
世界危機 ー 聖書的答え（聖書預言）2020.04.05
https://www.youtube.com/watch?v=fl0h1JYqqOc&t=178s

木曜日の夜にも言いましたが、今日も再び、 言わなくてはいけません。先週の日曜日のアップデート
の終わりに、 私は「ありがとう、アロハ」と言いました。私が一音ずつはっきりと発音しなかったの
で、
私がこう言ったと思った人が たくさんいたのです。「ありがとう、アッラー」私は決してそんな事を
言ったり、 したりすることはありません。ハワイ語での「アロハ」は 人と会ったときの挨拶であり、
それはまた、別れの挨拶でもあります。それは字義的には 「息を与える、命を与える」という意味で
す。また、もう一つ、 明確にしておきたいことがあります。なぜなら、これは少し前に、 問題になっ
たからです。
私の手の合図について 説明する必要があります。私は非常に慎重にしていますが…. なぜなら、私は手
をたくさん使うので。それは私の国の習慣なんです。私はそういうことにしていて、それを変えるつも
りはありません。しかし、ハワイではこれは「シャカ」です。これは悪魔のサインではありません。実
際に誰かが私たちのYouTubeのビデオの1つに コメントをしました。「なぜJD牧師は手で悪魔のサイ
ンを しているのですか？」これは悪魔のサインではありません。ハワイでは「シャカ」といって、
「最近どう?」という意味です。訳すと、「兄弟、最近調子はどう?」それがシャカの意味です。だから、
私がこれをしていれば、 もう分かりますね。また、「アロハ」と言うときは、私は必ず「ア・ロ・
ハ」と言うようにして、非常に明確に発音して、 「アッラー」と誤解されることがないようにします。
では、今日、私が取り組みたいのは、このコロナウイルス危機について尋ねられている いくつかの質
問についてです。
私は、この世界的危機に関して 聖書的な答えを提供することで、皆さんの励ましとなり、 助けとなる
ことを願っています。 特に、恐怖と絶望にとらわれている人々のために。間違いなく、これは非常に
大きな 精神的負担になっています。殊に、身体的な病気を抱えている人にとっては。精神的な疾患と
戦っている人たちにとっては、 さらにそうでしょう。それがあなただとしたら、 私はあなたに思い出
してもらいたいことがあります。私は非常に穏やかに、かつ愛を込めて あなたに言いたいのです。神
の御言葉にある、救い主ご自身からの あなたへの約束は、イエスがいつもあなたと共におられる とい
うことです。
彼は決して あなたから離れることはありません。彼は決して あなたを見放すことはありません。彼は
決して あなたを捨て去ることはありません。彼は、この地球の終わりまで、 あなたがたとともにいて
くださいます。 （マタイ 28:20）
こういう言い方のほうがよければ、 世の終わりまで、です。恐れでいっぱいの方には、… 多くの人が
そうであると思いますが、私は本当に皆さんを励ましたいと思います。私は携挙の前には、 事態が悪
化する可能性があることは知っています。確かに私がここに立って、 グローバルな策略について話し、
また、この世界政府のことについて話すと、 そのことで本当に色々と心配になって しまうことがある
でしょう。特に恐れやすい人にとってはそうでしょう。イザヤ 54:17に書かれていることで 励ましたい
と思います。
「あなたを責めるために作られる武器は、 どれも役に立たなくなる。」 （イザヤ 54:17）

https://www.youtube.com/watch?v=fl0h1JYqqOc&t=178s


言い換えれば、 こういう策略があったとしても、神は変わらず王座に着いており、武器も策略もどん
なものも、 私たちに勝つものはありません。ローマ書 8章が、 もう一つの参考になるでしょう。私は
本当に皆さんがその章の全体に 時間を費やすことを お勧めしたいと思います。安心させられます。私
たちが本当に思い出さなくてはいけないことを 思い出させてくれるものです。何ものも、つまり、 御
使いも支配者たちも、高さも深さも、そのほかどんな被造物も、神のあなたに対する愛から あなたを
切り離すことはできません。恐れる理由はありません。詩篇91は文句なしに最高の詩篇です。恐怖や不
安、さらには妄想症を 経験しているかもしれない人にとって 頼りになる「詩篇」です。詩篇91篇４節
には、こうあります。
詩篇 91 篇
４主は ご自分の羽であなたをおおい あなたは その翼の下に身を避ける。主の真実は大盾 また
砦。
「砦/とりで」は、私たちの時代では あまり使う言葉ではありません。
それには「バリケード」という概念が伴います。
バリア、守りの壁。
神はあなたのバリア、あなたのバリケード、 あなたを守る壁、あなたを守る盾になるのです。
あなたは恐れることは何もありません。
「あなたは恐れない。 夜襲の恐怖も 昼に飛び来る矢も。」 （詩篇 91:5）
「暗闇に忍び寄る疫病も 真昼に荒らす滅びをも。」 （詩編 91:6）
私たちは恐れることは全くありません。不安と恐怖の中で過ごした1分は、 無駄な1分です。私たちが
恐れることは何もありません。神はまだ王座についておられます。
彼は私たちに臆病の霊を与えるのではなく、 力と愛と慎みの霊を与えられています。 （第二テモテ
1:7）
私たちが始める前にもう一つ。私はこれを見ている方の多くが、すでに失業して収入源を失っているか
も しれないことを知っています。経営者の方は、会社を失いかけているか、 すでに失っているかもし
れません。そして、もちろん、恐れが入り込んできます。私はただ、あなたを励ましたいのです。 神
の御言葉の権威と神のあなたへの約束と、 神のあなたへの愛をもって。彼があなたに乗り越えさせて
くださいます。 彼はあなたのすべての必要を満たしてくださいます。私の人生で最も暗い時期の一つ
は、 2006 年でした。娘のノエルが死んだときです。その時、私たちは実のところ、 この教会を始めた
ばかりでした。医療費が積み重なっていって、 私はただ請求書を見ながら、こう言ったのです。「主
よ、私はどうすれば良いのですか？」そして、私が郵便受けを開くと、その郵便受けに郵便為替が入っ
ていたことが 何度かありました。匿名の方からの贈り物です。そして、それが私の手にあった 医療請
求書の額なのです。
神は、奇跡的な方法で必要を満たしてくださいました。私の知らないところで、 目に見えない宝庫か
ら、とでも言いましょうか。神の経済では、それは 尽きることのない宝庫なのです。私はただ、この
ように皆さんを 励ましたいと思います。私は、神があなたに神ご自身を現わせる場所へと、 あなたを
導いておられるのだと信じています。このことがなければ、絶対にできなかったような方法で ご自身
を明らかにしようとしておられるのです。彼はあなたが想像もしなかった方法で あなたの必要を満た
してくださいます。そして、彼がそうされる時は、 それはあなたが今まで考えたり 想像したりしたこ



とをはるかに超えて非常に豊かに行なわれます。待っていてください。 今に分かります。詩篇 27 章 13
節と 14 節です。
詩篇 27 章 1
13 わたしは信じます 命あるものの地で主の恵みを見ることを。
14 主を待ち望め 雄々しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。
皆さんもそれをお読みになるといいでしょう。では始めましょう。私が取り組みたい最初の質問は、
先週、私が言及したことと関係があります。出エジプト記にあるエジプトの疫病と、 黙示録における
神の裁きとの 預言的な類似点について。私たちは実際に私たちのウェブサイトの アーカイブタブの下
に掲載しておきました。Note/Handout Resources の中にあると思います。それは実に、皮肉にも 2008
年 9月11日の学びのものでした。だから、約12年前のことです。ダウンロードできるPDFファイルで
す。
次の日曜日は復活の日曜日なので、私が計画しているのは、主の御心ならば、 主の御心ならばと強調
しますが、過越の預言的意義に関する教えを行うことです。また、聖餐式をともに行い、 キリストの
復活を祝います。だから、次の日曜日は ハワイ標準時間午前9時になります。ブドウジュースとパンを
用意されると 良いかもしれません。酵母を含まない種無しパンも。そして、皆さんは私たちと一緒に、
オンラインで 聖餐に参加する計画を立てていただけます。ところで、私は本当に皆さんに会いたいで
すよ！
私たちの地元の教会も今、 オンライン教会になっています。申し上げますが、神が私たちに与えてく
ださった この美しい教会の建物に来ても、 皆さんがここにいないことが本当に悲しいのです。私は本
当に皆さんとの交わりが恋しいのです。 しかし、神は… 2番目の質問に行きましょう。私たちが実際
に木曜日の夜の 聖書の学びで取り組んだものです。それは、私たちの生活が正常に戻るかどうか とい
う質問でした。皆さんにそのビデオを紹介したいと思います。それは YouTube 上にあり、 私たちのウ
ェブサイト上にもあります。それはマタイ 24 章とルカ 17 章からの教えでした。イエスが、弟子たちか
ら尋ねられた質問に 答えておられます。終わりの時の兆候と、 彼の来臨のしるしとは何か？ 終わり
の時代と彼が戻ってくることのしるし。イエスはその質問に答えます。しかし、それからイエスは続け
て このシナリオを描写されるのですが、 それが変わり映えのない日常のようなのです。人々は買った
り、売ったり、建てたり、植えたり、めとったり、嫁いだりしています。ノアが箱舟に入るまで。ノア
の時代にあったように、それは人の子の来る時代も同じである。そして、それは確かに、通常の生活、
いつも通りの日常を描写しています。そして、いつも通りの日常でなければならないなら、それは携挙
が起こりえないこと意味します。だから、私たちが木曜日の夜にしたことは、 私たちはそれらの2つの
箇所を見直しました。そうする際に、 私たちは次の理解に立って行いました。これは携挙のことを指
しているのではなく、それは再臨のことを言っているということです。もう一度、 そのビデオとその
教えを皆さんに勧めます。また、使徒 17 章に書かれているように、 べレア人のようになることを励ま
したいと思います。
「(べレアの人たちは） テサロニケにいる者たちよりも素直で、 非常に熱心に御言葉を受け入れ、
はたしてその通りかどうか、毎日聖書を調べた。」 （使徒の働き 17:11）
だから私は、皆さんも同じように そうする事を奨励します。では、これは私たちを3番目の質問へと結
び付けます。それは、ID 2020 に関することで、「ビル＆メリンダ・ゲイツ財団」を介して コロナウ



イルスワクチンの開発中で、入れ墨形式の 追跡装置が付いて来るというものです。皆さんが驚くかも
しれないのは、 昨年の 10 月 18 日、5 ヶ月前に、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団は、 ジョン・ホプキン
ス大学と
また、世界経済フォーラムと共に、 よりにもよってニューヨーク市で 「イベント 201」を開催しまし
た。
「イベント201」とは何でしょうか？ イベント201というのは、 世界的なパンデミックをシミュレー
トした 高レベルのパンデミック演習で、モデルとしたのは、彼らがこう呼んだものです。 引用します
よ。「架空のコロナウイルス」これは5ヶ月前の10月のニューヨークでのことです。これが次の質問を
提起します。追跡と特定のためのマイクロチップを含む ワクチンを通して、これが世界政府につなが
り、 それとともに世界経済につながっていくのかどうか？ もしそうなら? 次にはこの質問がきます。
ID 2020 ワクチンとマイクロチップは、 すべての人に強制されるものになるでしょうか? 黙示録で告
げられているように。 その箇所はもう少し後で読みたいと思います。もしそうだとすると、急いで言
わせてもらいます。 あなたが新生し、 イエス・キリストを信じる人なら、それが義務付けられて、強
制される時、 あなたはここにいる事はないでしょう。なぜなら、イエス・キリストの教会の携挙は、
絶対に、7年の患難時代の前に 起こらなければならないからです。あなたが今日、 「その方向に向か
っていると思うか？」 と私に尋ねるなら、私の答えはこうなるでしょう。 「それは確実に、そのよう
に見え始めている。」そして、皆さんが良ろしければ、 私は理由を説明します。3 月 18 日フォーブス
は、ビル・ゲイツが コロナウイルスの国家的追跡システムを提唱した という記事を掲載しました。こ
れは、レディット（*米国で人気の掲示板）で、 AMA(Ask Me for Anything－何でも聞いて)フォーラム
に掲載されたもので、ビル・ゲイツとのこの特定のフォーラムは、 COVID-19 コロナウイルスパンデ
ミックに 関するものでした。ゲイツは、韓国と同様の 国家的追跡システムを提唱しました。シアトル
のワシントン大学では、 1 日に何千ものテストを提供している。しかし、誰も国家的追跡システムに
つながっていない。」
それが問題であると。「そして、陽性反応が出たときはいつでも、 それは見られるべきだ。」ー追跡。
「病気がどこにあるかを理解するために。そして、社会的距離の維持を強化する 必要があるかどうか
を理解するために。」聞いてください。今のところ、 何も考慮から外されていません。私たちは世界
的に、いまだかつて 経験しなかった状況にいます。先週の木曜日、ワシントン・タイムズ紙は このオ
プ・エド(新聞の社説に対向する見解)を 掲載しました。題して「 ビル・ゲイツとコロナウイルスの利
益相反」その中でこう言っています。ー引用ー 「ビル・ゲイツは…」聞いてください。「アメリカ国
家全体の 完全なシャットダウン（閉鎖）と 隔離を呼び求めた。実行している州と実行していない州で
ムラがあるのは、
すべての人をコロナウィルスの危険に さらしてしまっている、と言う。」
ーゲイツの言葉を引用ー 「公衆衛生の専門家から促されたにもかかわらず、一部の州や郡は完全にシ
ャットダウンしていない。一部の州では、ビーチがまだ開いている。」ところで、気になっている皆さ
ん、 カイルアビーチは開いていません。私は娘と毎朝自転車に乗っているんですが、 閉鎖されていま
した。
どこか別のアクセス場所を見つけて、 まだ海に入ることができると思いますが、しかし、私たちの公
園、 カイルアビーチパークは閉鎖されています。だから、ゲイツは、いくつかの州では ビーチがまだ



開いていると言っています。別の州では、レストランが、 まだ店内での食事を提供しています。私は、
それがどこだか知りたいです。そのうち、また外食に行きたいです。ーゲイツの発言を引用ー、 「こ
れは災害を生み出すレシピだ。なぜなら、 人々が州の境界を自由に越えて移動できるために、 ウイル
スも移動可能だから。国の指導者は明確にする必要がある。どこでもシャットダウンするとは、 すべ
てをシャットダウンするということだ。症例数がアメリカ全土で下がり始めるまでは。…」そして、こ
れは誰もが尋ねている質問です。これはいつまで続くのか？ ゲイツはこう言います。 「10 週間か、
それ以上かかるかもしれない。」「誰もいつものようにビジネスを続けたり、 シャットダウンを緩和
することはできない。」
うわ ー。まあ、もっと悪くなります。これでも十分悪くないなら、木曜日にビル・ゲイツはCBS THIS
MORNING で インタビューを受けました。引用します。「『開業』の見込みは？」言い換えれば、私
たちの生活が元に戻る見込みは、 どのようなものか？ 彼はこう言っています。ー引用ー「学校のよ
うな活動は...、それから、 多くの人が集まる活動は、」すなわち教会…？「ある意味では、もっと省略
可能なものかもしれず、 予防接種が広く実施されるまで、 それらは全く戻ってこないかもしれな
い。」
ー引用終わりー うわ ー。かなり暗いですね。「わぉ、牧師さん。 あなたは本当に私を憂鬱にさせて
ます。あなたが励ましと希望のメッセージがある と言ったから、私はそれを期待していたのに…」
私が言ったことは本当ですから、 もう少し我慢してください。質問に戻りましょう。
「これが最終的に世界政府と世界経済に つながるものなのか？」「日常生活に戻って、売買するため
には、 誰もが探し出され、追跡され、 予防接種を受けなくてはならなくなるのか？」私たちはこれが
それであるかは、 はっきりとは分かりませんが、その可能性は十分にあります。 世界的な策略による
ものですが、それは非常に明確に、はっきりと示してきました。 「危機を決して無駄にしてはいけな
い」と。
言い換えると、これは、デジタル ID付きのワクチンを 実行に移す絶好の機会です。人々が日常生活に
戻ることを許される前に。黙示録第13章 16節から18節を読みたいと思います。そして、私が読む際に、
私がたった今引用したものをレンズにして 耳を傾け、ついて来てください。
「また獣は、すべての者に、すなわち、小さい者にも 大きい者にも、富んでいる者にも貧しい者にも、
自由人にも奴隷にも、 ……刻印を受けさせた。」ところで、元の言語では、 刻印をタトゥー(入れ墨)
と翻訳することもできます。「...右の手あるいは額に刻印を受けさせた。」 （黙示録 13:16）
「また、その刻印を持っている者以外は、 だれも物を売り買いできないようにした。刻印とは、あの
獣の名、 またはその名が表す数字である。」 （黙示録 13:17）
「ここに、知恵が必要である。 思慮ある者はその獣の数字を数えなさい。」「それは人間を表す数字
であるから。 その数字は六白六十六である。」 （黙示録 13:18）
私が答えたい4番目の最後の質問はこれです。もし… これがあなたが示唆していることに つながらな
い場合はどうなるのか？ すなわち、第一に教会の携挙。第二に 7年間の患難。そして、7年間の患難
の終わりの、 イエス・キリストの再臨。「これがその時ではなかったら どうなりますか?」言い換え
れば、 「(グラフの)曲線が、彼らが期待し、 提案しているとおりに平らになった場合は どうなるの
か？」曲線が平らになり、 生活が正常に近い状態に戻った場合は どうなるのか？ そして、携挙や、
これらすべてのことが起こるまで、 私たちにはまだ何年もあったら？ さて、どうか、私がこのよう



に答えるのを許してください。私は今準備ができていて、 それが起こらない方が、準備せずに、それ
が起こるよりも、 ずっと良いと思います。ここ数週間、皆さんと同じように、 私はこの展開を見てい
ると、それは無数の感情を引き起こしました。恐れや不安や興奮といった感情です。そして、私はこう
感じました。私たちは、御国のためにこの危機を 無駄にしないための最高の機会があると。私たちは
人生で最も素晴らしい機会を得ています。このような時に、 失われている人々に手を差し伸べるため
に。あなたは同意されますか?
そして、もしあなたが私のような人なら、 そうだと思いますが、こういう事がなければ受け取るはず
のない電話や テキストメッセージやメールを 受け取ったことでしょう。非常に長い間話していなかっ
た人たちから。そして、彼らがあなたに電話をしているのは、 彼らが恐怖に満ちているからです。彼
らはあなたがクリスチャンだと 公言していることを知っています。そして、あなたはおそらく何年も
の間、 彼らと主を分かち合ってきたかもしれません。そして今、これが起こって…？なんと素晴らし
い機会でしょう。なんと素晴らしい機会でしょう。彼らをイエスに近づけましょう。ことによったら、
イエス・キリストの救いの知識に、 彼らを祈りで導くという特権を、 主があなたに与えないとは限り
ません。あなたは今これを見ているかもしれません。そして、あなたはまだこれを見ています。あなた
がこれを見ているのは偶然ではありません。今、神はあなたの注目を得たので、 神がこのビデオにあ
なたを導いたのです。私はある人の言い方が好きです。「あなたにイエスしかなくなるまで、 イエス
さえいればいいということが 決して分からないだろう。」と言うのも、基盤が崩れかかっています。
そして、神はあなたを この場所に連れて来られました。そして、今がその時です。私は、福音を皆さ
んと分かち合いたいのです。
イエス・キリストにある救いの良い知らせ。もし私がこう言うことができるなら、… このシンプルな
言い方を許してくださいね。この状況の真っ只中で、 全世界、世界全体への唯一の答えは？
一言、イエスです。イエスが唯一の答えです。そして、これは良い知らせです。付け加えて言わせてく
ださい。もし私が今までに、神の御言葉と御言葉の神を 理解していて本当に良かったと思う時があっ
たなら、健全な教理である患難前携挙を理解していて 良かったと思う時があったなら、それは今です。
それが祝福された希望です。今、私たちはこれらのことがすべて 世界で起こっているのを見ていて、
そして、それは見通しが良くないです。実際、それは非常に悪く見えます。 しかし、神は…！ しか
し、神は…！ これはあなたが神に目を向けるときです。今や彼があなたの注意を引いたので、 彼に目
を向けてください。罪の赦しのために神を信頼してください。それが福音です。イエス・キリストの良
い知らせです。 イエスは救ってくださいます。福音とは何ですか。福音という言葉は「良い知らせ」
を意味します。あなたの負債は支払われました。 あなたは自由です。良い知らせは、 あなたの負債が
支払われたということです。イエスが来て、そして十字架につけられ、 彼はあなたの代わりに死に、
埋葬され、そして、彼が三日目によみがえった時に。そして、彼はいつか再び戻ってきます。もうすぐ
に。 本当にもうすぐだと私は信じています。なので…「じゃぁ、どうすれば救われるの？」「私は何
をする必要があるの？」「私の行いを改める必要があるの？」「それとも、心を入れ替える必要がある
の？」絶対に違います。ありのままのあなたで来てください。それは子どもにも分かるほど簡単です。
イエスはこう言いました。 「あなたが子供のようにならない限り…」その無邪気な信頼、 その頼る心
で。
「あなたが子どものようにならない限り、 天の御国には入れません。」 （マタイ 18:3）



ここ数年、私たちは「救いの ABC」として 知られていることをやってきました。それは非常にシンプ
ルで子どもにも分かる単純な、 救いの説明です。どうすれば救われるのか？ A は Admit/認める、
Acknowledge/認識する。あなたが罪びとであり、神に対して罪を犯したこと、そして、彼の完全な義の
基準には 及ばないことを認める。ところで、それが「罪」という言葉の意味です。それはあなたが
「達しなかった」ことを意味する アーチェリー用語です。あなたは標的を外した。あなたが当時、射
手だったとして、 あなたは矢を放ち、あなたが的の中心を外してしまったなら? 彼らはこう言うので
す。 「you sinned/あなたは罪を犯した。]あなたは的を外した。あなたは達しなかった。
ローマ 3:10 には 「義人はいない。一人もいない。」 と書いてあります。
そして、ローマ 3:23 は、その理由を教えてくれます。
それは、「すべての人が罪を犯し、 神の栄誉を受けることができない」からです。
ローマ 6:23 は本当に面白いです。それは最初に悪い知らせを伝え、 その後でよい知らせを組み合わせ
ているからです。それは良いことです。私はこのように言うのが好きです。私はそれが適切な英語では
ないことを知っています。私にメールを送らないでください。「悪い知らせが悪ければ悪いほど、 良
い知らせは良くなる。」そして、確かにこれは悪い知らせです。悪い知らせとは何ですか? 悪い知ら
せとは、すべての人が罪を犯したため、すべての罪の報酬は死であること。罪の代価は死です。死刑。
しかし、ここに良い知らせがあります。
「しかし、神の下さる賜物は、私たちの主 キリスト・イエスにある永遠のいのちです。」 （ローマ
6:23）
それが Aです。次にBです。Bは Believe/信じる。 イエス・キリストが主であることを 心から信じる
のです。ローマ 10 章 9-10 節にこう書いています。
「あなたの心で神はイエスを死者の中から よみがえらせてくださったと信じるなら、 あなたは救われ
るからです。」
救われるかもしれない、救われるうるだろう、 救われるはずだ…ではありません。いいえ、「あなた
は救われる」のです。そして最後に、Cは Call/呼び求める。 主の御名を呼び求める。
またローマ 10:9-10 が言っている通り、
「なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、 あなたの心で神はイエスを死者の中から よみが
えらせてくださったと信じるなら、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。」
そして最後に、ローマ 10 章 13 節。 これで決定的です。「主の名を呼び求める者はみな救われる。」
あなたが主の名を呼んだことがなければ、 私は今日あなたにお願いします。今日は救いの日です。
主の名を呼び、心で信じて、口で告白し、罪の赦しのために彼に信頼を置いてください。第一ヨハネ 1
章 9節には、 「もし私たちが自分の罪を告白するなら、 神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、
私たちをすべての不義から きよめてくださいます。」主のもとに来る前に、自分の行いを改める 必要
はありません。それは、シャワーを浴びる前に お風呂に入るようなものです。いいえ、彼は内側から
あなたをきよめるのです。あなたの内に住む聖霊の力によって。最後に一つ。私が主を呼び求め、 私
が救われたのは38年前でした。そして、二度と振り返りませんでした。本当に、それはずっと前のこと
です。当時はとても若くて… 当時は本当に若かった。…計算しないでください。 38 年前、私は 4歳で
した。



いいえ、違います。私は 19 歳でした。どうぞ計算してください。しかし、それはとてもシンプルで、
私にはそれが簡単である必要がありました。なぜなら、私のライフスタイルのせいで、 私の脳が損な
われていたからです。薬物やらアルコールや、 私のライフスタイルすべてのせいで。そして、私は福
音が非常に簡潔に、 はっきりと提示されたのを聞きました。私はその夜自分の部屋に入り、 基本的に、
祈りながら眠りに落ちました。私はとても酔っていて、私はとてもハイになっていました… それを誇
りに思ってはいません。しかし、神はその祈りを聞かれました。「私が彼を呼び求めると、 彼は私の
叫び声を耳に留めて下さる。」 （詩編 5:2※英文直訳）私はとても酔っていたので、 私の祈りは本当
に… 皆さんはそれを祈りとも呼ばないでしょう。魔法の祈りはありません。イエス・キリストと、彼
が与えてくださる 永遠のいのちの贈り物を受けとるために、 誰かの後について繰り返して祈ることに
は、 何の問題もありませんよ。しかし、私にとってはそれは.. 基本的にこんな感じで、 ろれつも回っ
ていませんでした
「主よ、オレは地獄に行きたかぁない…。 オレは天国に行きたい。」つまり、私は文字通り地獄を恐
れるあまりに、天国に行きたくなったのです。本当のところは、私はむしろ誰かを怖がらせて 天国に
行かせたいんです。彼らのご機嫌をとって地獄に行かせるよりも。お話ししなければいけないことがあ
ります。
もうすでに「最後の一つ」と言ってあったことは 知っています。これは最後の「最後の一つ」です。
私は先週、ある新聞社からメールを受け取りました。彼らが望んでいたのは、私が教会の牧師として、
「イースター用に気分の良くなるメッセージ」を 書くことでした。 誇張じゃありませんよ。私はそれ
を復活の日曜日と呼ぶ方が好きです。私は心で思いました。 「ちょっと待って。」「ちょっと待っ
て。」「気分が良くなるメッセージって どういうことですか？」ああ、基本的に人々に 「何も問題は
なくなるよ。」 と言うんです。「私たちは皆一緒にこれを経験してるから。」「私たちはこれを乗り
越えるから。」もしそうでなければ? もしも、物事がうまくいかなかったら？「そんなことないです
よ！ 状況は再び良くなりますよ。」「再び素晴らしい状況になりますよ。」私は最近、電話で誰かに
コメントをしました。私は天国を再び偉大にしたい。私は天国を再び偉大にしたい。だから、私は返信
しませんでした。私は礼儀として、「返事をするつもりはない」と 彼に返信することもしませんでし
た。私はただ思いました。 「私にはできない。」主の前に良心を持って これをすることはできない。
気分よく、グループで抱き合おう！
ああ、グループで抱き合ったりできませんね。社会的な距離を維持しなくては。私にはできません。
なぜなら、エゼキエル書で、私は見張り人として、神の御言葉の教師として、 警告されているからで
す。
私はありがたくその役目にあずかっているのです。私は何が来ようとしているかを見たら、 警鐘を鳴
らさなければなりません。なぜなら、私がそうしなければ、 あなたの血の責任が私にあるからです。
だから私は警鐘を鳴らさなければなりません。そして、いいですか?さて、これは本当に最後の、最後
の一つです。私は 14 年以上、警鐘を鳴らしてきました。この説教壇の後ろから、毎週、 主の戻って来
るのがどれくらい近いかを 話しています。私はこれを言って、祈りで閉じたいと思います。長年にわ
たり、私は 「主の戻って来られるのは近い」 と言ってきました。今日、私は「主の戻って来られるの
は今だ」 と言いましょう。祈りましょう。



天のお父様、ありがとうございます。主よ、今ライブで見ているかもしれない人、またはライブ配信が
終了した後で、オンラインやテレビでこれを見ている人で、あなたの御名を呼び求めたことがなく、口
で告白し、心で信じ、あなたに信頼し、 自分の罪を認め、救い主としてのあなたの必要性を 認めたこ
とがない人がいたら、私は祈ります。 今日、今、彼らが永遠の命のために、 人生の中で最も重要な決
断をしますように。主よ、この世界とこの世界の物事は 消え去ろうとしています。私たちはそれを自
分たちの目の前で見ています。私たちはあなたの戻って来られるのが 戸口にまでも近づいているのを
知っています。
だから、主よ。来てください。マラナタ。イエスの御名において、お祈りします。アーメン。アーメン。
ありがとうございました。アローーーハ！
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