で人々が空に上がってい
くことについて何も知らないように。同じことを別の言い方で言ってみましょう。彼らは、雨が降るのを
見たことがありませんでした。ここでは信仰によって、今まで起きたことのない雨による洪水のために
船を作っている人がいます。ちなみに、彼は義の伝道師でした。そして、私たちの時代になりました。あ
る意味、このような見方や言い方もできます。私たちも現代のノアのように、携挙が来るという義を説い
ています。
「携挙って何？」ああ、人が空に連れて行かれるときのことです。それは、ノアが出した答え
と同じで、少しだけ文脈が違いますが。
「洪水って何？」ええ、それは、空から雨が降ってくることです。
「携挙って何？」ああ、それは、人が空に向かって上がって行くことです。
「また、そんな！」
楽しみ過ぎてすみません。しかし、何年か前に、ある牧師から実際にこの質問をされたことがあります。
彼は、
「あなたは本当に携挙の奥義を信じているのですか？」と言いました。このような質問は好きじゃ
ないですか？ その言い回しや質問の仕方は、こんな感じです。
「それを信じていないですよね？！」そ
んな感じでした。そして、あなたはどんな感じですか？

あなたは「えーっと、…信じてるよ。」「まさ

か！？頭おかしいんじゃないの？」ノアもそう言われていました。興味深くないですか？それが起こっ
た時、それは起こりました。しかし、もう遅すぎたのです。彼らは取り残されました。このつながりが分
かりますか？ それでは、この質問に対する答えで締めくくることにしましょう。
今の時代は、ノアの時代のようなものでしょうか？ 絶対にそうです。あとは時間の問題です。人間の人
口、人間の邪悪さ、そしてさらに重要なのは、人間の遺伝子の変化です。これら 3 つの要素は、ノアの時
代には主要であり、最高であり、第一であったのです。実際、ノアの時代の地球の人口は、現在の地球の
人口と同じくらいだったと考える専門家もいます。ちなみに、それはご自身でも調べられます。ちょうど
創世記 6 章で読んだばかりですよね？ 人は地球上で増えていきました。彼らはそれができる才能を持
っています。彼らは聖書を手に取り、系図に基づいて当時の人口を計算します。系図は、聖書の中では
読み飛ばしてしまう部分ですよね？

ちなみに、マタイやルカでは飛ばさない方がいいですよ。とても

強力なのはキリスト・イエスの系図です。そしてマタイはルカとは少し違いますが、どちらもイエスが救
い主であることを証明しています。証明しています。そして、特にマタイの福音書では...ちょっと話がそ

れてしまいますが。すでに進行中の説教に戻ってきますから。しかし、これは本当に面白いです。もう何
年も前のことですが、マタイを学んでいたときのことです。マタイの福音書１章には、誰が誰を生み、誰
が誰を生み、誰が誰を生み…そして、みんなが（あくび）をします。振り返って、そこに書かれている名
前を見てみると、何かが見えてくるのではないでしょうか？ まず、これを聞いてください。女性が出て
きますよね。
（息をのむ）
「違う！」そうです。
「これは前代未聞です！」
「これは中東では禁止されていま
す！いけません！」女性は価値がありませんでした。人間とすら考えられませんでした。そういえば、ユ
ダヤ人はこう祈っていました。これは話が逸れますが、すでに大きく逸れているのですが・・・
彼らは自分が異邦人や、犬、女に生まれなかったことを神に感謝していたそうです。女性の皆さん、本当
に申し訳ありません。私はただ、私の文化、アラブの文化、中東の文化では、女の子が生まれるとみんな
家に帰ってしまうということを言っているのです。
「あぁ、女の子か…。
」いや、真面目な話です。もし男
の子が生まれたら、パーティーは何日も続きます。プレゼントばかりです。なぜですか？ その男の子が
家名を受け継ぐからです。女の子は受け継ぎません。成長した私の妹は、かわいそうに…。つまり、私の
両親は中東の文化をとても大切にしていたのです。つまり、男の子はとても大切なのです。そして逆に、
女の子たちは悲しいことに今でもその文化では大切にされません。しかし、世界の救い主の系図には、女
性がいます。娼婦がいるんですね。
「駄目だ！」世界の救い主は高貴な生まれの人だと思うでしょう。違
います。その系図を見ていくと、救い主が誰から来られたのかがわかります。なぜですか、なぜ、それが
記録されているのですか？

そして、なぜその血筋から救い主が来られるのですか？

なぜなら、主は

病める者、最も小さい者、最後の者のために来られたからです。人間のために救い主として来てくださっ
たのです。福音書を読んでみると、救い主は、そのような人々に惹かれていたことがわかります。彼らの
家に行って食事をされることもありました。また、娼婦と取税人と一緒に食事をされることもありまし
た。彼らは国税庁の職員です。いや、本当に、彼らと一緒に食事をされてしていました。さて、すでに進
行中の説教に戻りましょう。では、議論のために、聖書に記述されているノアの時代が、現在の私たちが
生きている時代と同じであることを確認したとしましょう。それでよろしいですね？

さて、それでは

どうしましょうか？ 使徒ペテロは、その第 2 の手紙の 3 章で答えを出しています。1 節から読んでい
きたいと思います。彼はこう言っています。
ペテロの手紙 第 2 3 章
1 愛する者たち、私はすでに二通目となる手紙を、あなたがたに書いています。これらの手紙により、私
はあなたがたの記憶を呼び覚まして、純真な心を奮い立たせたいのです。
2 それは、聖なる預言者たちにより前もって語られたみことばと、あなたがたの使徒たちにより伝えられ
た、主であり救い主である方の命令を思い出させるためです。
3 まず第一に、心得ておきなさい。終わりの時に、嘲る者たちが現れて嘲り、自分たちの欲望に従いなが
ら、
4 こう言います。
『彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も、すべてが創造のはじ
めからのままではないか。
』
5 節、ここに注目してください。
5 こう主張する彼らは、次のことを見落としています。（これは意図的なものです）天は大昔からあり、
地は神のことばによって、水から出て、水を通して成ったのであり、
6 そのみことばのゆえに、当時の世界は水におおわれて滅びました。

「こう主張する彼らは、次のことを見落としています。…」ある翻訳では、神がノアの時代に洪水によっ
て世界を裁いたことを故意に忘れているとしているものもあります。7 節です。
7 しかし、今ある天と地は、同じみことばによって、
（洪水ではなく）火で焼かれるために取っておかれ、
不敬虔な者たちのさばきと滅びの日まで保たれているのです。
8 しかし、愛する人たち、あなたがたはこの一つのことを見落としてはいけません。主の御前では、一日
は千年のようであり、千年は一日のようです。
9 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、あなた
がたに対して忍耐しておられるのです。だれも滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを
望んでおられるのです。
10 しかし、主の日は盗人のようにやって来ます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の万象
は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。
11 このように、これらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなたがたは、どれほど聖なる敬虔な生
き方をしなければならないことでしょう。
12 そのようにして、神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によっ
て、天は燃え崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。
ノアのように、裁きが来ます。
「わたしは洪水を使って地球を滅ぼします。
」こんにちの私たちまで早送り
します。裁きが来ます。
「わたしは火を使って地球を滅ぼします。
」それを踏まえて、どのように生きてい
けばいいのでしょうか？ あなたは、ノアのように、何が起こるかを知っている聖なる恐れを持って、
警告に耳を傾けますか？ なぜなら、それは来るからです。実際は、すでにここにあります。そのくらい
近いのです。私たちは教会携挙を目前に控えていると思います。迫っています。そして、7 年間の患難が
始まり、その終わりに神は地を火で焼き尽くされ、天をも滅ぼされるのです。なぜですか？ なぜなら、
罪は天にも入ってきたからです。だからこそ、黙示録 21 章と 22 章には、新しい天と新しい地について
書かれているのです。待ちきれません。お立ちください。賛美チームに登場してもらいます。
主よ、早く来てください。早く来てください、主よ。とても邪悪になってきました。人間の悪は、邪悪、
とても邪悪です。ところで、私たちが闘うのは、人間、血肉に対してではなく、主権、力、暗闇の支配者、
天にいる悪霊に対してです。使徒パウロは、エペソ人への手紙 6 章で、霊的領域における 4 つの異なる
存在を区別しています。これは霊的な戦いです。あなたの上司が......何であれ......。彼は敵ではありませ
ん。彼はミッションフィールド（宣教の対象）です。隣人が来たので手伝ってあげたら、
「注射を打った
よ」と言われたので、
「ノー！」と思いました。
祈りましょう。天のお父さん、私たちに教えてくださったことを心から感謝します。終わりの時代に世界
がどのようになるのかを預言的に実に詳細に記述し、現代の私たちがノアの時代と比較して見回すこと
ができることを。つまり、ノアの時代と全く同じなのです、主よ。そして、それはただ一つの意味しかな
く、それはあなたがもうすぐ来られるということです。主よ、私たちに与えられたすべての機会をとら
え、聖なる恐れをもって注意を払うことができるように祈ります。そして、使徒ペテロが問いかけるよう
にこれらのことを知った上で、私たちはどのように生きるべきなのでしょうか？ ああ、主よ、あなたの
御言葉に感謝します。イエスの御名において、アーメン。
--------------------------------------------------------------------------------------------
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