2021.09.26. 聖書預言アップデート
しかし、神はストーリー
JD ファラグ牧師
では、おはようございます。
「聖書預言・アップデート」へようこそ。第一礼拝で捧げるのは、毎週「聖
書預言・アップデート」で長年行っています。そして、第二礼拝は「聖書の学び」神の御言葉を、節ごと
に学びます。現在、驚くべき「ヘブル人への手紙」で、素晴らしいのです。今日は、私たちのクリスチャ
ン生活の中で、
「神のなさり方が全く理解できないと思える時」について見て行きます。今までそういう
事ありませんか？ ーありません？ OK。では祈りで締めくくりましょう。第二礼拝はありません。ー
(笑)ー いえ皆さん、是非ご参加ください。ハワイ時間の 11 時 15 分からライブ配信します。またフェ
イスブックやユーチューブでご覧の方、今日は、この（預言・アップ）ライブ配信をいつもよりも早めに
終了します。ですから、JDFarag.org で、今から直接ご覧になるのをお勧めします。中断なしで、検閲さ
れない完全版の「聖書預言・アップデート」をご覧いただけますので。
さあそれでは、今日は引き続き、私たちが親しみを込めて呼ぶ「BUT GOD/しかし、神は。ストーリー」
をシェアします。しかしその前に、なぜこれをするのか、その理由をお話しをするのが私の責務だと思い
ます。第一に、主を求め、主から示唆されたからです。神が今本当に素晴らしい事をしておられるのに、
私たちはそれを聞いていないだけだという事。こんにちの世界で起きている悪に直面する中、神は驚く
べきことをなさっています。多くの方々から寄せられた大量の共有下さるメッセージは、神が何をされ
ているのか、神はこれまでも、そしてこれからも、どれほどご忠実であるかの証拠だからです。多くの
方々から寄せられた大量の共有下さるメッセージは、神が何をされているのか、神はこれまでも、そして
これからも、どれほどご忠実であるかの証拠だからです。多くの方々から寄せられた大量の共有下さる
メッセージは、神が何をされているのか、神はこれまでも、そしてこれからも、どれほどご忠実であるか
の証拠だからです。先週これについて、実際に考えていたのは、私が皆さんにアップデートするのではな
く、実際に皆さんが、私にアップデートして下さい。皆さん、どうか是非。皆さんが、お気づきかどうか
は分かりませんが。こんにち世界で起こっているあらゆる事は、聖書預言の成就です。皆さん、同意され
ますか？ この 1 年半の間、私はここに来て、何が起こっているのかをアップデートしてきました。言
わば、預言の点と点を繋ぎながら、それがどう聖書預言と繋がるのかを。だから、今度は皆さんの番です。
何が起こっているかを、皆さんがアップデート下さる事を本当に楽しみにしています。2 年前の時点では、
今日聞くような話を耳にするとは想像もしていませんでした。皆さんも同意されると思います。それは、
私たちが生きている今の時代を如実に表しています。
これはまさに、
「ローマ人への手紙 13 章 11～12 節」
で、使徒パウロがローマの教会宛に書いた内容です。
ローマ人への手紙 13 章
11 さらにあなたがたは、今がどのような時であるか知っています。あなたがたが眠りからさめるべき時
刻が、もう来ているのです。(その理由は）私たちが信じたときよりも、今は救いがもっと私たちに近づ
いているのですから。
12 夜は深まり、昼は近づいて来ました。ですから私たちは、闇のわざを脱ぎ捨て、光の武具を身に着け
ようではありませんか。
私はイッサカルの部族のことを考えます。彼らは自分たちが生きている時代を理解していたと言われて
います。彼らは時を理解していただけでなく、何をすべきかを知っていました。これ（証シェア）を行う

一番の理由は、何が起きているのか、神が何をされているのかをよりよく理解するためです。それでは、
よろしければ早速紹介させていただきます。私がシェアしたい多数の非常に励ましになる、また、ために
なる証を頂きました。しかしそのために、この時点でユーチューブとフェイスブックでのライブ配信を
終了します。
ー本編ー
まずは昨日受け取った、ポーラ・クルップシュタット博士からいただいたものをご紹介したいと思いま
す。まずは昨日受け取った、ポーラ・クルップシュタット博士からいただいたものをご紹介したいと思い
ます。
「JD とチームの皆さんへ。あなたの愛と信仰の働きに感謝します。あなたの大胆さを神に感謝し、
「聖書
預言・アップデート」を聞きながら、毎週励まされています。あなたから常に "善を行うことに倦まない
"事、大胆に御座に近づくことを気づかされ、愛に満ちた父に、必要なものを求めることができるのを思
い出します。どうか、これからも良い戦いを続けてください。私は、イエスを愛する機能性医学の医師と
して、個人開業し、美しいチームを持っています。当院ではワクチンの取り扱いはありません。また、ワ
クチンやマスクなどを義務付けることもありません。私たちは、インフォームド・コンセント*を重視し
ています。(*対象者が自らの自由意志に基づいて医療従事者と方針において合意する)私はパンデミック
の前に、ワクチン医療免除書類を書いてきました。私は反ワクチンではありません。予防接種には賛成で
す。私は宣教地で過ごし、破傷風や髄膜炎などワクチンで防げる病気で、赤ちゃんや子ども、大人が亡く
なるのを見てきました。もちろん、遺伝子操作する mRNA コロナワクチンには反対です。私の医師免許
番号で、多くの免除者が追跡されているのは確実なので、控えめに言っても「リスク」になっています。
現在、私の住むテキサス州では、大きな自由があります。しかし、神は。神の恵みにより、コロナで亡く
なった患者は、一人もいませんし、重症患者にもかかわらず入院したのは 5000 人中 2 人だけです。これ
まで患者に、ビタミン、ミネラル、栄養補助食品、イベルメクチン、必要に応じて、モノクローナル抗体
などをどんどん提供してきました。それが役立っています。患者が病院に行かなくて済むようにして下
さった神のご忠実さに感謝します。
」
（その方がメリットがあるので、今週もまた、聖霊にお願いして私の
コメントを制限します。しかし、言われてみれば嫌でも納得するのが、今、最も危険な場所は「病院」で
す。実は、先週見てダウンロードした動画を共有するよう、聖霊が促しておられるのを感じます。オース
トラリアの上級看護師さんです。彼女は、自分が働いている病院では、多数の接種者が、体調を崩してい
る患者だと述べています。彼らはイベルメクチンで治療をし、回復させておられます。しかし、接種者か
ら移されることによって、未接種者が患者になることもあり、彼らはイベルメクチンを投与せず、人工呼
吸器をつけて殺しているのだと。
）引用に戻ります。
「私たちは、重篤な患者の往診もしています。先週のメッセージを聞いて、マイク・ヒルツ医師（家庭医
療）が、勤務先病院の制度上の義務を考えると、自由診療するよう導かれておられましたね。私のリクエ
ストはこれです。既に設立している機能性医学の独立診療所参加に興味のある医師/医療従事者の方は、
是非私たちのグループに履歴書を提出ください。画面に表示します。スタッフが画面に再表示してくれ
ます。もっと詳しい情報がこれかもしれません。きっと、日付データベースを立ち上げているのですね？
はいそうです。誰にも言わないでください。言ってしまいましたが(笑) 私たちはテキサス州ヒュースト
ンです。特に、小児科医が必要です。しかし、気の合う医師であれば誰でも歓迎です。神が私にこの実践

を導かれた時、神は私に「あなたの扉を通して人々を愛し、その過程で私を讃えなさい」と印象づけられ
ました。正直に言うと、時に疲れてしまって、恐怖の中に飛び込み始めたこともありました。しかし聖霊
が私を引き戻し、私には恐れや臆病の霊は与えられているのではなく、力と愛と健全な心を思い出させ
て下さいます。
（補足させていただくと、繰り返しますが、私のコメントは制限したいのですが、恐怖や
不安、心配が免疫系を破壊することは証明された事実です。ご存知でしたか？）再度引用を続けます。
...多くの友人や大切な患者さんが、私や私のチームのために祈り、私たちも彼らのために祈ります。あな
たが何千ものメッセージを受け取っている事は理解していますが、診療に自由を求め、診療所が必要な
可能性の医療従事者のため、私の名前/連絡先を保存してください。これは素晴らしいアップデートです：
私たちは、真の医療免除を書くための証拠を得るため、精密な遺伝学を個人ごとに異なる情報で提供し
ます。最近、ユナイテッド航空のパイロットが来られました。彼は、医療的免除書類を希望されました。
彼の遺伝子を見直して、医療的免除書類を書くことができました。そして、ユナイテッド航空が免除を認
めました。その直後、医療書類管理者の父親（同じくユナイテッドのパイロット）が、ユナイテッド航空
は医療免除を認めていないと言われていると言っていました。彼女は、それが事実でないことを父親に
伝えました。イエスの愛に満ちた恵みによって、このパイロットは、回復不能な神経障害を負うことな
く、家族を養うことができるのです。良い戦いを続けてください。そして、ワクチンやマスクを必要とし
ない仕事を探している医療従事者には、私の診療情報を遠慮なく伝えてください。良い戦いを続けてく
ださい。そして、ワクチンやマスクを必要としない仕事を探している医療従事者には、私の診療情報を遠
慮なく伝えてください。テキサス州から祝福を。画面を戻し、これが詳細です。この情報は、ウェブサイ
トのこの動画の下にも掲載します。彼女はこう締めくくっておられます。テキサスから祝福を! 私は皆
さんを愛し、皆さんのために祈ります。ありがとう。善を行うことに疲れてはいけません。医学博士ポー
ラ・クルップシュタットより。
」ええ、主を讃えます。そうです！ ー拍手ー
先週ご一緒できなかった方のために、ある医師からの「しかし、神はストーリー」をご紹介したのですよ。
彼は、医師として働いている会社を辞め、自分の診療所を始めるよう神に召されていることを感じてお
られます。私たちは言いました。
「そうです。主よ。」私たちは証します。あのような医師が必要で、歯科
医師も必要で、皆さんは（私ではなく）美容師も必要です。そのため、多くの人が職場を離れています。
信仰の一歩を踏み出すのは大変怖いです。しかし、神は。しかし、神は。次は、ブルック・クーツさんか
らです。
「JD 牧師へ。私の”しかし、神はストーリー”をあなたに共有したいと思います。私はフォーチュン 500
社で、人事コーディネーターをしています。子育てのため、長年家にいることを決めたので 42 歳で、キ
ャリアをスタートさせたばかりです。私は人事コーディネーターとして、方針の変更や更新に関わる多
くの社内会議に参加しています。年始に、上層部が、全従業員へのワクチン接種を奨励し始めました。し
かし時が経つにつれ、幹部は、接種に屈しない人をかなり敵視するようになりました。私は最近昇進した
ため、数週間前に上司と四半期ごとの人事考課を行いました上司からは”よく頑張った”と褒められまし
た。私に改善点はないとのことで、今後も”管轄で活躍するよう”言われました。その日、上司に私個人の
証をメールで送り、ワクチンが義務化された場合に、宗教免除をお願いすることにしました。そのメール
に、どのようにキリストに出会ったか、どのように自分の人生を主に委ねたか、そして私がワクチン接種
ができない聖書的な理由を説明しました。上司は”ワクチンが義務化されたら、その時に再検討する”と答
えました。そして一週間後、CEO が、社内サイトで、17,000 人の全社員に向けて書面を掲載しました。

その書面の中で彼は、ワクチン未接種者社員に失望していることを表明しました。ワクチンを打たずに
いるのは無責任で、他人を思いやる気持ちもないと言いました。ワクチン未接種者従業員は、正しい情報
源から情報を得ていないと述べ、飛行機の飛ばし方をググって、航空会社のパイロットの隣に座って、飛
行のコツを教えてくれる人に例えました。わお～社内サイトはコメントを受け付けており、ハンドブッ
クの定義によれば、攻撃的でない限り、意見を述べる場となっています。そこで、私はそのことについて
祈り、コメントすることにしました。私は、CEO のお名前宛に、伝えました。”多くの人が、道徳的な理
由や宗教上の理由から、ワクチン接種しないことを選択します。ワクチンを打たないという選択をした
人は、そのことをとても真剣に考え、よく祈ります。” そして、あなたのページに掲載されている「Voice
for Truth」の解説画像へのリンクを入れました。私はすぐに無給の停職処分を受け、私のコメントが侮
辱的な発言だと言われました。私は、人事コーディネーターとして意見を言うべきではないと言われ、会
社の方針に反していると言われました。人事部にいるので、全ポリシーを知っており、私がそのようなポ
リシーに反していないことは分かっています。結局、2 週間無給の停職でした。その間、自分に資格がな
いと思う仕事にもいくつか応募しようと思い、祈って応募することにしました。私はとても田舎に住ん
でいるので、良い仕事はなかなか見つかりません。すべての面接で、私は自分の宗教的な信念を率直に話
し、ワクチン接種はできないことを伝えました。私は人事マネージャーのポジションを２つオファーさ
れ、これはコーディネーターからかなりの飛躍です。どちらも、
（これ聞いてください）今の給料の 2 倍
です。そう！！ 神がそれをなさるのが大好きです！！！ それは、ある種の聖化された状態です。それ
はここで置いておきます。
（主よ）ごめんなさい。倍ですよ！！！ 私はそのうちの一つを引き受けまし
た。
（聞いてください）最終的には、会社の以前のポジションに戻れることになりました。しかし、彼ら
に 2 週間の猶予を与えました。私がそうするべきだったかどうかは分かりません。彼らは２週間の停職
期間の給与を支払う事を決定しました。そう、彼らは、彼女の無給停職処分 2 週間分の給料を支払った
んですって! 報酬は貰いましたが、来ないでくれと言われました。OK。JD 牧師、ここからが本当の奇
跡なのです。私の証を含む宗教的免除申請は、人事部全員、CEO、COO、会社のオーナー、法務チーム、
法務コンサルタントに読まれました。これまでの面談全てで、自分の証も含めて話すことが出来ました。
悪魔は悪を謀らいました。しかし、神は、善をもたらされました。」もっと良くなりますよ。主を褒めた
たえます。会社は CEO の書面を削除し、ワクチン未接種者への厳しい態度を撤回しています。おそらく
訴えられることを恐れているのでしょう。大幅な飛躍であり、選択と宗教自由のある新しい会社で、今月
末から仕事が始まります。神は大変良いお方です。
」ー拍手ー
次は、マイク・マクラッケンさんからです。
「私はミネソタ州の職員です。ワクチン完全接種や週 1 回の
検査をしないと事務所に入れないと知事からのお達しがありました。主の導きにより、翌日には免除書
類を提出できました。堕胎された胎児細胞株の情報を詳細に記した 2 つの添付書類を添え、人事部に提
出しただけではなく、私が CC したのは、私の上司、上司の上司の CIO、彼女の上司の COO、そしてそ
の上司の CEO です。その理由は、社内のトップに何かが伝わらないのは嫌だと思ったからです。人事部
の最初の回答は、”このような情報を個人に送ってはいけない。”でした。私は返答しませんでした。一週
間半後、人事からこんなメールが来ました。
”自宅で仕事をしていただき、オフィスに出社する必要はありません。”主を褒めたたえます。
」この世へ
の執着を緩める事ですね。ちなみに、第 2 礼拝の「ヘブル書の学び」で、その話をする予定です。
次は、サリー・エベルさんからです。繰り返しますが、お名前を正しく発音しているのを願います。なぜ

皆さん笑っているのですか？ 皆さん、私に、じゃなく、私と一緒に笑ってるんですよね。
「あなたのミニストリーに感謝します。先日、理学療法士をしている姪っ子からメッセージが来ました。
彼女は、ワクチンのことで仕事を失いそうになっていたので、あなたのウェブサイトに行き、宗教免除書
類を入手するよう提案しました。彼女は、免除を受けるのは”ワクチン策略”に屈することになるのではな
いかと考え、躊躇しましたが、最終的に、あなたのミニストリーに依頼する決心をしました。彼女は今日、
私にメールをくれて、彼女の宗教上免除が承認されました。彼女は仕事を失うことはありません。神を称
賛します。多くの人々を助けようとするあなたのミニストリーに多大な祝福が注がれますように。
私はテネシー州に、姪はコロラド州に住んでいます。私たちは二人ともとても感謝しています。イエスが
私たちを家に連れに来られるまで、”預言アップ”の虜です。」ええ、あまり長くかからないのを願ってい
ます。ー拍手ー
次の方は匿名希望です。
「親愛なる JD 牧師へ。まず、あなた自身が神の御口になって下さる事を感謝し
ます。あなたに選択の余地はありません。(笑)OK。面白いですね。私は以前からあなたの説教を見てい
て、あなたのウェブサイトの宗教免除書類を待っていました。私は、ニューヨークに拠点を置く大手の世
界的な投資銀行で働いています。私が免除書類申請をした日は、企業からのおびただしい数のメールを
受け取った日でした。たとえ 17 年間勤めた会社を失い、メールで喪に服すことになったとしても、主の
御心を受け入れる勇気を与えてくださいとお願いしました。そのメールの内容は、ワクチン接種者しか
入れないので、私は建物に入れないし、今後も入れないというものでした。自宅とオフィスの分業制は正
式に終了し、拠点はコロナ以前のオフィスに戻ることになりました。私は自分の仕事が大好きで、一緒に
働く仲間も大好きです。書類を待つ間でさえ、なぜか不安で、早く終わらせたいと思っていました。
そこで、上司に電話をし、基本的に「絶対に接種しないので、解雇してください」と言いました。私が”
クビにしてください”と懇願したところ、彼の返事はこうでした。"でも、これは君が決めることではない。”
彼は私を手放したくないと思っています。それを消化するのに数秒かかりました。彼は私に、”部門で貢
献するのは、オフィスだけではない”と言いました。私は 1 年以上前から自宅で仕事をしているので、そ
れを続けられない理由はありません。彼の最後の言葉は、”君は家で仕事をしてくれればいい。私が何と
かする。君の問題は、私の問題だ。私を信じなさい。” 神が私の上司をコントロールされ文字通り「神
にさせよ」と語りかけて下さったように感じました。「詩篇 46 篇 10 節」を思います。「やめよ。知れ。
わたしこそ神。
」その御言葉が出て来ますね。そんな目で見ないでください。こう言う感じです。
「じっと
していなさい。
」人によっては、それが問題でしょう。
「静かにし、落ち着き、じっとしていなさい。わた
しが神である。
」想像してみてください、なんて斬新なアイデアでしょう。あの日、私に起こったことは、
グローバル企業界では前代未聞です。彼らはワクチンを呼び求める。しかし、その日、主は私に主の力を
見せられ、主の愛を感じました。牧師さん、匿名希望です。
（大丈夫ですよ）
私は兄弟たちを励ましたいと思います。主は私たちと共におられ、私たちの前におられ、私たちのために
戦いを繰り広げ、この方に不可能はありません。あなたの礼拝に心から感謝します。
」ー拍手ー
次は、ヴィオレタ・ドゥドゥック・キャンベルさんからです。お名前の発音ができないだけでなく、人の
お名前を覚えるのにも苦労していて、自分の名前でさえもです。イニシャルなのは分かってます。何も言
わないでくださいね。
「ー症状は本物ーこんにちは、イエスの家族の皆さん。ワクチン接種者/顧客と一緒に仕事をすると、
シェディングが起こることをあなたと兄弟姉妹に、伝えたいのです。骨と筋肉のセラピストのダイアン・

G さんの証をあながた読み始めたとき、
（先週です）私は症状についての話をあなたに書くことにしまし
た。私はエステとマッサージをしています。身近でお客様の肌に触れます。最近、私たちのスパサロンは
とても忙しくなり、たくさんのお客様がいらっしゃいました。頭痛だけでなく、倦怠感や発汗などの症状
が出始めましたが、腰痛もありました。腰痛について説明しなければならないことがあります。今までの
人生で、腰痛を経験したことがありません。私は競泳選手で、カヤックでオリンピックチームにも所属し
ていました。ビタミン D3、ビタミン C、亜鉛、イベルメクチンを摂取すると、痛みがなくなりました。
私は自分がおかしくなっているのではと考えていました。これらのサプリメントは、腰痛とどのような
関係があるのでしょうか？

ビタミン C、D、マグネシウム、亜鉛、イベルメクチンを摂取して、シェデ

イングを防いでいます。ダイアン・G さんの証言を聞いて、腰痛も症状の一つなんだなと思いました。
わお～これを体験しました。牧師さん、あなたの大胆さに感謝します！そして、この素晴らしい羊飼いを
支えている全ての私の姉妹と兄弟にも感謝します。
（それ、皆さんですよ。ありがとう。
）皆さんに神の祝
福がありますように。この悪魔的ワクチンについての知識でお互いに支え合えることを神に感謝します。
イェシュアと共に平安を。ヴィオレッタより。」
次は、リンダ・スタウトさんからです。
「神にぶっ飛び驚かされる準備をしてください。今年の 8 月 23
日、私の弟スティーブは、ワクチンを接種しないという選択をしたため、カナダのオンタリオ州南西部に
あるエンジニアリング会社での仕事を失いました。彼は数週間前から、接種への圧力が高まっていたた
め、それが近づいていることを感じていました。彼は定年を間近に控えていたが、経済的なプレッシャー
のためにまだ引退できずにいました。これは非常にショックなニュースでした。しかし、スティーブと妻
のリンダは聖書を信じる敬虔なクリスチャンであり、彼らはこの状況を祈りに委ねました。他にも多く
の人が、彼らに必要なものを神が与えて下さるように祈っていました。 スティーブの解雇から 1 週間
後、彼は決済のため、メインコンピューターにログインしました。その間に、たまたまメールをチェック
しました。驚いた事に、滅多に使わない古いメールの中に、スティーブが探している地域の企業から、求
人票が入っていたんです。奇跡のような出来事です。それで終わりではありません。準備はいいですか？
神は、スティーブが実際に仕事を探す前に新しい仕事を用意してくださっただけでなく、スティーブが
解雇された同じ月曜日の朝にこのオファーが来ていたのです。神の良さに圧倒され、主を賛美します。カ
ナダのオンタリオ州より。
」ー拍手ー
教訓。古いメールをチェックしましょう。決して分かりませんよ。再度、お名前についてお許しください。
マーシン・Wyrzykowski さんからです。
「こんにちは、JD 牧師。ポーランドのジェロナ・グラからお便りします。神が私の人生にどのように働
かれているのか、私の短い話をお伝えしたいと思います。主は、コロナの騒動の数ヶ月前に、私のために
新しい仕事を用意して下さいました。私は数年前から、新しい仕事を求めて神に祈っていましたが、神経
症の問題（神は既に大いに助けてくださいました）のために、対応できるかどうか怖くて、私は仕事を変
えることを恐れていました。前職では、上司に暴言を吐かれたりして、あまり稼げませんでした。しかし、
神 は。背中を押して下さり、2019 年 12 月に応募しました。たった数日、数回の会話をしただけで、あ
る企業で新しい雇用を得ました。あっという間の出来事で、考える暇もありませんでした。神はご自分の
やり方で、ご自分のタイミングでなさいました。今では、より良い仕事、ずっとより良い給料を得ていま
す。そして何よりも重要なのは、私の新しい上司はキリストを信じていて、神の御言葉について話すこと
ができる人だということです。私は暴言を吐かれていたのが、尊敬され、評価されるようになりました。

また、彼はワクチン接種に反対していて、今の会社では誰にも押し付けません。その気になれば在宅勤務
も可能なのです。ワクチン接種者と、ほとんど接点がありません。神は私にとても良くしてくださいま
す。まさに私が必要としている時に、私のために、主のタイミングで、すべてを用意して下さいました。
とても小さな事です。私はとても小さい者です。
（私はこれが好きです）私はとても小さい者です。でも
私の神は、とても大きな方です。主イエス・キリストに栄光を。
」ー拍手ー
次は、キムさんからです。
「 私はケンタッキー州で教師をしています。学校のスタッフは、2 月にワクチ
ンを接種しました。私は未接種を選びました。5 月に、ワクチンを接種したスタッフ数名がコロナに感染
するようになりました。接種者が、です。5 月 19 日、私に陽性反応が出ました。ワクチン接種した同僚
から感染したと本当に思っています。4 日後、40 度の熱が出て、酸素濃度が非常に低い状態で、夫が私
を救急病院に運んでくれました。6 日後、2 種類のコロナ剤を投与し、医師から「これ以上は出来ること
はない」と言われました。主治医が夫に電話して、
「奥さんは今、神の御手の中にいる。
」と言いました。
医師は、”モルヒネを打って楽にしてあげるから、そのまま眠りなさい”と言いました。
（これどう？）
翌日の早朝、私は救命病棟に横たわっていました。アラームが鳴り響いたのを覚えています。そして「神
様、どうか 家族をお願いします」と祈りました。私は、神が、
「まだです。
」と仰るのを聞きました。体
がビクッとしたのを覚えています。それから、
「わたしはもうすぐ来る」と聞こえました。私は、今まで
にないほどの深呼吸をしました。目を開けると、太陽が昇っていて、窓から光差し込んでいました。あの
日、私は死にかけました。しかし、神は、私の肺に空気を吹き込み、私の命を救って下さいました。二度
目です。まだ酸素吸入をしていますが、学校に戻れることがとても嬉しいです。私の目的は、自分の証を
通して神の栄光を広めることだと分かっています。
」これは奇跡です。これは奇跡です。ー拍手ー
次は、リンダ・グメルさんからです。
「南カリフォルニアの低所得者層が住むハイデザートという小さな地域で、スーパーマーケット/ハード
ウェアを組み合わせた、かなり大きな店舗を経営しています。私たちのお店は営利目的の事業ですが、そ
の株式は、私たちの小さな教会が 100％所有しています。そのため、お店がすべての税金を支払い、私た
ち個人は事業から金銭的利益は得ません。それは、この小さなコミュニティに対する神からの使命です。
私たちは彼のしもべです。
「パニックデミック」が起きた最初の年、ー私たちは、最初の日からそれを知
っていました。ー私たちは、保健所調査から逃れるため、マスクやその他の義務に嫌々従っていました。
しかし、このゲームの内容が明確になったため、最初の数ヶ月で、強要するのをやめました。それ以来、
必要な案内を掲示するだけで、マスク着用などの強要は一切行わないようにしました。ワクチン接種が
始まった時、信者の私たちをはじめとする多くのスタッフやお客様は、最初から、いかなるワクチンも接
種しないし、スタッフやお客様にワクチンを要求することもしないことを分かっていました。"信じるこ
とは見ること"JD 牧師の言葉です。これまでのところ、神に感謝しつつ、義務化については、これまでの
ところ、ほとんど問題はありません。郡の監督者からも支持されています。最も驚くべき結果は、閉店や
収入減、さらには事業全体の損失というトラウマではなく、私たちの店舗は、2020 年中盤の最初の数ヶ
月で、売上をほぼ倍増させました。たくさんのご注文をいただいており、供給が途絶えているこの時期
に、店舗在庫を確保するのに苦労しています。それが課題ですよね。このように、敵の仕業がはっきりと
分かります。しかし、神は、十分な臨時収入を与えて下さり、スタッフに大幅な昇給と多額のボーナスを
与えることができ、さらに次のボーナスも予定しています。ワクチン義務化など厄介な規制がされるの
を予想します。しかし、私たちと私たちを信じる経営者たちは神と一緒に頑張ろうと決意しました。そし

て、何があっても接種証明書は要求しません。はい！（拍手）必要とされる方にサービスを提供するため、
私たちは、オープンな姿勢を貫きます。もしスーパーマーケットが、顧客にワクチン接種を義務付ける事
態になっても、神の名の下に、私たちはそれに応じることはありません。必要であればハワイにも発送し
ます。
」JD 牧師挙手中 ー拍手歓声ー 発送先の住所をいくつかメールでお知らせします(笑)次は、テリ
ー・ベルさんからです。
「親愛なる JD 牧師。私は引き船のコックで、ミシシッピ川で働いています。私はずっとあなたの説教を
聞いてきました。川を上り下りしている船には教会はありません。私は本当に生かされています。あなた
の励ましのメッセージは、私に多くの希望を与えてくれます。ワクチンに関するあなたのメッセージは
本当に役に立ちました。私の会社は、接種するよう、本当に圧力をかけてきます。あなたのメッセージを、
多数の同僚に共有することができました。あなたの働きと、聖書からの有益なメッセージに感謝します。
私は船上で料理人をしていますが、唯一のクリスチャンというのは寂しいです。2 週間前、私の会社の別
の船のコック仲間が亡くなりました。港に着くと、いつもクルーのバンが用意されていて、接種を受ける
ため急かされるようです。ロジャーは接種して、5 日後に亡くなったんです。彼は接種するよう圧力を感
じていたのです。会社は、今のところ義務化は見送っていますが、今後、義務化されると聞いています。
あなたとスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。神は本当にここで働いておられます。人は答
えを求めています。何かがおかしいと感じているようです。神はこんな時のために、私を用意してくださ
っているのです。私は聖書を配り、あなたのウェブサイトを紹介し、唯一の希望であるイエスを示しま
す。皆さんが大好きです。携挙でお会いしましょう。」ー拍手ー
手早く、この件についてコメントします。公言するクリスチャンではない多くの人々が、正しい質問をし
始めています。私たちの中にある希望の答えを全ての人に与えることが、私たちの責務なのです。答えを
求めている人たちです。彼らはこう言っているのです。
「これは間違っている。何か腑に落ちない。何かがおかしいです。聖書には何も書かれていないのです
か？これは聖書預言ですか？

ヨハネの黙示録に何か書かれているのではないですか？」聞いてくださ

り大変嬉しいです次は、ターニャ・ルイスさんからです。
「こんにちは。カナダからです。ニュースでは、教会の焼き討ちが報道されていて、政府は全員にワクチ
ン接種させることにさらに関心を持っています。もうニュースの見出しにさえなりません。神は私たち
に何をしてくださっているのでしょうか？

神は、私が想像もしなかったような方法で、私たちを養っ

てくださっています。長い話を搔い摘みますが、私はフルタイムで働いていた病院の医療コーダーの仕
事を辞めました。あなたのアップデートの中で、ギロチンによる斬首を合法化するコードが出てきまし
たね。神は、私が専業主婦の母親になることを許されました。私は娘に家庭教師をつけることができまし
た。そして、私の仕事では避けられないワクチン要請を避けることができました。かつては、1 つの収入
で生活することは不可能だと思っていました。今では、夫の収入で十分に暮らしていて、大都会から離れ
た森の中にいます。ここからが鳥肌物です。
（地元の人みたいに聞こえますね）頭が真っ白になるような
入札合戦市場で、神は、湖の上にある山の上のログハウスを提供してくださいました。
（聞き覚えありま
すか？）私たちの家を買うのに、他に競争相手はいませんでした。神は、事態が悪化する前に、私たちを
脱出させて下さいました。私たちの地域が、企業に対して、接種証明を義務付けるようになったのはほん
の最近です。聖書は、私たちが神を信頼するなら、神が私たちを世話して下さると教えています。私たち
は毎日それに頼っています。私の好きな節は、「箴言 3 章 5-6 節」と「詩編 91 篇」です。神の祝福があ

りますように。カナダより。えっ？」いやいや、えっ？です。"えっ？"を入れたかったのです。
次は、マギー・マーフィーさんです。
「ファラグ牧師へ。私は 48 年間、医療に携わってきました。そのうち 43 年間、 正看護師でした。ワク
チンが義務化されたため、私は医療従事者としての 50 年という目標を達成できるかどうか不安でした。
あなたとあなたの素晴らしいチームに感謝します。免除を受けたので、目標を達成できそうです。家族に
愛されなくなるという不安と、独身でカトリック教徒でありながら、妊娠しているという恥ずかしさか
ら、私は 21 歳で中絶を選びました。救われ、悔い改め、神が私を赦してくださったことを知りました。
自分自身を許すことが、もっと難いかったです。預言・アップの中で、あなたはカメラに向かって
「もし中絶した人がいたら、神はあなたを許しておられます」と仰いましたね。まるで私を直視している
かのような感覚でした。涙が溢れてきました。赦されていることは分かっていたとしても、初めて赦され
ていると実感したのです。癒しの言葉をいただき、本当にありがとうございました。マギーより。
」
はい。主を褒めたたえます。ー拍手ー
次は、ショーンダ・ホワイト・ジョーンズさんです。
「初めまして、ファラグ牧師。あなたのチャンネルを何年も見ています。証があります。昨年 2020 年 6
月 21 日、一人息子を交通事故で亡くしました。私の息子は生前、重症筋無力症という病気を患っていま
した。カレブ（息子）は、何年も前からヒドロキシクロロキンを含むいくつかの薬を処方されていました。
息子は双子で、双子の姉が先にコロナ感染し、いくつかの症状が出ました。しかし息子も、亡くなる前、
コロナ感染しましたが症状は出ませんでした。それは、この発生以前に、何年もヒドロキシクロロキンを
服用していたからです。今後、二人が生き残っていたなら、今、息子に：毎日毎日、自分の人生を主に捧
げることを彼に導いたでしょう。時に息子は、「OK、母さん。」と言って電話を切ることもありました。
それ以外の時は耳を傾けます。私の言葉が彼に伝わっていないように感じました。しかし、神は。カレブ
が殺されたとき、彼の部屋を掃除していて、彼の聖書が出てきたんです。そして内側のページに、彼の手
書きの文字が書かれていました。”天の父なる神様、私は罪びとであり、赦しを必要としています。イエ
ス・キリストが尊い血を流し、私の罪のために死んでくださった事を信じます。私は自分の罪から立ち直
りたいので、イエス様が私の心に入ってきてくださるようお願いします。私はイエスを自分の救世主と
して受け入れます。”イエスは、息子に再び会えるという確証を私に与えてくださいました。やはり、息
子は私の言うことを聞いてくれていたのです。ハレルヤ。ハレルヤ。アーメン。
」わお～ ー拍手ー
次は、アダム・コーイングさんです。
「こんにちは。JD と教会の皆さん、私は妻と子どもたちと一緒にここオレゴンに住んでいます。私は州
の警察官ですが、現在の義務化について辛抱強く祈り、主の指示を待っています。私は接種するつもりは
ないので、主が提供して下さると信じています。特にこの数週間は、ストレスとこの狂った時代のせい
で、これまでにないほど多くの人と一緒に祈る機会に恵まれました。また、同僚の隊員が私の目の前で、
40 歳にして、キリストのもとへ来るのを目にしてきています。短いメールには、書ききれないほどのこ
とを主がして下さっているのを見てきました。でも、これがあなたの励みになれば幸いです。敵が悪を謀
らう事を、神は善のために使われるというあなたの言葉は絶対に正しいです。」はい。主を褒めたたえま
す。ー拍手ー
もう終盤ですから。あと 84 通ほどです。次、テラダインさんからです。

「こんにちは、JD、あなたの説教が大好きです。あなたの Q アノンについての説教を偶然見つけて、
それ以来メンバーになりました。ひと言お伝えしたいと思いました。私は、痛みを和らげるために、毎日
のように酒とマリファナを吸う迷える羊でした。コロナが発生当初は、正直言って、私もそれに騙されま
した。玄関に届く食料品を消毒したこともあります。私たちはすぐに都会から脱出しました。夫が体調不
良になった時、コロナだったとは言いませんが、彼は何週間もの間不在でした。その間一人だった私は、
当時は検閲されていなかったツイッターにたどり着き、そしてこの状況の真実を見つけました。その後、
お酒もマリファナもやめました。私は、イエス・キリストへの信仰を新たにしました。私は聖霊によって
導かれ、より良い方向に向かって懲らしめられました。世界がトイレに向かっていても、私は自分の永遠
がどこにあるか知っている。あなたの説教は私を蘇らせます。私に喜びをもたらし、あなたの強さと意志
が、毎週、私を嵐から守っています。JD、あなたに祝福を。たくさんの愛を あなたの家族と教会に！
アーメン、アーメン！」ー拍手ー
ジュディ・コールさんです。
「数ヶ月前から、カナダのモンクトン、ニューブランズウィック州より、あなたの預言アップを見ていま
す。ここでは、22 日（水）に接種証明が施行されます。
（先週の水曜日ですね。
）私も娘も接種しません。
娘が私と一緒に教会に来るようになって、4 週間が経ちました。先週、娘に時代の緊急性と、どれだけ私
と一緒に永遠に過ごしてほしいかという気持ちを伝えました。私は彼女を罪びとの祈りに導き、主を讃
えました。娘は主を求めています。神は良いお方です。
」ー拍手ー
次は、JB からです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私たちは、彼女がここに来て、一緒に分
かち合う機会を得て、彼女はここに滞在していましたね。彼女は日本で、インタナショナル・翻訳ミニス
トリーチームの一員です。これ聞いてください。
「アロハ！キリストの兄弟姉妹の皆さん！私の”しかし、神はストーリー”で、いかにこのパンデミックに
感謝しているか話させてください。
１）パンデミックは、母が主のもとへ召天直後に始まりました。父の遺骨を、あの寺からスムーズに迅速
に運び出したのが、最初の緊急事態宣言の数日前でした。彼女がここにいた時、おられなかった方のため
に、彼女の家族は、日本最古の仏教仏閣の血統です。彼女の祖父は、僧侶だったんです。彼女が救われ、
お母さんが救われました。想像できるかと思いますが、これは仏教寺院で、かなりのスキャンダルだった
んです。それで彼女は証をしたんです。パワフルな証を。寺院の人たちは、誰も私たちを妨害したり攻撃
したりしませんでした。前例のないこの改宗。主は、寺院がこの未曾有の危機に混乱するよう、このパン
デミックを許されたのです。もっと詳細はありますが、寺の閉鎖は、1400 年の歴史の中で初めてで、テ
レビや新聞で報道されました。また主は、母と一緒に祈った通り、寺への義務や関連から私を完全に開放
してくださいました。私は、主の戦い方が大好きです。
２）主は、緊急事態宣言を用いて、私を翻訳ミニストリーの働きに専念させて下さっています。彼女は、
預言・アップを日本語へ翻訳し、日本語字幕を付けています。そして、預言・アップを日本語に吹き替え
をしています。彼女が大好きです。彼女はこの後、すぐそのことに触れますよ。ですから彼女は、家でこ
れ（吹替）をしているんです。これが今、彼女のミニストリーです。私には、年上の兄がいて、兄はまだ
救われていません。母の最期の数か月の、主における祝福を兄は、知っているにも関わらず。コロナ以来、
兄は会社の仕事を在宅ワークすることを強いられています。（彼女が翻訳している場所です）一方私は、
自分がなぜまだここにいるのか分かりませんでした。しかし、神は。最近、兄がこう言いました。

「なぜ、JD はそんなに叫んでるの？」（私の国の習慣だから。それが理由ですよ。
）
私は物凄くビックリしました。兄が私の吹き替え録音を聞いているとは知らなかったんです。お～別の
部屋からも聞こえるんだ！この音量！！（賜物ですから。）その上、兄は神を信じてる、私がクリスチャ
ンになって良かったと言うのです。兄が、ちゃんとイエスを意味しているかどうかは不明です。兄は私の
話を聞かないので。私はこのことは、主にお任せすると祈っています。しかし、兄が心を開いていると
私は言えます。しかも兄は、親ワクチンでした。それが今や、周りの人（製薬業界）に、自分は接種する
つもりはないと宣言しています。理由は、接種しても、人々は感染するからです。兄はこっそり、他の預
言アップも聞いているに違いありません。主は、この規制を用いて、主イエスとの私の歩みを兄に見せて
おられます。主よ、あなたが兄をあなたのもとへ、救いへ導いて下さることを前もって感謝します。
３）皆さん決して知らなかったと思います。CCK（この教会）に訪問することが私の夢だったことを。
私はそれを祈っていたのです。JD は、私が日本の教会で嫌な思いをしたことを知っています。当時は悲
しかったです。浸水の洗礼も諦めていました。しかし、神は。”突然”ここへ来るという素晴らしい機会を
与えて下さいました。皆さんに直接会って、一緒に礼拝に参加し、私の信頼する牧師、JD を通じて洗礼
を授けて下さいました。
（彼女をカイルアビーチに連れて行き、実は、洗礼を授けたのです。）ー拍手ー
皆さん全員にそちらで会って、どれだけの祝福だったか分ってください。3 回目か 4 回目の緊急事態宣言
の時で、
（彼女がここに来た時です）ワクチン接種もせず、そんなスムーズに行って帰って来れたのが信
じられないとみんなに言われました。その祝福は、日本の人々にとてつもない証になっています。
（彼女
がここに来て、それをして、そして帰国したことです。）主を褒めたたえます。皆さんの島から遠く、皆
さんを恋しく思いますが謙虚に一緒に礼拝に参加させて貰い、聖餐式も一緒に参加させて貰い、皆さん
の事を祈り、愛を送り、愛を感じています。
４）ワクチンについて日本の、1 回接種者は 66.5％、2 回接種者は 54.4%、増えていっています。たぶん、
米国より多いと思います。言われているのは、ー注意してお聞きくださいー 接種での死亡は 2 万人以
上。もちろん隠蔽されています。子どもたちは、マスクをして遊ぶ。私たちは、人々に、この惑わしにつ
いて警告しています。陰謀論者と言われながら。因みに喜びを感じますが。教会を去った人が幾人かおら
れます。その牧師が、ワクチン推進派で 2 回接種してから礼拝参加をルールにしたため、しかもマスク
着用継続です。ワクチン推進派ではない教会を見つけるのは簡単ではありません。どれほどこの欺瞞が、
教会に対し猛烈な成功（彼女は私の言葉を使いますね。
）をしているか分かります。
「もしも私が悪魔だっ
たら」と題したあなたの預言・アップの通りです。しかし、神は。
（聞いてください。
）JDFarag インタナ
ショナルミニストリーへ主は、兄弟姉妹を集めておられます。日本チームは成長しています。今や、翻訳
/文字版チームは 7 人。”救いの ABC”ポケットティッシュ/トラクト伝道チームは、
（その話の時におられ
なかった方のため、日本語で”救いの ABC”が入ったポケットティッシュ何千個もを、何千・何万もの日
本の人々へ配布しているのです。
）ー拍手ー これで、日本でその（伝道）チームが 11 人になろうとし
ています。
（誰が知っていたでしょうか。この ABC ティッシュ/トラクト伝道チームです。それができる
のは神だけです。
）主は、私たちの道をまっすぐにして下さいます。私たちは、CCK の全ての礼拝説教を
翻訳/吹き替えしています。どれほど豊かで富んでいるのでしょうか。私たちは大変良いチームです。主
が私たちを忠実にして下さいました。南カリフォルニア出身のアメリカ人女性から連絡を受けました。
彼女は、26 年前に日本へ宣教に来たそうです。主が、私がそちらで参加する特権を下さった、ライブ配
信を、彼女は見ていたのです。
（偶然ではありません。）今、彼女は、”救いの ABC 伝道チーム”の一員で

す。先週の事、（お聞きください）彼女は、翻訳チームの姉妹と一緒に私に会いに来て、滞在しました。
偶然にも（偶然はありません）彼女たちは、同じ県内在住です。また預言アップを通して知り合った、日
本語チームの姉妹は、ご実家が私の場所から 5 分でした。信じられません。主は、あなたの（主の）ハワ
イにある教会を用いて、日本で私たちを集めておられるのです。なんと神様は面白いのでしょうか。
（私
は、主が素晴らしいユーモアのセンスをお持ちだと言ってきました。そうですよね。
）ー拍手ー
ありがたいことに、私たちは交わりのため集まり、共に祈ります。あなたの木曜礼拝で聖餐式をします。
まるで、家で初代教会のようです。政府は継続して”家にいなさい”規制を宣言するのですから。JD、あな
たは間違いなく、私たちの公式の牧師です。主の栄光のためだけに。愛をこめて。JB より」ー拍手ー
OK。次で最後です。ご忍耐感謝します。ローリー・ショウさんからです。
「私の”しかし、神はストーリー”はこうです。私は 38 年間、救われたと思って歩んでいました。しかし、
神は。私が救われていないのを示されました。私はよく友人と「どこで永遠に過ごす？」という話をし、
いつもその場所に行きました。”私は 17 歳の時、イエスを心に刻む祈りをしたんだ”と言っていました。
この計画された危機が起こってから、どんどん不安になっていきました。今、これは主からの示唆だと分
かっています。”その祈りには、信仰のようなものは一切なかった。”この邪悪な計画が打ち出された直後
から、あなたの動画を見始めました。そして”何かがおかしい”と思っていた理由が、すべて腑に落ちまし
た。初期の頃に、ワクチンの話があったからと思っていましたが、今では 2 つの意味があったと分かり
ます。主は、本当はワクチンでさえないこのいわゆるワクチン、についてあなたが言ったことをすべて確
認する前に、まず私の心に対応下さいました。主は私に、真の信仰とは何か、イエスを信じることとは何
かを理解させてくださいました。救いの ABC を使って、イエス・キリストへの信仰と信頼を置きました。
私は本当の意味で新生し、永遠を過ごす場所が間違いなく分かるのです。私は主のために燃えています。
あなたが仰るように、時は非常に短いので、人々を主のもとに導くために努力しています。今度の日曜
日、主において洗礼を受けます。それを目撃する人々に、”イエス・キリストが私の人生の主であり、救
い主です。”と宣言するのが待ち遠しいです。毎回のアップデートに時間を割いて下さり、ありがとうご
ざいます。私がキリストとの歩みの中で、より深い知識を得ることができたのは、すべての説教のおかげ
です。歴史上最も困難な時期に、同じようにイエスを信じたすべての人に会えるのが待ち遠しいです。あ
なたとあなたの周りの方々に祝福がありますように。ローリー・ショウより。」わお～ ー拍手ー
これが私たちが「聖書預言・アップデート」をする理由です。これが福音/イエスにある救いの良い知ら
せで締めくくる理由です。また、子どもにでも分かる救いの説明、
「救いの ABC」をシェアする理由です。
A から始めましょう。Ａ：自分が罪びとであるのを、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。
」
ローマ人への手紙 3 章 23 節がその理由です。
「すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、
」
私たちは誰しも、生まれながらにして罪びと（的外れ）なのです。神の御国に入るためには、イエスが仰
るように、新生しなければならないのです。
ローマ人への手紙 6 章 23 節、言わば、先に悪い知らせと、そして良い知らせがセットになっています。
良い知らせと言うのが、実は福音という単語の意味なのです。

「良い知らせです。あなたの負債は支払われました。あなたは自由です。
」
良い知らせ。それが、福音の意味です。
「ちょっと待ってください。何の負債ですか？」お～罪の負債で
す。
「どうやって支払われたのですか？」お～知らなかったのですか？「はい。
」すべての人は罪を犯して、
神の栄光を受けることが出来ていないのです。すべての人が罪を犯したので、すべての人が罪の罰則を
支払わなければならないのですよ。
「罪の罰則とは？」死です。
「罪の報酬は死です。
」(ローマ 6:23a)
もう 1 分だけ時間を頂きたいと思います。私は法廷の描写をしたいのです。永遠の法廷です。そこには
宇宙の裁判官が座っています。あなたは今、有罪が確定したので答弁に入ります。あなたは罪に定められ
ました。そして裁判官は、言います。
「では、これから判決の段階に入ります。」あなたは、自分の罪のた
めに死刑を宣告されます。そして、その永遠の法廷からあなたが運び出される前に、一人の人が歩いて来
ます。普通の人ではありません。神の人、イエス・キリストです。そしてイエスは、その永遠の法廷で、
宇宙の裁判官に向かって仰います。
「待ちなさい。全てを止めてください。その人が望むなら、私が代わ
りに死に行きます。わたしが彼らの死の罰則を全て支払います。
」すると裁判官はあなたを見て言います。
「良い知らせだ。あなたは自由に行って良い。」あなたが、主が流された血潮によって、あなたの代わり
に支払い下さるのを受け入れるなら、あなたは自由です。
子（イエス）があなたがたを自由にするなら、あなたがたは本当に自由になるのです。
（ヨハネ 8：36）
それが神からの贈り物です。良い知らせ（福音）は、神からの贈り物なのです。
「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 6:23b)
贈り物（賜物）は、贈り物です。分り切ったことだと分かっていますが、贈り物をもらう時に、あなたが
支払うなら、贈り物ではありません。購入したものです。しかし、贈り物を受け取るというのは、誰かが
購入したものを貰うのが贈り物です。イエスが、私たちを購入したのです。私たちは、自分たちのもので
はありません。私たちは、イエスが代価を支払って、買い戻されたのです。イエスは、私たちの代わりに
血を流し、全額支払われました。それが良い知らせです。次は B、Believe/信じる です。これが中心で
す。A が、私たちを B に繋げ、C は、B の表現です。
Ｂ：あなたの心で、イエス・キリストが主であると 神がイエスを死からよみがえらせたことを、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。」
かなり決定的です。陪審員はもういません。評決は出ました。
「あなたは救われるのです。
」そして、C は
繰り返しますが、主を信じることからの表現です。
Ｃ：主の御名を Call/呼び求める。また再度、
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。
」
そしてこれがその理由です。
「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）
最後に、ローマ人への手紙 10 章 13 節です。私はこう言うのが好きです。これが決定打です。これで決
まりです。

『主の御名を呼び求める者はみな救われる。』
（ローマ 10：13）
私には、約 40 年前でした。私は、その”みんな”でした。皆さんも、その”みんな”ですか？”みんな”です
よね。
『主の御名を呼び求める者は”みな”救われる。
』
私は切に願います。今日ここにおられるか、オンラインでご覧の方で、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く、イエスに信頼を置いたことがないなら、 何と言えば良い
のかわかりませんが、これは、永遠の命のための、人生で最も重要な決断です。今、世界で起こっている
すべてのことがあって、この最も重要な決断をなぜ、もうちょっとと、先延ばしにするのでしょうか？
ご起立ください。賛美チームが上がってきます。再度、本当にご忍耐に感謝します。長くなりすぎないよ
うに、頑張っているんですよ。それって面白いでしょ。
天のお父様。これらのすべての証を、時間が許されないので読み切れないその他多数の証を、あなたに感
謝します。主よ、証を送ってくださった方々を、あなたに感謝します。主よ、ここにはたぶんおられない
オンラインで見ている地元の人々が、このことの証人となり、非常に励まされ、啓発されることをあなた
に感謝します。しかしこれは、信仰の中で築き上げていくものです。ヨハネの黙示録で、
「証」が出てき
ます。
（黙示録 1：1-2）あなたの民の証です。彼らは何と力強いのでしょうか。主よ、今日、本当に落
胆し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通り、彼らを立ち上がらせてください。彼らを立ち上がらせ、主よ、た
だ彼らの心を励まし、強めてください。主よ、病気の人のために、私たちは祈ります。神よ、彼らの上に
あなたの癒しを超自然に、奇跡的に触れて下さいますように。最後に主よ、何かおかしいと思い、もしか
したらまだオンラインで見ているかもしれない人のために、今日が、彼らの救いの日になるよう祈りま
す。イエスの御名によって。アーメン。
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