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序論序論序論序論 
四幕四幕四幕四幕のののの舞台劇舞台劇舞台劇舞台劇 

 

あなたはあなたはあなたはあなたはドミノドミノドミノドミノのののの長長長長いいいい列列列列をををを一番最後一番最後一番最後一番最後までまでまでまで立立立立ててててたことがありますかたことがありますかたことがありますかたことがありますか？？？？一番最初一番最初一番最初一番最初ののののドミノドミノドミノドミノをををを

倒倒倒倒すとすとすとすと、、、、次次次次々々々々にににに倒倒倒倒れれれれ、、、、全全全全てのてのてのての列列列列がががが倒倒倒倒れていきれていきれていきれていきますますますます。。。。私私私私たちがたちがたちがたちがドミノドミノドミノドミノをををを並並並並べていくようにべていくようにべていくようにべていくように、、、、

神神神神はははは世界情勢世界情勢世界情勢世界情勢をををを列列列列にににに並並並並べていますべていますべていますべています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、一番最初一番最初一番最初一番最初ののののドミノドミノドミノドミノをををを倒倒倒倒すようにすようにすようにすように、、、、一番最初一番最初一番最初一番最初

ののののイベントイベントイベントイベントをををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす準備準備準備準備をしをしをしをしていますていますていますています。。。。それはそれはそれはそれは、、、、シリーズシリーズシリーズシリーズになっているになっているになっているになっている数数数数々々々々ののののイベイベイベイベ

ントントントントのののの引引引引きききき金金金金となりとなりとなりとなり、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはにはイエスイエスイエスイエス・・・・キキキキリストリストリストリストのののの再臨再臨再臨再臨ででででクライマックスクライマックスクライマックスクライマックスをををを迎迎迎迎えますえますえますえます。。。。 

私私私私たちはなんとたちはなんとたちはなんとたちはなんとエキサイティングエキサイティングエキサイティングエキサイティングなななな時代時代時代時代にににに生生生生きていることでしょうきていることでしょうきていることでしょうきていることでしょう！！！！私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、まるまるまるまる

でででで劇劇劇劇がががが始始始始まるまるまるまる前前前前にににに舞台裏舞台裏舞台裏舞台裏にににに招待招待招待招待されたかのようにされたかのようにされたかのようにされたかのように、、、、監督監督監督監督がががが全全全全てのてのてのての役者役者役者役者をををを位置位置位置位置にににに付付付付けけけけ、、、、

全全全全てのてのてのての小道具小道具小道具小道具がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと仕立仕立仕立仕立てられているかどうかてられているかどうかてられているかどうかてられているかどうか確認確認確認確認しているのをしているのをしているのをしているのを見見見見ることができることができることができることができ

ますますますます。。。。そしてそしてそしてそして私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、監督監督監督監督がががが幕幕幕幕をををを上上上上げるげるげるげる指示指示指示指示をををを送送送送るるるる前前前前のののの数分間数分間数分間数分間のののの興奮興奮興奮興奮ととととドラマドラマドラマドラマをををを感感感感

じることができますじることができますじることができますじることができます。。。。これはこれはこれはこれは適切適切適切適切なななな類似類似類似類似ですですですです。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、神神神神はははは私私私私たちのたちのたちのたちの目前目前目前目前でででで、、、、国国国国々々々々

とととと最近最近最近最近のののの世界情勢世界情勢世界情勢世界情勢をおをおをおをお膳立膳立膳立膳立てされているからですてされているからですてされているからですてされているからです。。。。このこのこのこの世世世世はははは最終劇最終劇最終劇最終劇のののの幕幕幕幕がががが上上上上げられるげられるげられるげられる

準備準備準備準備ができていますができていますができていますができています。。。。どうぞあなたもどうぞあなたもどうぞあなたもどうぞあなたも終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時ののののドラマドラマドラマドラマ、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨

のためにのためにのためにのために準備準備準備準備してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 

聖書聖書聖書聖書のののの預言預言預言預言にににに照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて世界情勢世界情勢世界情勢世界情勢をををを見見見見ていくていくていくていく前前前前にににに、、、、一一一一つのつのつのつのポイントポイントポイントポイントをををを強調強調強調強調させてさせてさせてさせて

下下下下さいさいさいさい。。。。私私私私はははは主主主主がががが教会教会教会教会のためにのためにのためにのために来来来来られるられるられるられる日日日日をあなたにをあなたにをあなたにをあなたに言言言言うつもりはうつもりはうつもりはうつもりは全全全全くありませんくありませんくありませんくありません。。。。

私私私私はそのはそのはそのはその日日日日をををを知知知知りませんりませんりませんりません。。。。そのそのそのその日日日日、、、、そのそのそのその時時時時はははは誰誰誰誰もももも知知知知りませんりませんりませんりません（（（（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書22224444章章章章36363636

節節節節）。）。）。）。しかししかししかししかし、、、、聖書聖書聖書聖書はこうはこうはこうはこう言言言言っていますっていますっていますっています。「。「。「。「兄弟兄弟兄弟兄弟たちたちたちたち。。。。それらがいつなのかそれらがいつなのかそれらがいつなのかそれらがいつなのか、、、、またどまたどまたどまたど

ういうういうういうういう時時時時かについてはかについてはかについてはかについては、、、、あなたあなたあなたあなたがたはがたはがたはがたは私私私私たちにたちにたちにたちに書書書書いてもらういてもらういてもらういてもらう必要必要必要必要がありませんがありませんがありませんがありません。。。。主主主主のののの

日日日日がががが夜中夜中夜中夜中のののの盗人盗人盗人盗人のようにのようにのようにのように来来来来るということはあなたがたるということはあなたがたるということはあなたがたるということはあなたがた自身自身自身自身がよくがよくがよくがよく承知承知承知承知しているからでしているからでしているからでしているからで

すすすす。。。。・・・・・・・・・・・・しかししかししかししかし、、、、兄弟兄弟兄弟兄弟たちたちたちたち。。。。あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは暗暗暗暗やみのやみのやみのやみの中中中中にはいないのですからにはいないのですからにはいないのですからにはいないのですから、、、、そのそのそのその

日日日日がががが、、、、盗人盗人盗人盗人のようにあなたがたをのようにあなたがたをのようにあなたがたをのようにあなたがたを襲襲襲襲うことはありませんうことはありませんうことはありませんうことはありません。。。。」（」（」（」（第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの

手紙手紙手紙手紙5555章章章章1111----2222、、、、4444節節節節）））） 

神神神神はははは、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの生生生生きているきているきているきている時代時代時代時代がどのようながどのようながどのようながどのような時時時時であるのかよくわきまえているようにであるのかよくわきまえているようにであるのかよくわきまえているようにであるのかよくわきまえているように

願願願願っておられますしっておられますしっておられますしっておられますし、、、、期待期待期待期待しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。ですからですからですからですから神神神神はははは、、、、神神神神のみことばののみことばののみことばののみことばの中中中中にににに、、、、約約約約

束束束束されたされたされたされたイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨がががが近近近近いことをいことをいことをいことを認識認識認識認識するするするする助助助助けとなるけとなるけとなるけとなる数多数多数多数多くのしるしをくのしるしをくのしるしをくのしるしを

私私私私たちにたちにたちにたちに与与与与えてえてえてえて下下下下さっていますさっていますさっていますさっています。。。。クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンとしてとしてとしてとして、、、、私私私私たちはこのたちはこのたちはこのたちはこのエキサイティンエキサイティンエキサイティンエキサイティン

ググググなななな時代時代時代時代にににに生生生生きききき、、、、このこのこのこの偉大偉大偉大偉大ななななドラマドラマドラマドラマがががが幕開幕開幕開幕開けされるのをけされるのをけされるのをけされるのを見見見見るるるる特権特権特権特権をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。 

私私私私たちがこれらのたちがこれらのたちがこれらのたちがこれらの時時時時をををを理解理解理解理解するのをするのをするのをするのを助助助助けるためにけるためにけるためにけるために、「、「、「、「最終劇最終劇最終劇最終劇」」」」をををを四幕四幕四幕四幕のののの舞台劇舞台劇舞台劇舞台劇としてとしてとしてとして

見見見見ることができますることができますることができますることができます。。。。 

第一幕第一幕第一幕第一幕ではではではでは、、、、舞台舞台舞台舞台ががががセットセットセットセットされされされされ、、、、ドラマドラマドラマドラマのののの筋筋筋筋がががが紹介紹介紹介紹介されますされますされますされます。。。。ここでここでここでここで私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、イスイスイスイス

ラエルラエルラエルラエルがががが国国国国としてとしてとしてとして建国建国建国建国されるのをされるのをされるのをされるのを見見見見、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストをををを観察観察観察観察しししし、、、、世界世界世界世界のののの問題問題問題問題がががが拡大拡大拡大拡大していしていしていしてい

くくくく有様有様有様有様をををを熟視熟視熟視熟視しますしますしますします。。。。 

第二幕第二幕第二幕第二幕ではではではでは、、、、神神神神がががが大患難大患難大患難大患難のののの前前前前にににに神神神神のののの民民民民をををを引引引引きききき上上上上げるげるげるげる時時時時、、、、教会教会教会教会のののの携携携携挙挙挙挙がががが起起起起こりますこりますこりますこります。。。。 

第三幕第三幕第三幕第三幕ではではではでは、、、、神神神神がこのがこのがこのがこの世世世世にににに裁裁裁裁きをきをきをきをもたらされるのでもたらされるのでもたらされるのでもたらされるので、、、、大患難大患難大患難大患難がががが到来到来到来到来しますしますしますします。。。。 



第四幕第四幕第四幕第四幕ではではではでは、、、、キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨をををを全全全全てのてのてのての者者者者がががが目撃目撃目撃目撃しししし、、、、キリストキリストキリストキリストがこのがこのがこのがこの世世世世をををを裁裁裁裁きききき、、、、神神神神のののの御御御御

国国国国をををを設立設立設立設立されるされるされるされるのをのをのをのを見見見見ますますますます。。。。 

全全全全てのてのてのての良良良良いいいい芝居芝居芝居芝居ははははアンコールアンコールアンコールアンコールでででで終了終了終了終了しますしますしますします。「。「。「。「最終劇最終劇最終劇最終劇」」」」があなたにがあなたにがあなたにがあなたに見見見見せるせるせるせるようにようにようにように、、、、主主主主

ののののアンコールアンコールアンコールアンコールはははは永遠永遠永遠永遠にににに続続続続くものですくものですくものですくものです。。。。 

 



第一幕第一幕第一幕第一幕 

舞台準備舞台準備舞台準備舞台準備  

ステージセットステージセットステージセットステージセット  

 

シーンシーンシーンシーン1：：：：イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル 

1948194819481948年年年年5555月月月月14141414日日日日、、、、現地時間現地時間現地時間現地時間でででで午後午後午後午後4444時時時時、、、、デイビッドデイビッドデイビッドデイビッド・・・・ベンベンベンベン・・・・グリオングリオングリオングリオンはははは、、、、混雑混雑混雑混雑したしたしたしたテテテテ

ルルルル・・・・アビブアビブアビブアビブ美術館美術館美術館美術館でででで、、、、背筋背筋背筋背筋をまっすぐにしてをまっすぐにしてをまっすぐにしてをまっすぐにして立立立立ちちちち、、、、宿命的宿命的宿命的宿命的なななな言葉言葉言葉言葉をををを誇誇誇誇らしげにらしげにらしげにらしげに読読読読みまみまみまみま

ししししたたたた。。。。 

「「「「ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人がががが一一一一つのつのつのつの国家国家国家国家となるとなるとなるとなる事事事事はははは、、、、他他他他のののの国家同様国家同様国家同様国家同様にににに、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの当然当然当然当然のののの権利権利権利権利であであであであ

るるるる。。。。それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ、、、、今日今日今日今日、、、、我我我我々々々々はははは厳粛厳粛厳粛厳粛なななな集会集会集会集会をををを開開開開いているいているいているいている。。。。ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの自然自然自然自然でででで歴史的歴史的歴史的歴史的なななな権権権権

利利利利によりによりによりにより、、、、またまたまたまた国連決議国連決議国連決議国連決議によりによりによりにより、、、、我我我我々々々々はここにはここにはここにはここに、、、、パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナにおけるにおけるにおけるにおけるユダヤユダヤユダヤユダヤ人領土人領土人領土人領土、、、、

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家のののの設立設立設立設立をををを宣言宣言宣言宣言するするするする。」。」。」。」 

聖書聖書聖書聖書のののの預言預言預言預言によればによればによればによれば、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの国家国家国家国家としてのとしてのとしてのとしての再建再建再建再建はははは、、、、終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時にににに関関関関するするするする残残残残りのりのりのりの

預言預言預言預言をををを動動動動きききき出出出出させますさせますさせますさせます。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家再建国家再建国家再建国家再建はははは、、、、人間人間人間人間のののの歴史歴史歴史歴史ドラマドラマドラマドラマにおけるにおけるにおけるにおける最終劇最終劇最終劇最終劇がががが

始始始始まるまるまるまる前前前前にににに、、、、舞台舞台舞台舞台ににににセットセットセットセットされなくてはならないされなくてはならないされなくてはならないされなくてはならない重要重要重要重要なななな道具道具道具道具でしたでしたでしたでした。。。。 

このようにこのようにこのようにこのように、、、、一人一人一人一人のののの立役者立役者立役者立役者がががが舞舞舞舞台台台台にににに登場登場登場登場しましたしましたしましたしました。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが歴史的歴史的歴史的歴史的故郷故郷故郷故郷にににに戻戻戻戻ったったったった

のですのですのですのです。。。。もうじきもうじきもうじきもうじき、、、、あとあとあとあと二人二人二人二人のののの主主主主なななな役者達役者達役者達役者達もももも加加加加わりますわりますわりますわります。。。。しかししかししかししかし、、、、私私私私たちがこれらのたちがこれらのたちがこれらのたちがこれらの

登場人物登場人物登場人物登場人物をををを見見見見るるるる前前前前にににに、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは神神神神がががが終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時をどのようにをどのようにをどのようにをどのように前前前前もっておもっておもっておもってお話話話話りになられりになられりになられりになられ

たのかをたのかをたのかをたのかを見直見直見直見直すすすす必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。 

先先先先をををを見見見見るるるる為為為為にににに後後後後ろをろをろをろを見直見直見直見直すすすす 

聖書聖書聖書聖書のののの中中中中でででで、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書はははは最最最最もももも驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき預言書預言書預言書預言書のののの一一一一つですつですつですつです。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルががががバビロニアバビロニアバビロニアバビロニア

帝国帝国帝国帝国によってによってによってによって初初初初めてめてめてめて征服征服征服征服されたされたされたされた際際際際、、、、ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザル王王王王によってによってによってによって捕虜捕虜捕虜捕虜となったとなったとなったとなった預言者預言者預言者預言者ダダダダ

ニエルニエルニエルニエルはははは、、、、キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨へとへとへとへと導導導導くくくく出来事出来事出来事出来事にににについてついてついてついて鋭鋭鋭鋭いいいい洞察洞察洞察洞察をををを与与与与えるえるえるえる預言預言預言預言をををを私私私私たちにたちにたちにたちに

書書書書きましたきましたきましたきました。。。。 

あるあるあるある夜夜夜夜、、、、ネブネブネブネブカデネザルカデネザルカデネザルカデネザル王王王王はははは、、、、非常非常非常非常にににに心心心心をををを騒騒騒騒がされるがされるがされるがされる夢夢夢夢をををを見見見見ましたましたましたました。。。。彼彼彼彼はははは翌朝翌朝翌朝翌朝おびえおびえおびえおびえ

てててて起起起起きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、夢夢夢夢のののの詳細詳細詳細詳細をををを思思思思いいいい出出出出すことができませんでしたすことができませんでしたすことができませんでしたすことができませんでした。。。。王王王王にはにはにはには恐怖恐怖恐怖恐怖とととと、、、、夢夢夢夢にににに

はははは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要ななななメッセージメッセージメッセージメッセージがあるというがあるというがあるというがあるという思思思思いがいがいがいが残残残残りましたりましたりましたりました。。。。そこでそこでそこでそこで王王王王はははは、、、、バビロニアバビロニアバビロニアバビロニア

帝国帝国帝国帝国のののの全全全全てのてのてのての知者知者知者知者、、、、占占占占いいいい師師師師、、、、魔術者魔術者魔術者魔術者をををを呼呼呼呼びびびび集集集集めめめめ、、、、自分自分自分自分はそのはそのはそのはその夢夢夢夢のののの詳細詳細詳細詳細をををを思思思思いいいい出出出出せないせないせないせない

がががが、、、、とにかくそのとにかくそのとにかくそのとにかくその夢夢夢夢とそのとそのとそのとその解解解解きききき明明明明かしをするようにかしをするようにかしをするようにかしをするように命令命令命令命令しましたしましたしましたしました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、もしそれもしそれもしそれもしそれ

ができなければができなければができなければができなければ命命命命はないとはないとはないとはないと脅脅脅脅しましたしましたしましたしました。。。。 

彼彼彼彼らはらはらはらはネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザル王王王王のののの不合理不合理不合理不合理なななな要求要求要求要求をををを信信信信じることができませんでしたじることができませんでしたじることができませんでしたじることができませんでした。。。。王自身王自身王自身王自身がががが

思思思思いいいい出出出出すことができないすことができないすことができないすことができない夢夢夢夢をををを、、、、どどどどのようにしてのようにしてのようにしてのようにして解解解解きききき明明明明かせるのかかせるのかかせるのかかせるのか？？？？彼彼彼彼らのらのらのらの死死死死はははは避避避避けらけらけらけら

れないことのようにれないことのようにれないことのようにれないことのように思思思思われましたわれましたわれましたわれました。。。。 

王王王王のののの侍従長侍従長侍従長侍従長アリヨクアリヨクアリヨクアリヨクはははは、、、、王王王王のののの命令命令命令命令によりによりによりにより、、、、若若若若いいいいダニエルダニエルダニエルダニエルにににに直面直面直面直面しているしているしているしている危機危機危機危機をををを知知知知らせらせらせらせ

ましたましたましたました。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエルははははカウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラーとしてとしてとしてとして養育養育養育養育されていたのでされていたのでされていたのでされていたので、、、、彼自身彼自身彼自身彼自身もももも殺殺殺殺されることされることされることされること

になるというのですになるというのですになるというのですになるというのです。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエルははははアリヨクアリヨクアリヨクアリヨクにににに、「、「、「、「天天天天にににに全全全全てをてをてをてを知知知知るるるる神神神神がおりがおりがおりがおり、、、、そのそのそのその神神神神のののの

しもべであるしもべであるしもべであるしもべであるダニエルダニエルダニエルダニエルがががが、、、、そのそのそのその夢夢夢夢とととと解解解解きききき明明明明かしをかしをかしをかしを示示示示すすすす」」」」とととと王王王王にににに言言言言うようにうようにうようにうように頼頼頼頼みましみましみましみまし



たたたた。。。。アリヨクアリヨクアリヨクアリヨクははははネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザル王王王王にににに、、、、神神神神にににに仕仕仕仕えるえるえるえる若若若若いいいいヘブルヘブルヘブルヘブル人捕虜人捕虜人捕虜人捕虜ダニエルダニエルダニエルダニエルがががが、、、、王王王王のののの

要求要求要求要求にににに答答答答えるえるえるえる事事事事ができるとができるとができるとができると伝伝伝伝えましたえましたえましたえました。。。。 

そのそのそのその間間間間、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルはははは友人友人友人友人のののの所所所所にににに行行行行きききき、「、「、「、「神神神神がががが自分達自分達自分達自分達にににに王王王王のののの夢夢夢夢とそのとそのとそのとその解解解解きききき明明明明かしとをかしとをかしとをかしとを啓啓啓啓

示示示示してしてしてして下下下下さるようにさるようにさるようにさるように」」」」とととと祈祈祈祈るようにるようにるようにるように言言言言いましたいましたいましたいました。。。。神神神神はははは真実真実真実真実なるおなるおなるおなるお方方方方なのでなのでなのでなので、、、、そのそのそのその夢夢夢夢とととと

そのそのそのその解解解解きききき明明明明かしをかしをかしをかしをダニエルダニエルダニエルダニエルにににに啓示啓示啓示啓示されましたされましたされましたされました。。。。ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルはははは、、、、急急急急いでいでいでいでダニエルダニエルダニエルダニエルをををを

呼呼呼呼びびびび出出出出しししし、「、「、「、「おおおお前前前前がががが夢夢夢夢とそのとそのとそのとその解解解解きききき明明明明かしをかしをかしをかしを示示示示すことができるとすことができるとすことができるとすことができると聞聞聞聞いたいたいたいた」」」」とととと問問問問いいいい正正正正しましましましま

したしたしたした。。。。 

ダニエルダニエルダニエルダニエルはははは答答答答えましたえましたえましたえました。「。「。「。「いいえいいえいいえいいえ、、、、私私私私にはできませんにはできませんにはできませんにはできません。。。。しかししかししかししかし、、、、天天天天にににに全全全全てをてをてをてを知知知知るるるる神神神神がががが

おられおられおられおられ、、、、王王王王がががが見見見見たたたた夢夢夢夢とそのとそのとそのとその意味意味意味意味をををを知知知知っておられますっておられますっておられますっておられます。。。。そしてそのそしてそのそしてそのそしてその神神神神がががが、、、、夢夢夢夢とととと解解解解きききき明明明明かかかか

しをしをしをしを私私私私におにおにおにお示示示示しになったのですしになったのですしになったのですしになったのです。」。」。」。」そしてそしてそしてそして、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルはははは続続続続けてけてけてけて言言言言いましいましいましいましたたたた。「。「。「。「王様王様王様王様。。。。

あなたはそのあなたはそのあなたはそのあなたはその夜夜夜夜、、、、寝床寝床寝床寝床でででで横横横横になっておられるになっておられるになっておられるになっておられる時時時時、、、、あなたのあなたのあなたのあなたのバビロニアバビロニアバビロニアバビロニア帝国帝国帝国帝国のののの権力権力権力権力とととと偉偉偉偉

大大大大さについてさについてさについてさについて考考考考えておられましたえておられましたえておられましたえておられました。。。。そしてこうおそしてこうおそしてこうおそしてこうお考考考考えになりましたえになりましたえになりましたえになりました。『。『。『。『将来将来将来将来はどうなはどうなはどうなはどうな

るのであろうるのであろうるのであろうるのであろう？？？？このこのこのこの世世世世はどのようにはどのようにはどのようにはどのように終終終終わるのだろうわるのだろうわるのだろうわるのだろう？』？』？』？』そこでそこでそこでそこで神神神神がががが、、、、後後後後にににに起起起起こることこることこることこること

をあなたにおをあなたにおをあなたにおをあなたにお示示示示しになったのですしになったのですしになったのですしになったのです。」。」。」。」 

「「「「王様王様王様王様。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは一一一一つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな像像像像をごをごをごをご覧覧覧覧になりましたになりましたになりましたになりました。。。。そのそのそのその像像像像はははは、、、、頭頭頭頭はははは純金純金純金純金、、、、胸胸胸胸とととと両両両両

腕腕腕腕とはとはとはとは銀銀銀銀、、、、腹腹腹腹とももとはとももとはとももとはとももとは青銅青銅青銅青銅、、、、すねはすねはすねはすねは鉄鉄鉄鉄、、、、足足足足とととと十本十本十本十本のののの指指指指はははは一部一部一部一部がががが鉄鉄鉄鉄、、、、一部一部一部一部はははは粘土粘土粘土粘土でしでしでしでし

たたたた。。。。あなたがあなたがあなたがあなたが見見見見ておられるうちにておられるうちにておられるうちにておられるうちに、、、、一一一一つのつのつのつの石石石石がががが人手人手人手人手によらずにによらずにによらずにによらずに切切切切りりりり出出出出されされされされ、、、、そのそのそのその像像像像のののの

鉄鉄鉄鉄とととと粘土粘土粘土粘土のののの足足足足をををを打打打打ちちちち砕砕砕砕きましたきましたきましたきました。。。。このこのこのこの像像像像はあとかたもなくはあとかたもなくはあとかたもなくはあとかたもなく砕砕砕砕かれかれかれかれ、、、、このこのこのこの像像像像をををを打打打打ったったったった石石石石

はははは大大大大きなきなきなきな山山山山となってとなってとなってとなって全土全土全土全土にににに満満満満ちましたちましたちましたちました。」。」。」。」このこのこのこの時点時点時点時点でででで、、、、ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルははははダニエルダニエルダニエルダニエルがががが

述述述述べたべたべたべた夢夢夢夢をををを思思思思いいいい出出出出しししし、、、、そのそのそのその解解解解きききき明明明明かしをかしをかしをかしを示示示示すようにすようにすようにすように言言言言いましたいましたいましたいました。。。。 

ダニエルダニエルダニエルダニエルはははは説明説明説明説明しましたしましたしましたしました。「。「。「。「王様王様王様王様。。。。あなたはあのあなたはあのあなたはあのあなたはあの金金金金のののの頭頭頭頭ですですですです。。。。神神神神はあなたにはあなたにはあなたにはあなたに偉大偉大偉大偉大でででで力力力力

強強強強いいいい王国王国王国王国をおをおをおをお与与与与えになりえになりえになりえになり、、、、これをこれをこれをこれを地上地上地上地上にににに拡大拡大拡大拡大されましたされましたされましたされました。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの後後後後にににに、、、、あなたよりあなたよりあなたよりあなたより

もももも劣劣劣劣るるるる、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの国国国国がががが起起起起こりますこりますこりますこります。」。」。」。」 

ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書8888章章章章20202020節節節節でででで、、、、このこのこのこの王国王国王国王国ははははメディアメディアメディアメディア・・・・ペルシャペルシャペルシャペルシャ帝国帝国帝国帝国であることがであることがであることがであることが明示明示明示明示されていされていされていされてい

ますますますます。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、メディアメディアメディアメディア・・・・ペルシャペルシャペルシャペルシャ帝国帝国帝国帝国ののののクロスクロスクロスクロス王王王王のののの下下下下にににに、、、、バビロニアバビロニアバビロニアバビロニア帝国帝国帝国帝国はははは征服征服征服征服ささささ

れましたれましたれましたれました。。。。しかししかししかししかし、、、、解解解解きききき明明明明かしがかしがかしがかしが続続続続けられたようにけられたようにけられたようにけられたように、、、、このこのこのこの王国王国王国王国もまたもまたもまたもまた、、、、青銅青銅青銅青銅のののの腹腹腹腹にににに表表表表

されたされたされたされた王国王国王国王国にににに取取取取ってってってって代代代代えられますえられますえられますえられます。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書8888章章章章21212121節節節節でででで、、、、このこのこのこの王国王国王国王国ははははギリシャギリシャギリシャギリシャ帝国帝国帝国帝国でででで

あるとあるとあるとあると明示明示明示明示されていますされていますされていますされています。。。。これはこれはこれはこれは確確確確かにかにかにかに驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき預言預言預言預言ですですですです。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、このこのこのこの当時当時当時当時（（（（紀紀紀紀

元前約元前約元前約元前約600600600600年年年年））））のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、ギリシャギリシャギリシャギリシャはははは西方西方西方西方にあるあまりにあるあまりにあるあまりにあるあまり知知知知られていないられていないられていないられていない小小小小さなさなさなさな地方地方地方地方にににに

過過過過ぎなかったからですぎなかったからですぎなかったからですぎなかったからです。。。。 

ギリシャギリシャギリシャギリシャ帝国帝国帝国帝国はははは、、、、鉄鉄鉄鉄のすねとのすねとのすねとのすねと表現表現表現表現されたされたされたされた王国王国王国王国によってによってによってによって征服征服征服征服されることになっていましされることになっていましされることになっていましされることになっていまし

たたたた。。。。歴史的歴史的歴史的歴史的にににに、、、、これはこれはこれはこれはローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国であることがであることがであることがであることがわかりますわかりますわかりますわかります。。。。ローマローマローマローマ帝帝帝帝国国国国はははは鉄鉄鉄鉄のようにのようにのようにのように

強強強強くくくく、、、、先先先先のののの国国国国々々々々をををを打打打打ちちちち砕砕砕砕きききき、、、、世界世界世界世界をそのをそのをそのをその鉄腕鉄腕鉄腕鉄腕のののの下下下下にににに従従従従わせましたわせましたわせましたわせました。。。。これらのこれらのこれらのこれらの預言預言預言預言はこはこはこはこ

こまでこまでこまでこまで、、、、簡単簡単簡単簡単にににに歴史的順序歴史的順序歴史的順序歴史的順序にたどることができるようににたどることができるようににたどることができるようににたどることができるように展開展開展開展開してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。しかししかししかししかし、、、、

私私私私たちにはもうたちにはもうたちにはもうたちにはもう一一一一つつつつ、、、、最後最後最後最後にににに世界世界世界世界をををを支配支配支配支配するするするする王国王国王国王国のののの預言預言預言預言がががが残残残残されていますされていますされていますされています。。。。このこのこのこの王国王国王国王国

はははは特定特定特定特定されておらずされておらずされておらずされておらず、、、、まだまだまだまだ全世界全世界全世界全世界をををを支配支配支配支配していませんしていませんしていませんしていません。。。。ローマローマローマローマ帝国以来帝国以来帝国以来帝国以来、、、、全世界全世界全世界全世界をををを征征征征

服服服服したしたしたした権力権力権力権力はいまだありませんはいまだありませんはいまだありませんはいまだありません。。。。 

一部一部一部一部がががが鉄鉄鉄鉄でででで一部一部一部一部がががが粘土粘土粘土粘土であるとであるとであるとであると述述述述べられていることからべられていることからべられていることからべられていることから、、、、鉄鉄鉄鉄ははははローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国をををを表表表表していしていしていしてい

たのでたのでたのでたので、、、、最後最後最後最後のののの王国王国王国王国ははははローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国にににに関連関連関連関連しているでしょうしているでしょうしているでしょうしているでしょう。。。。粘土粘土粘土粘土とととと組組組組みみみみ合合合合わされていわされていわされていわされてい

るというるというるというるという事事事事実実実実からからからから、、、、このこのこのこの王国王国王国王国はははは鉄鉄鉄鉄だけよりはだけよりはだけよりはだけよりは弱弱弱弱いであろうことをいであろうことをいであろうことをいであろうことを示示示示していますしていますしていますしています。。。。これこれこれこれ

はははは、、、、ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国をををを復興復興復興復興させようというさせようというさせようというさせようという小小小小さなさなさなさな試試試試みをみをみをみを示示示示しているかもしれませんしているかもしれませんしているかもしれませんしているかもしれません。。。。私私私私たたたた



ちはちはちはちは預言預言預言預言からからからから、「、「、「、「10101010本本本本のののの指指指指にににに表表表表されたされたされたされた10101010人人人人のののの王王王王がががが権力権力権力権力をををを統合統合統合統合させるさせるさせるさせる」」」」とととと説明説明説明説明されていされていされていされてい

ますますますます。。。。 

ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザル王王王王はははは、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの語語語語ったったったった夢夢夢夢とそのとそのとそのとその解解解解きききき明明明明かしをかしをかしをかしを聞聞聞聞いたいたいたいた時時時時、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの

神神神神のようなのようなのようなのような神神神神はははは他他他他にいないことをにいないことをにいないことをにいないことを認認認認めましためましためましためました。（。（。（。（ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書2222章章章章47474747節節節節）））） 

しかししかししかししかし後後後後になってになってになってになって、、、、ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルはははは神神神神のののの啓示啓示啓示啓示をををを無視無視無視無視しししし、、、、九十九十九十九十フィートフィートフィートフィート（（（（約約約約27272727メートメートメートメート

ルルルル））））のののの金金金金のののの像像像像をををを造造造造らせらせらせらせドラドラドラドラのののの平野平野平野平野にににに立立立立てましたてましたてましたてました。。。。ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルはははは像像像像のののの全全全全てをてをてをてを金金金金でででで造造造造

ることによってることによってることによってることによって、、、、誰誰誰誰もももも彼彼彼彼のののの王国王国王国王国をををを征服征服征服征服せずせずせずせず、、、、バビロニアバビロニアバビロニアバビロニア帝国帝国帝国帝国がががが永遠永遠永遠永遠にににに続続続続くとくとくとくと宣言宣言宣言宣言してしてしてして

いたのですいたのですいたのですいたのです。。。。王王王王はははは全全全全てのてのてのての者者者者にこのにこのにこのにこの金金金金のののの像像像像をひれをひれをひれをひれ伏伏伏伏してしてしてして拝拝拝拝むようにむようにむようにむように命令命令命令命令しししし、、、、このこのこのこの金金金金のののの像像像像

をひれをひれをひれをひれ伏伏伏伏してしてしてして拝拝拝拝まないまないまないまない者者者者はははは殺殺殺殺すとすとすとすと脅脅脅脅しましたしましたしましたしました。。。。ここでここでここでここで、、、、三人三人三人三人ののののヘブルヘブルヘブルヘブル人人人人のののの若者若者若者若者、、、、シャシャシャシャ

デラクデラクデラクデラク、、、、メシャクメシャクメシャクメシャク、、、、アベデアベデアベデアベデ・・・・ネゴネゴネゴネゴがががが登場登場登場登場しますしますしますします。。。。このこのこのこの像像像像をををを拝拝拝拝むことをむことをむことをむことを拒否拒否拒否拒否したためしたためしたためしたため、、、、

彼彼彼彼らはらはらはらは火火火火のののの燃燃燃燃えるえるえるえる炉炉炉炉のののの中中中中にににに投投投投げげげげ込込込込まれましたまれましたまれましたまれました。。。。火火火火のののの中中中中でででで、、、、神神神神のののの子子子子のようなのようなのようなのような姿姿姿姿をしたをしたをしたをした第第第第

四四四四のののの者者者者がががが加加加加わりわりわりわり、、、、三人三人三人三人のののの若者若者若者若者がががが火火火火によってによってによってによって被害被害被害被害をををを受受受受けないようにけないようにけないようにけないように守守守守っていましたっていましたっていましたっていました。。。。

（（（（ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書3333章章章章25252525、、、、27272727節節節節））））ここでここでここでここで質問質問質問質問がががが上上上上げられますげられますげられますげられます。。。。自分自分自分自分のののの親友達親友達親友達親友達がこのようながこのようながこのようながこのような苦苦苦苦

しいしいしいしい試練試練試練試練をををを通通通通っていたっていたっていたっていた時時時時、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルはどこにいたのでしょうかはどこにいたのでしょうかはどこにいたのでしょうかはどこにいたのでしょうか？？？？彼彼彼彼はははは像像像像をををを拝拝拝拝んだかんだかんだかんだか

（（（（これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに考考考考ええええ難難難難いことですいことですいことですいことです）、）、）、）、もしくはもしくはもしくはもしくは、、、、彼彼彼彼はこのはこのはこのはこの時時時時このこのこのこの国国国国にいなかったかのにいなかったかのにいなかったかのにいなかったかの

どちらかであったとどちらかであったとどちらかであったとどちらかであったと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。このこのこのこの話話話話はははは驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき類似類似類似類似をををを含含含含んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。なぜななぜななぜななぜな

らららら、、、、聖書聖書聖書聖書にはにはにはには、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストがががが終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代にににに像像像像をををを立立立立てててて、、、、全全全全てのてのてのての人間人間人間人間にそのにそのにそのにその像像像像をををを拝拝拝拝むよむよむよむよ

うにうにうにうに要求要求要求要求しししし、、、、そうしないそうしないそうしないそうしない者者者者はははは殺殺殺殺されるとされるとされるとされると書書書書いてあるからですいてあるからですいてあるからですいてあるからです。（。（。（。（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの黙示録黙示録黙示録黙示録13131313章章章章

15151515節節節節））））三人三人三人三人ののののヘブルヘブルヘブルヘブル人人人人はははは、、、、燃燃燃燃えるえるえるえる裁裁裁裁きのきのきのきの時時時時にににに、、、、主主主主がががが守守守守られるられるられるられるユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人14141414万万万万4444千人千人千人千人のののの型型型型でででで

すすすす。（。（。（。（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの黙示録黙示録黙示録黙示録7777章章章章1111----8888節節節節））））ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの不在不在不在不在はははは、、、、大患難大患難大患難大患難のののの間間間間にはにはにはには不思議不思議不思議不思議にもにもにもにも存在存在存在存在

していないしていないしていないしていない教会教会教会教会のののの型型型型でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。 

このこのこのこの後後後後、、、、ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルはははは気気気気がががが狂狂狂狂いいいい、、、、野生野生野生野生のののの牛牛牛牛とととと共共共共にににに草草草草をををを食食食食べべべべ、、、、野野野野でででで暮暮暮暮らしましたらしましたらしましたらしました。。。。

彼彼彼彼のののの髪髪髪髪のののの毛毛毛毛はははは長長長長くのびてくのびてくのびてくのびて体全体体全体体全体体全体をををを覆覆覆覆うううう羽羽羽羽のようになりのようになりのようになりのようになり、、、、彼彼彼彼のののの爪爪爪爪はははは鳥鳥鳥鳥のののの爪爪爪爪のようになりのようになりのようになりのようになり

ましたましたましたました。。。。七七七七つのつのつのつの時時時時がががが過過過過ぎるまでぎるまでぎるまでぎるまで、、、、彼彼彼彼はははは完全完全完全完全にににに理性理性理性理性をををを失失失失いましたいましたいましたいました。。。。七七七七つのつのつのつの時時時時とととと言言言言うのうのうのうの

がががが、、、、七年七年七年七年をををを表表表表しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、七七七七つのつのつのつの春夏秋冬春夏秋冬春夏秋冬春夏秋冬のののの季節季節季節季節をををを表表表表しているのかはしているのかはしているのかはしているのかは確確確確かではありかではありかではありかではあり

ませんませんませんません。。。。ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルはははは1111年年年年とととと9999ヶヶヶヶ月月月月かかかか、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは7777年間年間年間年間、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、このようこのようこのようこのよう

なななな気違気違気違気違いいいい状態状態状態状態でしたでしたでしたでした。。。。彼彼彼彼がががが気違気違気違気違いいいい状状状状態態態態でいたでいたでいたでいた期間期間期間期間のののの長長長長さにさにさにさに関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザル

はははは、、、、天天天天のののの神神神神がみこころにかなうがみこころにかなうがみこころにかなうがみこころにかなう者者者者をををを王王王王としてとしてとしてとして引引引引きききき上上上上げげげげ、、、、立立立立てててて上上上上げげげげ、、、、またまたまたまた引引引引きききき抜抜抜抜くといくといくといくとい

うことをうことをうことをうことを思思思思いいいい知知知知るまでるまでるまでるまで、、、、このこのこのこの状態状態状態状態でいましたでいましたでいましたでいました。。。。それからそれからそれからそれから後後後後のののの生涯生涯生涯生涯、、、、ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザル王王王王

はははは神神神神のののの力力力力をををを認認認認めましためましためましためました。（。（。（。（ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書4444章章章章31313131----37373737節節節節）））） 

ベルシャツァルベルシャツァルベルシャツァルベルシャツァル王治世王治世王治世王治世のののの第一年目第一年目第一年目第一年目、、、、ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザル王王王王のののの夢夢夢夢のののの約約約約70707070年後年後年後年後、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルはははは幻幻幻幻

をををを見見見見ましたましたましたました。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエルはそのはそのはそのはその幻幻幻幻のののの中中中中でででで、、、、口口口口のののの牙牙牙牙のののの間間間間にににに三本三本三本三本のののの肋骨肋骨肋骨肋骨があるがあるがあるがある熊熊熊熊がががが、、、、鷲鷲鷲鷲のののの翼翼翼翼

がついたがついたがついたがついた獅子獅子獅子獅子をををを食食食食らうのをらうのをらうのをらうのを見見見見ましたましたましたました。。。。そのそのそのその熊熊熊熊はははは豹豹豹豹によってによってによってによって滅滅滅滅ぼされましたぼされましたぼされましたぼされました。。。。そしてそそしてそそしてそそしてそ

のののの豹豹豹豹はははは、、、、十本十本十本十本のののの角角角角をををを持持持持つつつつ非常非常非常非常にににに強強強強くくくくてててて恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい獣獣獣獣によってによってによってによって滅滅滅滅ぼされぼされぼされぼされ、、、、粉粉粉粉々々々々にされにされにされにされ、、、、足足足足

でででで踏踏踏踏みつけられましたみつけられましたみつけられましたみつけられました。。。。するともうするともうするともうするともう一本一本一本一本、、、、11111111番目番目番目番目のののの角角角角がががが出出出出てててて来来来来てててて、、、、初初初初めのめのめのめの角角角角のうちののうちののうちののうちの

三本三本三本三本をををを滅滅滅滅ぼしましたぼしましたぼしましたぼしました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの角角角角はははは非常非常非常非常なななな力力力力をををを持持持持つようになりつようになりつようになりつようになり、、、、神神神神をををを冒冒冒冒瀆瀆瀆瀆するするするする大大大大

きなことをきなことをきなことをきなことを語語語語りましたりましたりましたりました。。。。このこのこのこのダニエルダニエルダニエルダニエルのののの幻幻幻幻はははは、、、、多多多多くのくのくのくの意味意味意味意味でででで、、、、ネブカデネサルネブカデネサルネブカデネサルネブカデネサルのののの夢夢夢夢とととと

平行平行平行平行していますしていますしていますしています。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの幻幻幻幻のののの四四四四つのつのつのつの獣獣獣獣はははは、、、、ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルのののの夢夢夢夢でででで像像像像のののの金属金属金属金属がががが象徴象徴象徴象徴

していたようにしていたようにしていたようにしていたように、、、、世界世界世界世界をををを支配支配支配支配するするするする四四四四つのつのつのつの帝国帝国帝国帝国をををを表表表表していますしていますしていますしています。。。。 

歴史歴史歴史歴史をををを見見見見るとるとるとると、、、、これらのこれらのこれらのこれらのダニエルダニエルダニエルダニエルのののの預言預言預言預言はははは成就成就成就成就されたことがわかりますされたことがわかりますされたことがわかりますされたことがわかります。。。。バビロニアバビロニアバビロニアバビロニア

帝国帝国帝国帝国（（（（ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルのののの夢夢夢夢ではではではでは金金金金のののの頭頭頭頭、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの幻幻幻幻ではではではでは獅子獅子獅子獅子））））はははは、、、、メディアメディアメディアメディア・・・・ペルペルペルペル

シャシャシャシャ帝国帝国帝国帝国（（（（ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルのののの夢夢夢夢ではではではでは銀銀銀銀のののの胸胸胸胸とととと両腕両腕両腕両腕、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの幻幻幻幻ではではではでは熊熊熊熊））））にににに取取取取ってってってって代代代代



えられましたえられましたえられましたえられました。。。。メディアメディアメディアメディア・・・・ペルシャペルシャペルシャペルシャ帝国帝国帝国帝国はははは、、、、あっというあっというあっというあっという間間間間ににににギリシャギリシャギリシャギリシャ帝国帝国帝国帝国（（（（ネブカデネブカデネブカデネブカデ

ネザルネザルネザルネザルのののの夢夢夢夢ではではではでは青銅青銅青銅青銅のののの腹腹腹腹とももとももとももともも、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの幻幻幻幻ではではではでは豹豹豹豹））））にににに征服征服征服征服されましたされましたされましたされました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、

ギリシャギリシャギリシャギリシャ帝国帝国帝国帝国はははは、、、、ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国（（（（ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルのののの夢夢夢夢ではではではでは鉄鉄鉄鉄のすねのすねのすねのすね、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの幻幻幻幻ではではではでは

恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい獣獣獣獣））））のののの支配下支配下支配下支配下にににに屈屈屈屈しましたしましたしましたしました。。。。（（（（ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書7777章章章章1111----8888節節節節）））） 

このこのこのこの預言預言預言預言はははは、、、、現在現在現在現在、、、、ローマローマローマローマ条約条約条約条約としてとしてとしてとして知知知知られるられるられるられる経済条約経済条約経済条約経済条約をををを通通通通してしてしてして結合結合結合結合してきているしてきているしてきているしてきているヨヨヨヨ

ーロッパーロッパーロッパーロッパ諸国諸国諸国諸国によってによってによってによって具具具具体化体化体化体化されていることがされていることがされていることがされていることが簡単簡単簡単簡単にわかりますにわかりますにわかりますにわかります。。。。ローマローマローマローマ条約条約条約条約はははは、、、、ヨヨヨヨ

ーロッパーロッパーロッパーロッパ合衆国合衆国合衆国合衆国、、、、もしくはもしくはもしくはもしくはヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ経済共同体経済共同体経済共同体経済共同体(ECC)(ECC)(ECC)(ECC)のよりのよりのよりのより強強強強いいいい形態形態形態形態をををを形成形成形成形成することすることすることすること

がががが目的目的目的目的でででで結結結結ばれましたばれましたばれましたばれました。。。。全全全全てのてのてのてのヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ経済共同体内経済共同体内経済共同体内経済共同体内でのでのでのでの経済的境界線経済的境界線経済的境界線経済的境界線はははは、、、、1992199219921992年年年年

12121212月月月月のののの真夜中真夜中真夜中真夜中にににに取取取取りりりり去去去去られましたられましたられましたられました。。。。ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ共通共通共通共通のののの通貨通貨通貨通貨はははは既既既既にににに存在存在存在存在しますししますししますししますし、、、、各国各国各国各国

のののの通貨通貨通貨通貨システムシステムシステムシステムにににに取取取取ってってってって代代代代わるかもしれませんわるかもしれませんわるかもしれませんわるかもしれません。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは今今今今、、、、このこのこのこの巨大経済巨大経済巨大経済巨大経済によってによってによってによって

もたらされるもたらされるもたらされるもたらされる意味意味意味意味をををを認識認識認識認識しししし始始始始めていますめていますめていますめています。。。。 

聖書聖書聖書聖書をををを信信信信じるじるじるじる者者者者にとってにとってにとってにとって、、、、このこのこのこの全全全全てのてのてのての預言預言預言預言においてにおいてにおいてにおいて興奮興奮興奮興奮するするするする点点点点はははは、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書2222章章章章44444444節節節節

にありますにありますにありますにあります。。。。そこにはそこにはそこにはそこには、、、、このこのこのこの王達王達王達王達のののの時代時代時代時代にににに、、、、天天天天のののの神神神神がががが、、、、神神神神のののの御国御国御国御国をををを設立設立設立設立するためにやするためにやするためにやするためにや

ってってってって来来来来られるとられるとられるとられると書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。このこのこのこの「「「「人手人手人手人手によらずにによらずにによらずにによらずに切切切切りりりり出出出出されたされたされたされた石石石石」」」」はははは、、、、永遠永遠永遠永遠のののの

神神神神のののの御国御国御国御国をををを設立設立設立設立するためにするためにするためにするために再再再再びやってびやってびやってびやって来来来来られるられるられるられるイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストですですですです。。。。 

さてさてさてさて、、、、舞台舞台舞台舞台はははは準備準備準備準備されされされされ、、、、預言預言預言預言はははは成就成就成就成就しましたしましたしましたしました。。。。ではではではでは、、、、もっともっともっともっと近年近年近年近年のののの歴史上歴史上歴史上歴史上ではどうでではどうでではどうでではどうで

しょうかしょうかしょうかしょうか？？？？近年近年近年近年ではではではでは何何何何がががが起起起起こりましたかこりましたかこりましたかこりましたか？？？？またまたまたまた現在何現在何現在何現在何がががが起起起起こっていますかこっていますかこっていますかこっていますか？？？？ 

20202020世紀世紀世紀世紀におけるにおけるにおけるにおけるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル 

1973197319731973年年年年10101010月月月月、、、、ヨムヨムヨムヨム・・・・キプールキプールキプールキプール（（（（ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人にとってにとってにとってにとって最最最最もももも聖聖聖聖いいいい日日日日／／／／贖罪日贖罪日贖罪日贖罪日））））のののの間間間間にににに、、、、シリシリシリシリ

アアアアととととエジブトエジブトエジブトエジブトはははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを国境両側国境両側国境両側国境両側からからからから同時攻撃同時攻撃同時攻撃同時攻撃しましたしましたしましたしました。。。。イイイイスラエルスラエルスラエルスラエル人人人人のののの大多大多大多大多

数数数数はははは、、、、軍人軍人軍人軍人もももも含含含含めめめめ、、、、会堂会堂会堂会堂かかかか家家家家でででで静静静静かにかにかにかに休休休休んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。ヨムヨムヨムヨム・・・・キプールキプールキプールキプールのためのためのためのため、、、、通信通信通信通信

網網網網はははは一日中静一日中静一日中静一日中静かでしたかでしたかでしたかでした。。。。突然突然突然突然、、、、テルアビブテルアビブテルアビブテルアビブととととエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムででででサイレンサイレンサイレンサイレンがががが鳴鳴鳴鳴りりりり始始始始めましめましめましめまし

たたたた。。。。軍隊軍隊軍隊軍隊のためののためののためののための緊急緊急緊急緊急コードコードコードコード番号番号番号番号ががががラジオラジオラジオラジオをををを流流流流れれれれ、、、、予備兵予備兵予備兵予備兵をををを呼呼呼呼んでんでんでんで国国国国をををを守守守守るようるようるようるよう呼呼呼呼びびびび

かけましたかけましたかけましたかけました。。。。 

シリアシリアシリアシリアととととエジプトエジプトエジプトエジプトはははは「「「「絶滅戦争絶滅戦争絶滅戦争絶滅戦争」」」」をををを意図意図意図意図したしたしたした戦戦戦戦いをいをいをいを始始始始めましためましためましためました。。。。シリアシリアシリアシリア戦車千二百台戦車千二百台戦車千二百台戦車千二百台

がががが最初最初最初最初のののの襲撃襲撃襲撃襲撃でででで二十二十二十二十マイルマイルマイルマイル（（（（約約約約32.232.232.232.2キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））のののの領域領域領域領域にににに渡渡渡渡ってってってってゴランゴランゴランゴラン高原高原高原高原をををを攻撃攻撃攻撃攻撃

しましたしましたしましたしました。（。（。（。（このこのこのこの攻撃攻撃攻撃攻撃のののの凄凄凄凄さをさをさをさを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解できるようにできるようにできるようにできるように展望展望展望展望をををを与与与与えましょうえましょうえましょうえましょう。。。。第二次第二次第二次第二次

世界大戦世界大戦世界大戦世界大戦ででででヒトラーヒトラーヒトラーヒトラーががががソビソビソビソビエトエトエトエト連合連合連合連合にににに大大大大きくきくきくきく侵入侵入侵入侵入したしたしたした時時時時、、、、彼彼彼彼はははは二百二百二百二百マイルマイルマイルマイル（（（（約約約約322322322322キロキロキロキロ

メートルメートルメートルメートル））））平方平方平方平方のののの領域領域領域領域にににに渡渡渡渡ってってってって戦車千台戦車千台戦車千台戦車千台をををを用用用用いましたいましたいましたいました。）。）。）。）シナイシナイシナイシナイ半島半島半島半島ではではではでは、、、、エジプトエジプトエジプトエジプト

がががが戦車三千台戦車三千台戦車三千台戦車三千台とととと大砲千弾大砲千弾大砲千弾大砲千弾をををを用用用用いていていていて攻撃攻撃攻撃攻撃しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの戦戦戦戦いはいはいはいは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルというというというという国国国国をををを

完全完全完全完全にににに絶滅絶滅絶滅絶滅することをすることをすることをすることを意図意図意図意図していましたしていましたしていましたしていました。。。。そしてそしてそしてそして結集結集結集結集したしたしたしたアラブアラブアラブアラブ勢力勢力勢力勢力はははは、、、、このこのこのこのゴールゴールゴールゴール

にほとんどにほとんどにほとんどにほとんど到達到達到達到達しましたしましたしましたしました。。。。1967196719671967年年年年のののの第三次中東戦争時第三次中東戦争時第三次中東戦争時第三次中東戦争時にににに起起起起こったこったこったこった以上以上以上以上のののの奇跡奇跡奇跡奇跡がががが起起起起こらこらこらこら

なければなければなければなければ、、、、今日今日今日今日イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは国国国国としてとしてとしてとして存在存在存在存在していなかったでしょうしていなかったでしょうしていなかったでしょうしていなかったでしょう。。。。このこのこのこのアラブアラブアラブアラブ連合連合連合連合

軍軍軍軍がががが、、、、数数数数にしてもにしてもにしてもにしても武器武器武器武器にしてもにしてもにしてもにしても大大大大きなきなきなきな優勢力優勢力優勢力優勢力をををを持持持持ってってってってイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを攻撃攻撃攻撃攻撃したしたしたした時時時時、、、、聖書聖書聖書聖書

にににに書書書書いてあるようないてあるようないてあるようないてあるような奇跡奇跡奇跡奇跡がががが起起起起こりましたこりましたこりましたこりました。。。。 

このほとんどこのほとんどこのほとんどこのほとんど悲劇悲劇悲劇悲劇にににに近近近近いいいい状態状態状態状態からからからから、、、、勇敢勇敢勇敢勇敢なななな英雄達英雄達英雄達英雄達がががが出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤがががが預言預言預言預言しししし

たようにたようにたようにたように、、、、特特特特にににに重要重要重要重要でないでないでないでない兵士達兵士達兵士達兵士達ががががダビデダビデダビデダビデのようになりましたのようになりましたのようになりましたのようになりました。（。（。（。（ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書12121212章章章章8888

節節節節）「）「）「）「ズウィッカズウィッカズウィッカズウィッカ」」」」というというというというニックネームニックネームニックネームニックネームでででで知知知知られるようになったられるようになったられるようになったられるようになった、、、、ズビズビズビズビ・・・・グリーンゴグリーンゴグリーンゴグリーンゴ

ールドールドールドールド大尉大尉大尉大尉のののの事事事事をををを考考考考えてえてえてえて下下下下さいさいさいさい。。。。グリーンゴールドグリーンゴールドグリーンゴールドグリーンゴールド大尉大尉大尉大尉はははは戦争戦争戦争戦争がががが始始始始まったまったまったまった時時時時、、、、キブズキブズキブズキブズ

・・・・ロカメイロカメイロカメイロカメイ・・・・ハゲタオットハゲタオットハゲタオットハゲタオットのののの自宅自宅自宅自宅でででで家族家族家族家族とととと共共共共にいましたにいましたにいましたにいました。。。。彼彼彼彼はははは即座即座即座即座ににににユニフォームユニフォームユニフォームユニフォームにににに

着替着替着替着替ええええ、、、、ゴランゴランゴランゴランのののの前前前前ののののナファクナファクナファクナファクにあるにあるにあるにある本部本部本部本部までまでまでまでヒッチハイクヒッチハイクヒッチハイクヒッチハイクしししし、、、、戦車戦車戦車戦車をををを要求要求要求要求しまししまししまししまし

たたたた。。。。戦車戦車戦車戦車はたはたはたはたったったったった3333台台台台しかなくしかなくしかなくしかなく、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち2222台台台台はははは故障故障故障故障してしまったのでしてしまったのでしてしまったのでしてしまったので修理修理修理修理にににに出出出出されるされるされるされる



ところでしたところでしたところでしたところでした。。。。そこでそこでそこでそこで大尉大尉大尉大尉はははは、、、、1111台台台台のののの戦車戦車戦車戦車にににに乗乗乗乗りりりり込込込込みみみみ出出出出かけましたかけましたかけましたかけました。。。。彼彼彼彼はすぐにはすぐにはすぐにはすぐに激激激激しいしいしいしい

戦闘戦闘戦闘戦闘のののの中心中心中心中心でででで戦戦戦戦うことになりましたうことになりましたうことになりましたうことになりました。。。。何台何台何台何台かのかのかのかのシリアシリアシリアシリア戦車戦車戦車戦車をををを破壊破壊破壊破壊することにすることにすることにすることに成功成功成功成功しましましましま

したがしたがしたがしたが、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち自分自分自分自分のののの戦車戦車戦車戦車ももももダメダメダメダメになってきましたになってきましたになってきましたになってきました。。。。生生生生きききき残残残残るためにはるためにはるためにはるためには主要道路主要道路主要道路主要道路かかかか

らららら外外外外れなくてはならないとれなくてはならないとれなくてはならないとれなくてはならないと認識認識認識認識しししし、、、、高速高速高速高速とととと平行平行平行平行しているしているしているしている丘丘丘丘のののの後方後方後方後方からからからから作戦行為作戦行為作戦行為作戦行為をををを取取取取りりりり

始始始始めましためましためましためました。。。。ズウィッカズウィッカズウィッカズウィッカはははは小小小小さなさなさなさな丘丘丘丘のののの上上上上にににに上上上上がってがってがってがって丘丘丘丘のののの上上上上からからからからシリアシリアシリアシリア戦車戦車戦車戦車1111台台台台をををを破壊破壊破壊破壊

しししし、、、、それからそれからそれからそれから丘丘丘丘のののの後後後後ろにろにろにろに隠隠隠隠れれれれ戻戻戻戻りりりり、、、、またまたまたまた丘丘丘丘のののの上上上上にににに上上上上がるがるがるがる、、、、これをこれをこれをこれを繰繰繰繰りりりり返返返返しましたしましたしましたしました。。。。彼彼彼彼

があまりにもがあまりにもがあまりにもがあまりにも多多多多くのくのくのくの戦車戦車戦車戦車をををを破壊破壊破壊破壊したのでしたのでしたのでしたので、、、、シリアシリアシリアシリア軍軍軍軍ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの戦車隊全軍戦車隊全軍戦車隊全軍戦車隊全軍にににに立立立立ちちちち

向向向向かっているにかっているにかっているにかっているに違違違違いないといないといないといないと考考考考えましたえましたえましたえました。。。。自分自分自分自分たちにたちにたちにたちに勝勝勝勝ちちちち目目目目はないとはないとはないとはないと考考考考ええええ、、、、シリアシリアシリアシリア軍軍軍軍はははは

後退後退後退後退しましたしましたしましたしました。。。。 

勝勝勝勝ちちちち目目目目はははは50505050にににに1111しかありませんでしたがしかありませんでしたがしかありませんでしたがしかありませんでしたが、、、、彼彼彼彼はそのはそのはそのはその日日日日シリアシリアシリアシリア軍攻撃軍攻撃軍攻撃軍攻撃をををを退退退退けましたけましたけましたけました。。。。彼彼彼彼はははは

攻撃攻撃攻撃攻撃にににに成功成功成功成功するするするする度度度度にににに、「、「、「、「ズウィッカズウィッカズウィッカズウィッカ隊隊隊隊はもうはもうはもうはもう1111台台台台のののの戦車戦車戦車戦車をををを破壊破壊破壊破壊しましたしましたしましたしました」」」」ととととラジオラジオラジオラジオでででで本本本本

部部部部にににに報告報告報告報告しましたしましたしましたしました。。。。そこでそこでそこでそこで本部本部本部本部ではではではでは、、、、ズウィッカズウィッカズウィッカズウィッカ隊隊隊隊とはとはとはとは完全完全完全完全にににに武装武装武装武装したしたしたした軍隊軍隊軍隊軍隊であるとであるとであるとであると

考考考考えていましたえていましたえていましたえていました。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの勇敢勇敢勇敢勇敢なななな兵士兵士兵士兵士はたったはたったはたったはたった一人一人一人一人ででででシリアシリアシリアシリア軍軍軍軍のののの前進前進前進前進をををを防防防防いでいいでいいでいいでい

たのですたのですたのですたのです。。。。彼彼彼彼のののの話話話話はははは、、、、ヨヨヨヨムムムム・・・・キプールキプールキプールキプール戦争戦争戦争戦争（（（（第四次中東戦争第四次中東戦争第四次中東戦争第四次中東戦争））））時時時時にににに立立立立ちちちち上上上上がったがったがったがったダビダビダビダビ

デデデデのようなのようなのようなのような多多多多くのくのくのくの英雄英雄英雄英雄たちのたちのたちのたちの話話話話のののの一一一一つにすぎませんつにすぎませんつにすぎませんつにすぎません。。。。 

シリアシリアシリアシリア軍軍軍軍はははは簡単簡単簡単簡単ににににゴランゴランゴランゴラン高原高原高原高原のののの南部南部南部南部をををを攻攻攻攻めめめめ取取取取るるるる事事事事ができたのですができたのですができたのですができたのです。。。。そこではそこではそこではそこではイスラエイスラエイスラエイスラエ

ルルルル守備軍守備軍守備軍守備軍はははは空空空空っぽになっていましたっぽになっていましたっぽになっていましたっぽになっていました。。。。実際実際実際実際、、、、シリアシリアシリアシリア軍軍軍軍ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍本部軍本部軍本部軍本部まであとまであとまであとまであと1111ママママ

イルイルイルイル（（（（約約約約1.61.61.61.6キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））以内以内以内以内のののの距離距離距離距離にににに来来来来ていたのですていたのですていたのですていたのです。。。。シリアシリアシリアシリア軍軍軍軍がこのがこのがこのがこの基地基地基地基地にににに着着着着いいいい

たたたた時点時点時点時点でででで、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍本部軍本部軍本部軍本部をををを守守守守るためにはるためにはるためにはるためには、、、、戦車戦車戦車戦車2222台台台台、、、、兵士兵士兵士兵士10101010人人人人しかしかしかしか残残残残されていませされていませされていませされていませ

んでしたんでしたんでしたんでした。。。。波波波波のようにのようにのようにのように多多多多くのくのくのくのシリアシリアシリアシリア軍戦車軍戦車軍戦車軍戦車がががが侵入侵入侵入侵入してしてしてして行行行行ったにもかかわらずったにもかかわらずったにもかかわらずったにもかかわらず、、、、このこのこのこの戦戦戦戦

略基地略基地略基地略基地のののの1111マイルマイルマイルマイル前前前前ででででストップストップストップストップしたのはしたのはしたのはしたのは不思議不思議不思議不思議ですですですです。。。。後後後後になってになってになってになって、、、、ゴランゴランゴランゴラン高原高原高原高原のののの指揮官指揮官指揮官指揮官

はははは、、、、シリアシリアシリアシリア軍軍軍軍ははははガリラヤガリラヤガリラヤガリラヤ湖湖湖湖のすばらしいのすばらしいのすばらしいのすばらしい景色景色景色景色をををを見見見見てててて感嘆感嘆感嘆感嘆してしてしてしてストップストップストップストップしたのだとしたのだとしたのだとしたのだと笑笑笑笑っっっっ

てててて言言言言いましたいましたいましたいました。。。。彼彼彼彼はははは、、、、シリアシリアシリアシリア軍軍軍軍がなぜがなぜがなぜがなぜ抑制抑制抑制抑制されていなかったされていなかったされていなかったされていなかった前進前進前進前進ををををストップストップストップストップしたのしたのしたのしたの

かかかか、、、、本当本当本当本当のところはわからないとのところはわからないとのところはわからないとのところはわからないと告白告白告白告白しましたしましたしましたしました。。。。 

シリアシリアシリアシリア軍軍軍軍はははは北部北部北部北部をををを通通通通ることができなかったのでることができなかったのでることができなかったのでることができなかったので、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍ははははシリアシリアシリアシリア軍軍軍軍をわなにかをわなにかをわなにかをわなにか

けるけるけるける為為為為にににに南部南部南部南部をををを自由自由自由自由にににに前進前進前進前進させているのだとさせているのだとさせているのだとさせているのだとシリアシリアシリアシリア軍軍軍軍がががが疑疑疑疑ったのだろうとったのだろうとったのだろうとったのだろうと推測推測推測推測されてされてされてされて

いますいますいますいます。。。。シリアシリアシリアシリア軍軍軍軍はははは、、、、戦争戦争戦争戦争のののの初日初日初日初日ににににタイベリアタイベリアタイベリアタイベリアまでまでまでまで進出進出進出進出できたのだとはできたのだとはできたのだとはできたのだとは知知知知りませんでりませんでりませんでりませんで

したしたしたした。。。。彼彼彼彼らはらはらはらはガリラヤガリラヤガリラヤガリラヤ全領域全領域全領域全領域をををを占領占領占領占領するするするする事事事事ができたのですができたのですができたのですができたのです。。。。 

シナイシナイシナイシナイ半島半島半島半島ではではではでは、、、、エジプトエジプトエジプトエジプト軍軍軍軍がががが24242424時間以内時間以内時間以内時間以内ににににバーレブラインバーレブラインバーレブラインバーレブラインをををを勝勝勝勝ちちちち取取取取ろうとろうとろうとろうと計画計画計画計画してしてしてして

いましたいましたいましたいました。。。。彼彼彼彼らはそれをたったらはそれをたったらはそれをたったらはそれをたった5555時間時間時間時間でででで取取取取ってしまいってしまいってしまいってしまい、、、、自分達自分達自分達自分達があまりにもがあまりにもがあまりにもがあまりにも早早早早くくくく成功成功成功成功しししし

たのにたのにたのにたのに驚驚驚驚きききき、、、、そこでそこでそこでそこで少少少少しししし待待待待つようにつようにつようにつように決決決決めましためましためましためました。。。。彼彼彼彼らはそんなにらはそんなにらはそんなにらはそんなに早早早早くくくく先先先先までまでまでまで侵略侵略侵略侵略するするするする

というというというという計画計画計画計画をををを持持持持っていなかったのですっていなかったのですっていなかったのですっていなかったのです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、テルアビブテルアビブテルアビブテルアビブまでのまでのまでのまでの障害障害障害障害ははははボコボコボコボコボコボコボコボコのののの

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル戦車戦車戦車戦車90909090台台台台しかないとしかないとしかないとしかないと言言言言うううう事事事事にもにもにもにも気付気付気付気付いていませんでしたいていませんでしたいていませんでしたいていませんでした。。。。不思議不思議不思議不思議なことなことなことなこと

にににに、、、、シリアシリアシリアシリア軍軍軍軍ももももエジプトエジプトエジプトエジプト軍軍軍軍もももも長長長長いいいい間休止間休止間休止間休止したしたしたした為為為為、、、、ゴランゴランゴランゴラン高原高原高原高原ととととシナイシナイシナイシナイ半島両方半島両方半島両方半島両方でででで、、、、イイイイ

スラエルスラエルスラエルスラエル軍軍軍軍がががが予備軍予備軍予備軍予備軍をををを準備準備準備準備しししし、、、、反撃反撃反撃反撃するするするする機会機会機会機会をををを与与与与えたのでしたえたのでしたえたのでしたえたのでした。。。。 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍ががががゴランゴランゴランゴラン高原高原高原高原でででで襲撃襲撃襲撃襲撃をををを始始始始めためためためた時時時時、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル戦車隊戦車隊戦車隊戦車隊ははははダマスカスダマスカスダマスカスダマスカスまであまであまであまであ

とととと12121212マイルマイルマイルマイル（（（（約約約約19.319.319.319.3キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））というというというという所所所所までまでまでまでシリアシリアシリアシリア軍軍軍軍をををを後退後退後退後退させましたさせましたさせましたさせました。。。。それかそれかそれかそれか

ららららイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍はははは、、、、シリアシリアシリアシリアのののの首都首都首都首都をををを爆破爆破爆破爆破するするするする大砲隊大砲隊大砲隊大砲隊をををを持持持持ちちちち込込込込みましたみましたみましたみました。。。。シナイシナイシナイシナイ半島半島半島半島でででで

のののの賢賢賢賢いいいい戦略戦略戦略戦略ではではではでは、、、、アリエルアリエルアリエルアリエル・・・・シャロンシャロンシャロンシャロン総督総督総督総督がががが、、、、襲撃隊襲撃隊襲撃隊襲撃隊をををを率率率率いていていていてスエズスエズスエズスエズ運河運河運河運河をををを横断横断横断横断しししし、、、、

エジプトエジプトエジプトエジプト軍軍軍軍がががが食料食料食料食料とととと医療医療医療医療をををを完全完全完全完全ににににイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍にににに頼頼頼頼るようにさせるるようにさせるるようにさせるるようにさせる事事事事によってによってによってによって、、、、エジエジエジエジ

プトプトプトプト第三軍全隊第三軍全隊第三軍全隊第三軍全隊をををを捕捕捕捕えましたえましたえましたえました。。。。 



戦争戦争戦争戦争がががが始始始始まってまってまってまって数時間後数時間後数時間後数時間後、、、、ソソソソ連連連連ののののレオニッドレオニッドレオニッドレオニッド・・・・ブレジネフブレジネフブレジネフブレジネフ首相首相首相首相ががががアアアアメリカメリカメリカメリカののののリチャーリチャーリチャーリチャー

ドドドド・・・・ニクソンニクソンニクソンニクソン大統領大統領大統領大統領にににに外電外電外電外電をををを送送送送りりりり、、、、中東中東中東中東にににに「「「「平和平和平和平和」」」」をををを強要強要強要強要するためにするためにするためにするために、、、、一方的行動一方的行動一方的行動一方的行動をををを

開始開始開始開始するとするとするとすると報告報告報告報告しましたしましたしましたしました。。。。皮肉皮肉皮肉皮肉にもにもにもにも、、、、ソソソソ連連連連のののの軍事用積荷機軍事用積荷機軍事用積荷機軍事用積荷機はははは、、、、戦争戦争戦争戦争がががが開始開始開始開始するするするする以前以前以前以前にににに

そのそのそのその領域領域領域領域にににに向向向向かっているかっているかっているかっている途中途中途中途中でしたでしたでしたでした。。。。1973197319731973年年年年10101010月月月月6666日日日日、、、、戦時用武器戦時用武器戦時用武器戦時用武器をををを積積積積んだんだんだんだロシアロシアロシアロシア船船船船

がががが、、、、エジプトエジプトエジプトエジプトののののアレキサンドリアアレキサンドリアアレキサンドリアアレキサンドリア港港港港ととととシリアシリアシリアシリアののののラタキアラタキアラタキアラタキア港港港港にににに到着到着到着到着しましたしましたしましたしました。。。。 

緊迫緊迫緊迫緊迫がががが始始始始まるまるまるまる3333日前日前日前日前、、、、ソビエトソビエトソビエトソビエト連邦連邦連邦連邦はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの映像映像映像映像をををを撮影撮影撮影撮影してしてしてして監視監視監視監視するようにするようにするようにするようにデデデデ

ザインザインザインザインされたされたされたされたスパイスパイスパイスパイ衛星衛星衛星衛星をををを送送送送りましたりましたりましたりました。。。。当初当初当初当初アラブアラブアラブアラブのののの攻撃攻撃攻撃攻撃はははは、、、、ヨムヨムヨムヨム・・・・キプールキプールキプールキプールのののの午後午後午後午後6666

時時時時ににににスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールされていましたされていましたされていましたされていました。。。。しかしかしかしかしししし、、、、衛星情報衛星情報衛星情報衛星情報によってによってによってによってイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人達人達人達人達がががが動動動動きききき

出出出出したことをしたことをしたことをしたことを知知知知りりりり、、、、攻撃開始攻撃開始攻撃開始攻撃開始はははは4444時間早時間早時間早時間早められましためられましためられましためられました。。。。シリアシリアシリアシリアにはにはにはには訓練訓練訓練訓練されたされたされたされた軍人軍人軍人軍人がががが足足足足

りなかったのでりなかったのでりなかったのでりなかったので、、、、いくつかのいくつかのいくつかのいくつかのシリアシリアシリアシリア戦車戦車戦車戦車にはにはにはにはソソソソ連軍人連軍人連軍人連軍人がががが配置配置配置配置されましたされましたされましたされました。。。。後後後後になってになってになってになって

明明明明らかにされたらかにされたらかにされたらかにされた事事事事ですがですがですがですが、、、、ゴランゴランゴランゴラン高原高原高原高原でででで多多多多くのくのくのくのソソソソ連軍人連軍人連軍人連軍人ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍によってによってによってによって捕捕捕捕ええええ

られましたられましたられましたられました。。。。 

ヨムヨムヨムヨム・・・・キプールキプールキプールキプール戦争戦争戦争戦争（（（（第四次中東戦争第四次中東戦争第四次中東戦争第四次中東戦争））））のののの間間間間、、、、私私私私ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにいましたにいましたにいましたにいました。。。。テルアビテルアビテルアビテルアビ

ブブブブからからからから私私私私がががが宿泊宿泊宿泊宿泊していたしていたしていたしていたバッドバッドバッドバッド・・・・ヨムヨムヨムヨムののののホテルホテルホテルホテルにににに行行行行くまでのくまでのくまでのくまでの間間間間、、、、私私私私ははははダクシーダクシーダクシーダクシー運転手運転手運転手運転手

とととと会話会話会話会話しましたしましたしましたしました。。。。彼彼彼彼はははは軍人大尉軍人大尉軍人大尉軍人大尉でありでありでありであり、、、、戦争戦争戦争戦争にににに出軍出軍出軍出軍するするするする前前前前のののの最後最後最後最後のののの乗客乗客乗客乗客がががが私私私私だったのだったのだったのだったの

ですですですです。。。。私私私私はははは彼彼彼彼のためにのためにのためにのために祈祈祈祈っているとっているとっているとっていると伝伝伝伝えましたえましたえましたえました。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、今回今回今回今回のののの戦争戦争戦争戦争はははは非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しししし

いようにいようにいようにいように思思思思えたからですえたからですえたからですえたからです。。。。 

彼彼彼彼はははは答答答答えましたえましたえましたえました。「。「。「。「そうですそうですそうですそうです。。。。今回私今回私今回私今回私たちはたちはたちはたちはロシアロシアロシアロシア人人人人とととと戦戦戦戦っているのですっているのですっているのですっているのです。」。」。」。」 

私私私私はははは同意同意同意同意してしてしてして言言言言いましたいましたいましたいました。。。。「「「「ロシアロシアロシアロシアはははは先進兵器先進兵器先進兵器先進兵器をををを取取取取りりりり込込込込んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。SAMSAMSAMSAM----6666はははは非常非常非常非常にににに強強強強

力力力力ななななミサイルミサイルミサイルミサイルですですですです。。。。今回今回今回今回あなたあなたあなたあなた達達達達ははははロシアロシアロシアロシアのののの最新兵器最新兵器最新兵器最新兵器とととと戦戦戦戦っているのですっているのですっているのですっているのです。」。」。」。」 

彼彼彼彼はははは答答答答えましたえましたえましたえました。「。「。「。「私私私私ははははロシアロシアロシアロシア兵器兵器兵器兵器とととと戦戦戦戦っているとはっているとはっているとはっているとは言言言言いませんでしたいませんでしたいませんでしたいませんでした。。。。ロシアロシアロシアロシア人人人人とととと

戦戦戦戦っているのですっているのですっているのですっているのです。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは既既既既にににに幾人幾人幾人幾人かをかをかをかをゴランゴランゴランゴラン高原高原高原高原でででで捕捕捕捕まえましたまえましたまえましたまえました。」。」。」。」 

ゴランゴランゴランゴラン高原高原高原高原でででで捕捕捕捕らえられたらえられたらえられたらえられたロシアロシアロシアロシア軍人軍人軍人軍人ははははタイタイタイタイムマガジンムマガジンムマガジンムマガジン誌誌誌誌にににに報告報告報告報告されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、そのそのそのその

後不思議後不思議後不思議後不思議なことになことになことになことに沈黙沈黙沈黙沈黙がががが保保保保たれましたたれましたたれましたたれました。。。。 

シナイシナイシナイシナイ半島半島半島半島でのでのでのでの空戦空戦空戦空戦でででで、、、、ロシアロシアロシアロシアののののMIGMIGMIGMIG5555機機機機がががが撃撃撃撃ちちちち落落落落とされましたとされましたとされましたとされました。。。。5555機共機共機共機共ロシアロシアロシアロシアのののの赤軍軍赤軍軍赤軍軍赤軍軍

人人人人がががが操縦操縦操縦操縦していましたしていましたしていましたしていました。。。。ソソソソ連連連連はははは核兵器核兵器核兵器核兵器をををを積積積積んだんだんだんだ大軍艦大軍艦大軍艦大軍艦ををををアレキサンドリアアレキサンドリアアレキサンドリアアレキサンドリア港港港港にににに着着着着けまけまけまけま

したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれはアメリカアメリカアメリカアメリカ軍軍軍軍のののの偵察隊偵察隊偵察隊偵察隊によってによってによってによって見見見見つけられましたつけられましたつけられましたつけられました。。。。 

ブレジネフブレジネフブレジネフブレジネフ首相首相首相首相ががががソビエトソビエトソビエトソビエト連邦連邦連邦連邦はははは中東和平中東和平中東和平中東和平のののの為為為為にににに一方的活動一方的活動一方的活動一方的活動をををを取取取取るとるとるとるとニクソンニクソンニクソンニクソン大統領大統領大統領大統領

にににに報告報告報告報告したしたしたした時時時時、、、、本当本当本当本当のののの意味意味意味意味ではではではではイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル侵略侵略侵略侵略にににに向向向向けてけてけてけて準備準備準備準備しているとしているとしているとしていると語語語語っていたのっていたのっていたのっていたの

ですですですです。。。。戦争戦争戦争戦争ははははエジプトエジプトエジプトエジプトととととシリアシリアシリアシリアにににに反撃反撃反撃反撃するするするする為為為為にににに始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。事実事実事実事実、、、、ロシアロシアロシアロシアはははは落下傘落下傘落下傘落下傘

部隊部隊部隊部隊をををを従従従従えたえたえたえた軍貨物輸送機軍貨物輸送機軍貨物輸送機軍貨物輸送機をををを再送再送再送再送しましたしましたしましたしました。。。。赤軍赤軍赤軍赤軍ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに向向向向けてけてけてけて落下傘部隊攻落下傘部隊攻落下傘部隊攻落下傘部隊攻

撃撃撃撃をしかけるをしかけるをしかけるをしかける気気気気でいましたでいましたでいましたでいました。。。。 

1968196819681968年年年年のののの「「「「プラハプラハプラハプラハのののの春春春春」」」」ででででソソソソ連連連連ががががチェコスロバキアチェコスロバキアチェコスロバキアチェコスロバキアにににに武力介入武力介入武力介入武力介入したしたしたした時時時時、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが一番最一番最一番最一番最

初初初初にしたにしたにしたにした事事事事はははは、、、、落下傘部隊落下傘部隊落下傘部隊落下傘部隊をををを送送送送ってってってって空港空港空港空港をををを占領占領占領占領するするするする事事事事でしたでしたでしたでした。。。。赤軍赤軍赤軍赤軍がががが空港空港空港空港をををを占領占領占領占領してしてしてして

閉閉閉閉じてしまうとじてしまうとじてしまうとじてしまうと、、、、即座即座即座即座にににに軍事供給及軍事供給及軍事供給及軍事供給及びびびび戦車戦車戦車戦車をををを運運運運びびびび込込込込みみみみ、、、、国国国国のののの中心地中心地中心地中心地からからからから動動動動いていていていて反抗反抗反抗反抗をををを

沈沈沈沈めるめるめるめる事事事事ができましたができましたができましたができました。。。。これはこれはこれはこれはソソソソ連連連連のののの典型的軍事戦略法典型的軍事戦略法典型的軍事戦略法典型的軍事戦略法でしたでしたでしたでした。。。。 

ですからですからですからですから、、、、ブレジネフブレジネフブレジネフブレジネフ首相首相首相首相ががががニクソンニクソンニクソンニクソン大統領大統領大統領大統領にににに緊迫緊迫緊迫緊迫のののの外電外電外電外電をををを送送送送ったったったった時時時時、、、、ニクソンニクソンニクソンニクソン大統大統大統大統

領領領領はははは世界中世界中世界中世界中ののののアメリカアメリカアメリカアメリカ軍軍軍軍にににに警戒命令警戒命令警戒命令警戒命令をををを下下下下しましたしましたしましたしました。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカののののヘンリーヘンリーヘンリーヘンリー・・・・キッシンジキッシンジキッシンジキッシンジ

ャーャーャーャー国防長官国防長官国防長官国防長官はははは、、、、ロシアロシアロシアロシアがががが侵入侵入侵入侵入するするするする前前前前にににに素早素早素早素早くくくく戦線火戦線火戦線火戦線火をををを止止止止めるめるめるめる為為為為にににに、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルからからからから

シリアシリアシリアシリアへへへへ、、、、そしてそしてそしてそしてカイロカイロカイロカイロへとへとへとへと駆駆駆駆けけけけ足足足足でででで回回回回りましたりましたりましたりました。。。。しばらくのしばらくのしばらくのしばらくの間間間間、、、、第三次世界大戦第三次世界大戦第三次世界大戦第三次世界大戦がががが



予想予想予想予想されましたされましたされましたされました。。。。1973197319731973年年年年、、、、私私私私たちはこのたちはこのたちはこのたちはこの世世世世のののの終終終終わりをわりをわりをわりを見見見見るるるる寸前寸前寸前寸前までまでまでまで来来来来ましたましたましたました。。。。しかしかしかしか

しししし、、、、神神神神はははは別別別別のののの目的目的目的目的をををを持持持持っておられましたっておられましたっておられましたっておられました。。。。神神神神はははは戦争戦争戦争戦争をををを停止停止停止停止させられましたさせられましたさせられましたさせられました。。。。 

後後後後ろをろをろをろを振振振振りりりり返返返返るとるとるとると、、、、イスエラエルイスエラエルイスエラエルイスエラエルがががが前進前進前進前進をををを停止停止停止停止したしたしたした事事事事はははは間違間違間違間違いであっていであっていであっていであって、、、、そのそのそのその事事事事によによによによ

ってってってってアラブアラブアラブアラブにににに対対対対してしてしてして決決決決めめめめ手手手手となるとなるとなるとなる完全勝利完全勝利完全勝利完全勝利をををを逃逃逃逃してしまったようにしてしまったようにしてしまったようにしてしまったように感感感感じますじますじますじます。。。。イスライスライスライスラ

エルエルエルエルはははは戦車隊戦車隊戦車隊戦車隊ででででダマダマダマダマスカススカススカススカスをををを襲撃襲撃襲撃襲撃しししし、、、、降参降参降参降参させるさせるさせるさせる事事事事ができたのですができたのですができたのですができたのです。。。。シャロンシャロンシャロンシャロン総督総督総督総督

はははは、、、、エジプトエジプトエジプトエジプト軍軍軍軍がどうしようもないがどうしようもないがどうしようもないがどうしようもない無力状態無力状態無力状態無力状態でででで捕捕捕捕えられているえられているえられているえられている間間間間、、、、勢勢勢勢いにいにいにいに乗乗乗乗ってってってってカイカイカイカイ

ロロロロにににに反撃反撃反撃反撃するするするする許可許可許可許可をををを要請要請要請要請していましたしていましたしていましたしていました。。。。しかししかししかししかし、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカのののの抑圧抑圧抑圧抑圧がそれをがそれをがそれをがそれをストップストップストップストップささささ

せせせせ、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人がががが完全勝利完全勝利完全勝利完全勝利するのをするのをするのをするのを妨妨妨妨げましたげましたげましたげました。。。。 

1982198219821982年年年年、、、、ソソソソ連連連連がががが再再再再びびびびイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルへのへのへのへの攻撃攻撃攻撃攻撃をををを援助援助援助援助するするするする計画計画計画計画をしていることがをしていることがをしていることがをしていることが明明明明らかにならかにならかにならかにな

りましたりましたりましたりました。。。。多多多多くのくのくのくのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍指揮官軍指揮官軍指揮官軍指揮官はははは、、、、そのそのそのその年年年年6666月月月月ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍によるによるによるによる南南南南レバノンレバノンレバノンレバノン

へのへのへのへの侵攻侵攻侵攻侵攻がががが、、、、そのそのそのその秋秋秋秋にににに計画計画計画計画されていたされていたされていたされていたイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル侵略侵略侵略侵略をををを妨妨妨妨げたとげたとげたとげたと信信信信じていますじていますじていますじています。。。。ガリガリガリガリ

ラヤラヤラヤラヤ平和作戦平和作戦平和作戦平和作戦でででで、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍がががが北北北北にににに侵攻侵攻侵攻侵攻しているしているしているしている時時時時、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは膨大膨大膨大膨大でででで驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき武器兵武器兵武器兵武器兵

器器器器がががが貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵されているのをされているのをされているのをされているのを発見発見発見発見しましたしましたしましたしました。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルののののメナヘムメナヘムメナヘムメナヘム・・・・ベギンベギンベギンベギン首相首相首相首相はははは、「、「、「、「イイイイ

スラエルスラエルスラエルスラエル情報局情報局情報局情報局はははは世界世界世界世界でもでもでもでも最最最最もももも優優優優れたれたれたれた情報局情報局情報局情報局のののの一一一一つでありつでありつでありつであり、、、、南南南南レバノンレバノンレバノンレバノンにににに多多多多くのくのくのくの武器武器武器武器

兵器兵器兵器兵器がががが貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵されているとはされているとはされているとはされているとは知知知知っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、見見見見つかったつかったつかったつかった武器量武器量武器量武器量はははは予想予想予想予想していたしていたしていたしていた10101010倍倍倍倍のののの量量量量

であったであったであったであった」」」」とととと宣言宣言宣言宣言しましたしましたしましたしました。。。。それらのそれらのそれらのそれらの武器武器武器武器ををををイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに輸送輸送輸送輸送するのにするのにするのにするのに、、、、トレイラートレイラートレイラートレイラー

装備装備装備装備のののの巨大巨大巨大巨大トラックトラックトラックトラック20202020台以上台以上台以上台以上がががが、、、、1111日日日日24242424時間操縦時間操縦時間操縦時間操縦しししし、、、、3333ヶヶヶヶ月以上月以上月以上月以上かかりましたかかりましたかかりましたかかりました。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは

最新最新最新最新ののののTTTT----62626262戦車戦車戦車戦車400400400400台台台台、、、、提案提案提案提案されたされたされたされた占領計画占領計画占領計画占領計画、、、、3333軍隊軍隊軍隊軍隊をををを装備装備装備装備するにするにするにするに十分十分十分十分なななな武武武武器器器器もももも獲得獲得獲得獲得しししし

ましたましたましたました。。。。そのようなそのようなそのようなそのような巨大量巨大量巨大量巨大量のののの武器武器武器武器をををを使用使用使用使用するためにするためにするためにするために十分十分十分十分なななな訓練訓練訓練訓練されたされたされたされた軍人軍人軍人軍人をををを探探探探すなすなすなすな

らららら、、、、ソソソソ連連連連しかないでしょうしかないでしょうしかないでしょうしかないでしょう。。。。 

ヨムヨムヨムヨム・・・・キプールキプールキプールキプール戦争戦争戦争戦争（（（（第四次中東戦争第四次中東戦争第四次中東戦争第四次中東戦争））））以降以降以降以降、、、、シリアシリアシリアシリアはははは兵器庫兵器庫兵器庫兵器庫をををを増大増大増大増大させましたさせましたさせましたさせました。。。。ああああ

るるるる情報源情報源情報源情報源はははは、、、、シリアシリアシリアシリアはははは力力力力をををを3333倍倍倍倍にににに拡大拡大拡大拡大したとしたとしたとしたと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。1200120012001200人以上人以上人以上人以上ののののソソソソ連指揮官連指揮官連指揮官連指揮官

がががが、、、、何千何千何千何千ものものものもの戦車戦車戦車戦車やややや戦空機戦空機戦空機戦空機、、、、またまたまたまた現在有名現在有名現在有名現在有名ななななスカットミサイルスカットミサイルスカットミサイルスカットミサイルのののの使用法使用法使用法使用法ををををイラクイラクイラクイラク軍軍軍軍にににに

指導指導指導指導してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。またまたまたまたスカットミサイルスカットミサイルスカットミサイルスカットミサイルもももも供給供給供給供給していますしていますしていますしています。。。。あるあるあるある情報源情報源情報源情報源はははは、、、、イラクイラクイラクイラク

はははは大量大量大量大量のののの莫大破壊兵器莫大破壊兵器莫大破壊兵器莫大破壊兵器ををををシリアシリアシリアシリアにににに貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵しているとしているとしているとしていると発表発表発表発表しましたしましたしましたしました。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、イランイランイランイラン同同同同

様様様様シリアシリアシリアシリアもももも、、、、レバレバレバレバノンノンノンノンででででヒズボラヒズボラヒズボラヒズボラによってによってによってによって武装武装武装武装されたことをされたことをされたことをされたことを知知知知っていますっていますっていますっています。。。。そればかそればかそればかそればか

りでなくりでなくりでなくりでなく、、、、レバノンレバノンレバノンレバノンででででアルカイダアルカイダアルカイダアルカイダ組織組織組織組織がががが発展発展発展発展しつつありしつつありしつつありしつつあり、、、、急増急増急増急増していますしていますしていますしています。。。。 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの姿勢変化姿勢変化姿勢変化姿勢変化 

紀元紀元紀元紀元72727272年年年年、、、、ローマローマローマローマのののの総督総督総督総督シルバナスシルバナスシルバナスシルバナスががががマサダマサダマサダマサダのののの要塞要塞要塞要塞をををを最終攻撃最終攻撃最終攻撃最終攻撃したしたしたした時時時時、、、、960960960960軒軒軒軒ののののユダヤユダヤユダヤユダヤ

人居住者人居住者人居住者人居住者たちはたちはたちはたちは、、、、ローマローマローマローマ軍軍軍軍がががが彼等彼等彼等彼等のののの要塞要塞要塞要塞のののの横横横横にににに造成造成造成造成していたしていたしていたしていた非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな傾斜道傾斜道傾斜道傾斜道にににに、、、、

最終的最終的最終的最終的なななな手直手直手直手直しをしをしをしを加加加加えているのをえているのをえているのをえているのを見見見見ましたましたましたました。。。。これらこれらこれらこれらローマローマローマローマにににに抵抗抵抗抵抗抵抗してしてしてして居残居残居残居残っていたっていたっていたっていたユユユユ

ダヤダヤダヤダヤ人達人達人達人達はははは、、、、翌朝翌朝翌朝翌朝にはにはにはにはローマローマローマローマ軍軍軍軍がががが攻撃攻撃攻撃攻撃してくるしてくるしてくるしてくる事事事事、、、、そしてそしてそしてそして自分自分自分自分たちがそのたちがそのたちがそのたちがその襲撃襲撃襲撃襲撃にににに抵抗抵抗抵抗抵抗

するするするする事事事事ができないができないができないができない事事事事をををを知知知知っていましたっていましたっていましたっていました。。。。ベンベンベンベン・・・・エルアザエルアザエルアザエルアザルルルルはははは、、、、会堂会堂会堂会堂にににに人人人人々々々々をををを集集集集めめめめ、、、、自自自自

分分分分たちはたちはたちはたちは妻妻妻妻がががが目前目前目前目前でででで略奪略奪略奪略奪されるのをされるのをされるのをされるのを目撃目撃目撃目撃するかするかするかするか、、、、誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってってってって集団自決集団自決集団自決集団自決するかのどちするかのどちするかのどちするかのどち

らかしかないとらかしかないとらかしかないとらかしかないと宣言宣言宣言宣言しましたしましたしましたしました。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは奴隷奴隷奴隷奴隷となるよりはとなるよりはとなるよりはとなるよりは自殺自殺自殺自殺をををを選選選選びましたびましたびましたびました。。。。 

クジクジクジクジ引引引引きによってきによってきによってきによって10101010人人人人のののの男性男性男性男性ががががマサダマサダマサダマサダのののの要塞要塞要塞要塞をををを回回回回るようにるようにるようにるように選選選選ばれましたばれましたばれましたばれました。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは各家各家各家各家

族族族族をををを組織的組織的組織的組織的にににに回回回回りりりり、、、、まずまずまずまず子供子供子供子供、、、、次次次次にににに妻妻妻妻、、、、そしてそしてそしてそして最後最後最後最後にににに夫夫夫夫をををを殺殺殺殺していきましたしていきましたしていきましたしていきました。。。。各家族各家族各家族各家族

はははは自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの番番番番がががが来来来来るとるとるとると、、、、まずまずまずまず夫夫夫夫とととと妻妻妻妻がががが子供子供子供子供にににに口口口口づけしづけしづけしづけし、、、、次次次次にににに夫婦夫婦夫婦夫婦がががが互互互互いにいにいにいに口口口口づけづけづけづけ

しししし、、、、別別別別れをれをれをれを告告告告げましたげましたげましたげました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、床床床床にににに横横横横になりになりになりになり、、、、のどがのどがのどがのどが切切切切られましたられましたられましたられました。。。。 

そのそのそのその作業作業作業作業がががが済済済済むとむとむとむと、、、、生生生生きききき残残残残ったったったった10101010人人人人のののの男性男性男性男性はははは再再再再びびびびクジクジクジクジをををを引引引引きききき、、、、一番最後一番最後一番最後一番最後にににに死死死死ぬのがぬのがぬのがぬのが誰誰誰誰

かをかをかをかを決定決定決定決定しましたしましたしましたしました。。。。一番最後一番最後一番最後一番最後にににに死死死死ぬことがぬことがぬことがぬことが決決決決まったまったまったまった男性男性男性男性がががが、、、、横横横横になったになったになったになった9999人人人人のののの男性男性男性男性のののののののの

どをどをどをどを切切切切りましたりましたりましたりました。。。。そしてそしてそしてそして全員全員全員全員がががが死死死死んでしまったんでしまったんでしまったんでしまった後後後後でででで彼彼彼彼はははは自殺自殺自殺自殺しましたしましたしましたしました。。。。 



翌朝翌朝翌朝翌朝ローマローマローマローマ軍軍軍軍ががががマサダマサダマサダマサダのののの要塞要塞要塞要塞をををを打打打打ちちちち破破破破ってってってって来来来来たたたた時時時時、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは前夜前夜前夜前夜にににに起起起起こったこったこったこった事事事事をををを発見発見発見発見

しししし、、、、恐恐恐恐れれれれ驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。岩穴岩穴岩穴岩穴にににに隠隠隠隠れていたれていたれていたれていた一人一人一人一人のののの老婦老婦老婦老婦とととと子供数人子供数人子供数人子供数人をををを除除除除いていていていて、、、、全全全全てのてのてのての住民住民住民住民

はははは死死死死んでいたのですんでいたのですんでいたのですんでいたのです。。。。ローマローマローマローマははははマサダマサダマサダマサダをををを征服征服征服征服しましたしましたしましたしました。。。。がががが、、、、それはそれはそれはそれは空虚空虚空虚空虚なななな勝利勝利勝利勝利でしでしでしでし

たたたた。。。。 

これらこれらこれらこれらユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人にににに見見見見られるられるられるられる、、、、奴隷奴隷奴隷奴隷になるよりはになるよりはになるよりはになるよりは自殺自殺自殺自殺したしたしたした方方方方がががが良良良良いといういといういといういという信念信念信念信念はははは、「、「、「、「ママママ

サダサダサダサダ・・・・コンプレックスコンプレックスコンプレックスコンプレックス」」」」としてとしてとしてとして知知知知られていますられていますられていますられています。。。。1973197319731973年年年年のののの戦争以前戦争以前戦争以前戦争以前、、、、これはほとんどこれはほとんどこれはほとんどこれはほとんど

ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルののののユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人がががが持持持持っていたっていたっていたっていた感覚感覚感覚感覚でしたでしたでしたでした。。。。事実事実事実事実、、、、ついついついつい最近最近最近最近までまでまでまで、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ軍士軍士軍士軍士

官学生官学生官学生官学生たちはたちはたちはたちは、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの卒業訓練卒業訓練卒業訓練卒業訓練のののの為為為為ににににマサダマサダマサダマサダをををを訪訪訪訪れていましたれていましたれていましたれていました。。。。リーダーリーダーリーダーリーダーががががマサダマサダマサダマサダのののの

話話話話をををを語語語語ったったったった後後後後、、、、グループグループグループグループ全員全員全員全員でででで「「「「マサダマサダマサダマサダはははは二度二度二度二度とととと陥落陥落陥落陥落しないしないしないしない」」」」とととと宣言宣言宣言宣言しますしますしますします。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは

基本的基本的基本的基本的にににに、、、、自分自分自分自分たちもたちもたちもたちも昔昔昔昔のののの抵抗者達抵抗者達抵抗者達抵抗者達のののの声明声明声明声明にににに同意同意同意同意しししし、、、、死死死死ぬまでぬまでぬまでぬまで戦戦戦戦うううう事事事事をををを約束約束約束約束するとするとするとすると言言言言

っていたのですっていたのですっていたのですっていたのです。。。。 

しかししかししかししかし、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの態度態度態度態度はははは変化変化変化変化していますしていますしていますしています。。。。新新新新しいしいしいしい姿勢姿勢姿勢姿勢であるであるであるである「「「「サムソンサムソンサムソンサムソン・・・・コンプコンプコンプコンプ

レックスレックスレックスレックス」」」」がゆっくりとがゆっくりとがゆっくりとがゆっくりとマサダマサダマサダマサダ・・・・コンプレックスコンプレックスコンプレックスコンプレックスにににに取取取取りりりり代代代代わってきていわってきていわってきていわってきていますますますます。（。（。（。（旧約旧約旧約旧約

聖書中聖書中聖書中聖書中のののの））））サムソンサムソンサムソンサムソンもももも自殺自殺自殺自殺しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、彼彼彼彼はははは自殺自殺自殺自殺したしたしたした時時時時にににに、、、、敵敵敵敵もももも一緒一緒一緒一緒にににに道連道連道連道連れにしまれにしまれにしまれにしま

したしたしたした。。。。彼彼彼彼はははは自分自分自分自分にににに時時時時がががが残残残残されていないとされていないとされていないとされていないと知知知知るとるとるとると、、、、小小小小さなさなさなさな少年少年少年少年ににににペリシテペリシテペリシテペリシテ人人人人のののの神殿神殿神殿神殿をををを支支支支

えているえているえているえている主要柱主要柱主要柱主要柱にににに連連連連れてれてれてれて行行行行かせましたかせましたかせましたかせました。。。。サムソンサムソンサムソンサムソンがががが全力全力全力全力でででで祈祈祈祈るとるとるとると主主主主のののの霊霊霊霊がががが彼彼彼彼のののの上上上上にににに宿宿宿宿

ったのでったのでったのでったので、、、、彼彼彼彼がががが両手両手両手両手でででで神殿神殿神殿神殿をををを支支支支えているえているえているえている2222本本本本のののの支柱支柱支柱支柱をををを引引引引くとくとくとくと、、、、神殿神殿神殿神殿はははは壊壊壊壊れれれれ落落落落ちましたちましたちましたちました。。。。

サムソンサムソンサムソンサムソンはははは死死死死にましたがにましたがにましたがにましたが、、、、彼彼彼彼とととと共共共共にににに三千人三千人三千人三千人ののののペリシテペリシテペリシテペリシテ人人人人もももも死死死死にましたにましたにましたにました ( ( ( (士師記士師記士師記士師記16161616章章章章26262626----

30303030節節節節))))。。。。今日今日今日今日、、、、あるあるあるあるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルののののリーダーリーダーリーダーリーダー達達達達はははは、、、、もしもしもしもし彼彼彼彼らがらがらがらが死死死死ななくてはならないのなななくてはならないのなななくてはならないのなななくてはならないのな

らららら、、、、自分達自分達自分達自分達とととと共共共共にににに世界世界世界世界もももも道連道連道連道連れにれにれにれにするとするとするとすると言言言言っていますっていますっていますっています。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、世界世界世界世界がががが彼彼彼彼らをらをらをらを見捨見捨見捨見捨てててて

たたたたとととと感感感感じていますじていますじていますじています。。。。彼彼彼彼らがこのようにらがこのようにらがこのようにらがこのように感感感感じるにじるにじるにじるに相当相当相当相当するするするする理由理由理由理由がありますがありますがありますがあります。。。。 

ヨムヨムヨムヨム・・・・キプールキプールキプールキプール戦争戦争戦争戦争（（（（第四次中東戦争第四次中東戦争第四次中東戦争第四次中東戦争））））中中中中、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルでででで弾発弾発弾発弾発がががが無無無無くなりそうになっくなりそうになっくなりそうになっくなりそうになっ

たたたた時時時時、、、、ドイツドイツドイツドイツ、、、、イギリスイギリスイギリスイギリス、、、、イタリアイタリアイタリアイタリア、、、、フランスフランスフランスフランスがががが、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルへのへのへのへの武器供給武器供給武器供給武器供給やややや燃料補燃料補燃料補燃料補

給停止措置給停止措置給停止措置給停止措置をををを取取取取ったったったった為為為為、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを援助援助援助援助するするするする事事事事ができませんでしたができませんでしたができませんでしたができませんでした。。。。10101010

日後日後日後日後、、、、ついについについについにポルトガルポルトガルポルトガルポルトガルがががが燃料補給燃料補給燃料補給燃料補給のののの為為為為ににににアゾレスアゾレスアゾレスアゾレスにあるにあるにあるにある基地基地基地基地をををを公開公開公開公開しましたしましたしましたしました。。。。すぐすぐすぐすぐ

ににににアメリカアメリカアメリカアメリカ空機空機空機空機ががががベングリオンベングリオンベングリオンベングリオン国際空港国際空港国際空港国際空港にににに着陸着陸着陸着陸しししし、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが戦争戦争戦争戦争でででで優位優位優位優位をををを保保保保ちちちち続続続続

けるけるけるける事事事事ができるよができるよができるよができるようううう、、、、何何何何とかとかとかとか間間間間にににに合合合合ってってってって武器燃料補給武器燃料補給武器燃料補給武器燃料補給するするするする事事事事ができましたができましたができましたができました。。。。 

おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、このこのこのこの出来事出来事出来事出来事がががが彼彼彼彼らのらのらのらの記憶記憶記憶記憶にににに残残残残っているのでっているのでっているのでっているので、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルははははヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパがががが自自自自

分達分達分達分達をををを捨捨捨捨てたとてたとてたとてたと感感感感じているのでしょうじているのでしょうじているのでしょうじているのでしょう。「。「。「。「もしもしもしもし自分達自分達自分達自分達がががが崩崩崩崩れれれれ落落落落ちるのならちるのならちるのならちるのなら、、、、どうしてどうしてどうしてどうして

世界世界世界世界がががが崩崩崩崩れれれれ落落落落ちるのをちるのをちるのをちるのを気気気気にするにするにするにする必要必要必要必要があるのかがあるのかがあるのかがあるのか？」？」？」？」というというというという態度態度態度態度がががが見見見見られますられますられますられます。。。。 

疑疑疑疑いもなくいもなくいもなくいもなく、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは将来将来将来将来のののの衝突衝突衝突衝突においてにおいてにおいてにおいて、、、、全全全全てのてのてのての可能可能可能可能なななな資源資源資源資源とととと力力力力をををを持持持持ってってってって自分自分自分自分

達達達達をををを守守守守りますりますりますります。。。。そしてそしてそしてそして彼彼彼彼らにはそうするらにはそうするらにはそうするらにはそうする権利権利権利権利がありますがありますがありますがあります。。。。 

今日今日今日今日ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル観観観観 

2006200620062006年年年年9999月月月月、、、、アリエクアリエクアリエクアリエク・・・・エルダドエルダドエルダドエルダド教授教授教授教授がががが、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが直面直面直面直面しているしているしているしているジレンマジレンマジレンマジレンマにににに対対対対してしてしてして

どどどどのようにのようにのようにのように対応対応対応対応すべきかというすべきかというすべきかというすべきかという彼彼彼彼のののの観点観点観点観点をををを分分分分かちかちかちかち合合合合うよううよううよううよう、、、、カルバリーチャペルカルバリーチャペルカルバリーチャペルカルバリーチャペル・・・・ココココ

スタメサスタメサスタメサスタメサのののの夜夜夜夜ののののサービスサービスサービスサービスにににに招待招待招待招待されましたされましたされましたされました。。。。イランイランイランイランからのからのからのからの核脅迫核脅迫核脅迫核脅迫、、、、ヒズボラヒズボラヒズボラヒズボラのののの武装拡武装拡武装拡武装拡

張張張張、、、、イスラムイスラムイスラムイスラム軍軍軍軍ががががロシアロシアロシアロシアのののの援助援助援助援助をををを得得得得ててててイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル存在存在存在存在にににに脅脅脅脅しをかけていることにしをかけていることにしをかけていることにしをかけていることに対対対対しししし

てですてですてですてです。。。。 

エルダドエルダドエルダドエルダド教授教授教授教授ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル議会議会議会議会、、、、クネセットクネセットクネセットクネセットののののメンバーメンバーメンバーメンバーでありでありでありであり、、、、クネセットクネセットクネセットクネセット倫理委員倫理委員倫理委員倫理委員

会会会会のののの会長会長会長会長でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル報道人報道人報道人報道人からからからから正直正直正直正直でででで働働働働きききき者者者者のののの立法関係者立法関係者立法関係者立法関係者であるとであるとであるとであると尊尊尊尊

敬敬敬敬されているされているされているされている人物人物人物人物ですですですです。。。。彼彼彼彼はははは教授教授教授教授でありでありでありであり、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国防軍国防軍国防軍国防軍(IDF)(IDF)(IDF)(IDF)のののの陸軍准将陸軍准将陸軍准将陸軍准将でありでありでありであり、、、、

ハダサハダサハダサハダサ・・・・メディカルセンターメディカルセンターメディカルセンターメディカルセンターでででで火傷治療整形手火傷治療整形手火傷治療整形手火傷治療整形手術医術医術医術医のののの医学長医学長医学長医学長ですですですです。。。。エルダドエルダドエルダドエルダド博士博士博士博士はははは、、、、



アメリカアメリカアメリカアメリカのののの火傷治療協会火傷治療協会火傷治療協会火傷治療協会からからからからエバンズエバンズエバンズエバンズ賞賞賞賞をををを受賞受賞受賞受賞しておりしておりしておりしており、、、、彼彼彼彼のののの火傷治療火傷治療火傷治療火傷治療はははは世界的世界的世界的世界的にににに知知知知

られていますられていますられていますられています。。。。 

そしてそしてそしてそして最後最後最後最後にににに、、、、エルダドエルダドエルダドエルダド教授教授教授教授はははは修正主義者修正主義者修正主義者修正主義者でありでありでありでありシオニストシオニストシオニストシオニストですですですです。。。。簡単簡単簡単簡単にににに言言言言えばえばえばえば、、、、彼彼彼彼

はははは、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルでででで自分達自分達自分達自分達がががが選選選選んだどのんだどのんだどのんだどの地地地地にもにもにもにも住住住住むむむむ権利権利権利権利があるとがあるとがあるとがあると支持支持支持支持しておしておしておしてお

りりりり、、、、パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ解放機構解放機構解放機構解放機構(PLO)(PLO)(PLO)(PLO)ににににイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの統治権統治権統治権統治権をををを譲渡譲渡譲渡譲渡するするするする事事事事にににに反対反対反対反対していますしていますしていますしています。。。。

彼彼彼彼はまたはまたはまたはまた、、、、ヨルダンヨルダンヨルダンヨルダン川西岸川西岸川西岸川西岸ににににパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ・・・・アラブアラブアラブアラブ領地領地領地領地をををを作作作作るるるる事事事事にもにもにもにも反対反対反対反対していますしていますしていますしています。。。。

それはそれはそれはそれは悲惨悲惨悲惨悲惨になるになるになるになる可能性可能性可能性可能性があるとがあるとがあるとがあると信信信信じていますじていますじていますじています。。。。 

以下以下以下以下、、、、エルダドエルダドエルダドエルダド教授教授教授教授のののの意見意見意見意見ですですですです。。。。 

南南南南レバノンレバノンレバノンレバノンにににに滞在滞在滞在滞在してしてしてして約約約約20202020年後年後年後年後にあたるにあたるにあたるにあたる2000200020002000年年年年、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはこのはこのはこのはこの地域地域地域地域からからからから撤退撤退撤退撤退しししし、、、、

北境界線北境界線北境界線北境界線でのでのでのでの平和平和平和平和とととと平静平静平静平静をををを期待期待期待期待しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの年年年年のののの7777月月月月、、、、ヒズボラヒズボラヒズボラヒズボラ組織組織組織組織からのからのからのからのテロリステロリステロリステロリス

トトトト達達達達がががが境界線境界線境界線境界線をををを超超超超えてえてえてえてイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにやってきてにやってきてにやってきてにやってきて、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国防軍国防軍国防軍国防軍8888人人人人をををを殺害殺害殺害殺害、、、、2222人人人人をををを

拉致拉致拉致拉致したしたしたした後後後後、、、、レバノンレバノンレバノンレバノンとととと北北北北イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルでででで戦争戦争戦争戦争がががが勃発勃発勃発勃発しましたしましたしましたしました。。。。過去過去過去過去6666年間年間年間年間、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル

指導者達指導者達指導者達指導者達のののの盲目的戦略盲目的戦略盲目的戦略盲目的戦略のためのためのためのため、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルははははヒズボラヒズボラヒズボラヒズボラにににに、、、、シリアシリアシリアシリア、、、、イランイランイランイラン、、、、ロシアロシアロシアロシア、、、、

中国製中国製中国製中国製のののの様様様様々々々々ななななレベルレベルレベルレベルののののミサイルミサイルミサイルミサイル15000150001500015000機機機機をををを装備装備装備装備させさせさせさせ、、、、住宅住宅住宅住宅ややややモスクモスクモスクモスク、、、、学校学校学校学校のののの下下下下にににに膨大膨大膨大膨大

なななな地下組織地下組織地下組織地下組織をををを設立設立設立設立させてしまいましたさせてしまいましたさせてしまいましたさせてしまいました。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの歴史上初歴史上初歴史上初歴史上初めてめてめてめて明明明明らかならかならかならかな勝利勝利勝利勝利ではではではでは

ありませんでしたありませんでしたありませんでしたありませんでした。。。。 

一方一方一方一方、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルととととガザガザガザガザ地区地区地区地区のののの境界線境界線境界線境界線ではではではでは、、、、アラブアラブアラブアラブ側側側側テロリストテロリストテロリストテロリスト組織組織組織組織ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル市市市市

街街街街にににに何千何千何千何千ものものものものロケットロケットロケットロケット弾弾弾弾をををを発砲発砲発砲発砲していましたしていましたしていましたしていました。。。。このこのこのこの間間間間、、、、エジプトエジプトエジプトエジプトののののシナイシナイシナイシナイ半島経由半島経由半島経由半島経由

でででで、、、、ガザガザガザガザ地区地区地区地区にににに武器武器武器武器、、、、弾発弾発弾発弾発、、、、爆弾爆弾爆弾爆弾がががが密輸密輸密輸密輸されていましたされていましたされていましたされていました。。。。ちょうどちょうどちょうどちょうど1111年前年前年前年前のののの「「「「停戦停戦停戦停戦」」」」計計計計

画画画画のののの際際際際、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが撤退撤退撤退撤退したのはこのしたのはこのしたのはこのしたのはこの地域地域地域地域からでしたからでしたからでしたからでした。。。。このこのこのこの停戦撤退措置停戦撤退措置停戦撤退措置停戦撤退措置によっによっによっによっ

てててて、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは平和平和平和平和とととと静寂静寂静寂静寂をををを期待期待期待期待していましたしていましたしていましたしていました。。。。しかししかししかししかし反対反対反対反対にににに、、、、終終終終わりのないわりのないわりのないわりのない戦争戦争戦争戦争

をををを受受受受けけけけ取取取取ったのですったのですったのですったのです。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの盲目的盲目的盲目的盲目的なななな政治戦略政治戦略政治戦略政治戦略がががが停戦撤退停戦撤退停戦撤退停戦撤退へとへとへとへと導導導導きききき、、、、そのそのそのその停停停停戦戦戦戦

撤退撤退撤退撤退がががが今日今日今日今日までまでまでまで続続続続いているいているいているいている厳厳厳厳しいしいしいしいテロリストテロリストテロリストテロリスト攻撃攻撃攻撃攻撃をををを引引引引きききき起起起起こしたのですこしたのですこしたのですこしたのです。。。。 

軍事専門家軍事専門家軍事専門家軍事専門家およびおよびおよびおよびイスラムイスラムイスラムイスラム専門家専門家専門家専門家はははは、、、、これらのこれらのこれらのこれらの前線戦前線戦前線戦前線戦にはにはにはには相互関係相互関係相互関係相互関係がないとがないとがないとがないと言言言言っていっていっていってい

ますますますます。。。。ハマスハマスハマスハマスははははスンニスンニスンニスンニ派派派派テロテロテロテロ組織組織組織組織ですですですです。。。。そのそのそのその本部本部本部本部ははははシリアシリアシリアシリアののののダマスカスダマスカスダマスカスダマスカスにありますにありますにありますにあります。。。。

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルををををレバノンレバノンレバノンレバノンからからからから攻撃攻撃攻撃攻撃したしたしたしたヒズボラヒズボラヒズボラヒズボラははははシーアシーアシーアシーア派組織派組織派組織派組織でありでありでありであり、、、、資金資金資金資金、、、、軍備軍備軍備軍備、、、、軍軍軍軍

事訓練事訓練事訓練事訓練ををををイランイランイランイランからからからから受受受受けていますけていますけていますけています。。。。 

時時時時々、々、々、々、あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも多多多多くのくのくのくの詳細詳細詳細詳細をををを知知知知っているっているっているっている専門家専門家専門家専門家はははは、、、、全体像全体像全体像全体像をををを見失見失見失見失いますいますいますいます。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、

スンニスンニスンニスンニ派派派派ととととシーアシーアシーアシーア派派派派のののの間間間間にはにはにはには違違違違いがありますしいがありますしいがありますしいがありますし、、、、シリアシリアシリアシリアととととイランイランイランイランのののの間間間間にもにもにもにも違違違違いはありいはありいはありいはあり

ますますますます。。。。しかししかししかししかし、、、、彼彼彼彼らはらはらはらはイスラエイスラエイスラエイスラエルルルルをををを絶滅絶滅絶滅絶滅するというするというするというするという目標目標目標目標においてにおいてにおいてにおいて統合統合統合統合していますしていますしていますしています。。。。ここここ

のののの戦争戦争戦争戦争がががが起起起起こっているのはこっているのはこっているのはこっているのは、、、、テロリストテロリストテロリストテロリストのののの位置位置位置位置づけについてでもづけについてでもづけについてでもづけについてでも居留地居留地居留地居留地についてでもについてでもについてでもについてでも

ありませんありませんありませんありません。。。。このこのこのこの戦争戦争戦争戦争はははは、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの生生生生まれまれまれまれ故郷故郷故郷故郷であるであるであるである聖聖聖聖なるなるなるなる地地地地ににににイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルというというというという

国国国国がががが存在存在存在存在するというするというするというするという事実事実事実事実にににに反対反対反対反対してしてしてして起起起起こっているのですこっているのですこっているのですこっているのです。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは南南南南レバノンレバノンレバノンレバノン及及及及

びびびびガザガザガザガザ地区地区地区地区からからからから撤退撤退撤退撤退しましたしましたしましたしました。。。。そしてそしてそしてそしてアラブアラブアラブアラブはははは即座即座即座即座にそのにそのにそのにその地域地域地域地域をををを巨大巨大巨大巨大ななななテロテロテロテロ基地基地基地基地にににに変変変変

えましたえましたえましたえました。。。。アラブアラブアラブアラブ人人人人のののの目目目目からはからはからはからは、、、、テルアビブテルアビブテルアビブテルアビブははははベトエルベトエルベトエルベトエルややややシャイロシャイロシャイロシャイロ、、、、またまたまたまた私私私私のののの家家家家があがあがあがあ

るるるるクファアドゥミンクファアドゥミンクファアドゥミンクファアドゥミンのようなのようなのようなのような植民地植民地植民地植民地なのですなのですなのですなのです。。。。アラブアラブアラブアラブはははは全全全全てのてのてのての土地土地土地土地をををを得得得得たいのですたいのですたいのですたいのです。。。。

そしてそしてそしてそして私私私私たちたちたちたちイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを絶滅絶滅絶滅絶滅したいのですしたいのですしたいのですしたいのです。。。。テロテロテロテロ自体自体自体自体はははは、、、、降伏撤退傾向降伏撤退傾向降伏撤退傾向降伏撤退傾向にあるにあるにあるにある近年近年近年近年

ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル指導者達指導者達指導者達指導者達ほどほどほどほど危険危険危険危険ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。これらのこれらのこれらのこれらの撤退撤退撤退撤退はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを攻撃攻撃攻撃攻撃

するするするするテロリストテロリストテロリストテロリストがががが力力力力をををを倍増倍増倍増倍増するのをするのをするのをするのを助長助長助長助長するだけですするだけですするだけですするだけです。。。。過去過去過去過去10101010年間年間年間年間ででででイランイランイランイランもこのもこのもこのもこの統統統統

合合合合にににに加加加加わってきましたわってきましたわってきましたわってきました。。。。レバノンレバノンレバノンレバノンでのでのでのでの最後最後最後最後のののの戦戦戦戦いはいはいはいは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルととととヒズボラヒズボラヒズボラヒズボラのののの戦戦戦戦いでいでいでいで

はありませんでしたはありませんでしたはありませんでしたはありませんでした。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルととととイランイランイランイラン前線前線前線前線とのとのとのとの戦戦戦戦いでしたいでしたいでしたいでした。。。。 

イランイランイランイランはははは私私私私たちからたちからたちからたちから何何何何をををを求求求求めているのでしょうかめているのでしょうかめているのでしょうかめているのでしょうか？？？？ 



中東中東中東中東のののの地図地図地図地図にににに詳詳詳詳しくないしくないしくないしくない人人人人のののの為為為為にににに言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、イランイランイランイランははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国境国境国境国境にににに直接面直接面直接面直接面してしてしてして

はいませんはいませんはいませんはいません。。。。両国間両国間両国間両国間のののの距離距離距離距離はははは約千約千約千約千マイルマイルマイルマイル（（（（約約約約1609160916091609キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））もももも離離離離れていますれていますれていますれています。。。。イイイイ

ランランランランははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに何何何何のののの領土要求領土要求領土要求領土要求もももも政治的要求政治的要求政治的要求政治的要求もももも持持持持っていませんっていませんっていませんっていません。。。。にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、

イランイランイランイランははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを破壊破壊破壊破壊しなくてはならないとしなくてはならないとしなくてはならないとしなくてはならないと決心決心決心決心しましたしましたしましたしました。。。。イランイランイランイランはははは核兵器作成核兵器作成核兵器作成核兵器作成

のためののためののためののための膨大膨大膨大膨大なななな凝縮凝縮凝縮凝縮ウランウランウランウラン産業産業産業産業をををを発展発展発展発展させましたさせましたさせましたさせました。。。。イランイランイランイランははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルまでまでまでまで届届届届くくくく長距長距長距長距

離離離離ミサイルミサイルミサイルミサイルをををを開発開発開発開発しししし、、、、イランイランイランイランのののの核核核核プログラムプログラムプログラムプログラムはははは急速急速急速急速にににに前進前進前進前進していますしていますしていますしています。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが

イランイランイランイランにににに対対対対しししし軍事行為軍事行為軍事行為軍事行為をををを取取取取るのをるのをるのをるのを防防防防ぐぐぐぐ為為為為、、、、イランイランイランイランははははシリアシリアシリアシリア同盟同盟同盟同盟をををを利用利用利用利用していますしていますしていますしています。。。。テテテテ

ロロロロ組織組織組織組織ヒズボラヒズボラヒズボラヒズボラととととハマスハマスハマスハマスのののの目標目標目標目標をををを前進前進前進前進させさせさせさせ、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを終終終終わりのないわりのないわりのないわりのない紛争紛争紛争紛争にににに巻巻巻巻きききき込込込込

みみみみ、、、、ままままたたたたイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルががががイランイランイランイランにににに対対対対してしてしてして軍事攻撃軍事攻撃軍事攻撃軍事攻撃をををを試試試試みたみたみたみた途端途端途端途端、、、、既既既既にににに南南南南レバノンレバノンレバノンレバノンととととガザガザガザガザ

地区地区地区地区にににに設置設置設置設置されているされているされているされている何千何千何千何千ものものものものミサイルミサイルミサイルミサイルややややロケットロケットロケットロケット弾弾弾弾によってによってによってによって一般一般一般一般のののの全全全全イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル市市市市

民民民民がががが巻巻巻巻きききき込込込込まれることをまれることをまれることをまれることを実証実証実証実証しししし、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルががががイランイランイランイランにににに対対対対してしてしてして戦争戦争戦争戦争をををを起起起起こすこすこすこす事事事事をををを完全完全完全完全

にににに防防防防いでいますいでいますいでいますいでいます。。。。 

多多多多くのくのくのくのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人はははは西洋人同様西洋人同様西洋人同様西洋人同様、、、、イランイランイランイランのののの動機動機動機動機をををを理解理解理解理解するするするする事事事事ができませんができませんができませんができません。。。。過去過去過去過去40404040

年間年間年間年間、、、、私私私私たちたちたちたちイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人はははは、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパややややアメリカアメリカアメリカアメリカとととと共共共共にににに、、、、問題問題問題問題はははは「「「「占有権占有権占有権占有権」、」、」、」、

「「「「1948194819481948年年年年のののの難民難民難民難民」、」、」、」、もしくはもしくはもしくはもしくは国境国境国境国境でのでのでのでの数多数多数多数多くのくのくのくの紛争紛争紛争紛争にあるとにあるとにあるとにあると信信信信じるようにじるようにじるようにじるように洗脳洗脳洗脳洗脳されてされてされてされて

きましたきましたきましたきました。。。。従来従来従来従来のののの紛争紛争紛争紛争をををを通通通通したしたしたした試試試試みのみのみのみの失敗失敗失敗失敗ににににやけくそになってきたやけくそになってきたやけくそになってきたやけくそになってきたイランイランイランイランはははは、、、、イスライスライスライスラ

エルエルエルエルをををを滅滅滅滅ぼすぼすぼすぼす為為為為にににに踏踏踏踏みみみみ出出出出ましたましたましたました。。。。聖書聖書聖書聖書をををを知知知知っているっているっているっている人人人人ならならならなら、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを滅滅滅滅ぼすぼすぼすぼす計画計画計画計画

ががががペルシャペルシャペルシャペルシャ（（（（イランイランイランイラン））））からからからから起起起起こったのはこったのはこったのはこったのは今回今回今回今回がががが初初初初めてではないとめてではないとめてではないとめてではないと思思思思いいいい出出出出すでしょうすでしょうすでしょうすでしょう。。。。

このこのこのこの世界世界世界世界でででで最初最初最初最初のののの「「「「ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のためののためののためののための最終解決策最終解決策最終解決策最終解決策」」」」計画計画計画計画はははは、、、、ドイツドイツドイツドイツののののナチナチナチナチからからからから来来来来たのたのたのたの

ではないとではないとではないとではないと思思思思いいいい起起起起こすこすこすこす事事事事にはにはにはには価値価値価値価値がありますがありますがありますがあります。（。（。（。（旧約聖書中旧約聖書中旧約聖書中旧約聖書中））））エステルエステルエステルエステル記記記記3333章章章章8888節節節節からからからから

読読読読んでいくとんでいくとんでいくとんでいくと、、、、2500250025002500年前年前年前年前にににに、、、、ペルシャペルシャペルシャペルシャののののアハシュエロスアハシュエロスアハシュエロスアハシュエロス王王王王のののの第二第二第二第二のののの権力者権力者権力者権力者であるであるであるであるハマハマハマハマ

ンンンンがががが、、、、このようにこのようにこのようにこのように言言言言っていますっていますっていますっています。。。。 

「「「「あなたのあなたのあなたのあなたの王国王国王国王国のののの全全全全てのてのてのての州州州州にいるにいるにいるにいる諸民族諸民族諸民族諸民族のののの間間間間にににに、、、、散散散散らされてらされてらされてらされて離離離離れれれれ離離離離れになっているれになっているれになっているれになっている一一一一

つのつのつのつの民族民族民族民族がいますがいますがいますがいます。。。。彼彼彼彼らのらのらのらの法令法令法令法令はははは、、、、どのどのどのどの民族民族民族民族のものとものものとものものとものものとも違違違違っていてっていてっていてっていて、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは王王王王のののの法令法令法令法令

をををを守守守守っていませんっていませんっていませんっていません。。。。それでそれでそれでそれで、、、、彼彼彼彼らをそのままにさせておくことはらをそのままにさせておくことはらをそのままにさせておくことはらをそのままにさせておくことは、、、、王王王王のためになりまのためになりまのためになりまのためになりま

せんせんせんせん。。。。もしももしももしももしも王王王王さまさまさまさま、、、、よろしければよろしければよろしければよろしければ、、、、彼彼彼彼らをらをらをらを滅滅滅滅ぼすようにとぼすようにとぼすようにとぼすようにと書書書書いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。・・・・・・・・・・・・

書簡書簡書簡書簡はははは急使急使急使急使によってによってによってによって王王王王のののの全全全全てのてのてのての州州州州へへへへ送送送送られたられたられたられた。。。。それにはそれにはそれにはそれには、、、、一日一日一日一日のうちにのうちにのうちにのうちに、、、、若若若若いいいい者者者者もももも年年年年

寄寄寄寄りもりもりもりも、、、、子供子供子供子供もももも女女女女もももも、、、、滅滅滅滅ぼしぼしぼしぼし、、、、殺害殺害殺害殺害しししし、、、、全全全全てのてのてのてのユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人をををを根絶根絶根絶根絶やしにするようにとやしにするようにとやしにするようにとやしにするようにと書書書書

かれてあったかれてあったかれてあったかれてあった。」。」。」。」 

今日今日今日今日、、、、イランイランイランイランのののの凝縮凝縮凝縮凝縮ウランウランウランウラン製造開発製造開発製造開発製造開発をををを停止停止停止停止させるさせるさせるさせる為為為為にににに、、、、膨大膨大膨大膨大なななな政治的圧力政治的圧力政治的圧力政治的圧力をかけるとをかけるとをかけるとをかけると

いういういういう機会機会機会機会がまだがまだがまだがまだ残残残残されされされされていますていますていますています。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその政策政策政策政策がががが成功成功成功成功するするするする可能性可能性可能性可能性はははは非常非常非常非常にににに少少少少ないないないない

ですですですです。。。。残残残残されたされたされたされた時間時間時間時間はははは急速急速急速急速にににに過過過過ぎてぎてぎてぎて行行行行っていますっていますっていますっています。。。。イランイランイランイランはははは、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカががががイランイランイランイランにににに武武武武

力介入力介入力介入力介入するのをするのをするのをするのを防防防防ぐぐぐぐ為為為為のののの長距離長距離長距離長距離ミサイルミサイルミサイルミサイルもももも開発開発開発開発していますしていますしていますしています。。。。脅迫脅迫脅迫脅迫はははは全世界全世界全世界全世界にににに対対対対してでしてでしてでしてで

すすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、ヒトラーヒトラーヒトラーヒトラーのののの時代時代時代時代にににに似似似似てててて、、、、国際社会国際社会国際社会国際社会はははは生生生生きききき残残残残るるるる為為為為にににに武装武装武装武装してしてしてして戦戦戦戦うことにうことにうことにうことに躊躊躊躊

躇躇躇躇していますしていますしていますしています。。。。 

イランイランイランイラン大統領大統領大統領大統領アフマディーネジャードアフマディーネジャードアフマディーネジャードアフマディーネジャードとととと彼彼彼彼のののの計画計画計画計画はははは物理的物理的物理的物理的にににに取取取取りりりり除除除除かなければなりまかなければなりまかなければなりまかなければなりま

せんせんせんせん。。。。しかもしかもしかもしかも来年来年来年来年ではなくではなくではなくではなく今年中今年中今年中今年中にににに・・・・・・・・・・・・来年来年来年来年ではもうではもうではもうではもう遅遅遅遅すぎるでしょうすぎるでしょうすぎるでしょうすぎるでしょう。。。。外交上国外交上国外交上国外交上国

際的圧力際的圧力際的圧力際的圧力をかけることによってをかけることによってをかけることによってをかけることによって、、、、イランイランイランイランがそのがそのがそのがその計画計画計画計画をををを撤去撤去撤去撤去するだろするだろするだろするだろうとうとうとうと期待期待期待期待しているしているしているしている

人人人人はははは、、、、イランイランイランイランにににに働働働働いているいているいているいている動機動機動機動機をををを完全完全完全完全にににに把握把握把握把握していませんしていませんしていませんしていません。。。。それはそれはそれはそれは理性理性理性理性にににに反反反反してしてしてして動動動動いいいい

ているのですているのですているのですているのです。。。。アフマディーネジャードアフマディーネジャードアフマディーネジャードアフマディーネジャードはははは自分自身自分自身自分自身自分自身をををを、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルととととアメリカアメリカアメリカアメリカにににに代表代表代表代表

されるされるされるされる西洋文化西洋文化西洋文化西洋文化にににに対対対対するするするするイスラムイスラムイスラムイスラム救世軍救世軍救世軍救世軍のののの指導者指導者指導者指導者とととと見見見見ていますていますていますています。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは第三次世界第三次世界第三次世界第三次世界



大戦大戦大戦大戦のただのただのただのただ中中中中にいるのですにいるのですにいるのですにいるのです。。。。2001200120012001年年年年9999月月月月11111111日日日日にににに起起起起こったこったこったこった事事事事はははは、、、、このこのこのこの戦争戦争戦争戦争のののの一部一部一部一部にすぎまにすぎまにすぎまにすぎま

せんせんせんせん。。。。 

もしもしもしもしヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパがこのがこのがこのがこの戦争戦争戦争戦争にににに協力協力協力協力しないのであればしないのであればしないのであればしないのであれば、、、、全世界全世界全世界全世界をををを守守守守るるるる為為為為のののの事事事事をををを行行行行なうなうなうなう責責責責

任任任任はははは、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカととととイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにありますにありますにありますにあります。。。。もしもしもしもしイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが一国一国一国一国だけでだけでだけでだけで立立立立つならばつならばつならばつならば、、、、

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは全全全全てをかけててをかけててをかけててをかけて戦戦戦戦うでしょううでしょううでしょううでしょう。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの敵敵敵敵ががががボタンボタンボタンボタンをををを一一一一つつつつ

押押押押しただけでしただけでしただけでしただけで全全全全ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人をををを滅滅滅滅ぼすぼすぼすぼす事事事事ができるができるができるができるユダヤユダヤユダヤユダヤ人大集中地区人大集中地区人大集中地区人大集中地区をををを作作作作るるるる為為為為にににに約束約束約束約束のののの地地地地

にににに帰帰帰帰ったのではありませんったのではありませんったのではありませんったのではありません。。。。 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルははははガザガザガザガザ地区地区地区地区、、、、シリアシリアシリアシリア、、、、レバノンレバノンレバノンレバノンでででで戦戦戦戦わなくてはならないでしょうわなくてはならないでしょうわなくてはならないでしょうわなくてはならないでしょう。。。。そしてそしてそしてそして

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国境界線国境界線国境界線国境界線をををを確保確保確保確保してからしてからしてからしてから、、、、そしてそしてそしてそして他他他他にににに方法方法方法方法がなければがなければがなければがなければ、、、、イランイランイランイランのののの核兵器計核兵器計核兵器計核兵器計

画画画画をををを破壊破壊破壊破壊するするするする為為為為にににに、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルだけでだけでだけでだけでイランイランイランイランをををを攻撃攻撃攻撃攻撃するかもしれませんするかもしれませんするかもしれませんするかもしれません。。。。これらがこれらがこれらがこれらがイイイイ

スラエルスラエルスラエルスラエルがががが直面直面直面直面しているしているしているしている問題問題問題問題ですですですです。。。。そしてこれをそしてこれをそしてこれをそしてこれを成成成成しししし遂遂遂遂げるためにげるためにげるためにげるために、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは先先先先のののの戦戦戦戦

争争争争でででで失敗失敗失敗失敗したしたしたしたイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル指導者達指導者達指導者達指導者達をををを変変変変えなくてはなりませえなくてはなりませえなくてはなりませえなくてはなりませんんんん。。。。私私私私たちはこれらたちはこれらたちはこれらたちはこれら全全全全てのてのてのての

敵敵敵敵にににに自分達自分達自分達自分達だけでだけでだけでだけで立立立立ちちちち向向向向かうのではなくかうのではなくかうのではなくかうのではなく、、、、あなたあなたあなたあなた達達達達のののの助助助助けがけがけがけが必要必要必要必要ですですですです。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば私私私私

たちはたちはたちはたちは、、、、詩篇詩篇詩篇詩篇83838383篇篇篇篇にあるにあるにあるにあるダビデダビデダビデダビデ王王王王のののの祈祈祈祈りをりをりをりを心心心心にににに抱抱抱抱いていていていて戦戦戦戦いにいにいにいに行行行行くくくく事事事事ができますができますができますができます。。。。 

「「「「神神神神よよよよ。。。。沈黙沈黙沈黙沈黙をををを続続続続けないでくださいけないでくださいけないでくださいけないでください。。。。黙黙黙黙っていないでくださいっていないでくださいっていないでくださいっていないでください。。。。神神神神よよよよ。。。。じっとしていじっとしていじっとしていじっとしてい

ないでくださいないでくださいないでくださいないでください。。。。今今今今、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの敵敵敵敵どもがどもがどもがどもが立立立立ちちちち騒騒騒騒ぎぎぎぎ、、、、あなたをあなたをあなたをあなたを憎憎憎憎むむむむ者者者者どもがどもがどもがどもが頭頭頭頭をもたげをもたげをもたげをもたげ

ていますていますていますています。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの民民民民にににに対対対対してしてしてして悪賢悪賢悪賢悪賢いはかりごとをいはかりごとをいはかりごとをいはかりごとを巡巡巡巡らしらしらしらし、、、、あなたのかくまあなたのかくまあなたのかくまあなたのかくま

われるわれるわれるわれる者者者者たちにたちにたちにたちに悪巧悪巧悪巧悪巧みをしていますみをしていますみをしていますみをしています。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは言言言言っていますっていますっていますっています。『。『。『。『さあさあさあさあ、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの国国国国をををを消消消消しししし

去去去去ってってってって、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの名名名名がもはやがもはやがもはやがもはや覚覚覚覚えられないようにしようえられないようにしようえられないようにしようえられないようにしよう。。。。』』』』彼彼彼彼らはらはらはらは心心心心をををを一一一一つにしつにしつにしつにし

てててて悪巧悪巧悪巧悪巧みをしみをしみをしみをし、、、、あなたにあなたにあなたにあなたに逆逆逆逆らってらってらってらって、、、、契約契約契約契約をををを結結結結んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、エドムエドムエドムエドムのののの天幕天幕天幕天幕のののの者者者者

たちとたちとたちとたちとイシュマエルイシュマエルイシュマエルイシュマエル人人人人、、、、モアブモアブモアブモアブ人人人人ととととハガルハガルハガルハガル人人人人、、、、・・・・・・・・・・・・アッシリヤアッシリヤアッシリヤアッシリヤもまたもまたもまたもまた、、、、彼彼彼彼らにくみらにくみらにくみらにくみ

しましたしましたしましたしました。。。。・・・・・・・・・・・・わがわがわがわが神神神神よよよよ。。。。彼彼彼彼らをらをらをらを吹吹吹吹きききき転転転転がされるがされるがされるがされる枯枯枯枯れあざみのようにれあざみのようにれあざみのようにれあざみのように、、、、風風風風のののの前前前前のののの、、、、

わらのようにしてくださいわらのようにしてくださいわらのようにしてくださいわらのようにしてください。。。。林林林林をををを燃燃燃燃やすやすやすやす火火火火のようにのようにのようにのように、、、、山山山山々々々々をををを焼焼焼焼きききき尽尽尽尽くすくすくすくす炎炎炎炎のようにのようにのようにのように、、、、

そのようにそのようにそのようにそのように、、、、あなたのはやてであなたのはやてであなたのはやてであなたのはやてで、、、、彼彼彼彼らをらをらをらを追追追追いいいい、、、、あなたのあらしであなたのあらしであなたのあらしであなたのあらしで彼彼彼彼らをらをらをらを恐恐恐恐れおののかれおののかれおののかれおののか

せてくださいせてくださいせてくださいせてください。。。。・・・・・・・・・・・・こうしてこうしてこうしてこうして彼彼彼彼らがらがらがらが知知知知りますようにりますようにりますようにりますように。。。。そのそのそのその名名名名、、、、主主主主であるあなただけであるあなただけであるあなただけであるあなただけ

がががが、、、、全地全地全地全地のののの上上上上にいますいとにいますいとにいますいとにいますいと高高高高きききき方方方方であることをであることをであることをであることを。」。」。」。」 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの核核核核のののの可能性可能性可能性可能性 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが核兵器核兵器核兵器核兵器をををを所持所持所持所持しているしているしているしている事事事事はよくはよくはよくはよく知知知知られているられているられているられている事実事実事実事実ですですですです。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは核核核核

兵器所持兵器所持兵器所持兵器所持をををを秘密秘密秘密秘密にしておこうとはしませんにしておこうとはしませんにしておこうとはしませんにしておこうとはしません。。。。過去過去過去過去ににににイラクイラクイラクイラクにににに脅迫脅迫脅迫脅迫されたされたされたされた時時時時、、、、イラクイラクイラクイラクがががが

大量破壊兵器大量破壊兵器大量破壊兵器大量破壊兵器をををを用用用用いるならばいるならばいるならばいるならば、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルははははイラクイラクイラクイラクにににに対対対対しししし可能可能可能可能なななな限限限限りのりのりのりの全武力全武力全武力全武力をををを行使行使行使行使

するとするとするとすると宣言宣言宣言宣言しましたしましたしましたしました。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは全全全全てのてのてのての敵敵敵敵にににに対対対対してしてしてして同同同同じじじじ事事事事をするであろうとをするであろうとをするであろうとをするであろうと推測推測推測推測でででで

きますきますきますきます。。。。エルダドエルダドエルダドエルダド教授教授教授教授はははは前述前述前述前述したしたしたした意見意見意見意見のののの中中中中でででで、「、「、「、「もしもしもしもしイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが孤立孤立孤立孤立してしてしてして一国一国一国一国だけだけだけだけ

でででで立立立立つならばつならばつならばつならば、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは全全全全てをかけててをかけててをかけててをかけて戦戦戦戦うでしょううでしょううでしょううでしょう。」。」。」。」とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。イスイスイスイスラエラエラエラエ

ルルルルはははは、、、、自分達自分達自分達自分達のののの問題問題問題問題はははは絶対絶対絶対絶対にににに敗戦敗戦敗戦敗戦できないできないできないできない事事事事であるであるであるである、、、、としばしばとしばしばとしばしばとしばしば宣言宣言宣言宣言していますしていますしていますしています。。。。ここここ

のためのためのためのため、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは核核核核のののの可能性可能性可能性可能性をををを開発開発開発開発しししし増大増大増大増大させていますさせていますさせていますさせています。。。。 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが核兵器核兵器核兵器核兵器をををを使用使用使用使用するするするする事事事事をををを躊躇躊躇躊躇躊躇しないしないしないしない証拠証拠証拠証拠としてとしてとしてとして、、、、1973197319731973年年年年のののの戦争初期戦争初期戦争初期戦争初期のののの非常非常非常非常

にににに重要重要重要重要なななな時時時時、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが打打打打ちちちち負負負負かされそうになったかされそうになったかされそうになったかされそうになった時時時時、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは核爆弾核爆弾核爆弾核爆弾をををを活動活動活動活動

化化化化させるさせるさせるさせる手順手順手順手順をををを取取取取りましたりましたりましたりました。。。。1977197719771977年年年年、、、、当時当時当時当時アメリカアメリカアメリカアメリカではまだではまだではまだではまだ開発中開発中開発中開発中であったであったであったであった中性子爆中性子爆中性子爆中性子爆

弾弾弾弾ををををイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは所有所有所有所有しているというしているというしているというしているという徴候徴候徴候徴候がありましたがありましたがありましたがありました。。。。中性子爆弾中性子爆弾中性子爆弾中性子爆弾はははは、、、、人間人間人間人間をををを破壊破壊破壊破壊

してもしてもしてもしても建物建物建物建物やややや産業産業産業産業はははは破壊破壊破壊破壊しないしないしないしない、、、、おそろしいおそろしいおそろしいおそろしい「「「「人間人間人間人間をををを考考考考えたえたえたえた武器武器武器武器」」」」でででですすすす。。。。それはそれはそれはそれは、、、、高高高高

熱放射線熱放射線熱放射線熱放射線によってによってによってによって殺殺殺殺すようにすようにすようにすようにデザインデザインデザインデザインされていますされていますされていますされています。。。。 



ジョンジョンジョンジョン・・・・ハーシーハーシーハーシーハーシー氏氏氏氏はははは彼彼彼彼のののの著書著書著書著書「「「「ヒロシマヒロシマヒロシマヒロシマ」」」」のののの中中中中でででで、、、、第二次世界大戦中第二次世界大戦中第二次世界大戦中第二次世界大戦中にににに広島広島広島広島にににに落落落落とととと

されたされたされたされた原子核爆弾原子核爆弾原子核爆弾原子核爆弾のののの影響影響影響影響についてについてについてについて述述述述べていますべていますべていますべています。。。。当初当初当初当初のののの爆弾爆弾爆弾爆弾でででで生生生生きききき残残残残ったたくさんのったたくさんのったたくさんのったたくさんの

人人人人々々々々がががが、、、、そのそのそのその放射線放射線放射線放射線のののの影響影響影響影響によってによってによってによって後後後後になってになってになってになって死死死死んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。彼彼彼彼はははは、、、、人人人人々々々々のののの眼球眼球眼球眼球がどがどがどがど

のようにのようにのようにのように顔顔顔顔からからからから溶溶溶溶けけけけ落落落落ちているかちているかちているかちているか説明説明説明説明していますしていますしていますしています。。。。体中体中体中体中のののの火傷火傷火傷火傷はははは癒癒癒癒されずにされずにされずにされずに腫瘍腫瘍腫瘍腫瘍となとなとなとな

りりりり、、、、高熱放射線高熱放射線高熱放射線高熱放射線にににに当当当当たったたったたったたった結果結果結果結果としてとしてとしてとして肉肉肉肉がががが溶溶溶溶けけけけ落落落落ちていきましたちていきましたちていきましたちていきました。。。。広島広島広島広島でのでのでのでの核爆弾核爆弾核爆弾核爆弾にににに

見見見見られるられるられるられる人間人間人間人間にににに対対対対するするするする放射線放射線放射線放射線のののの影響影響影響影響はははは、、、、中性子爆弾中性子爆弾中性子爆弾中性子爆弾がががが引引引引きききき起起起起こすようにこすようにこすようにこすようにデザデザデザデザインインインインされされされされ

ているているているている影響影響影響影響とととと同同同同じですじですじですじです。。。。このこのこのこの武器武器武器武器をををを使用使用使用使用するとするとするとすると考考考考えるのはえるのはえるのはえるのは恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい事事事事ですですですです。。。。 

これにこれにこれにこれに照照照照らしらしらしらし合合合合わせるとわせるとわせるとわせると、、、、ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書14141414章章章章12121212節節節節はははは非常非常非常非常にににに興味深興味深興味深興味深くなりますくなりますくなりますくなります。。。。イスラエイスラエイスラエイスラエ

ルルルル国家再建国家再建国家再建国家再建についてについてについてについて語語語語ったったったった後後後後でででで、、、、ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく敵国敵国敵国敵国とのとのとのとの戦争戦争戦争戦争のののの影影影影

響響響響についてについてについてについて述述述述べていますべていますべていますべています。。。。「「「「主主主主はははは、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムをををを攻攻攻攻めにめにめにめに来来来来るすべてのるすべてのるすべてのるすべての国国国国々々々々のののの民民民民にこのにこのにこのにこの

災害災害災害災害をををを加加加加えられるえられるえられるえられる。。。。彼彼彼彼らのらのらのらの肉肉肉肉をまだをまだをまだをまだ足足足足でででで立立立立っているうちにっているうちにっているうちにっているうちに腐腐腐腐らせるらせるらせるらせる。。。。彼彼彼彼らのらのらのらの目目目目はまぶはまぶはまぶはまぶ

たのたのたのたの中中中中でででで腐腐腐腐りりりり、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの舌舌舌舌はははは口口口口のののの中中中中でででで腐腐腐腐るるるる。。。。」」」」 

これはこれはこれはこれは私私私私にはひどいにはひどいにはひどいにはひどい放射線放射線放射線放射線によるによるによるによる死死死死であるようにであるようにであるようにであるように聞聞聞聞こえますこえますこえますこえます。。。。またまたまたまたエゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書39393939章章章章

はこれはこれはこれはこれをををを支持支持支持支持するようにするようにするようにするように見見見見えますえますえますえます。。。。1111節節節節からからからから10101010節節節節のののの中中中中でででで、、、、神神神神ははははゴグゴグゴグゴグのののの破壊破壊破壊破壊をををを述述述述べていまべていまべていまべていま

すすすす。。。。 

神神神神であるであるであるである主主主主はこうはこうはこうはこう仰仰仰仰せられるせられるせられるせられる。。。。メシェクメシェクメシェクメシェクととととトバルトバルトバルトバルのののの大首長大首長大首長大首長であるであるであるであるゴグゴグゴグゴグよよよよ。。。。わたしはあわたしはあわたしはあわたしはあ

なたになたになたになたに立立立立ちちちち向向向向かうかうかうかう。。。。わたしはあなたをわたしはあなたをわたしはあなたをわたしはあなたを引引引引きききき回回回回しししし、、、、あなたをあなたをあなたをあなたを押押押押しやりしやりしやりしやり、、、、北北北北のののの果果果果てからてからてからてから上上上上

らせらせらせらせ、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの山山山山々々々々にににに連連連連れてれてれてれて来来来来るるるる。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの左手左手左手左手からからからから弓弓弓弓をたたきをたたきをたたきをたたき落落落落としとしとしとし、、、、右手右手右手右手かかかか

らららら矢矢矢矢をををを落落落落とすとすとすとす。。。。あなたとあなたのあなたとあなたのあなたとあなたのあなたとあなたの全全全全てのてのてのての部隊部隊部隊部隊、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの率率率率いるいるいるいる国国国国々々々々のののの民民民民はははは、、、、イスラエイスラエイスラエイスラエ

ルルルルのののの山山山山々々々々にににに倒倒倒倒れれれれ、、、、わたしはあなたをあらゆるわたしはあなたをあらゆるわたしはあなたをあらゆるわたしはあなたをあらゆる種類種類種類種類のののの猛禽猛禽猛禽猛禽やややや野獣野獣野獣野獣のえじきとするのえじきとするのえじきとするのえじきとする。。。。あなあなあなあな

たはたはたはたは野野野野にににに倒倒倒倒れるれるれるれる。。。。神神神神であるであるであるである主主主主のののの御告御告御告御告げげげげ。。。。わたしはわたしはわたしはわたしはマゴグマゴグマゴグマゴグとととと、、、、島島島島々々々々にににに安住安住安住安住しているしているしているしている者者者者たたたた

ちとにちとにちとにちとに火火火火をををを放放放放つつつつ。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、わたしがわたしがわたしがわたしが主主主主であることをであることをであることをであることを知知知知ろうろうろうろう。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの聖聖聖聖なななな

るるるる名名名名をわたしのをわたしのをわたしのをわたしの民民民民イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの中中中中にににに知知知知らせらせらせらせ、、、、二度二度二度二度とわたしのとわたしのとわたしのとわたしの聖聖聖聖なるなるなるなる名名名名をををを汚汚汚汚させないさせないさせないさせない。。。。

諸国諸国諸国諸国のののの民民民民はははは、、、、わたしがわたしがわたしがわたしが主主主主でありでありでありであり、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの聖聖聖聖なるなるなるなる者者者者であることをであることをであることをであることを知知知知ろうろうろうろう。。。。今今今今、、、、そそそそ

れはれはれはれは来来来来、、、、それはそれはそれはそれは成就成就成就成就するするするする。。。。神神神神であるであるであるである主主主主のののの御告御告御告御告げげげげ。。。。それはそれはそれはそれは、、、、わたしがわたしがわたしがわたしが語語語語ったったったった日日日日であるであるであるである。。。。 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの町町町町々々々々のののの住民住民住民住民はははは出出出出てててて来来来来てててて、、、、武器武器武器武器、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、盾盾盾盾とととと大盾大盾大盾大盾、、、、弓弓弓弓とととと矢矢矢矢、、、、手槍手槍手槍手槍とととと槍槍槍槍

をををを燃燃燃燃やしてやしてやしてやして焼焼焼焼きききき、、、、七年間七年間七年間七年間、、、、それらでそれらでそれらでそれらで火火火火をををを燃燃燃燃やすやすやすやす。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは野野野野からからからから木木木木をををを取取取取りりりり、、、、森森森森からたきからたきからたきからたき

ぎをぎをぎをぎを集集集集めるめるめるめる必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは武武武武器器器器でででで火火火火をををを燃燃燃燃やすからだやすからだやすからだやすからだ。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは略奪略奪略奪略奪されたされたされたされた物物物物をををを略奪略奪略奪略奪

しししし返返返返しししし、、、、かすめかすめかすめかすめ奪奪奪奪われたわれたわれたわれた物物物物をかすめをかすめをかすめをかすめ奪奪奪奪うううう。。。。神神神神であるであるであるである主主主主のののの御告御告御告御告げげげげ。。。。 

それからそれからそれからそれから主主主主はははは、、、、渓谷渓谷渓谷渓谷にににに残残残残されたされたされたされた死骸死骸死骸死骸のののの状況状況状況状況についてについてについてについて述述述述べていますべていますべていますべています。。。。 

そのそのそのその日日日日、、、、わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのうちにのうちにのうちにのうちに、、、、ゴグゴグゴグゴグのためにのためにのためにのために墓場墓場墓場墓場をををを設設設設けるけるけるける。。。。それはそれはそれはそれは、、、、海海海海のののの

東東東東のののの旅人旅人旅人旅人のののの谷谷谷谷であるであるであるである。。。。そこはそこはそこはそこは人人人人がががが通通通通れなくなるれなくなるれなくなるれなくなる。。。。そこにそこにそこにそこに、、、、ゴグゴグゴグゴグとそのすべてのとそのすべてのとそのすべてのとそのすべての群衆群衆群衆群衆がががが

埋埋埋埋められめられめられめられ、、、、そこはそこはそこはそこはハモンハモンハモンハモン・・・・ゴグゴグゴグゴグのののの谷谷谷谷とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの家家家家はははは、、、、そのそのそのその国国国国をきよめをきよめをきよめをきよめ

るためにるためにるためにるために、、、、七七七七ヶヶヶヶ月月月月かかってかかってかかってかかって彼彼彼彼らをらをらをらを埋埋埋埋めるめるめるめる。。。。そのそのそのその国国国国のすべてののすべてののすべてののすべての民民民民がががが埋埋埋埋めめめめ、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの栄光栄光栄光栄光

がががが現現現現わされるときわされるときわされるときわされるとき、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは有名有名有名有名になるになるになるになる。。。。神神神神でででであるあるあるある主主主主のののの御告御告御告御告げげげげ。。。。彼彼彼彼はははは、、、、常時常時常時常時、、、、国国国国をををを巡巡巡巡りりりり

歩歩歩歩くくくく者者者者たちをたちをたちをたちを選選選選びびびび出出出出すすすす。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは地地地地のののの面面面面にににに取取取取りりりり残残残残されているものされているものされているものされているもの、、、、旅人旅人旅人旅人たちをたちをたちをたちを埋埋埋埋めてめてめてめて国国国国

をきよめるをきよめるをきよめるをきよめる。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは七七七七ヶヶヶヶ月月月月のののの終終終終わりまでわりまでわりまでわりまで探探探探すすすす。。。。巡巡巡巡りりりり歩歩歩歩くくくく者者者者たちはたちはたちはたちは国中国中国中国中をををを巡巡巡巡りりりり歩歩歩歩きききき、、、、人人人人

間間間間のののの骨骨骨骨をををを見見見見るとるとるとると、、、、そのそばにそのそばにそのそばにそのそばに標識標識標識標識をををを立立立立てててて、、、、埋埋埋埋めるめるめるめる者者者者たちがそれをたちがそれをたちがそれをたちがそれをハモンハモンハモンハモン・・・・ゴグゴグゴグゴグのののの谷谷谷谷にににに

埋埋埋埋めるようにするめるようにするめるようにするめるようにする。。。。そこのそこのそこのそこの町町町町のののの名名名名ははははハモナハモナハモナハモナともともともとも言言言言われるわれるわれるわれる。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは国国国国をきよめるをきよめるをきよめるをきよめる。。。。 

これらこれらこれらこれら被害者被害者被害者被害者のののの骨骨骨骨にににに誰誰誰誰もももも七七七七ヶヶヶヶ月間月間月間月間はははは触触触触れないとれないとれないとれないと神神神神はははは特定特定特定特定してしてしてして語語語語っていますっていますっていますっています。。。。そのそのそのその代代代代わわわわ

りにりにりにりに、、、、死体死体死体死体をををを見見見見つけたらそこにつけたらそこにつけたらそこにつけたらそこに旗旗旗旗をををを立立立立てててててててて印付印付印付印付けるのですけるのですけるのですけるのです。。。。そしてついにはそしてついにはそしてついにはそしてついには埋葬専門埋葬専門埋葬専門埋葬専門



家家家家がそのがそのがそのがその死体死体死体死体をををを埋埋埋埋めるめるめるめる為為為為にににに雇雇雇雇われますわれますわれますわれます。。。。これらこれらこれらこれら死体死体死体死体にににに触触触触れないれないれないれない理由理由理由理由はははは、、、、死体死体死体死体にににに残残残残ってってってって

いるいるいるいる放射能放射能放射能放射能からのからのからのからの影響影響影響影響をををを恐恐恐恐れてでしょうかれてでしょうかれてでしょうかれてでしょうか？？？？ 

2500250025002500年前年前年前年前にににに、、、、神神神神はははは、、、、中性子爆弾中性子爆弾中性子爆弾中性子爆弾のののの放射線影響放射線影響放射線影響放射線影響にににに驚驚驚驚くほどくほどくほどくほど類似類似類似類似したしたしたした災害災害災害災害をををを叙述叙述叙述叙述していましていましていましていま

すすすす。。。。私私私私はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがどのようにがどのようにがどのようにがどのようにロシアロシアロシアロシア同盟国同盟国同盟国同盟国をををを打打打打ちちちち破破破破るのかるのかるのかるのか正確正確正確正確にににに宣言宣言宣言宣言することすることすることすること

はできませんがはできませんがはできませんがはできませんが、、、、ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書のののの説明説明説明説明はははは確確確確かにかにかにかに興味深興味深興味深興味深いいいい可能性可能性可能性可能性をあげていますをあげていますをあげていますをあげています。。。。 

重重重重いいいい石石石石 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエルももももゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤもももも、、、、終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代ににににイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家がががが再建再建再建再建されるとされるとされるとされると預言預言預言預言しまししまししまししまし

たたたた。。。。神神神神ははははエゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書37373737章章章章12121212節節節節でででで、「、「、「、「それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ、、、、預言預言預言預言してしてしてして彼彼彼彼らにらにらにらに言言言言ええええ。。。。神神神神であるであるであるである主主主主はははは

こうこうこうこう仰仰仰仰せられるせられるせられるせられる。。。。わたしのわたしのわたしのわたしの民民民民よよよよ。。。。見見見見よよよよ。。。。わたしはあなたがたのわたしはあなたがたのわたしはあなたがたのわたしはあなたがたの墓墓墓墓をををを開開開開きききき、、、、あなたがたあなたがたあなたがたあなたがた

をそのをそのをそのをその墓墓墓墓からからからから引引引引きききき上上上上げてげてげてげて、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの地地地地にににに連連連連れてれてれてれて行行行行くくくく。」。」。」。」神神神神ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを、、、、荒野荒野荒野荒野

にににに忘忘忘忘れれれれ去去去去られてられてられてられて転転転転がっているがっているがっているがっている渇渇渇渇いたいたいたいた骸骨骸骨骸骨骸骨のののの骨骨骨骨にににに関連付関連付関連付関連付けましたけましたけましたけました。。。。2000200020002000年間年間年間年間のののの放流放流放流放流のののの

後後後後、、、、神神神神はそれらのはそれらのはそれらのはそれらの骨骨骨骨をををを集集集集めめめめ、、、、筋筋筋筋をつけをつけをつけをつけ、、、、肉肉肉肉をををを生生生生じさせじさせじさせじさせ、、、、皮膚皮膚皮膚皮膚でででで覆覆覆覆うであろうとうであろうとうであろうとうであろうと。。。。そしそしそしそし

ていのちのていのちのていのちのていのちの息息息息をををを吹吹吹吹きききき込込込込みみみみ、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの土地土地土地土地にににに連連連連れれれれ帰帰帰帰るであろうとるであろうとるであろうとるであろうと。。。。 

しかししかししかししかし、、、、それからそれからそれからそれからエゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエルはははは続続続続けていますけていますけていますけています。。。。彼彼彼彼らがらがらがらが自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの土地土地土地土地にににに戻戻戻戻りりりり、、、、再建再建再建再建ささささ

れれれれ、、、、安心安心安心安心してしてしてして住住住住んでいるとんでいるとんでいるとんでいると、、、、マゴグマゴグマゴグマゴグのののの首長首長首長首長にににに悪悪悪悪のののの思思思思いがいがいがいが入入入入りりりり込込込込みみみみ、、、、彼彼彼彼ははははエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムをををを

滅滅滅滅ぼすぼすぼすぼす為為為為ににににイスラムイスラムイスラムイスラム教教教教国国国国とととと連合連合連合連合するであろうとするであろうとするであろうとするであろうと。。。。そのそのそのその時時時時、、、、イランイランイランイラン、、、、ペルシャペルシャペルシャペルシャ、、、、エチオエチオエチオエチオ

ピアピアピアピア、、、、リビアリビアリビアリビアががががエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムにににに反対反対反対反対してしてしてして連合連合連合連合するであろうとするであろうとするであろうとするであろうと。。。。 

このこのこのこのシナリオシナリオシナリオシナリオはははは、、、、ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書12121212章章章章でもでもでもでも繰繰繰繰りりりり返返返返されていますされていますされていますされています。。。。神神神神はははは預言者預言者預言者預言者ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤにににに、、、、

神神神神のののの民民民民がががが再再再再びびびびイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの地地地地にににに戻戻戻戻りりりり、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムにににに住住住住むようになるとむようになるとむようになるとむようになると言言言言いましたいましたいましたいました。。。。しししし

かしそのかしそのかしそのかしその時時時時、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムはははは周囲周囲周囲周囲のののの国国国国々々々々にとってにとってにとってにとって重重重重いいいい石石石石、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは「「「「重荷重荷重荷重荷」」」」となるであとなるであとなるであとなるであ

ろうとろうとろうとろうと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが敵意敵意敵意敵意のののの中心中心中心中心になるのはになるのはになるのはになるのは私私私私たちにとってたちにとってたちにとってたちにとって驚驚驚驚きではありきではありきではありきではあり

ませんませんませんません。。。。聖書聖書聖書聖書ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが再建再建再建再建されるずっとされるずっとされるずっとされるずっと前前前前からからからから、、、、連続連続連続連続してしてしてして起起起起こるこれらのこるこれらのこるこれらのこるこれらの紛争紛争紛争紛争

についてについてについてについて預言預言預言預言していしていしていしていましたましたましたました。。。。 

同同同同じじじじ箇所箇所箇所箇所でででで、、、、全全全全てのてのてのての国国国国々々々々ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに敵対敵対敵対敵対してしてしてして集集集集まってまってまってまって来来来来るるるる（（（（そしてそしてそしてそして私私私私たちはたちはたちはたちは今日今日今日今日

そのそのそのその事事事事がががが起起起起こっているのをこっているのをこっているのをこっているのを見見見見ていますていますていますています））））がががが、、、、神神神神ごごごご自身自身自身自身ががががエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのののの住民住民住民住民をかばわをかばわをかばわをかばわ

れれれれ、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのうちのよろめきのうちのよろめきのうちのよろめきのうちのよろめき倒倒倒倒れたれたれたれた者者者者もももも「「「「ダビデダビデダビデダビデのようになるのようになるのようになるのようになる」」」」とととと約束約束約束約束されましされましされましされまし

たたたた。（。（。（。（ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書12121212章章章章2222----9999節節節節）））） 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエルととととゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤのののの預言預言預言預言をををを見見見見ててててイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの周周周周りにりにりにりに集集集集まっているまっているまっているまっている嵐嵐嵐嵐をををを見見見見るとるとるとると、、、、明明明明

らかならかならかならかな結論結論結論結論はははは、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代にににに生生生生きているということですきているということですきているということですきているということです。。。。本当本当本当本当にいつにいつにいつにいつ、、、、中中中中

東東東東がががが「「「「絶滅戦争絶滅戦争絶滅戦争絶滅戦争」」」」へとへとへとへとエスカレートエスカレートエスカレートエスカレートするするするする最後最後最後最後のののの紛争紛争紛争紛争にににに突入突入突入突入してもおかしくありませしてもおかしくありませしてもおかしくありませしてもおかしくありませ

んんんん。。。。それがそれがそれがそれが起起起起こっこっこっこったたたた時時時時、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは可能可能可能可能なななな限限限限りのりのりのりの全武力全武力全武力全武力をををを行使行使行使行使するでしょうするでしょうするでしょうするでしょう。。。。核兵核兵核兵核兵

器器器器もももも含含含含んでですんでですんでですんでです。。。。疑疑疑疑いもなくいもなくいもなくいもなく、、、、そのようなそのようなそのようなそのような行動行動行動行動ははははロシアロシアロシアロシアのののの素早素早素早素早いいいい反応反応反応反応をををを引引引引きききき起起起起こすでこすでこすでこすで

しょうしょうしょうしょう。。。。 

聖書聖書聖書聖書はははは、、、、ロシアロシアロシアロシアがあるがあるがあるがある時点時点時点時点ででででイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに敵対敵対敵対敵対してしてしてして動動動動くとくとくとくと明明明明らかにらかにらかにらかに語語語語っていますっていますっていますっています。。。。ここここ

れがれがれがれが起起起起こるとこるとこるとこると、、、、最後最後最後最後ののののカウントダウンカウントダウンカウントダウンカウントダウンがががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、神神神神ががががエゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書38383838

章章章章、、、、39393939章章章章でででで述述述述べているべているべているべているシーンシーンシーンシーンへとへとへとへと入入入入ってってってって行行行行きますきますきますきます。。。。ロシアロシアロシアロシアののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル侵略侵略侵略侵略はははは、、、、最後最後最後最後

のののの七年間七年間七年間七年間にににに起起起起こるこるこるこる連続連続連続連続したしたしたした出来事出来事出来事出来事をををを触発触発触発触発させるさせるさせるさせる一番最初一番最初一番最初一番最初のののの出来事出来事出来事出来事ですですですです。。。。ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ10101010

カカカカ国国国国のののの力力力力のののの統合統合統合統合、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストのののの登場登場登場登場、、、、七年間七年間七年間七年間のののの後半後半後半後半のののの間間間間のののの大患大患大患大患難難難難、、、、そしてそしてそしてそして、、、、教会教会教会教会をををを率率率率

いていていていて来来来来られるられるられるられる力力力力とととと栄光栄光栄光栄光あるあるあるあるキリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨！！！！ついについについについに、、、、全世界全世界全世界全世界がががが永遠永遠永遠永遠のののの義義義義をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす神神神神

のののの御国御国御国御国のののの設立設立設立設立をををを見見見見ますますますます。。。。 

ロシアロシアロシアロシアのののの脅威脅威脅威脅威 



聖書聖書聖書聖書はははは、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ10101010カカカカ国共同体国共同体国共同体国共同体がががが出来上出来上出来上出来上がりがりがりがり、、、、力力力力をつけをつけをつけをつけ、、、、世界世界世界世界をををを支配支配支配支配するするするする最後最後最後最後のののの帝帝帝帝

国国国国になるとになるとになるとになると預言預言預言預言していますしていますしていますしています。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこのヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ共同体共同体共同体共同体がががが世界世界世界世界をををを統治統治統治統治するするするする力力力力となとなとなとな

るのにるのにるのにるのに対対対対しししし、、、、ロシアロシアロシアロシアがががが妨妨妨妨げのげのげのげの壁壁壁壁となりますとなりますとなりますとなります。。。。ロシアロシアロシアロシア同盟同盟同盟同盟ががががヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ大陸大陸大陸大陸にににに対対対対してしてしてして大大大大

きなきなきなきな脅威脅威脅威脅威であるであるであるである限限限限りりりり、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ共同体共同体共同体共同体がががが卓越卓越卓越卓越したしたしたした立場立場立場立場にににに上上上上がることはがることはがることはがることは予測予測予測予測できませできませできませできませ

んんんん。。。。 

多多多多くのくのくのくの軍事戦略者軍事戦略者軍事戦略者軍事戦略者たちはたちはたちはたちは、、、、ロシアロシアロシアロシアのののの軍人軍人軍人軍人およびおよびおよびおよび近代的武器近代的武器近代的武器近代的武器がががが卓越卓越卓越卓越しているしているしているしていることからことからことからことから、、、、

ロシアロシアロシアロシアはははは核兵器核兵器核兵器核兵器をををを使使使使わなくてもわなくてもわなくてもわなくても、、、、西西西西ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ全体全体全体全体をををを7777日間日間日間日間でででで征服征服征服征服できるとできるとできるとできると信信信信じていまじていまじていまじていま

すすすす。。。。恐恐恐恐るべきるべきるべきるべき敵敵敵敵のようにのようにのようにのように聞聞聞聞こえますこえますこえますこえます。。。。しかししかししかししかし、、、、状況状況状況状況はははは整整整整っていますっていますっていますっています。。。。神神神神ははははロシアロシアロシアロシアをををを取取取取

りりりり扱扱扱扱うのにうのにうのにうのにユニークユニークユニークユニークななななプランプランプランプランをををを持持持持っておられますっておられますっておられますっておられます。。。。 

軍事的脅威軍事的脅威軍事的脅威軍事的脅威であるであるであるであるロシアロシアロシアロシア同盟同盟同盟同盟をををを神神神神はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして取取取取りりりり去去去去るのでしょうかるのでしょうかるのでしょうかるのでしょうか？？？？ヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッ

パパパパ10101010カカカカ国国国国はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして世界世界世界世界のののの権力権力権力権力をををを握握握握るようになるのでしょうかるようになるのでしょうかるようになるのでしょうかるようになるのでしょうか？？？？そしてそしてそしてそして、、、、反反反反キキキキ

リストリストリストリストはどのようにしてこれらのはどのようにしてこれらのはどのようにしてこれらのはどのようにしてこれらの国国国国々々々々のののの指導者指導者指導者指導者となりとなりとなりとなり世界世界世界世界をををを自分自分自分自分のののの権力下権力下権力下権力下にににに置置置置くようくようくようくよう

になるのでしょうかになるのでしょうかになるのでしょうかになるのでしょうか？？？？答答答答えはえはえはえはエゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書のののの預言預言預言預言のののの中中中中にににに見見見見つけられますつけられますつけられますつけられます。。。。 

前前前前述述述述したようにしたようにしたようにしたように、、、、神神神神ははははエゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエルにににに干涸干涸干涸干涸びたびたびたびた骨骨骨骨のののの谷谷谷谷、、、、栄光栄光栄光栄光あるあるあるあるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家再建国家再建国家再建国家再建のののの

啓示啓示啓示啓示をををを見見見見せましたせましたせましたせました。。。。そしてそしてそしてそして国家再建国家再建国家再建国家再建をををを預言預言預言預言したしたしたした後後後後でででで、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが自分自分自分自分のののの土地土地土地土地にににに戻戻戻戻

りりりり、、、、安心安心安心安心してしてしてして住住住住むようになったむようになったむようになったむようになった後後後後でででで起起起起こるこるこるこる出来事出来事出来事出来事をををを教教教教えましたえましたえましたえました。。。。 

神神神神であるであるであるである主主主主はこうはこうはこうはこう仰仰仰仰せられるせられるせられるせられる。。。。そのそのそのその日日日日にはにはにはには、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの心心心心にさまざまなにさまざまなにさまざまなにさまざまな思思思思いがいがいがいが浮浮浮浮かぶかぶかぶかぶ。。。。

あなたはあなたはあなたはあなたは悪巧悪巧悪巧悪巧みをみをみをみを設設設設けるけるけるける。（。（。（。（エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書38383838章章章章10101010節節節節）））） 

歴史歴史歴史歴史をををを通通通通しししし、、、、マゴグマゴグマゴグマゴグははははコウカサスコウカサスコウカサスコウカサス山脈山脈山脈山脈のののの北北北北にににに広広広広がるがるがるがる広大広大広大広大なななな地域地域地域地域としてとしてとしてとして知知知知られてきましられてきましられてきましられてきまし

たたたた。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは現在現在現在現在それをそれをそれをそれをロシアロシアロシアロシアとととと呼呼呼呼んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。神神神神はははは続続続続けてけてけてけて預言預言預言預言していますしていますしていますしています。「。「。「。「ゴメゴメゴメゴメ

ルルルルとととと、、、、そのそのそのその全全全全てのてのてのての軍隊軍隊軍隊軍隊、、、、北北北北のののの果果果果てのてのてのてのベテベテベテベテ・・・・トガルマトガルマトガルマトガルマとととと、、、、そのすべてのそのすべてのそのすべてのそのすべての軍隊軍隊軍隊軍隊、、、、それにそれにそれにそれに多多多多

くのくのくのくの国国国国々々々々のののの民民民民があなたとともにいるがあなたとともにいるがあなたとともにいるがあなたとともにいる。」（。」（。」（。」（エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書38383838章章章章6666節節節節））））神神神神ははははロシアロシアロシアロシアにににに同盟同盟同盟同盟すすすす

るるるる国国国国々々々々ののののリストリストリストリストもあげていますもあげていますもあげていますもあげています。。。。神神神神ががががリストリストリストリストにあげたにあげたにあげたにあげた国国国国々々々々はははは現在現在現在現在ロシアロシアロシアロシアのののの影響下影響下影響下影響下にあにあにあにあ

りますりますりますります。。。。ついついついつい最近形成最近形成最近形成最近形成されたされたされたされた同盟同盟同盟同盟ではではではでは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに敵対敵対敵対敵対してしてしてしてイランイランイランイランががががロシアロシアロシアロシアとととと結結結結びびびび

付付付付きましたきましたきましたきました。。。。エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書ででででベテベテベテベテ・・・・トガルマトガルマトガルマトガルマとととと名付名付名付名付けられているけられているけられているけられているトルコトルコトルコトルコはははは、、、、トルコトルコトルコトルコがががが

イスラムイスラムイスラムイスラム教国教国教国教国のののの同盟国同盟国同盟国同盟国となるためにとなるためにとなるためにとなるために、、、、西洋社会西洋社会西洋社会西洋社会とのつながりをとのつながりをとのつながりをとのつながりを切切切切ろうとしているろうとしているろうとしているろうとしている、、、、イイイイ

スラムスラムスラムスラム教主義者教主義者教主義者教主義者のののの大統領大統領大統領大統領をををを選出選出選出選出しましたしましたしましたしました。。。。 

そしてそしてそしてそして神神神神はこうはこうはこうはこう言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。「「「「わわわわたしはあなたをたしはあなたをたしはあなたをたしはあなたを引引引引きききき回回回回しししし、、、、あなたのあごにあなたのあごにあなたのあごにあなたのあごに鈎鈎鈎鈎をををを

かけかけかけかけ、、、、あなたとあなたとあなたとあなたと、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの全軍勢全軍勢全軍勢全軍勢をををを出陣出陣出陣出陣させるさせるさせるさせる。。。。それはみなそれはみなそれはみなそれはみな武装武装武装武装したしたしたした馬馬馬馬やややや騎兵騎兵騎兵騎兵、、、、大盾大盾大盾大盾

とととと盾盾盾盾をををを持持持持ちちちち、、、、みなみなみなみな剣剣剣剣をををを取取取取るるるる大集団大集団大集団大集団だだだだ。（。（。（。（エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書38383838章章章章4444節節節節）））） 

神神神神ははははロシアロシアロシアロシアとそのとそのとそのとその連合国連合国連合国連合国をををを導導導導きききき、、、、大虐殺大虐殺大虐殺大虐殺のののの為為為為ににににイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに向向向向かわせますかわせますかわせますかわせます。。。。神神神神はははは宣言宣言宣言宣言

していますしていますしていますしています。「。「。「。「ゴグゴグゴグゴグががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの地地地地をををを攻攻攻攻めるそのめるそのめるそのめるその日日日日、、、、————神神神神であるであるであるである主主主主のののの御告御告御告御告げげげげ。。。。————わたわたわたわた

しはしはしはしは怒怒怒怒りをりをりをりを燃燃燃燃ええええ上上上上がらせるがらせるがらせるがらせる。」（。」（。」（。」（エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書38383838章章章章18181818節節節節））））神神神神はそのはそのはそのはその後後後後、、、、このこのこのこのロシアロシアロシアロシア侵侵侵侵

略軍略軍略軍略軍にににに下下下下るるるる破滅破滅破滅破滅をををを述述述述べていますべていますべていますべています。。。。 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書39393939章章章章でででで、、、、神神神神はははは驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき敗戦敗戦敗戦敗戦のののの詳細詳細詳細詳細をををを与与与与えていますえていますえていますえています。。。。ロシアロシアロシアロシア侵略軍侵略軍侵略軍侵略軍のののの5555分分分分のののの

4444がががが倒倒倒倒されるとされるとされるとされると語語語語られていますられていますられていますられています。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは戦争戦争戦争戦争のののの武器武器武器武器をををを燃燃燃燃やすのにやすのにやすのにやすのに7777年年年年をををを費費費費やすでやすでやすでやすで

あろうとあろうとあろうとあろうと語語語語られていますられていますられていますられています。。。。 

神神神神はははは宣言宣言宣言宣言されましたされましたされましたされました。「。「。「。「わたしがわたしがわたしがわたしが彼彼彼彼らをらをらをらを国国国国々々々々のののの民民民民のののの間間間間からからからから帰帰帰帰らせらせらせらせ、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの敵敵敵敵のののの地地地地からからからから

集集集集めめめめ、、、、多多多多くのくのくのくの国国国国々々々々がががが見見見見ているているているている前前前前でででで、、、、彼彼彼彼らのうちにわたしのらのうちにわたしのらのうちにわたしのらのうちにわたしの聖聖聖聖なることをなることをなることをなることを示示示示すときすときすときすとき、、、、彼彼彼彼

らはらはらはらは、、、、わたしがわたしがわたしがわたしが彼彼彼彼らのらのらのらの神神神神、、、、主主主主であることをであることをであることをであることを知知知知ろうろうろうろう。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは彼彼彼彼らをらをらをらを国国国国々々々々にににに引引引引いていていていて行行行行っっっっ

たがたがたがたが、、、、またまたまたまた彼彼彼彼らをらをらをらを彼彼彼彼らのらのらのらの地地地地にににに集集集集めめめめ、、、、そこにひとりもそこにひとりもそこにひとりもそこにひとりも残残残残しておかないようにするからしておかないようにするからしておかないようにするからしておかないようにするから

だだだだ。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは二度二度二度二度とわたしのとわたしのとわたしのとわたしの顔顔顔顔をををを彼彼彼彼らかららかららかららから隠隠隠隠さずさずさずさず、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの霊霊霊霊ををををイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの家家家家のののの上上上上



にににに注注注注ぐぐぐぐ。。。。神神神神であるであるであるである主主主主のののの御告御告御告御告げげげげ。」（。」（。」（。」（エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書39393939章章章章27272727----29292929節節節節））））ここでここでここでここで語語語語られているられているられているられている3333

つのつのつのつの重要重要重要重要なななな宣言宣言宣言宣言にににに注目注目注目注目してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。このこのこのこの時点時点時点時点でででで、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル（（（（ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人））））はははは、、、、主主主主がががが

神神神神であるとであるとであるとであると知知知知るようになりまするようになりまするようになりまするようになります。。。。神神神神のののの御顔御顔御顔御顔はもはやはもはやはもはやはもはや彼彼彼彼らかららかららかららから隠隠隠隠されることはありませされることはありませされることはありませされることはありませ

んんんん。。。。聖霊聖霊聖霊聖霊ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの家家家家のののの上上上上にににに注注注注がれますがれますがれますがれます。。。。 

これはこれはこれはこれは重要重要重要重要なななな瞬間瞬間瞬間瞬間ですですですです。。。。神神神神ががががロシアロシアロシアロシア軍軍軍軍をををを破壊破壊破壊破壊するするするする時時時時、、、、神神神神はははは再再再再びびびびイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに御自身御自身御自身御自身のののの

霊霊霊霊をををを注注注注がれるとがれるとがれるとがれると語語語語られていますられていますられていますられています。。。。エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエルはこれよりはこれよりはこれよりはこれより先先先先のののの預言預言預言預言でででで、、、、神神神神のののの栄光栄光栄光栄光ががががエルエルエルエル

サレムサレムサレムサレムのののの神殿神殿神殿神殿からからからから離離離離れるのをれるのをれるのをれるのを見見見見ましたましたましたました。（。（。（。（エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書10101010章章章章18181818----19191919節節節節））））イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、ママママ

タイタイタイタイのののの福音書福音書福音書福音書23232323章章章章38383838節節節節でででで、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの家家家家はははは荒荒荒荒れれれれ果果果果てたままにてたままにてたままにてたままに残残残残されされされされ、、、、神神神神のののの臨在臨在臨在臨在がががが奪奪奪奪いいいい去去去去らららら

れるとれるとれるとれると預言預言預言預言されましたされましたされましたされました。。。。神神神神がががが再再再再びびびびイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民にににに御自身御自身御自身御自身のののの霊霊霊霊をををを注注注注がれるがれるがれるがれる時時時時、、、、神神神神のののの偉偉偉偉

大大大大なななな時計時計時計時計がががが再再再再びびびび動動動動きききき始始始始めますめますめますめます。。。。このこのこのこの世世世世はははは最後最後最後最後のののの7777年間年間年間年間にににに突入突入突入突入しますしますしますします。。。。 

ロシアロシアロシアロシア軍軍軍軍によるによるによるによるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル侵略侵略侵略侵略はははは、、、、神神神神のののの全全全全てのてのてのての御計画御計画御計画御計画においてにおいてにおいてにおいて、、、、重要重要重要重要なななな役目役目役目役目をををを果果果果たしたしたしたし

ていますていますていますています。。。。このこのこのこの軍事侵略軍事侵略軍事侵略軍事侵略がががが実際実際実際実際ににににこのこのこのこの世世世世のののの終終終終わりのわりのわりのわりの始始始始まりをまりをまりをまりを引引引引きききき起起起起こしますこしますこしますこします。。。。このこのこのこの最最最最

後後後後のののの7777年間年間年間年間がががが終了終了終了終了するとするとするとすると、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストがががが再再再再びびびび栄光栄光栄光栄光のうちにやってのうちにやってのうちにやってのうちにやって来来来来られられられられ、、、、王王王王のののの

王王王王、、、、主主主主のののの主主主主としてとしてとしてとして油注油注油注油注がれますがれますがれますがれます。。。。そしてそしてそしてそして神神神神がこのがこのがこのがこの地上地上地上地上にににに永遠永遠永遠永遠のののの神神神神のののの御国御国御国御国をををを設立設立設立設立されまされまされまされま

すすすす。。。。 

私私私私はははは、、、、神神神神のののの霊霊霊霊ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに注注注注がれるがれるがれるがれる前前前前にににに、、、、教会教会教会教会はこのはこのはこのはこの地上地上地上地上からからからから取取取取りりりり去去去去られるとられるとられるとられると確信確信確信確信

していますしていますしていますしています（（（（第第第第2222幕参照幕参照幕参照幕参照）。）。）。）。聖書聖書聖書聖書はこうはこうはこうはこう言言言言っていますっていますっていますっています。「。「。「。「兄弟兄弟兄弟兄弟たちたちたちたち。。。。私私私私はあなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがた

にににに、、、、ぜひこのぜひこのぜひこのぜひこの奥義奥義奥義奥義をををを知知知知っていていただきたいっていていただきたいっていていただきたいっていていただきたい。。。。それはそれはそれはそれは、、、、あなたがたがあなたがたがあなたがたがあなたがたが自分自分自分自分でででで自分自分自分自分をををを賢賢賢賢

いといといといと思思思思うことがないようにするためですうことがないようにするためですうことがないようにするためですうことがないようにするためです。。。。そのそのそのその奥義奥義奥義奥義とはとはとはとは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人のののの一部一部一部一部がかたがかたがかたがかた

くなになったのはくなになったのはくなになったのはくなになったのは異邦人異邦人異邦人異邦人のののの完成完成完成完成のなるのなるのなるのなる時時時時までであるまでであるまでであるまでである」（」（」（」（ローマローマローマローマ人人人人のののの手紙手紙手紙手紙11111111章章章章25252525節節節節）。）。）。）。

神神神神ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国民国民国民国民のののの盲目盲目盲目盲目をををを取取取取りりりり除除除除きききき、、、、神神神神のののの霊霊霊霊をををを注注注注がれるがれるがれるがれる時時時時、、、、教会教会教会教会はこのはこのはこのはこの地上地上地上地上からからからから取取取取

りりりり除除除除かれるでしょうかれるでしょうかれるでしょうかれるでしょう。。。。今日今日今日今日、、、、神神神神のののの霊霊霊霊はははは、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キキキキリストリストリストリストのののの花嫁花嫁花嫁花嫁をををを集集集集めるめるめるめる為為為為にににに異邦人異邦人異邦人異邦人

のののの上上上上にににに働働働働いておられますいておられますいておられますいておられます。。。。しかししかししかししかし、、、、信者信者信者信者のののの体体体体がががが完成完成完成完成するするするする時時時時、、、、つまりつまりつまりつまり異邦人異邦人異邦人異邦人のののの完成完成完成完成のなのなのなのな

るるるる時時時時、、、、神神神神のののの霊霊霊霊ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家をををを取取取取りりりり扱扱扱扱われますわれますわれますわれます。。。。神神神神はははは再再再再びびびび彼彼彼彼らをらをらをらを御自身御自身御自身御自身のののの民民民民としてとしてとしてとして

引引引引きききき取取取取りりりり認識認識認識認識されますされますされますされます。。。。ロシアロシアロシアロシア軍軍軍軍のののの決定的決定的決定的決定的なななな敗戦敗戦敗戦敗戦がががが、、、、即座即座即座即座にににに力力力力をををを握握握握るるるる機会機会機会機会ををををヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッ

パパパパ国家国家国家国家にににに与与与与えますえますえますえます。。。。このこのこのこのヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ連合連合連合連合はははは、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ大陸大陸大陸大陸においてにおいてにおいてにおいて動動動動かすかすかすかす事事事事のできのできのできのでき

ないないないない大大大大きなきなきなきな権力権力権力権力となりますとなりますとなりますとなります。。。。預言上預言上預言上預言上、、、、ロシアロシアロシアロシア軍軍軍軍ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル侵略侵略侵略侵略がががが、、、、次次次次にににに起起起起こるこるこるこる大大大大きききき

なななな出来事出来事出来事出来事のようにのようにのようにのように思思思思われますわれますわれますわれます。。。。 

ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ連合連合連合連合 

私私私私たちがたちがたちがたちが最近最近最近最近のののの出来事出来事出来事出来事をををを見見見見てみるとてみるとてみるとてみると、、、、元元元元はははは経済市場統合経済市場統合経済市場統合経済市場統合としてとしてとしてとして知知知知られられられられ、、、、現在現在現在現在ははははヨーロヨーロヨーロヨーロ

ッパッパッパッパ連合連合連合連合(EU)(EU)(EU)(EU)となったとなったとなったとなった、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ経済共同体経済共同体経済共同体経済共同体(E(E(E(EEEEEC)C)C)C)のののの結成結成結成結成をををを見見見見るるるる事事事事ができますができますができますができます。。。。ヨーヨーヨーヨー

ロッパロッパロッパロッパ連合連合連合連合(EU)(EU)(EU)(EU)をををを形成形成形成形成するするするする元元元元々々々々のののの考考考考えはえはえはえは、、、、1968196819681968年年年年にににに結成結成結成結成されたされたされたされたローマクラブローマクラブローマクラブローマクラブとしてとしてとしてとして知知知知

られるられるられるられる知的人知的人知的人知的人グループグループグループグループからからからから来来来来ましたましたましたました。。。。彼彼彼彼らのらのらのらのウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトによるとによるとによるとによると、、、、ローマクラブローマクラブローマクラブローマクラブとととと

はははは以下以下以下以下のようにのようにのようにのように説明説明説明説明されていますされていますされていますされています。「。「。「。「グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンクでありでありでありであり、、、、革新革新革新革新ととととイニイニイニイニ

シアチブシアチブシアチブシアチブのののの中心中心中心中心であるであるであるである。。。。・・・・・・・・・・・・人類人類人類人類のののの将来将来将来将来はははは一人一人一人一人（（（（1111カカカカ国国国国））））によってによってによってによって一度一度一度一度にはにはにはには決決決決められめられめられめられ
ないないないない（（（（強調強調強調強調しているしているしているしている））））とととと確信確信確信確信しししし、、、、一人一人一人一人一人一人一人一人がががが社会社会社会社会のののの発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献できるとできるとできるとできると確信確信確信確信していしていしていしてい

るるるる、、、、科学者科学者科学者科学者、、、、経済専経済専経済専経済専門家門家門家門家、、、、ビジネスマンビジネスマンビジネスマンビジネスマン、、、、国際的市民奉仕家国際的市民奉仕家国際的市民奉仕家国際的市民奉仕家、、、、全全全全5555大陸大陸大陸大陸からのからのからのからの州長州長州長州長、、、、前前前前

州長州長州長州長をををを一同一同一同一同にににに集集集集めたものであるめたものであるめたものであるめたものである。」。」。」。」 

ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ国家国家国家国家のののの連合連合連合連合はこのはこのはこのはこの論議論議論議論議にににに関連関連関連関連していますしていますしていますしています。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ連合連合連合連合(EU)(EU)(EU)(EU)

各国各国各国各国はははは、、、、かつてかつてかつてかつてローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国のののの一部一部一部一部であったからですであったからですであったからですであったからです。。。。これはこれはこれはこれは偶然偶然偶然偶然かもしれませんかもしれませんかもしれませんかもしれません。。。。しししし

かしかしかしかし、、、、聖書聖書聖書聖書のののの内容内容内容内容をををを変変変変えることなくえることなくえることなくえることなく、、、、聖書聖書聖書聖書のののの内容内容内容内容ににににピッタリピッタリピッタリピッタリとととと当当当当てはまりますてはまりますてはまりますてはまります。。。。 



ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ連合連合連合連合(EU)(EU)(EU)(EU)とはとはとはとは正確正確正確正確にはにはにはには一体何一体何一体何一体何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ加盟加盟加盟加盟15151515カカカカ国間国間国間国間でででで、、、、経経経経

済済済済、、、、政治的協力政治的協力政治的協力政治的協力をををを定義付定義付定義付定義付けけけけ管理管理管理管理するするするする条約条約条約条約がががが基基基基になっているになっているになっているになっているユニークユニークユニークユニークなななな組織枠組織枠組織枠組織枠ですですですです。。。。ヨヨヨヨ

ーロッパーロッパーロッパーロッパ連合連合連合連合はははは、、、、1950195019501950年代年代年代年代ににににベルギーベルギーベルギーベルギー、、、、フランスフランスフランスフランス、、、、ドイツドイツドイツドイツ、、、、イタリアイタリアイタリアイタリア、、、、ルクセンブルルクセンブルルクセンブルルクセンブル

ググググ、、、、オランダオランダオランダオランダのののの6666カカカカ国国国国によってによってによってによって始始始始まったまったまったまった統合統合統合統合のののの最新形態最新形態最新形態最新形態ですですですです。。。。これらこれらこれらこれら6666カカカカ国国国国のののの首相達首相達首相達首相達

はははは、、、、様様様様々々々々なななな形態形態形態形態ののののヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ統合統合統合統合をををを設立設立設立設立するするするする基本基本基本基本となるとなるとなるとなる条約条約条約条約にににに署名署名署名署名しましたしましたしましたしました。。。。そしそしそしそし

てててて、、、、加盟国内加盟国内加盟国内加盟国内でででで一部権限一部権限一部権限一部権限をををを移動移動移動移動させるさせるさせるさせる為為為為にににに、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ石炭鉄鋼共同体石炭鉄鋼共同体石炭鉄鋼共同体石炭鉄鋼共同体(ECSC)(ECSC)(ECSC)(ECSC)をををを発足発足発足発足

しましたしましたしましたしました。。。。石炭石炭石炭石炭とととと鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼はははは彼等彼等彼等彼等がががが一番始一番始一番始一番始めにめにめにめに統合統合統合統合したしたしたした物物物物でしたでしたでしたでした。。。。5555年後年後年後年後、、、、これらのこれらのこれらのこれらの製品価製品価製品価製品価

値値値値はははは129129129129％％％％上昇上昇上昇上昇しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの成功成功成功成功にににに伴伴伴伴いいいい、、、、これらこれらこれらこれら6666カカカカ国国国国はははは、、、、軍事及軍事及軍事及軍事及びびびび政治分野政治分野政治分野政治分野におけにおけにおけにおけ

るるるる統合統合統合統合もももも進進進進めましためましためましためました。。。。しかししかししかししかし、、、、これらのこれらのこれらのこれらの努力努力努力努力がががが脱線脱線脱線脱線したしたしたした為為為為、、、、彼等彼等彼等彼等はははは経済的経済的経済的経済的なななな統合統合統合統合にににに焦焦焦焦

点点点点をををを当当当当てることにてることにてることにてることに決心決心決心決心しししし、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ経済共同体経済共同体経済共同体経済共同体としてとしてとしてとして知知知知られるようになりましたられるようになりましたられるようになりましたられるようになりました。。。。 

1955195519551955年年年年、、、、イタリアイタリアイタリアイタリアののののメッシーナメッシーナメッシーナメッシーナにてにてにてにて、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ経済共同体経済共同体経済共同体経済共同体はははは、、、、各国各国各国各国のののの異異異異なったなったなったなった経済経済経済経済

市場市場市場市場をををを一一一一つのつのつのつの経済市場経済市場経済市場経済市場にににに統合統合統合統合することにすることにすることにすることに賛成賛成賛成賛成するするするする条約条約条約条約にににに署名署名署名署名しましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、広範広範広範広範

囲囲囲囲でのでのでのでの共通経済制度共通経済制度共通経済制度共通経済制度によってによってによってによって、、、、商品商品商品商品、、、、人材人材人材人材、、、、資本資本資本資本、、、、サービスサービスサービスサービスのののの自由自由自由自由なななな動動動動きをきをきをきを確証確証確証確証するするするする

ものでしたものでしたものでしたものでした。。。。そのそのそのその後後後後、、、、平和目的平和目的平和目的平和目的でででで、、、、核核核核エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの使用使用使用使用をををを前進前進前進前進させるさせるさせるさせる為為為為にににに、、、、ヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッ

パパパパ原子力共同体原子力共同体原子力共同体原子力共同体がががが形成形成形成形成されましたされましたされましたされました。。。。このこのこのこの条約条約条約条約はよくはよくはよくはよくローマローマローマローマ条約条約条約条約とととと言言言言われますがわれますがわれますがわれますが、、、、1957195719571957

年年年年3333月月月月ににににローマローマローマローマにてにてにてにて署名署名署名署名されされされされ、、、、1958195819581958年年年年1111月月月月にににに施行施行施行施行されましたされましたされましたされました。。。。 

それそれそれそれ以来以来以来以来、、、、4444段階段階段階段階のののの拡大拡大拡大拡大がががが起起起起こりましたこりましたこりましたこりました。。。。1973197319731973年年年年にはにはにはには6666カカカカ国国国国にににに加加加加ええええ、、、、デンマークデンマークデンマークデンマーク、、、、アイアイアイアイ

ルランドルランドルランドルランド、、、、イギリスイギリスイギリスイギリスがががが加盟加盟加盟加盟しましたしましたしましたしました。。。。1981198119811981年年年年にはにはにはにはギリシャギリシャギリシャギリシャもももも加盟加盟加盟加盟しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこのギリギリギリギリ

シャシャシャシャがががが加加加加わったわったわったわった時点時点時点時点でででで、、、、私私私私はははは非常非常非常非常にににに興奮興奮興奮興奮しましたしましたしましたしました。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、私私私私はははは、「、「、「、「わあわあわあわあ、、、、10101010カカカカ国国国国

がががが連合連合連合連合したしたしたした。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの鉄鉄鉄鉄とととと粘土粘土粘土粘土のののの預言預言預言預言だだだだ！」！」！」！」とととと思思思思ったからですったからですったからですったからです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ネブカデネブカデネブカデネブカデ

ネザルネザルネザルネザル王王王王のののの夢夢夢夢のののの成就成就成就成就のようにのようにのようにのように見見見見えましたえましたえましたえました。。。。しかししかししかししかし、、、、1986198619861986年年年年ににににスペインスペインスペインスペインととととポルトガルポルトガルポルトガルポルトガルがががが

加盟加盟加盟加盟したのでしたのでしたのでしたので、、、、私私私私はははは「「「「ああああああああ、、、、だめだだめだだめだだめだ。。。。彼等彼等彼等彼等はははは加盟加盟加盟加盟できないできないできないできない。。。。それじゃそれじゃそれじゃそれじゃ12121212カカカカ国国国国になってになってになってになって

しまうしまうしまうしまう！」！」！」！」とととと思思思思いまいまいまいましたしたしたした。。。。そのそのそのその後後後後、、、、オーストリアオーストリアオーストリアオーストリア、、、、フィンランドフィンランドフィンランドフィンランド、、、、スウェーデンスウェーデンスウェーデンスウェーデンがががが

1995199519951995年年年年のののの1111月月月月にににに加盟加盟加盟加盟しましたしましたしましたしました。。。。そしてついそしてついそしてついそしてつい最近最近最近最近ではもうではもうではもうではもう10101010カカカカ国国国国がががが加加加加わりわりわりわり、、、、あともうあともうあともうあともう10101010カカカカ

国国国国もももも続続続続けてけてけてけて加盟加盟加盟加盟しようとしていますしようとしていますしようとしていますしようとしています。。。。ですからですからですからですから、、、、35353535カカカカ国国国国がががが連合連合連合連合しししし、、、、世界最大世界最大世界最大世界最大のののの経済機経済機経済機経済機

構構構構をををを形成形成形成形成していますしていますしていますしています。。。。 

これらのこれらのこれらのこれらの出来事出来事出来事出来事ををををダニエルダニエルダニエルダニエルのののの啓示啓示啓示啓示とととと比比比比べてべてべてべて見見見見ているているているている私私私私たちにとってたちにとってたちにとってたちにとって、、、、一一一一つのつのつのつの深刻深刻深刻深刻なななな障障障障

害害害害がががが立立立立ちはだかっていますちはだかっていますちはだかっていますちはだかっています。。。。ロシアロシアロシアロシアですですですです。。。。ロシアロシアロシアロシアががががヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ大陸大陸大陸大陸にとってにとってにとってにとって大大大大きなきなきなきな軍軍軍軍

事的脅威事的脅威事的脅威事的脅威としてとしてとしてとして存在存在存在存在するするするする限限限限りりりり、、、、西洋西洋西洋西洋ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパはははは世界世界世界世界をををを支配支配支配支配するするするする権力権力権力権力としてのしとしてのしとしてのしとしてのし上上上上がががが

ることができないでしょうることができないでしょうることができないでしょうることができないでしょう。。。。ロシアロシアロシアロシアはははは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな兵器工場兵器工場兵器工場兵器工場をををを建設建設建設建設しししし、、、、西洋西洋西洋西洋ヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッ

パパパパにににに対抗対抗対抗対抗するするするする立場立場立場立場をををを取取取取っていますっていますっていますっています。。。。ロシアロシアロシアロシアがそのようにがそのようにがそのようにがそのように非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな軍事力軍事力軍事力軍事力をををを持持持持ってってってって

いるいるいるいる限限限限りりりり、、、、ロシアロシアロシアロシアはははは西洋西洋西洋西洋ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパまたはまたはまたはまたはヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ連合連合連合連合のののの力力力力をををを妨妨妨妨げるでしょうげるでしょうげるでしょうげるでしょう。。。。たたたた

とえとえとえとえヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ連合各国連合各国連合各国連合各国のののの国民総生産国民総生産国民総生産国民総生産(GNP)(GNP)(GNP)(GNP)ががががアメリカアメリカアメリカアメリカよりよりよりより大大大大きいきいきいきい可能性可能性可能性可能性があってもがあってもがあってもがあっても、、、、

そしてそしてそしてそして世界一強世界一強世界一強世界一強いいいい経済力経済力経済力経済力となってもとなってもとなってもとなっても、、、、ロシアロシアロシアロシアがいるがいるがいるがいる限限限限りりりり、、、、彼等彼等彼等彼等はははは世界世界世界世界をををを支配支配支配支配するするするする立場立場立場立場

にはにはにはには成成成成りりりり得得得得ませんませんませんません。。。。 

これらのこれらのこれらのこれらの障害障害障害障害はははは壊壊壊壊れてきていますれてきていますれてきていますれてきています。。。。1990199019901990年年年年からからからから起起起起こりこりこりこり始始始始めためためためた出来事出来事出来事出来事がががが、、、、全西洋世界全西洋世界全西洋世界全西洋世界をををを

驚驚驚驚きききき飛飛飛飛びびびび上上上上がらせていますがらせていますがらせていますがらせています。。。。共産主義共産主義共産主義共産主義のののの明明明明らかならかならかならかな崩壊崩壊崩壊崩壊、、、、ベルリンベルリンベルリンベルリンのののの壁壁壁壁のののの崩壊崩壊崩壊崩壊、、、、ドイツドイツドイツドイツ

再統一再統一再統一再統一、、、、東東東東ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパのののの自由化自由化自由化自由化はははは世界世界世界世界にににに驚驚驚驚きのきのきのきの波波波波をををを送送送送りましたりましたりましたりました。。。。ソビエトソビエトソビエトソビエトのののの経済崩壊経済崩壊経済崩壊経済崩壊

もももも伴伴伴伴いいいい、、、、神神神神がこのがこのがこのがこの最後最後最後最後のののの障害物障害物障害物障害物をををを取取取取りのけてりのけてりのけてりのけておられおられおられおられるようにるようにるようにるように見見見見えますえますえますえます。。。。 



1992199219921992年年年年12121212月月月月31313131日日日日、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ共同体共同体共同体共同体(EC)(EC)(EC)(EC)各国各国各国各国のののの経済経済経済経済のののの壁壁壁壁はははは取取取取りりりり除除除除かれかれかれかれ、、、、共通通商共通通商共通通商共通通商がががが発発発発

効効効効されましたされましたされましたされました。。。。これはこれはこれはこれはローマクラブローマクラブローマクラブローマクラブのののの夢夢夢夢のののの公式的公式的公式的公式的なななな現実化現実化現実化現実化でしたでしたでしたでした。。。。 

1999199919991999年年年年1111月月月月、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ経済共同体経済共同体経済共同体経済共同体(EEC)(EEC)(EEC)(EEC)がががが初初初初めてめてめてめてユーロユーロユーロユーロ通貨通貨通貨通貨をををを発効発効発効発効したしたしたした時時時時、、、、ユーロユーロユーロユーロとととと

アメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルのののの為替為替為替為替レートレートレートレートはははは、、、、1111ドルドルドルドル0.8270.8270.8270.827ユーロユーロユーロユーロからからからから、、、、今日今日今日今日のののの1111ドルドルドルドル1.3561.3561.3561.356ユーロユーロユーロユーロまでまでまでまで

のののの間間間間でででで変動変動変動変動してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。変動変動変動変動のののの予期予期予期予期にもにもにもにも関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、ユーロユーロユーロユーロのののの上昇上昇上昇上昇はははは落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた観測観測観測観測

ができますができますができますができます。。。。アメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルはははは長長長長いいいい間世界通貨間世界通貨間世界通貨間世界通貨のののの基準基準基準基準でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、それはそれはそれはそれは変化変化変化変化していましていましていましていま

すすすす。。。。アメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルははははユーロユーロユーロユーロにににに対対対対してしてしてして価値価値価値価値がががが下降下降下降下降していますしていますしていますしています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、5555年以内年以内年以内年以内にににに、、、、ユーユーユーユー

ロロロロががががアメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドルにににに代代代代わってわってわってわって世界通貨基準世界通貨基準世界通貨基準世界通貨基準になるであろうとになるであろうとになるであろうとになるであろうと推測推測推測推測されていますされていますされていますされています。。。。 

このこのこのこの国家連合国家連合国家連合国家連合をををを分析分析分析分析するとするとするとすると、、、、あるあるあるある部分部分部分部分はははは堅堅堅堅いいいい（（（（強強強強いいいい））））鉄鉄鉄鉄でででで、、、、あるあるあるある部分部分部分部分はははは粘土粘土粘土粘土であるとであるとであるとであると

いういういういう、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの預言預言預言預言にににに当当当当てはまることがわかりますてはまることがわかりますてはまることがわかりますてはまることがわかります。。。。鉄鉄鉄鉄とととと粘土粘土粘土粘土はははは決決決決してしてしてして一一一一つのつのつのつの同性同性同性同性

物質物質物質物質にににに混合混合混合混合することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。同同同同じようにじようにじようにじように、、、、このこのこのこの国家連合国家連合国家連合国家連合はあるはあるはあるはある時点時点時点時点ではではではでは統合統合統合統合しししし

たようにたようにたようにたように見見見見えますがえますがえますがえますが、、、、完全完全完全完全にににに統合統合統合統合することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。各国各国各国各国のののの連合連合連合連合にににに対対対対するするするする忠誠忠誠忠誠忠誠

はははは、、、、連合連合連合連合がががが自国自国自国自国のののの益益益益になるになるになるになる時点時点時点時点まででまででまででまでで、、、、益益益益にならなくなればにならなくなればにならなくなればにならなくなればストップストップストップストップしますしますしますします。。。。 

私私私私がががが非常非常非常非常にににに興奮興奮興奮興奮したしたしたした最近最近最近最近のののの発展発展発展発展はははは、、、、現在現在現在現在ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ連合連合連合連合はははは、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパをををを西西西西5555地区地区地区地区とととと東東東東

5555地区地区地区地区のののの10101010区域区域区域区域にににに分割分割分割分割しようとしようとしようとしようと計画計画計画計画しているしているしているしている事事事事ですですですです。。。。私私私私がこのがこのがこのがこの計画計画計画計画をををを聞聞聞聞いたいたいたいた時時時時、、、、私私私私はははは

「「「「オーケーオーケーオーケーオーケー。。。。今私今私今私今私たちはたちはたちはたちはダニエルダニエルダニエルダニエルのののの預言預言預言預言にににに戻戻戻戻ったったったった。」。」。」。」とととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。このこのこのこの新新新新しいしいしいしい発展発展発展発展

はははは、、、、10101010本本本本のののの指指指指をををを持持持持つつつつ足足足足のののの預言預言預言預言がががが成就成就成就成就するするするする可能性可能性可能性可能性をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。 

ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国のののの後後後後、、、、世界世界世界世界をををを支配支配支配支配するするするする国家国家国家国家やややや帝国帝国帝国帝国はありませんでしたはありませんでしたはありませんでしたはありませんでした。。。。多多多多くのくのくのくの国家国家国家国家がががが権力権力権力権力

をををを上上上上げげげげ、、、、そしていそしていそしていそしていくつかのくつかのくつかのくつかの国家国家国家国家はははは世界支配世界支配世界支配世界支配のののの野望野望野望野望をををを現現現現しましたしましたしましたしました。。。。それはそれはそれはそれはヒトラーヒトラーヒトラーヒトラーのののの野野野野

望望望望でしたでしたでしたでした。。。。がががが、、、、世界支配世界支配世界支配世界支配をををを達成達成達成達成しししし獲得獲得獲得獲得したしたしたした国家国家国家国家はまだありませんはまだありませんはまだありませんはまだありません。。。。しかししかししかししかし、、、、ヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッ

パパパパ連合間連合間連合間連合間でのでのでのでの動動動動きはきはきはきは、、、、世界世界世界世界をををを支配支配支配支配するするするする帝国帝国帝国帝国となるとなるとなるとなる全全全全てのてのてのての目印目印目印目印をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。10101010本本本本のののの

指指指指をををを持持持持つつつつ足足足足、、、、鉄鉄鉄鉄とととと粘土粘土粘土粘土のののの足足足足、、、、このこのこのこの全全全全てのてのてのての印印印印をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。私私私私たちがたちがたちがたちがヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ連合連合連合連合

のののの台頭台頭台頭台頭をををを見見見見るるるる時時時時、、、、私私私私たちはたちはたちはたちはネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザル王王王王のののの夢夢夢夢のののの成就成就成就成就をををを見見見見ているのだとているのだとているのだとているのだと私私私私はははは確信確信確信確信しししし

ていますていますていますています。。。。 

反反反反キリストキリストキリストキリスト 

聖書聖書聖書聖書はははは時時時時々々々々彼彼彼彼のののの事事事事をををを獣獣獣獣とととと呼呼呼呼んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。またまたまたまた別別別別のののの時時時時はははは「「「「不法不法不法不法のののの人人人人」」」」またはまたはまたはまたは「「「「滅滅滅滅びのびのびのびの

子子子子」」」」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。しかししかししかししかし、、、、彼彼彼彼のののの最最最最もももも一般的一般的一般的一般的なななな名前名前名前名前はははは「「「「反反反反キリストキリストキリストキリスト」」」」ですですですです。。。。10101010カカカカ国国国国

連合連合連合連合からからからから力力力力をををを上上上上げてげてげてげて来来来来るるるる「「「「角角角角」」」」であるであるであるである人物人物人物人物はははは、、、、多多多多くのくのくのくの名称名称名称名称でででで知知知知られますがられますがられますがられますが、、、、一一一一つのつのつのつの事事事事

はははは確実確実確実確実ですですですです。。。。彼彼彼彼はははは悪魔悪魔悪魔悪魔のののの側側側側におりにおりにおりにおり、、、、歴史上歴史上歴史上歴史上、、、、他他他他のののの誰誰誰誰よりもひどいよりもひどいよりもひどいよりもひどい命令命令命令命令をしますをしますをしますをします。。。。イエイエイエイエ

スススス・・・・キリストキリストキリストキリスト再臨再臨再臨再臨のののの直前直前直前直前にににに、、、、彼彼彼彼はははは天天天天にあるにあるにあるにある全全全全てのものにてのものにてのものにてのものに反抗反抗反抗反抗しししし、、、、自分自分自分自分をををを神神神神のののの上上上上にににに高高高高くくくく

上上上上げようとしますげようとしますげようとしますげようとします。（。（。（。（第二第二第二第二テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2222章章章章3333----4444節節節節）））） 

あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、そのようなそのようなそのようなそのような悪悪悪悪のののの人人人人がこのがこのがこのがこの世世世世にににに受受受受けけけけ入入入入れられるのはれられるのはれられるのはれられるのは難難難難しいのではないかとしいのではないかとしいのではないかとしいのではないかと思思思思

うかもしれませんうかもしれませんうかもしれませんうかもしれません。。。。しかししかししかししかし事実事実事実事実、、、、このこのこのこの世世世世はははは彼彼彼彼のののの欺欺欺欺きのきのきのきの為為為為にににに準備準備準備準備しておりしておりしておりしており、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル

ほどほどほどほど確実確実確実確実にそれがわかるにそれがわかるにそれがわかるにそれがわかる場所場所場所場所はありませんはありませんはありませんはありません。。。。 

私私私私はははは過去何年間過去何年間過去何年間過去何年間ももももユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの友人友人友人友人ととととメシメシメシメシヤヤヤヤについてのについてのについてのについての会話会話会話会話をををを交交交交わしてきましたわしてきましたわしてきましたわしてきました。。。。私私私私はははは

あるあるあるある特定特定特定特定のののの友人友人友人友人にににに、「、「、「、「イエスイエスイエスイエスががががメシメシメシメシヤヤヤヤであるとであるとであるとであると見見見見えないのはどうしてですかえないのはどうしてですかえないのはどうしてですかえないのはどうしてですか？」？」？」？」とととと聞聞聞聞

きましたきましたきましたきました。。。。彼彼彼彼はははは、「、「、「、「イエスイエスイエスイエスはははは自分自分自分自分をををを神神神神のののの御子御子御子御子であるとであるとであるとであると主張主張主張主張したがしたがしたがしたが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちはメシメシメシメシヤヤヤヤがががが

人間人間人間人間であるとであるとであるとであると信信信信じているじているじているじている。」。」。」。」とととと答答答答えましたえましたえましたえました。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは申命記申命記申命記申命記18181818章章章章15151515節節節節をををを基基基基にしてこのよにしてこのよにしてこのよにしてこのよ

うにうにうにうに予期予期予期予期していますしていますしていますしています。。。。申命記申命記申命記申命記18181818章章章章15151515節節節節ではではではでは、、、、モーセモーセモーセモーセがこうがこうがこうがこう言言言言いましたいましたいましたいました。「。「。「。「あなたのあなたのあなたのあなたの

神神神神、、、、主主主主はははは、、、、あなたのうちからあなたのうちからあなたのうちからあなたのうちから、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの同胞同胞同胞同胞のののの中中中中からからからから、、、、私私私私のようなひとりののようなひとりののようなひとりののようなひとりの預言者預言者預言者預言者をををを

あなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのために起起起起こされるこされるこされるこされる。。。。彼彼彼彼にににに聞聞聞聞きききき従従従従わなければならわなければならわなければならわなければならないないないない。」。」。」。」 



私私私私はははは彼彼彼彼ににににイザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書9999章章章章6666節節節節をををを指摘指摘指摘指摘しましたしましたしましたしました。「。「。「。「ひとりのみどりごがひとりのみどりごがひとりのみどりごがひとりのみどりごが、、、、私私私私たちのためにたちのためにたちのためにたちのために生生生生

まれるまれるまれるまれる。。。。ひとりのひとりのひとりのひとりの男男男男のののの子子子子がががが、、、、私私私私たちにたちにたちにたちに与与与与えられるえられるえられるえられる。。。。主権主権主権主権はそのはそのはそのはその肩肩肩肩にありにありにありにあり、、、、そのそのそのその名名名名はははは、、、、

不思議不思議不思議不思議なななな助言者助言者助言者助言者、、、、力力力力あるあるあるある神神神神、、、、永遠永遠永遠永遠のののの父父父父、、、、平和平和平和平和のののの君君君君とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる。」。」。」。」ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人はこれがはこれがはこれがはこれがメメメメ

シシシシヤヤヤヤにににに関関関関するするするする預言預言預言預言であるとであるとであるとであると認識認識認識認識していますしていますしていますしています。。。。にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは御自身御自身御自身御自身がががが神神神神のののの御御御御

子子子子であるというであるというであるというであるというイエスイエスイエスイエス様様様様のののの宣言宣言宣言宣言をををを受受受受けけけけ入入入入れませんれませんれませんれません。。。。 

私私私私たちがたちがたちがたちが会話会話会話会話をををを続続続続けていくうちにけていくうちにけていくうちにけていくうちに、、、、私私私私はははは質問質問質問質問しましたしましたしましたしました。。。。「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、あなたはあなたはあなたはあなたはメシメシメシメシヤヤヤヤ

がまだこれからやってがまだこれからやってがまだこれからやってがまだこれからやって来来来来るとるとるとると信信信信じているのですかじているのですかじているのですかじているのですか？」？」？」？」彼彼彼彼はははは答答答答えましたえましたえましたえました。。。。「「「「はいはいはいはい。。。。そうそうそうそう

ですですですです。」。」。」。」 

それからそれからそれからそれから私私私私はははは尋尋尋尋ねましたねましたねましたねました。「。「。「。「そうですかそうですかそうですかそうですか。。。。もしもしもしもしメシメシメシメシヤヤヤヤがあなたのようながあなたのようながあなたのようながあなたのような人間人間人間人間ならならならなら、、、、ああああ

なたはなたはなたはなたは彼彼彼彼（（（（メシメシメシメシヤヤヤヤ））））がががが来来来来たたたた時時時時どうやってわかるのですかどうやってわかるのですかどうやってわかるのですかどうやってわかるのですか？」？」？」？」私私私私のののの友人友人友人友人はははは、「、「、「、「彼彼彼彼はははは私私私私たたたた

ちがちがちがちが神殿神殿神殿神殿をををを再建再建再建再建するようにするようにするようにするように導導導導いてくれますいてくれますいてくれますいてくれます。」。」。」。」とととと答答答答えましたえましたえましたえました。。。。 

開開開開かれたかれたかれたかれた扉扉扉扉がありますがありますがありますがあります。。。。反反反反キリストキリストキリストキリストがががが入入入入りりりり込込込込んでんでんでんで来来来来てててて、、、、受受受受けけけけ入入入入れられるだけでなくれられるだけでなくれられるだけでなくれられるだけでなく、、、、

承認承認承認承認されるされるされるされる場所場所場所場所がありますがありますがありますがあります。。。。聖書聖書聖書聖書はははは、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとととと契約契約契約契約をををを結結結結ぶとぶとぶとぶと言言言言ってってってって

いますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの契約契約契約契約にににに入入入入りりりり3333年半年半年半年半がががが経経経経つとつとつとつと、、、、彼彼彼彼はははは神殿神殿神殿神殿にににに立立立立ちちちち、、、、自分自分自分自分こそこそこそこそ神神神神であるであるであるである

とととと宣言宣言宣言宣言しますしますしますします。（。（。（。（ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書12121212章章章章11111111節節節節）））） 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは言言言言われわれわれわれましたましたましたました。。。。「「「「わたしはわたしのわたしはわたしのわたしはわたしのわたしはわたしの父父父父のののの名名名名によってによってによってによって来来来来ましたがましたがましたがましたが、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが

たはわたしをたはわたしをたはわたしをたはわたしを受受受受けけけけ入入入入れませんれませんれませんれません。。。。ほかのほかのほかのほかの人人人人がそのがそのがそのがその人自身人自身人自身人自身のののの名名名名においてにおいてにおいてにおいて来来来来ればればればれば、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが

たはそのたはそのたはそのたはその人人人人をををを受受受受けけけけ入入入入れるのですれるのですれるのですれるのです。。。。」（」（」（」（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書5555章章章章43434343節節節節））））私私私私たちがたちがたちがたちが見見見見れるようれるようれるようれるよう

にににに、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは準備準備準備準備されされされされ、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストををををメシメシメシメシヤヤヤヤとしてとしてとしてとして受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる準備準備準備準備ができていまができていまができていまができていま

すすすす。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを助助助助けけけけ、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに神殿神殿神殿神殿をををを再建再建再建再建させるからさせるからさせるからさせるから

ですですですです。。。。 

黙示録黙示録黙示録黙示録13131313章章章章4444、、、、16161616----17171717節節節節でででで預言預言預言預言されているようにされているようにされているようにされているように、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストはまずはまずはまずはまず、、、、成功成功成功成功するするするする平和計平和計平和計平和計

画画画画とととと、、、、全全全全くくくく新新新新しいしいしいしい商業制度商業制度商業制度商業制度をををを持持持持ってってってって公共公共公共公共のののの場場場場にににに突出突出突出突出してしてしてして来来来来まままますすすす。。。。彼彼彼彼はははは世界経済世界経済世界経済世界経済にににに驚驚驚驚くくくく

べきべきべきべき不思議不思議不思議不思議なわざをなわざをなわざをなわざを成成成成しししし、、、、奇跡奇跡奇跡奇跡をををを行行行行うとしてうとしてうとしてうとして知知知知られるようになりますられるようになりますられるようになりますられるようになります。。。。人人人人々々々々はははは驚驚驚驚きききき、、、、

彼彼彼彼をこのをこのをこのをこの世世世世のののの救救救救いいいい主主主主としてとしてとしてとして崇拝崇拝崇拝崇拝するようになりますするようになりますするようになりますするようになります。。。。全世界全世界全世界全世界がががが安全安全安全安全をををを切切切切にににに求求求求めているめているめているめている

とととと、、、、彼彼彼彼はそのはそのはそのはその要求要求要求要求をををを満満満満たしますたしますたしますたします。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは既既既既にににに、、、、力強力強力強力強いいいい平和運動平和運動平和運動平和運動ががががヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパのののの間間間間でででで

起起起起こっているのをこっているのをこっているのをこっているのを見見見見ますますますます。。。。平和平和平和平和をををを求求求求めるめるめるめる叫叫叫叫びがびがびがびが全世界全世界全世界全世界でででで高高高高まっているのをまっているのをまっているのをまっているのを聞聞聞聞くことがくことがくことがくことが

できますできますできますできます。。。。このこのこのこの聖書聖書聖書聖書でででで預言預言預言預言されているされているされているされている「「「「不法不法不法不法のののの人人人人」」」」がががが、、、、世界平和世界平和世界平和世界平和のののの為為為為のののの計画計画計画計画をををを持持持持ってってってって

出現出現出現出現しししし、、、、受受受受けけけけ入入入入れられるれられるれられるれられる舞台舞台舞台舞台はははは確実確実確実確実にににに整整整整えられていますえられていますえられていますえられています。。。。 

反反反反キリストキリストキリストキリストはははは奇跡的奇跡的奇跡的奇跡的なななな力力力力をををを持持持持っているようにっているようにっているようにっているように見見見見えますがえますがえますがえますが、、、、彼彼彼彼のののの力力力力のののの本当本当本当本当のののの源源源源ははははサタンサタンサタンサタン

ですですですです。。。。ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書4444章章章章でででで、、、、サタンサタンサタンサタンががががイエスイエスイエスイエス様様様様にににに自分自分自分自分をををを礼拝礼拝礼拝礼拝するようにするようにするようにするように試試試試みたみたみたみた事事事事をををを思思思思いいいい

出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。サタンサタンサタンサタンははははイエスイエスイエスイエス様様様様にににに全世界全世界全世界全世界をををを見見見見せてせてせてせて、「、「、「、「このこのこのこの、、、、国国国国々々々々のいっさいののいっさいののいっさいののいっさいの権権権権

力力力力とととと栄光栄光栄光栄光とをあなたにとをあなたにとをあなたにとをあなたに差差差差しししし上上上上げましょうげましょうげましょうげましょう。。。。それはそれはそれはそれは私私私私にににに任任任任されているのでされているのでされているのでされているので、、、、私私私私がこれとがこれとがこれとがこれと

思思思思うううう人人人人にににに差差差差しししし上上上上げるのですげるのですげるのですげるのです。。。。ですからですからですからですから、、、、もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが私私私私をををを拝拝拝拝むならむならむならむなら、、、、すべてをあなたすべてをあなたすべてをあなたすべてをあなた

のものとしましょうのものとしましょうのものとしましょうのものとしましょう。」。」。」。」とととと言言言言いましたいましたいましたいました。（。（。（。（ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書4444章章章章5555----7777節節節節）））） 

このこのこのこの箇所箇所箇所箇所はははは英語英語英語英語のののの欽定訳欽定訳欽定訳欽定訳ではではではでは、「、「、「、「このこのこのこの全全全全てのてのてのての力力力力とととと栄光栄光栄光栄光とをあなたにあげましょうとをあなたにあげましょうとをあなたにあげましょうとをあなたにあげましょう。。。。そそそそ

れはれはれはれは私私私私にににに任任任任されているのでされているのでされているのでされているので、、、、私私私私がこれとがこれとがこれとがこれと思思思思うううう人人人人ににににあげるのですあげるのですあげるのですあげるのです。」。」。」。」とととと訳訳訳訳されていますされていますされていますされています

（（（（権力権力権力権力＝＝＝＝authorityauthorityauthorityauthorityではなくてではなくてではなくてではなくて力力力力＝＝＝＝powerpowerpowerpower）。）。）。）。私私私私たちがたちがたちがたちが知知知知っているようにっているようにっているようにっているように、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは

サタンサタンサタンサタンにににに答答答答ええええ、「『、「『、「『、「『あなたのあなたのあなたのあなたの神神神神であるであるであるである主主主主をををを拝拝拝拝みみみみ、、、、主主主主にだけにだけにだけにだけ仕仕仕仕えなさいえなさいえなさいえなさい。』。』。』。』とととと書書書書いてあいてあいてあいてあ

るるるる。」。」。」。」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。サタンサタンサタンサタンのののの提案提案提案提案ははははイエスイエスイエスイエス様様様様によってによってによってによって拒絶拒絶拒絶拒絶されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、反反反反キリキリキリキリ

ストストストストによってによってによってによって受受受受けけけけ入入入入れられますれられますれられますれられます。。。。実際実際実際実際、、、、サタンサタンサタンサタンはそれをはそれをはそれをはそれを良良良良いいいい提案提案提案提案のようにのようにのようにのように見見見見せかけませかけませかけませかけま

すすすす。。。。彼彼彼彼をををを礼拝礼拝礼拝礼拝するするするする者者者者にににに力力力力とととと権力権力権力権力とととと王冠王冠王冠王冠をををを与与与与えるのですえるのですえるのですえるのです。。。。 



黙示録黙示録黙示録黙示録13131313章章章章12121212節節節節にはにはにはには、、、、このこのこのこの「「「「奇跡的奇跡的奇跡的奇跡的なななな力力力力」」」」のののの証拠証拠証拠証拠としてとしてとしてとして、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストはははは致命的致命的致命的致命的なななな傷傷傷傷をををを

負負負負うううう・・・・・・・・・・・・おそらくおそらくおそらくおそらく暗殺暗殺暗殺暗殺がががが試試試試みらみらみらみられるのでしょうれるのでしょうれるのでしょうれるのでしょう・・・・・・・・・・・・がががが、、、、回復回復回復回復するとするとするとすると書書書書かれていまかれていまかれていまかれていま

すすすす。「。「。「。「このこのこのこの獣獣獣獣はははは、、、、最初最初最初最初のののの獣獣獣獣がががが持持持持っているすべてのっているすべてのっているすべてのっているすべての権威権威権威権威をそのをそのをそのをその獣獣獣獣のののの前前前前でででで働働働働かせたかせたかせたかせた。。。。まままま

たたたた、、、、地地地地とととと地地地地にににに住住住住むむむむ人人人人々々々々にににに、、、、致命的致命的致命的致命的なななな傷傷傷傷のののの直直直直ったったったった最初最初最初最初のののの獣獣獣獣をををを拝拝拝拝ませたませたませたませた。」。」。」。」ここでここでここでここで「「「「致命致命致命致命

的的的的なななな傷傷傷傷」」」」というというというという表現表現表現表現にににに注目注目注目注目してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。彼彼彼彼はははは死死死死ぬがぬがぬがぬが、、、、そこからそこからそこからそこから癒癒癒癒されるということされるということされるということされるということ

をををを意味意味意味意味していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの暗殺暗殺暗殺暗殺のののの試試試試みからみからみからみから彼彼彼彼がががが受受受受けるけるけるける傷傷傷傷についてについてについてについて、、、、ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤはははは説明説明説明説明してしてしてして

いますいますいますいます。「。「。「。「剣剣剣剣がそのがそのがそのがその腕腕腕腕とそのとそのとそのとその右右右右のののの目目目目をををを打打打打ちちちち、、、、そのそのそのその腕腕腕腕はははは全全全全くくくく衰衰衰衰ええええ、、、、そのそのそのその右右右右のののの目目目目はははは全全全全くくくく見見見見

えなくなるえなくなるえなくなるえなくなる。」（。」（。」（。」（ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書11111111章章章章17171717節節節節）））） 

またまたまたまた、、、、暗殺暗殺暗殺暗殺のののの試試試試みとみとみとみと反反反反キリストキリストキリストキリストのののの「「「「奇跡的奇跡的奇跡的奇跡的」」」」なななな回復回復回復回復がががが、「、「、「、「地地地地とととと地地地地にににに住住住住むむむむ人人人人々」々」々」々」がががが彼彼彼彼をををを

拝拝拝拝むようにさせるむようにさせるむようにさせるむようにさせる事事事事にににに注目注目注目注目してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。彼彼彼彼はははは無敵無敵無敵無敵のようにのようにのようにのように見見見見えますえますえますえます。。。。実際実際実際実際ににににサタンサタンサタンサタン

をををを礼拝礼拝礼拝礼拝するほどするほどするほどするほど、、、、人人人人々々々々がががが愚愚愚愚かであるとはかであるとはかであるとはかであるとは信信信信じられないようにじられないようにじられないようにじられないように思思思思うかもしれませんがうかもしれませんがうかもしれませんがうかもしれませんが、、、、

今日今日今日今日でもでもでもでも、、、、説得説得説得説得させられるようなさせられるようなさせられるようなさせられるような奇跡的奇跡的奇跡的奇跡的なななな証拠証拠証拠証拠がなくてもがなくてもがなくてもがなくてもサタンサタンサタンサタンをををを礼拝礼拝礼拝礼拝するするするする人人人人々々々々がいがいがいがい

るるるる事事事事をををを覚覚覚覚えておくべきですえておくべきですえておくべきですえておくべきです。。。。 

ダニエルダニエルダニエルダニエルはははは反反反反キリストキリストキリストキリストについてについてについてについて更更更更にににに語語語語っていますっていますっていますっています。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書11111111章章章章38383838節節節節にはにはにはには、、、、彼彼彼彼はははは

「「「「とりでのとりでのとりでのとりでの神神神神をあがめるをあがめるをあがめるをあがめる」」」」とととと書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、彼彼彼彼がががが種種種種々々々々のののの神神神神々々々々をををを礼拝礼拝礼拝礼拝するするするする代代代代

わりにわりにわりにわりに、、、、軍事権力軍事権力軍事権力軍事権力をををを礼拝礼拝礼拝礼拝するというするというするというするという意味意味意味意味であるであるであるである、、、、とととと解釈解釈解釈解釈されていますされていますされていますされています。。。。またまたまたまた7777章章章章ではではではでは、、、、

彼彼彼彼はははは聖徒聖徒聖徒聖徒たちにたちにたちにたちに戦戦戦戦いをいどみいをいどみいをいどみいをいどみ、、、、打打打打ちちちち勝勝勝勝つとつとつとつと書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。ここでのここでのここでのここでの聖徒聖徒聖徒聖徒たちはたちはたちはたちは教会教会教会教会

ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、地獄地獄地獄地獄（（（（ハデスハデスハデスハデス））））のののの門門門門もももも教会教会教会教会にはにはにはには打打打打ちちちち勝勝勝勝てないからですてないからですてないからですてないからです

（（（（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書16161616章章章章18181818節節節節）。）。）。）。そのそのそのその時点時点時点時点でこのでこのでこのでこの地上地上地上地上にいるにいるにいるにいる人人人人々々々々はははは彼彼彼彼をををを礼拝礼拝礼拝礼拝するでしょするでしょするでしょするでしょ

うううう。。。。しかししかししかししかし、、、、彼彼彼彼をををを礼拝礼拝礼拝礼拝するするするする者達者達者達者達のののの恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい破滅破滅破滅破滅についてについてについてについて私私私私たちはたちはたちはたちは語語語語られていますられていますられていますられています。。。。黙黙黙黙

示録示録示録示録14141414章章章章はははは、、、、誰誰誰誰でもそのでもそのでもそのでもその獣獣獣獣をををを拝拝拝拝みそのみそのみそのみその刻印刻印刻印刻印をををを受受受受けるけるけるける者者者者はははは、「、「、「、「神神神神のののの怒怒怒怒りのりのりのりの杯杯杯杯にににに混混混混ぜぜぜぜ物物物物なななな

しにしにしにしに注注注注がれたがれたがれたがれた神神神神のののの怒怒怒怒りのぶどうりのぶどうりのぶどうりのぶどう酒酒酒酒をををを飲飲飲飲むむむむ。。。。またまたまたまた、、、、聖聖聖聖なるなるなるなる御使御使御使御使いたちといたちといたちといたちと子羊子羊子羊子羊とのとのとのとの前前前前でででで、、、、

火火火火とととと硫黄硫黄硫黄硫黄とでとでとでとで苦苦苦苦しめられるしめられるしめられるしめられる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの苦苦苦苦しみしみしみしみのののの煙煙煙煙はははは、、、、永遠永遠永遠永遠にまでもにまでもにまでもにまでも立立立立ちちちち上上上上るるるる。。。。

獣獣獣獣とそのとそのとそのとその像像像像とをとをとをとを拝拝拝拝むむむむ者者者者、、、、まただれでもまただれでもまただれでもまただれでも獣獣獣獣のののの名名名名のののの刻印刻印刻印刻印をををを受受受受けるけるけるける者者者者はははは、、、、昼昼昼昼もももも夜夜夜夜もももも休休休休みをみをみをみを得得得得

ないないないない。。。。」」」」とととと警告警告警告警告していますしていますしていますしています。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録14141414章章章章10101010----11111111節節節節）））） 

黙示録黙示録黙示録黙示録13131313章章章章5555----6666節節節節はははは、、、、彼彼彼彼（（（（反反反反キリストキリストキリストキリスト））））はははは「「「「傲慢傲慢傲慢傲慢なことをなことをなことをなことを言言言言いいいい、、、、神神神神にににに対対対対するするするする汚汚汚汚しごとをしごとをしごとをしごとを

言言言言うううう口口口口がががが与与与与えられているえられているえられているえられている」」」」とととと述述述述べていますべていますべていますべています。。。。彼彼彼彼はははは雄弁雄弁雄弁雄弁なななな口頭能力口頭能力口頭能力口頭能力でででで人人人人々々々々をををを魅了魅了魅了魅了しましましましま

すすすす。。。。ヒトラーヒトラーヒトラーヒトラーもこのもこのもこのもこの力力力力をををを持持持持っていましたっていましたっていましたっていました。。。。ヒトラーヒトラーヒトラーヒトラーががががドイツドイツドイツドイツ人人人人にににに語語語語ったったったった時時時時、、、、人人人人々々々々はまはまはまはま

るでるでるでるでヒトラーヒトラーヒトラーヒトラーのののの演説演説演説演説によってによってによってによって催眠術催眠術催眠術催眠術をかけられたようでしたをかけられたようでしたをかけられたようでしたをかけられたようでした。。。。反反反反キリストキリストキリストキリストもももも同同同同じじじじ能力能力能力能力

をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。しかししかししかししかし、、、、彼彼彼彼はははは演説演説演説演説のののの中中中中でででで神神神神にににに対対対対するするするする汚汚汚汚しごとをしごとをしごとをしごとを言言言言いますいますいますいます。。。。 

そしてそしてそしてそして7777年間年間年間年間のののの半分半分半分半分がががが経経経経つとつとつとつと、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストはははは、、、、栄光栄光栄光栄光のののの主主主主がががが永遠永遠永遠永遠のののの神神神神のののの御国御国御国御国をををを設立設立設立設立するするするする為為為為

にににに来来来来られるられるられるられる前前前前のののの、、、、最後最後最後最後のののの1290129012901290日日日日ののののカウントダウンカウントダウンカウントダウンカウントダウンのののの始始始始まりとなるまりとなるまりとなるまりとなる事事事事をしますをしますをしますをします。。。。 

荒荒荒荒らすらすらすらす憎憎憎憎むべきむべきむべきむべき者者者者（（（（事事事事）））） 

イエスイエスイエスイエス様様様様はこのはこのはこのはこの出来事出来事出来事出来事をををを「「「「荒荒荒荒らすらすらすらす憎憎憎憎むべきむべきむべきむべき者者者者（（（（事事事事）」）」）」）」とととと言言言言いましたいましたいましたいました（（（（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書

24242424章章章章15151515節節節節）。）。）。）。このこのこのこの同同同同じじじじ出来事出来事出来事出来事ががががダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書9999章章章章でもでもでもでも述述述述べられていますべられていますべられていますべられています。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエルがががが祈祈祈祈っっっっ

ているとているとているとていると、、、、御使御使御使御使いいいいガブリエルガブリエルガブリエルガブリエルがががが現現現現れましたれましたれましたれました。。。。 

 

彼彼彼彼ははははダニエルダニエルダニエルダニエルにににに言言言言いましたいましたいましたいました。「。「。「。「私私私私はははは今今今今、、、、あなたにあなたにあなたにあなたに悟悟悟悟りをりをりをりを授授授授けるためにけるためにけるためにけるために出出出出てててて来来来来ましたましたましたました。。。。

あなたがあなたがあなたがあなたが願願願願いのいのいのいの祈祈祈祈りをりをりをりを始始始始めたとめたとめたとめたときききき、、、、みことばがみことばがみことばがみことばが述述述述べられたのでべられたのでべられたのでべられたので、、、、私私私私はそれをはそれをはそれをはそれを伝伝伝伝えにえにえにえに来来来来

ましたましたましたました。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、神神神神にににに愛愛愛愛されているされているされているされている人人人人だからですだからですだからですだからです。。。。そのみことばをそのみことばをそのみことばをそのみことばを聞聞聞聞きききき分分分分けけけけ、、、、幻幻幻幻をををを

悟悟悟悟りなさいりなさいりなさいりなさい。」。」。」。」 



「「「「あなたのあなたのあなたのあなたの民民民民とあなたのとあなたのとあなたのとあなたの聖聖聖聖なるなるなるなる都都都都についてはについてはについてはについては、、、、七十週七十週七十週七十週がががが定定定定められていますめられていますめられていますめられています。。。。それはそれはそれはそれは、、、、

咎咎咎咎をををを終終終終わらせわらせわらせわらせ、、、、罪罪罪罪にににに終終終終わりをわりをわりをわりを告告告告げげげげ、、、、不義不義不義不義をあがないをあがないをあがないをあがない、、、、永遠永遠永遠永遠のののの義義義義をもたらしをもたらしをもたらしをもたらし、、、、幻幻幻幻とととと預言預言預言預言

とをとをとをとを封封封封じじじじ、、、、最最最最もももも聖聖聖聖なるなるなるなる所所所所（（（（至聖所至聖所至聖所至聖所））））にににに油油油油をををを注注注注ぐためですぐためですぐためですぐためです。（。（。（。（ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書9999章章章章22222222----24242424節節節節）））） 

このこのこのこの「「「「週週週週」」」」というというというという単語単語単語単語はははは、、、、ヘブルヘブルヘブルヘブル語語語語ででででシャブゥアシャブゥアシャブゥアシャブゥアとととと言言言言ってってってって七七七七のののの周期周期周期周期をををを意味意味意味意味しししし、、、、七年七年七年七年のののの

事事事事をををを言及言及言及言及していますしていますしていますしています。。。。 

ここでいくつかのここでいくつかのここでいくつかのここでいくつかの出来事出来事出来事出来事がががが語語語語られていますられていますられていますられています。「。「。「。「咎咎咎咎をををを終終終終わらせわらせわらせわらせ、、、、罪罪罪罪にににに終終終終わりをわりをわりをわりを告告告告げげげげ、、、、不不不不

義義義義をあがなうをあがなうをあがなうをあがなう」」」」・・・・・・・・・・・・これらはこれらはこれらはこれらは全全全全てててて一一一一つのつのつのつのカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーにににに属属属属しますしますしますします。。。。これらはこれらはこれらはこれらはイエスイエスイエスイエス・・・・

キリストキリストキリストキリストがががが最初最初最初最初にににに来来来来られたられたられたられた時時時時にににに成就成就成就成就しましたしましたしましたしました。「。「。「。「永遠永遠永遠永遠のののの義義義義をもたらしをもたらしをもたらしをもたらし、、、、幻幻幻幻とととと預言預言預言預言とをとをとをとを

封封封封じじじじ、、、、最最最最もももも聖聖聖聖なるなるなるなる所所所所（（（（至聖所至聖所至聖所至聖所））））にににに油油油油をををを注注注注ぐぐぐぐ」」」」はははは、、、、まだまだまだまだ成就成就成就成就されておらずされておらずされておらずされておらず、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キキキキ

リストリストリストリストがががが再再再再びやってびやってびやってびやって来来来来られるまでられるまでられるまでられるまで成就成就成就成就しませんしませんしませんしません。。。。 

ガブリエルガブリエルガブリエルガブリエルはははは続続続続けてけてけてけて言言言言いましたいましたいましたいました。。。。「「「「それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムをををを建建建建てててて直直直直せというせというせというせという命令命令命令命令がががが出出出出

てからてからてからてから、、、、メシヤメシヤメシヤメシヤ（（（（油注油注油注油注がれたがれたがれたがれた者者者者））））なるひとりのなるひとりのなるひとりのなるひとりの君君君君がががが来来来来るまでるまでるまでるまで、、、、七週七週七週七週とととと六十二週六十二週六十二週六十二週あるこあるこあるこあるこ

とをとをとをとを、、、、知知知知りりりり、、、、かつかつかつかつ悟悟悟悟りなさいりなさいりなさいりなさい。。。。そのそのそのその間間間間にににに、、、、しかもしかもしかもしかも不安不安不安不安なななな時代時代時代時代にににに、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムはははは広場広場広場広場とととと

街路街路街路街路とをもってとをもってとをもってとをもって、、、、建建建建てててて直直直直されるでしょうされるでしょうされるでしょうされるでしょう。。。。そのそのそのその六十二週六十二週六十二週六十二週のののの後後後後ににににメシヤメシヤメシヤメシヤはははは断断断断たれるでしたれるでしたれるでしたれるでし

ょうょうょうょう。。。。ただしただしただしただし、、、、自分自分自分自分のためにではありませんのためにではありませんのためにではありませんのためにではありません。」。」。」。」これはこれはこれはこれは驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき預言預言預言預言ですですですです。。。。ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人

ははははメシヤメシヤメシヤメシヤをををを何世紀何世紀何世紀何世紀もももも待待待待ちちちち望望望望んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、神神神神はここではここではここではここで、、、、メシヤメシヤメシヤメシヤがががが訪訪訪訪れるれるれるれる日日日日をををを

ダニエルダニエルダニエルダニエルにににに話話話話していたのですしていたのですしていたのですしていたのです。。。。 

預言預言預言預言によればによればによればによれば、、、、メシヤメシヤメシヤメシヤはははは、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムをををを建建建建てててて直直直直せというせというせというせという命令命令命令命令がががが出出出出てからてからてからてから、、、、六十九六十九六十九六十九のののの七七七七

倍倍倍倍（＝（＝（＝（＝483483483483））））年後年後年後年後にやってにやってにやってにやって来来来来るはずでしたるはずでしたるはずでしたるはずでした。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエルはははは一年一年一年一年360360360360日日日日ののののバビロニアバビロニアバビロニアバビロニア暦暦暦暦をををを用用用用

いたのでいたのでいたのでいたので、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは69x7x36069x7x36069x7x36069x7x360とととと計算計算計算計算しなくてはなりませんしなくてはなりませんしなくてはなりませんしなくてはなりません。。。。それはそれはそれはそれは17171717万万万万3880388038803880日日日日になりになりになりになり

ますますますます。。。。紀元前紀元前紀元前紀元前445445445445年年年年3333月月月月14141414日日日日、、、、アルタシャスタアルタシャスタアルタシャスタアルタシャスタ王王王王ははははネヘミヤネヘミヤネヘミヤネヘミヤにににに、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムをををを復興復興復興復興してしてしてして

建建建建てててて直直直直せとうせとうせとうせとう命令命令命令命令をををを出出出出しましたしましたしましたしました（（（（ネヘミヤネヘミヤネヘミヤネヘミヤ記記記記2222章章章章1111----8888節節節節）。）。）。）。正確正確正確正確にににに17171717万万万万3880388038803880日後日後日後日後であるであるであるである

紀元紀元紀元紀元32323232年年年年4444月月月月6666日日日日、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様ははははゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書9999章章章章9999節節節節でででで預言預言預言預言されていたようにされていたようにされていたようにされていたように、、、、ろばのろばのろばのろばの背背背背にににに

乗乗乗乗ってってってって歓声歓声歓声歓声をををを受受受受けながらけながらけながらけながらエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムにににに入城入城入城入城されましたされましたされましたされました。。。。「「「「シオンシオンシオンシオンのののの娘娘娘娘よよよよ、、、、大大大大いにいにいにいに喜喜喜喜

べべべべ。。。。エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのののの娘娘娘娘よよよよ、、、、喜喜喜喜びびびび叫叫叫叫べべべべ。。。。見見見見よよよよ。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの王王王王があなたのところにがあなたのところにがあなたのところにがあなたのところに来来来来られるられるられるられる。。。。

このこのこのこの方方方方はははは正正正正しいしいしいしい方方方方でででで、、、、救救救救いをいをいをいを賜賜賜賜りりりり、、、、柔和柔和柔和柔和でででで、、、、ろばにろばにろばにろばに乗乗乗乗られるられるられるられる。。。。それもそれもそれもそれも、、、、ろばのろばのろばのろばの子子子子であであであであ

るるるる子馬子馬子馬子馬にににに乗乗乗乗るるるる。。。。」」」」 

このようにこのようにこのようにこのように、、、、弟子達弟子達弟子達弟子達のののの歓声歓声歓声歓声のののの中中中中、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは堂堂堂堂々々々々ととととエルサレムエルサレムエルサレムエルサレム入入入入りされましたりされましたりされましたりされました。。。。これこれこれこれ

らはらはらはらは実際実際実際実際ににににメシヤメシヤメシヤメシヤにににに関関関関するするするする詩篇詩篇詩篇詩篇118118118118篇篇篇篇にににに語語語語られていますられていますられていますられています。。。。そのそのそのその箇所箇所箇所箇所（（（（24242424----26262626節節節節））））はははは、、、、

「「「「これはこれはこれはこれは、、、、主主主主がががが設設設設けられたけられたけられたけられた日日日日であるであるであるである。。。。このこのこのこの日日日日をををを楽楽楽楽しみしみしみしみ喜喜喜喜ぼうぼうぼうぼう。」。」。」。」というというというという宣言宣言宣言宣言からからからから始始始始まままま

りますりますりますります。。。。そのそのそのその同同同同じじじじ日日日日、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様ががががエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのためにのためにのためにのために嘆嘆嘆嘆いたいたいたいた時時時時、「、「、「、「おまえもおまえもおまえもおまえも、、、、もしもしもしもし、、、、

このこのこのこの日日日日のうちにのうちにのうちにのうちに、、、、平和平和平和平和のことをのことをのことをのことを知知知知っていたのならっていたのならっていたのならっていたのなら。。。。しかししかししかししかし今今今今はははは、、、、そのことがおまえのそのことがおまえのそのことがおまえのそのことがおまえの

目目目目からからからから隠隠隠隠されているされているされているされている。」（。」（。」（。」（ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書19191919章章章章42424242節節節節））））このこのこのこの日日日日ががががメシヤメシヤメシヤメシヤのののの来来来来られるられるられるられる日日日日だっだっだっだっ

たのですたのですたのですたのです。。。。神神神神はははは約束約束約束約束をををを守守守守られましたられましたられましたられました。。。。しかししかししかししかし、、、、聖霊聖霊聖霊聖霊ははははイザヤイザヤイザヤイザヤをををを通通通通してしてしてして、、、、彼彼彼彼はさげすまはさげすまはさげすまはさげすま

れれれれ、、、、人人人人々々々々からのけからのけからのけからのけ者者者者にされるとにされるとにされるとにされると予測予測予測予測しましたしましたしましたしました（（（（イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書53535353章章章章3333節節節節）。）。）。）。そしてそしてそしてそして、、、、御使御使御使御使いがいがいがいが

ダニエルダニエルダニエルダニエルにににに語語語語ったようにったようにったようにったように、「、「、「、「メシヤメシヤメシヤメシヤはははは断断断断たれるでしょうたれるでしょうたれるでしょうたれるでしょう。。。。」」」」これらのこれらのこれらのこれらの預言預言預言預言がががが完全完全完全完全にににに成成成成

就就就就しししし、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは拒絶拒絶拒絶拒絶されされされされ、、、、十字架十字架十字架十字架にかけられにかけられにかけられにかけられ、、、、王国王国王国王国をををを受受受受けることなくけることなくけることなくけることなく断断断断たれましたれましたれましたれまし

たたたた。。。。 

六十九六十九六十九六十九のののの「「「「七年七年七年七年」（」（」（」（六十九六十九六十九六十九「「「「週週週週」）」）」）」）はははは説明説明説明説明されましたされましたされましたされました。。。。しかししかししかししかし御使御使御使御使いはいはいはいは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル

にはにはにはには七十七十七十七十のののの七年七年七年七年がががが定定定定められているとめられているとめられているとめられていると言言言言いましたいましたいましたいました。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書のののの預言預言預言預言にあるにあるにあるにある最後最後最後最後のののの七十七十七十七十

番目番目番目番目のののの「「「「週週週週（＝（＝（＝（＝七年七年七年七年）」）」）」）」はまだはまだはまだはまだ成就成就成就成就されていませんされていませんされていませんされていません。。。。七十番目七十番目七十番目七十番目のののの七年七年七年七年がががが終終終終わるとわるとわるとわると、、、、全全全全



てのてのてのての啓示啓示啓示啓示とととと預言預言預言預言がががが完成完成完成完成しししし、、、、最最最最もももも聖聖聖聖なるなるなるなる場所場所場所場所にににに油油油油がががが注注注注がれがれがれがれ、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが永遠永遠永遠永遠のののの義義義義なるなるなるなる神神神神

のののの御国御国御国御国をををを設立設立設立設立なさいますなさいますなさいますなさいます。。。。 

イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストはははは彼彼彼彼のののの王国王国王国王国をををを受受受受けけけけ取取取取ることなくることなくることなくることなく断断断断たれましたたれましたたれましたたれました。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが生生生生きているきているきているきている

今日今日今日今日のののの世界世界世界世界をををを見見見見ればわかるようにればわかるようにればわかるようにればわかるように、、、、彼彼彼彼はははは永遠永遠永遠永遠のののの義義義義のののの時代時代時代時代をもたらしませんでしたをもたらしませんでしたをもたらしませんでしたをもたらしませんでした。。。。最最最最

もももも聖聖聖聖なるなるなるなる場所場所場所場所にはまだにはまだにはまだにはまだ油油油油がががが注注注注がれていませんがれていませんがれていませんがれていません。。。。ですからですからですからですから、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書のののの全全全全てのてのてのての預言預言預言預言はははは

まだまだまだまだ成就成就成就成就されていませんされていませんされていませんされていません。。。。七十番目七十番目七十番目七十番目のののの七年七年七年七年がががが完成完成完成完成されなくてはなりませんされなくてはなりませんされなくてはなりませんされなくてはなりません。。。。 

御使御使御使御使いはいはいはいはダニエルダニエルダニエルダニエルにににに続続続続けてけてけてけて言言言言いましたいましたいましたいました。「。「。「。「彼彼彼彼（（（（やがてやがてやがてやがて来来来来るべきるべきるべきるべき君主君主君主君主））））はははは一週一週一週一週のののの間多間多間多間多くくくく

のののの者者者者とととと、、、、堅堅堅堅くくくく契約契約契約契約をををを結結結結ぶでしょうぶでしょうぶでしょうぶでしょう。」。」。」。」そしてそしてそしてそして、、、、彼彼彼彼はそのはそのはそのはその週週週週、、、、つまりつまりつまりつまり最後最後最後最後のののの七年間七年間七年間七年間のののの半半半半

ばにばにばにばに、、、、契約契約契約契約をををを壊壊壊壊しししし、、、、憎憎憎憎むべきむべきむべきむべき忌忌忌忌むべきものをむべきものをむべきものをむべきものを設置設置設置設置しししし、、、、荒廃荒廃荒廃荒廃をもたらすでしょうをもたらすでしょうをもたらすでしょうをもたらすでしょう。（。（。（。（ダダダダ

ニエルニエルニエルニエル書書書書9999章章章章27272727節節節節）））） 

弟子達弟子達弟子達弟子達がこのがこのがこのがこの世世世世のののの終終終終わりにはどんなわりにはどんなわりにはどんなわりにはどんな前兆前兆前兆前兆があるのかとがあるのかとがあるのかとがあるのかとイエスイエスイエスイエス様様様様にににに質問質問質問質問したしたしたした時時時時、、、、イエスイエスイエスイエス

様様様様はははは答答答答えましたえましたえましたえました。「。「。「。「それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ、、、、預言者預言者預言者預言者ダニエルダニエルダニエルダニエルによってによってによってによって語語語語られたあのられたあのられたあのられたあの『『『『荒荒荒荒らすらすらすらす憎憎憎憎むべむべむべむべ

きききき者者者者』』』』がががが、、、、聖聖聖聖なるなるなるなる場所場所場所場所にににに立立立立つのをつのをつのをつのを見見見見たならばたならばたならばたならば（（（（読者読者読者読者はよくはよくはよくはよく悟悟悟悟れれれれ）、）、）、）、そのときはそのときはそのときはそのときは、、、、ユダユダユダユダ

ヤヤヤヤにいるにいるにいるにいる人人人人々々々々はははは山山山山へへへへ逃逃逃逃げなさいげなさいげなさいげなさい。。。。屋上屋上屋上屋上にいるにいるにいるにいる者者者者はははは家家家家のののの中中中中のののの物物物物をををを持持持持ちちちち出出出出そうとそうとそうとそうと下下下下にににに降降降降りりりり

てはいけませんてはいけませんてはいけませんてはいけません。。。。畑畑畑畑にいるにいるにいるにいる者者者者はははは着物着物着物着物をををを取取取取りにりにりにりに戻戻戻戻ってはいけませんってはいけませんってはいけませんってはいけません。。。。（（（（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書

24242424章章章章11115555----18181818節節節節））））イエスイエスイエスイエス様様様様がこのがこのがこのがこの出来事出来事出来事出来事をををを将来将来将来将来のののの事事事事としてとしてとしてとして語語語語られられられられ、、、、またまたまたまたイエスイエスイエスイエス様様様様のののの再臨再臨再臨再臨のののの

時時時時とととと関連付関連付関連付関連付けられたというけられたというけられたというけられたという事実事実事実事実がががが、、、、七十番目七十番目七十番目七十番目のののの七年七年七年七年がががが過去過去過去過去のののの歴史歴史歴史歴史であるというであるというであるというであるという解釈解釈解釈解釈をををを

除外除外除外除外しますしますしますします。。。。 

預言者預言者預言者預言者ダニエルダニエルダニエルダニエルがががが語語語語っているっているっているっている「「「「荒荒荒荒らすらすらすらす憎憎憎憎むべきむべきむべきむべき者者者者（（（（事事事事）」）」）」）」とはとはとはとは何何何何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？反反反反キリキリキリキリ

ストストストストははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとととと契約契約契約契約をををを結結結結びますびますびますびます。。。。契約契約契約契約のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして、、、、彼彼彼彼ははははエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムにににに神殿神殿神殿神殿をををを再再再再

建建建建するするするする権利権利権利権利ををををイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに与与与与ええええ、、、、彼彼彼彼らにらにらにらに平和平和平和平和をもたらすとをもたらすとをもたらすとをもたらすと約束約束約束約束しますしますしますします。。。。それからそれからそれからそれから三年三年三年三年

半後半後半後半後、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストはこのはこのはこのはこの契約契約契約契約をををを破破破破りりりり、、、、犠牲犠牲犠牲犠牲とささげとささげとささげとささげ物物物物をををを止止止止めさせますめさせますめさせますめさせます。。。。彼彼彼彼はははは再建再建再建再建されされされされ

たたたた神殿神殿神殿神殿のののの至聖所至聖所至聖所至聖所にににに立立立立ちちちち、、、、自分自分自分自分こそこそこそこそ神神神神であるとであるとであるとであると宣宣宣宣言言言言しししし、、、、自分自分自分自分をををを拝拝拝拝むようにむようにむようにむように要求要求要求要求しますしますしますします。。。。

（（（（第二第二第二第二テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2222章章章章4444節節節節））））これがこれがこれがこれが、、、、聖聖聖聖なるなるなるなる場所場所場所場所であるであるであるである至聖所至聖所至聖所至聖所をををを荒荒荒荒らすらすらすらす事事事事

（（（（悲惨悲惨悲惨悲惨なななな荒廃荒廃荒廃荒廃））））をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす、、、、憎憎憎憎むべきむべきむべきむべき事事事事（（（（ひどくひどくひどくひどく忌忌忌忌むべきむべきむべきむべき行為行為行為行為））））ですですですです。。。。荒荒荒荒らすらすらすらす事事事事

（（（（悲惨悲惨悲惨悲惨なななな荒廃荒廃荒廃荒廃））））というというというという言葉言葉言葉言葉にはにはにはには、「、「、「、「大大大大きなきなきなきな苦苦苦苦しみしみしみしみ、、、、またはまたはまたはまたは空虚空虚空虚空虚」」」」というというというという意味意味意味意味もありもありもありもあり、、、、

大患難大患難大患難大患難をををを言言言言うことにもうことにもうことにもうことにも使使使使われますわれますわれますわれます。。。。このこのこのこの行為行為行為行為ははははユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの目目目目をををを開開開開きききき、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが反反反反キリスキリスキリスキリス

トトトトにににに騙騙騙騙されたのだとされたのだとされたのだとされたのだと見見見見えるようになりますえるようになりますえるようになりますえるようになります。。。。多多多多くのくのくのくのユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人はははは南南南南ヨルダンヨルダンヨルダンヨルダンのののの聖所聖所聖所聖所にににに逃逃逃逃

れるでしょうれるでしょうれるでしょうれるでしょう。。。。 

反反反反キリストキリストキリストキリストととととイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル 

数年前数年前数年前数年前にににに私私私私たちがたちがたちがたちがイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにいたにいたにいたにいた時時時時、「、「、「、「メシヤメシヤメシヤメシヤがやってがやってがやってがやって来来来来るるるる」」」」とととと宣言宣言宣言宣言しているしているしているしている車車車車のののの

シールシールシールシールややややプラカードプラカードプラカードプラカードややややサインサインサインサインをををを街中街中街中街中にににに見見見見ましたましたましたました。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは目目目目をををを開開開開いていていていて待待待待っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。今日多今日多今日多今日多くのくのくのくのユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人はははは、、、、彼等彼等彼等彼等がががが生生生生きききき残残残残るためのるためのるためのるための望望望望みはみはみはみは、、、、メシヤメシヤメシヤメシヤのののの到来到来到来到来しかないとしかないとしかないとしかないと

いういういういう結論結論結論結論にににに至至至至っていますっていますっていますっています。。。。問題問題問題問題はははは、、、、本当本当本当本当ののののメシヤメシヤメシヤメシヤはははは既既既既にやってにやってにやってにやって来来来来られたのにられたのにられたのにられたのに、、、、ごごごご自分自分自分自分

のののの民民民民からからからから拒絶拒絶拒絶拒絶されたということですされたということですされたということですされたということです。。。。 

反反反反キリストキリストキリストキリストはははは滅滅滅滅びるびるびるびる人人人人たちにたちにたちにたちに現現現現されますされますされますされます。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、彼等彼等彼等彼等はははは救救救救われるわれるわれるわれる為為為為にににに真実真実真実真実のののの愛愛愛愛をををを

受受受受けけけけ取取取取らなかったからですらなかったからですらなかったからですらなかったからです。。。。反反反反キリストキリストキリストキリストはははは彼彼彼彼をををを妨妨妨妨げるげるげるげる者者者者がいなくなるまではがいなくなるまではがいなくなるまではがいなくなるまでは現現現現されまされまされまされま

せんせんせんせん。。。。今日反今日反今日反今日反キリストキリストキリストキリストがががが現現現現されるのをされるのをされるのをされるのを妨妨妨妨げているげているげているげている力力力力はははは、、、、教会教会教会教会にににに働働働働いているいているいているいている聖霊聖霊聖霊聖霊のののの力力力力でででで

すすすす。。。。反反反反キリストキリストキリストキリストはははは、、、、真実真実真実真実をををを受受受受けけけけ入入入入れなかったのでれなかったのでれなかったのでれなかったので不義不義不義不義なるなるなるなる者者者者、、、、滅滅滅滅びるびるびるびる者者者者にやってにやってにやってにやって来来来来るるるる

事事事事にににに注目注目注目注目してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。反反反反キリストキリストキリストキリストがががが支配支配支配支配するするするする間間間間にににに教会教会教会教会がこのがこのがこのがこの地上地上地上地上にいるとはにいるとはにいるとはにいるとは、、、、聖書聖書聖書聖書

のどこにものどこにものどこにものどこにも書書書書かれていませんかれていませんかれていませんかれていません。。。。ですからですからですからですから、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストがががが彼彼彼彼のののの教会教会教会教会をををを取取取取られてかられてかられてかられてか



らららら、、、、このこのこのこの不法不法不法不法（（（（罪罪罪罪））））のののの人人人人がががが現現現現されるのはされるのはされるのはされるのは明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。それからそれからそれからそれから反反反反キリストキリストキリストキリストははははイスラエイスラエイスラエイスラエ

ルルルルとととと自由自由自由自由にににに契約契約契約契約をををを結結結結びびびび、、、、彼等彼等彼等彼等がががが神殿神殿神殿神殿をををを再建再建再建再建するのをするのをするのをするのを助助助助けるとけるとけるとけると約束約束約束約束しますしますしますします。。。。 

前前前前にもにもにもにも述述述述べたようにべたようにべたようにべたように、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの多多多多くがくがくがくがメシヤメシヤメシヤメシヤははははモーセモーセモーセモーセのようなのようなのようなのような人間人間人間人間であるとであるとであるとであると思思思思ってってってって

いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、メシヤメシヤメシヤメシヤがががが来来来来たならばたならばたならばたならば神殿神殿神殿神殿のののの再建再建再建再建をををを助助助助けてくれるのでけてくれるのでけてくれるのでけてくれるので、、、、メシメシメシメシヤヤヤヤだとわだとわだとわだとわ

かるとかるとかるとかると信信信信じていますじていますじていますじています。。。。ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどのラビラビラビラビ（（（（律法律法律法律法のののの教師教師教師教師でありでありでありであり祭司的存在祭司的存在祭司的存在祭司的存在））））はははは、、、、メシヤメシヤメシヤメシヤがががが

もうすぐやってもうすぐやってもうすぐやってもうすぐやって来来来来られるとられるとられるとられると期待期待期待期待していますしていますしていますしています。。。。反反反反キリストキリストキリストキリストががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとととと結結結結ぶぶぶぶ契約契約契約契約につにつにつにつ

いていていていてダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書がががが語語語語っているっているっているっている事実事実事実事実とととと照照照照らせばらせばらせばらせば、、、、またまたまたまた、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書5555章章章章43434343節節節節ででででイエスイエスイエスイエス

様様様様ががががユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人にににに語語語語られたられたられたられた預言預言預言預言、「、「、「、「わたしはわたしのわたしはわたしのわたしはわたしのわたしはわたしの父父父父のののの名名名名によってによってによってによって来来来来ましたがましたがましたがましたが、、、、あなあなあなあな

たがたはわたしをたがたはわたしをたがたはわたしをたがたはわたしを受受受受けけけけ入入入入れませんれませんれませんれません。。。。ほかのほかのほかのほかの人人人人がそのがそのがそのがその人自身人自身人自身人自身のののの名名名名においてにおいてにおいてにおいて来来来来ればればればれば、、、、あなあなあなあな

たがたはそのたがたはそのたがたはそのたがたはその人人人人をををを受受受受けけけけ入入入入れるのですれるのですれるのですれるのです。。。。」」」」とととと照照照照らせばらせばらせばらせば、、、、何何何何とととと多多多多くのくのくのくの者者者者がががが偽偽偽偽メシヤメシヤメシヤメシヤをををを受受受受けけけけ

入入入入れるれるれるれる準備準備準備準備ができているかがができているかがができているかがができているかが簡単簡単簡単簡単にわかりますにわかりますにわかりますにわかります。。。。 

反反反反キリストキリストキリストキリストとととと神殿神殿神殿神殿 

今日今日今日今日、、、、多多多多くのくのくのくのユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人がががが神殿神殿神殿神殿をををを再建再建再建再建したいとしたいとしたいとしたいと強強強強くくくく望望望望んでいるのをんでいるのをんでいるのをんでいるのを見見見見るとるとるとると感動感動感動感動しますしますしますします。。。。

エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムののののヘブルヘブルヘブルヘブル大学教授大学教授大学教授大学教授であるであるであるであるアサーアサーアサーアサー・・・・コフマンコフマンコフマンコフマン博士博士博士博士はこのはこのはこのはこの動動動動きをきをきをきを進進進進めているめているめているめているググググ

ループループループループのののの一員一員一員一員ですですですです。。。。彼彼彼彼ははははソロモンソロモンソロモンソロモンのののの神殿神殿神殿神殿がががが建建建建てられていたとてられていたとてられていたとてられていたと思思思思われるわれるわれるわれる場所場所場所場所をををを集中的集中的集中的集中的にににに

調査調査調査調査しししし、、、、岩岩岩岩ののののドームドームドームドームのののの北北北北322322322322フィートフィートフィートフィート（（（（約約約約98989898メートルメートルメートルメートル））））辺辺辺辺りにりにりにりに建建建建てられていたというてられていたというてられていたというてられていたという結結結結

論論論論にににに至至至至りましたりましたりましたりました。。。。彼彼彼彼のののの調査調査調査調査によればによればによればによれば、、、、今日今日今日今日、、、、霊霊霊霊ののののドームドームドームドームまたはまたはまたはまたは板板板板ののののドームドームドームドームとしてとしてとしてとして知知知知らららら

れるれるれるれる場所場所場所場所にににに至聖所至聖所至聖所至聖所がありましたがありましたがありましたがありました。。。。もしもしもしもし彼彼彼彼のののの結論結論結論結論がががが正正正正しければしければしければしければ、、、、それはそれはそれはそれは非常非常非常非常にににに意味深意味深意味深意味深いいいい

ことですことですことですことです。。。。ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの神殿再建神殿再建神殿再建神殿再建はははは、、、、岩岩岩岩ののののドームドームドームドームをををを取取取取りりりり除除除除くことなくくことなくくことなくくことなく成成成成しししし遂遂遂遂げられまげられまげられまげられま

すすすす。。。。これはこれはこれはこれは、、、、イスラムイスラムイスラムイスラム教徒教徒教徒教徒たちによるたちによるたちによるたちによる大大大大きなきなきなきなジハードジハードジハードジハード（（（（聖聖聖聖なるなるなるなる戦争戦争戦争戦争））））をををを防防防防ぎますぎますぎますぎます。。。。ここここ

のののの神殿神殿神殿神殿のののの場所場所場所場所はははは、、、、旧約聖書解釈旧約聖書解釈旧約聖書解釈旧約聖書解釈におけるにおけるにおけるにおける非常非常非常非常にににに興味深興味深興味深興味深いいいい分枝分枝分枝分枝ですですですです。。。。エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエルがががが幻幻幻幻のののの

中中中中でででで再建再建再建再建されたされたされたされた神殿神殿神殿神殿をををを見見見見たたたた時時時時、、、、彼彼彼彼はそれをはそれをはそれをはそれを測定測定測定測定するようにするようにするようにするように命令命令命令命令されましたされましたされましたされました。。。。エゼキエエゼキエエゼキエエゼキエ

ルルルル書書書書42424242章章章章20202020節節節節でででで、、、、神殿神殿神殿神殿にはにはにはには長長長長ささささ約約約約1550155015501550メートルメートルメートルメートル、、、、幅約幅約幅約幅約1550155015501550メートルメートルメートルメートルのののの外壁外壁外壁外壁がありがありがありがあり、、、、

「「「「聖聖聖聖なるものとなるものとなるものとなるものと俗俗俗俗なるものとをなるものとをなるものとをなるものとを区別区別区別区別していたしていたしていたしていた」」」」ととととエゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエルはははは私私私私たちにたちにたちにたちに言言言言っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。 

岩岩岩岩ののののドームドームドームドームにはにはにはには、、、、そのそのそのその頂上頂上頂上頂上のののの周周周周りにりにりにりに、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストをををを冒冒冒冒瀆瀆瀆瀆しようとするしようとするしようとするしようとする約約約約212121213333メーメーメーメー

トルトルトルトルののののアラビアアラビアアラビアアラビア語語語語がががが内側内側内側内側にもにもにもにも外側外側外側外側にもにもにもにも書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。それはそれはそれはそれは、「、「、「、「神神神神はははは生生生生まれないまれないまれないまれない

しししし、、、、神神神神はははは生生生生まないまないまないまない」」」」とととと宣言宣言宣言宣言していますしていますしていますしています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、新約聖書新約聖書新約聖書新約聖書のののの真実真実真実真実、「、「、「、「神神神神はそのひとりはそのひとりはそのひとりはそのひとり

子子子子をおをおをおをお与与与与えになったほどにえになったほどにえになったほどにえになったほどに世世世世をををを愛愛愛愛されたされたされたされた」（」（」（」（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書3333章章章章16161616節節節節））））にににに対対対対するするするする直接的直接的直接的直接的

なななな攻撃攻撃攻撃攻撃ですですですです。。。。 

ヨハネヨハネヨハネヨハネもももも黙示録黙示録黙示録黙示録11111111章章章章でででで、、、、大患難大患難大患難大患難のののの期間期間期間期間ににににエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムにににに建建建建つつつつ新新新新しいしいしいしい神殿神殿神殿神殿のののの啓示啓示啓示啓示をををを見見見見ましましましまし

たたたた。。。。彼彼彼彼もそれをもそれをもそれをもそれを測測測測るようにるようにるようにるように命命命命じられましたじられましたじられましたじられました。。。。しかししかししかししかし、、、、聖所聖所聖所聖所のののの外外外外のののの庭庭庭庭はははは異教徒異教徒異教徒異教徒にににに与与与与えらえらえらえら

れているのでれているのでれているのでれているので測測測測らないようにとらないようにとらないようにとらないようにと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。もしもしもしもし、、、、新新新新しいしいしいしい神殿神殿神殿神殿がががが至聖所至聖所至聖所至聖所のののの場所場所場所場所としとしとしとし

てててて霊霊霊霊ののののドームドームドームドームとととと共共共共にににに建建建建てられるならてられるならてられるならてられるなら、、、、岩岩岩岩ののののドームドームドームドームははははエゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエルがががが測定測定測定測定したものにしたものにしたものにしたものに似似似似たたたた

壁壁壁壁のののの後後後後ろにろにろにろに建建建建つことができますつことができますつことができますつことができます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ソロモンソロモンソロモンソロモン神殿神殿神殿神殿のののの外庭外庭外庭外庭にににに位置位置位置位置するするするする場所場所場所場所ですですですです。。。。

私私私私はははは、、、、岩岩岩岩ののののドームドームドームドーム北側北側北側北側にににに壁壁壁壁をををを建設建設建設建設するするするする事事事事、、、、新新新新しいしいしいしい神殿神殿神殿神殿のののの場所場所場所場所としてとしてとしてとして神殿神殿神殿神殿のののの丘丘丘丘のののの北側北側北側北側をををを

ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人にににに与与与与えるえるえるえる事事事事がががが、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストによってによってによってによって提供提供提供提供されるされるされるされる解決策解決策解決策解決策であるとであるとであるとであると信信信信じますじますじますじます。。。。今今今今

までまでまでまで人類人類人類人類がががが直面直面直面直面したしたしたした中中中中でででで最最最最もももも難難難難しいしいしいしい政治的問題政治的問題政治的問題政治的問題のののの一一一一つにつにつにつに対対対対するこのするこのするこのするこの独創的解答独創的解答独創的解答独創的解答がががが、、、、反反反反

キリストキリストキリストキリストがががが平和平和平和平和をををを作作作作るるるる賢賢賢賢いいいい人物人物人物人物としてとしてとしてとして世界世界世界世界にににに大歓迎大歓迎大歓迎大歓迎されるされるされるされる原因原因原因原因となるでしょうとなるでしょうとなるでしょうとなるでしょう。。。。ユダユダユダユダ

ヤヤヤヤ人人人人はははは彼彼彼彼ををををメシヤメシヤメシヤメシヤとしてとしてとしてとして崇崇崇崇めめめめ、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの預言預言預言預言でででで述述述述べられたべられたべられたべられた最後最後最後最後のののの1111週週週週であるであるであるである7777年年年年のののの始始始始

まりへとまりへとまりへとまりへと導導導導きますきますきますきます。。。。 



三年半後三年半後三年半後三年半後、、、、彼彼彼彼はははは聖聖聖聖なるなるなるなる場所場所場所場所にににに立立立立つためにつためにつためにつために戻戻戻戻ってってってって来来来来てててて、、、、自分自分自分自分こそこそこそこそ神神神神であるとであるとであるとであると暴言暴言暴言暴言しましましましま

すすすす。（。（。（。（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章15151515節節節節、、、、第二第二第二第二テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2222章章章章3333----4444節節節節））））それからそれからそれからそれから、、、、ユユユユ

ダヤダヤダヤダヤ人人人人はははは自分達自分達自分達自分達のののの間違間違間違間違いにいにいにいに気付気付気付気付きききき、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストがががが支配支配支配支配するするするする最後最後最後最後のののの三年半三年半三年半三年半のののの間間間間、、、、神神神神がががが彼彼彼彼

等等等等をかくまうをかくまうをかくまうをかくまう為為為為にににに用意用意用意用意されたされたされたされた荒野荒野荒野荒野へとへとへとへと逃逃逃逃れますれますれますれます。。。。このこのこのこの同同同同じじじじ期間期間期間期間にににに、、、、このこのこのこの世界世界世界世界はははは歴史上歴史上歴史上歴史上

のののの惨事惨事惨事惨事とととと比比比比べるべるべるべる事事事事ができないほどのができないほどのができないほどのができないほどの困難困難困難困難なななな時代時代時代時代をををを通通通通りますりますりますります。。。。マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章21212121節節節節

ででででイエスイエスイエスイエス様様様様がががが言言言言われたようにわれたようにわれたようにわれたように、、、、いまだかつてなかったようないまだかつてなかったようないまだかつてなかったようないまだかつてなかったような、、、、またこれからもないよまたこれからもないよまたこれからもないよまたこれからもないよ

うなうなうなうな患難患難患難患難ですですですです。。。。これらのこれらのこれらのこれらの恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい出来事出来事出来事出来事のののの詳細詳細詳細詳細がががが、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録6666章章章章からからからから19191919章章章章にににに記録記録記録記録されていされていされていされてい

ますますますます。。。。 

準備準備準備準備 

私私私私たちがたちがたちがたちが見見見見てきたようにてきたようにてきたようにてきたように、、、、今今今今、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの主主主主なななな小道具小道具小道具小道具はははは世界世界世界世界のののの舞台舞台舞台舞台にににに位置位置位置位置づけされまづけされまづけされまづけされま

したしたしたした。。。。役者達役者達役者達役者達はははは自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの場所場所場所場所につきにつきにつきにつき、、、、最後最後最後最後ののののシーンシーンシーンシーンがががが始始始始まるまるまるまる準備準備準備準備ができていますができていますができていますができています。。。。

主主主主のののの使使使使いはいはいはいはダニエルダニエルダニエルダニエルにににに、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにはにはにはには七十七十七十七十のののの七年七年七年七年がががが定定定定められているとめられているとめられているとめられていると言言言言いましたいましたいましたいました。。。。

六十九六十九六十九六十九のののの七年七年七年七年はははは既既既既にににに成就成就成就成就しましたしましたしましたしました。。。。 

またまたまたまた御使御使御使御使いはいはいはいは、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムをををを復興復興復興復興しししし再建再建再建再建せよというせよというせよというせよという命令命令命令命令がががが出出出出てからてからてからてからメシヤメシヤメシヤメシヤがががが来来来来るまでるまでるまでるまで

のののの期間期間期間期間がががが正確正確正確正確にににに483483483483年年年年であるであるであるである、、、、しかししかししかししかしメシヤメシヤメシヤメシヤはははは何何何何もももも受受受受けけけけ取取取取ることなくることなくることなくることなく断断断断たれるたれるたれるたれる、、、、そしてそしてそしてそして

ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人はははは散散散散らされるらされるらされるらされる（（（（ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書9999章章章章24242424----26262626節節節節））））とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。御使御使御使御使いがいがいがいがダニエルダニエルダニエルダニエルにににに

言言言言ったったったった通通通通りにりにりにりに、、、、メシヤメシヤメシヤメシヤであるであるであるであるイエスイエスイエスイエス様様様様はははは彼彼彼彼のののの御国御国御国御国をををを受受受受けることなくけることなくけることなくけることなく断断断断たれたれたれたれ、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人

はははは紀元紀元紀元紀元70707070年年年年ににににローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国によってによってによってによって散散散散らされましたらされましたらされましたらされました。。。。 

十字架刑以来十字架刑以来十字架刑以来十字架刑以来、、、、神神神神のののの預言預言預言預言のののの暦暦暦暦はははは立立立立ちちちち止止止止まっていますまっていますまっていますまっています。。。。一一一一つのつのつのつの重要重要重要重要なななな七年間七年間七年間七年間であるであるであるであるダニダニダニダニ

エルエルエルエルのののの預言預言預言預言のののの七十番目七十番目七十番目七十番目のののの七年七年七年七年はこれからやってはこれからやってはこれからやってはこれからやって来来来来ますますますます。。。。これがこれがこれがこれが、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書9999章章章章のののの全全全全てててて

のののの預言預言預言預言をををを完成完成完成完成させますさせますさせますさせます。。。。 

イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストがががが初初初初めにめにめにめに来来来来られたられたられたられた時時時時、、、、彼彼彼彼はははは私私私私たちのたちのたちのたちの罪罪罪罪のためにのためにのためにのために死死死死んでくださったこんでくださったこんでくださったこんでくださったこ

とによりとによりとによりとにより、、、、神神神神とのとのとのとの和解和解和解和解をををを成成成成しししし遂遂遂遂げてくださいましたげてくださいましたげてくださいましたげてくださいました。。。。彼彼彼彼はははは十字架十字架十字架十字架でのでのでのでの死死死死をををを通通通通しししし、、、、私私私私たたたた

ちのちのちのちの咎咎咎咎をををを終終終終わらせましたわらせましたわらせましたわらせました。。。。そのそのそのその預言預言預言預言のののの後半後半後半後半、、、、永遠永遠永遠永遠のののの義義義義とととと永遠永遠永遠永遠のののの神神神神のののの御国御国御国御国をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす、、、、

全全全全てのてのてのての預言預言預言預言のののの完成完成完成完成、、、、最最最最もももも聖聖聖聖なるなるなるなる所所所所（（（（至聖所至聖所至聖所至聖所））））にににに油油油油がががが注注注注がれるがれるがれるがれる、、、、というというというという部分部分部分部分がまだがまだがまだがまだ成就成就成就成就

されなくてはなりませんされなくてはなりませんされなくてはなりませんされなくてはなりません。。。。これらのこれらのこれらのこれらの預言預言預言預言はははは、、、、キリストキリストキリストキリストがががが再再再再びやってびやってびやってびやって来来来来られるられるられるられる時時時時にににに起起起起ここここ

りますりますりますります。。。。このこのこのこの最後最後最後最後のののの七年間七年間七年間七年間にににに、、、、不法不法不法不法（（（（罪罪罪罪））））のののの人人人人、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストがががが明明明明らかにされるでしょらかにされるでしょらかにされるでしょらかにされるでしょ

うううう。。。。イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストはははは、、、、彼彼彼彼のことをのことをのことをのことを「「「「そのそのそのその人自身人自身人自身人自身のののの名名名名においてにおいてにおいてにおいて来来来来るるるる者者者者」」」」とととと言言言言いましいましいましいまし

たたたた。。。。そしてそしてそしてそしてユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人はそのはそのはそのはその人人人人をををを受受受受けけけけ入入入入れますれますれますれます。（。（。（。（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書5555章章章章43434343節節節節））））このこのこのこの不法不法不法不法

（（（（罪罪罪罪））））のののの人人人人はははは、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ10101010カカカカ国国国国のののの連合連合連合連合からからからから台頭台頭台頭台頭してしてしてして来来来来ますますますます。。。。反反反反キリキリキリキリストストストストはははは全全全全くくくく新新新新しししし

いいいい世界規律世界規律世界規律世界規律・・・・秩序秩序秩序秩序をををを設立設立設立設立しますしますしますします。。。。 

シーンシーンシーンシーン3333：：：：時時時時のしるしのしるしのしるしのしるし 

今現在今現在今現在今現在、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストのののの気配気配気配気配はありませんがはありませんがはありませんがはありませんが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは特定特定特定特定のののの「「「「前兆前兆前兆前兆・・・・しるししるししるししるし」」」」がががが終終終終わわわわ

りをりをりをりを示示示示しししし始始始始めるとめるとめるとめると知知知知っていますっていますっていますっています。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様がががが彼彼彼彼のののの再臨再臨再臨再臨がががが近近近近いことをいことをいことをいことを示示示示すしるしについすしるしについすしるしについすしるしについ

てててて語語語語ったったったった時時時時、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが今日起今日起今日起今日起こっているのをこっているのをこっているのをこっているのを見見見見ているているているている出来事出来事出来事出来事についてについてについてについて述述述述べましたべましたべましたべました。。。。イイイイ

エスエスエスエス様様様様はははは、、、、これらのこれらのこれらのこれらの事事事事がががが起起起起こっているのをこっているのをこっているのをこっているのを見見見見たならたならたならたなら、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの購購購購いがいがいがいが近近近近づいているのづいているのづいているのづいているの

でででで、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは頭頭頭頭をををを上上上上げてげてげてげて上上上上をををを見上見上見上見上げるべきだとげるべきだとげるべきだとげるべきだと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは何度何度何度何度もももも、、、、目目目目

をををを覚覚覚覚ましてましてましてまして準備準備準備準備しているしているしているしている必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると警告警告警告警告されましたされましたされましたされました。。。。 

しるししるししるししるし：：：：電子電子電子電子資金決済資金決済資金決済資金決済 



私私私私たちはたちはたちはたちは聖書聖書聖書聖書のののの中中中中でででで、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストがががが全全全全てのてのてのての者者者者にににに、、、、彼等彼等彼等彼等のののの右手右手右手右手かかかか額額額額にににに、、、、数字数字数字数字もしくはもしくはもしくはもしくは刻刻刻刻

印印印印をををを受受受受けけけけ取取取取るようにさせるとるようにさせるとるようにさせるとるようにさせると教教教教えられていますえられていますえられていますえられています。。。。そのそのそのその数字数字数字数字がなければがなければがなければがなければ、、、、誰誰誰誰もももも買買買買うことうことうことうこと

もももも売売売売ることもできませんることもできませんることもできませんることもできません。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録13131313章章章章17171717節節節節））））これはこれはこれはこれは不可能不可能不可能不可能なようになようになようになように聞聞聞聞こえるかもしこえるかもしこえるかもしこえるかもし

れませんれませんれませんれません。。。。しかししかししかししかし、、、、1970197019701970年代年代年代年代からからからから、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは現金現金現金現金なしのなしのなしのなしの社会社会社会社会にににに慣慣慣慣れれれれ初初初初めましためましためましためました。。。。様様様様々々々々

なななな銀行銀行銀行銀行がががが、、、、コードコードコードコード番号番号番号番号のののの付付付付いたいたいたいた小小小小さなさなさなさなプラスティックプラスティックプラスティックプラスティックののののカードカードカードカードをををを使用使用使用使用したしたしたしたサービスサービスサービスサービスをををを

提供提供提供提供しましたしましたしましたしました。。。。現金現金現金現金のののの代代代代わりにわりにわりにわりにカードカードカードカードをををを持持持持ってってってって店店店店にににに行行行行くくくく事事事事がががが可能可能可能可能になりましたになりましたになりましたになりました。。。。店員店員店員店員

はははは取引取引取引取引をををを処理処理処理処理しししし、、、、現金現金現金現金とととと交換交換交換交換することもなすることもなすることもなすることもなくくくく、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは簡単簡単簡単簡単なななな署名署名署名署名でほとんどでほとんどでほとんどでほとんど何何何何でもでもでもでも

得得得得るるるる事事事事ができるようになりましたができるようになりましたができるようになりましたができるようになりました。。。。 

売買売買売買売買においてにおいてにおいてにおいて、、、、金銭金銭金銭金銭がががが何何何何のののの価値価値価値価値もももも無無無無くなるくなるくなるくなる、、、、というというというという日日日日はははは近近近近づいていますづいていますづいていますづいています。。。。反反反反キリストキリストキリストキリスト

はははは、、、、彼彼彼彼のののの商業計画商業計画商業計画商業計画においてにおいてにおいてにおいて、、、、身分証明身分証明身分証明身分証明コードコードコードコード番号番号番号番号によってによってによってによって資金決済資金決済資金決済資金決済するというするというするというするというシステシステシステシステ

ムムムムをををを基基基基にしますにしますにしますにします。。。。全全全全てのてのてのての取引取引取引取引ははははコンピューターコンピューターコンピューターコンピューターによってによってによってによって電子的電子的電子的電子的にににに処理処理処理処理されるでしょされるでしょされるでしょされるでしょ

うううう。。。。教会教会教会教会のののの携挙携挙携挙携挙のののの後後後後でこのでこのでこのでこの地上地上地上地上にいるにいるにいるにいる者者者者にはにはにはには、、、、数字数字数字数字かかかか刻印刻印刻印刻印がががが割割割割りりりり当当当当てられるでしょてられるでしょてられるでしょてられるでしょ

うううう。。。。そのそのそのその刻印刻印刻印刻印がががが無無無無ければければければければ、、、、誰誰誰誰もももも買買買買うこともうこともうこともうことも売売売売ることもできないでしょうることもできないでしょうることもできないでしょうることもできないでしょう。。。。 

アメリカアメリカアメリカアメリカはははは現金現金現金現金なしのなしのなしのなしの社会社会社会社会へとへとへとへと向向向向かっていますかっていますかっていますかっています。。。。過去過去過去過去30303030年間年間年間年間でででで技術技術技術技術はははは発展発展発展発展しししし、、、、小切手小切手小切手小切手

をををを書書書書いたりいたりいたりいたり現金現金現金現金をををを持持持持つつつつ必要性必要性必要性必要性をををを排除排除排除排除しましたしましたしましたしました。。。。大手会社大手会社大手会社大手会社のののの多多多多くはもはやくはもはやくはもはやくはもはや小切手小切手小切手小切手でででで給料給料給料給料

をををを払払払払わずわずわずわず、、、、現金現金現金現金をををを取取取取りりりり扱扱扱扱わなくてもいいようにわなくてもいいようにわなくてもいいようにわなくてもいいように、、、、自動的自動的自動的自動的にににに資金資金資金資金をををを銀行口座銀行口座銀行口座銀行口座にににに振振振振りりりり込込込込みみみみ

ますますますます。。。。オンラインオンラインオンラインオンライン銀行銀行銀行銀行はははは、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが小切手小切手小切手小切手をををを書書書書いたりいたりいたりいたり現金現金現金現金をををを取取取取りりりり扱扱扱扱ったりったりったりったり切手切手切手切手をををを貼貼貼貼るるるる

ことなくことなくことなくことなく請求書請求書請求書請求書をををを支払支払支払支払うことができるようにしますうことができるようにしますうことができるようにしますうことができるようにします。。。。 

まだまだまだまだ先先先先のののの将来将来将来将来になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、電子決済電子決済電子決済電子決済はははは窃盗窃盗窃盗窃盗ををををコントロールコントロールコントロールコントロールするするするする可能性可能性可能性可能性もももも持持持持っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。もしもしもしもしコンピューターコンピューターコンピューターコンピューター化化化化されたされたされたされたシステムシステムシステムシステムをををを通通通通らなければらなければらなければらなければ誰誰誰誰もももも売買売買売買売買できないのであれできないのであれできないのであれできないのであれ

ばばばば、、、、窃盗犯窃盗犯窃盗犯窃盗犯はははは身分証明番号身分証明番号身分証明番号身分証明番号をををを創作創作創作創作しなくてはしなくてはしなくてはしなくては盗盗盗盗んだんだんだんだ商品商品商品商品をををを売売売売ることができませんることができませんることができませんることができません。。。。現現現現

金金金金はははは用用用用いられなくなるのでいられなくなるのでいられなくなるのでいられなくなるので、、、、おおおお金金金金をををを盗盗盗盗むむむむ必要必要必要必要がががが無無無無くなりますくなりますくなりますくなります。。。。これによってこれによってこれによってこれによって無無無無くなるくなるくなるくなる

全全全全てのてのてのての犯罪犯罪犯罪犯罪をををを考考考考えてみてえてみてえてみてえてみて下下下下さいさいさいさい。。。。商店商店商店商店強盗強盗強盗強盗ややややガソリンガソリンガソリンガソリン・・・・ステーションステーションステーションステーション強盗強盗強盗強盗、、、、そしてそしてそしてそして空空空空

きききき巣泥棒巣泥棒巣泥棒巣泥棒もいなくなりますもいなくなりますもいなくなりますもいなくなります。。。。現代現代現代現代がががが抱抱抱抱えているえているえているえている犯罪問題犯罪問題犯罪問題犯罪問題にににに対対対対するするするする完璧完璧完璧完璧なななな解決策解決策解決策解決策ですですですです。。。。 

私私私私たちはまだこのたちはまだこのたちはまだこのたちはまだこの時点時点時点時点までまでまでまで来来来来ていませんがていませんがていませんがていませんが、、、、そこにそこにそこにそこに向向向向かっているかっているかっているかっている途中途中途中途中ですですですです。。。。今日今日今日今日ほとほとほとほと

んどのんどのんどのんどの人人人人がががが大抵大抵大抵大抵のののの買買買買いいいい物物物物ををををクレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードやややや銀行銀行銀行銀行カードカードカードカードでしますでしますでしますでします。。。。それはとてもそれはとてもそれはとてもそれはとても簡簡簡簡

単単単単でとてもでとてもでとてもでとても便利便利便利便利ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードやややや銀行銀行銀行銀行カードカードカードカードののののシステムシステムシステムシステムにはにはにはには問題問題問題問題がががが

ありますありますありますあります。。。。そのそのそのそのカードカードカードカードをををを提出提出提出提出しているしているしているしている人人人人がががが、、、、本当本当本当本当にそれをにそれをにそれをにそれを使使使使用用用用するするするする権利権利権利権利があるがあるがあるがある本人本人本人本人でででで

あるとあるとあるとあると、、、、小売店側小売店側小売店側小売店側はどのようにしてはっきりとはどのようにしてはっきりとはどのようにしてはっきりとはどのようにしてはっきりと知知知知ることができるのでしょうかることができるのでしょうかることができるのでしょうかることができるのでしょうか？？？？ 

しるししるししるししるし：：：：個人的身分証明個人的身分証明個人的身分証明個人的身分証明 

カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア州州州州でででで逮捕逮捕逮捕逮捕されたされたされたされた犯罪人犯罪人犯罪人犯罪人のほとんどがのほとんどがのほとんどがのほとんどが、、、、5555枚枚枚枚からからからから30303030枚枚枚枚のののの盗盗盗盗んだんだんだんだクレジートクレジートクレジートクレジート

カードカードカードカードをををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。泥棒泥棒泥棒泥棒がががが財布財布財布財布をををを盗盗盗盗むむむむ時時時時、、、、彼等彼等彼等彼等はははは通常通常通常通常おおおお金金金金よりもよりもよりもよりもクレジットカークレジットカークレジットカークレジットカー

ドドドドにににに興味興味興味興味をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードがあればがあればがあればがあれば、、、、そのそのそのそのクレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードがががが盗盗盗盗まままま

れたとれたとれたとれたと報告報告報告報告されるされるされるされる前前前前にににに、、、、口座限度額口座限度額口座限度額口座限度額までまでまでまで盗盗盗盗むむむむ事事事事ができますしができますしができますしができますし、、、、またはすぐにまたはすぐにまたはすぐにまたはすぐに新新新新しいしいしいしい商商商商

品品品品をををを購入購入購入購入しししし、、、、そのそのそのその商品商品商品商品をををを売売売売るるるる事事事事ができますができますができますができます。。。。 

現在現在現在現在、、、、研究者達研究者達研究者達研究者達はははは、、、、紛失紛失紛失紛失またはまたはまたはまたは盗盗盗盗まれたまれたまれたまれたクレジクレジクレジクレジットカードットカードットカードットカードのののの問題問題問題問題をををを削除削除削除削除するするするする為為為為にににに、、、、偽偽偽偽

者者者者をををを見分見分見分見分けるけるけるける身分証明身分証明身分証明身分証明システムシステムシステムシステムにににに取取取取りかかっていますりかかっていますりかかっていますりかかっています。。。。一一一一つのつのつのつの提案提案提案提案はははは、、、、レーザーレーザーレーザーレーザーののののタタタタ

トゥートゥートゥートゥー（（（（刺青刺青刺青刺青））））をををを使用使用使用使用することですすることですすることですすることです。。。。0.1320.1320.1320.132秒秒秒秒でででで痛痛痛痛みみみみ無無無無くくくく家畜家畜家畜家畜にににに印印印印をををを付付付付けることができけることができけることができけることができ

るるるるレーザーレーザーレーザーレーザー光線光線光線光線がががが開発開発開発開発されましたされましたされましたされました。。。。 

またまたまたまたレーザーレーザーレーザーレーザー光線光線光線光線はははは、、、、大量大量大量大量のののの資料資料資料資料をををを処理処理処理処理するするするする為為為為にもにもにもにも用用用用いられていますいられていますいられていますいられています。。。。このこのこのこの技術技術技術技術をををを用用用用

いることによりいることによりいることによりいることにより、、、、聖書全聖書全聖書全聖書全てをてをてをてをピンピンピンピンのののの頭頭頭頭にににに印刷印刷印刷印刷することができますすることができますすることができますすることができます。。。。レーザーレーザーレーザーレーザー光線光線光線光線でででで全全全全

てのてのてのての個人情報個人情報個人情報個人情報をををを目目目目にににに見見見見えないくらいえないくらいえないくらいえないくらい小小小小さくさくさくさく書書書書くくくく事事事事、、、、そしてそれをそしてそれをそしてそれをそしてそれをレーザーレーザーレーザーレーザー光線光線光線光線でででで便利便利便利便利



なななな体体体体のののの場所場所場所場所（（（（手手手手のようなのようなのようなのような））））にににに置置置置くくくく事事事事はとてもはとてもはとてもはとても簡単簡単簡単簡単ですですですです。。。。クレジックレジックレジックレジットカードシステムトカードシステムトカードシステムトカードシステムのののの

身分証明問題身分証明問題身分証明問題身分証明問題にににに対対対対するするするする究極究極究極究極のののの解決策解決策解決策解決策がががが、、、、レーザーレーザーレーザーレーザーののののタトゥータトゥータトゥータトゥー（（（（刺青刺青刺青刺青））））であるかどうかであるかどうかであるかどうかであるかどうか

はははは私私私私にはわかりませんにはわかりませんにはわかりませんにはわかりません。。。。がががが、、、、それはそれはそれはそれは非常非常非常非常にもっともらしいにもっともらしいにもっともらしいにもっともらしい解答解答解答解答をををを提供提供提供提供していますしていますしていますしています。。。。タタタタ

トゥートゥートゥートゥー（（（（刺青刺青刺青刺青））））はははは完全完全完全完全にににに痛痛痛痛みがなくみがなくみがなくみがなく、、、、誰誰誰誰ももももコピーコピーコピーコピーしたりしたりしたりしたり盗盗盗盗んだりできないんだりできないんだりできないんだりできない確実確実確実確実なななな身分身分身分身分

証明証明証明証明をををを提供提供提供提供するでしょうするでしょうするでしょうするでしょう。。。。 

このこのこのこの問題問題問題問題にににに対対対対するするするする一一一一つのつのつのつの提案提案提案提案がががが、、、、アプライドアプライドアプライドアプライド・・・・デジタルデジタルデジタルデジタル・・・・ソルーションソルーションソルーションソルーションとととと言言言言ううううフロリフロリフロリフロリ

ダダダダにあるにあるにあるにある会社会社会社会社からからからから出出出出されましたされましたされましたされました。。。。彼等彼等彼等彼等はははは、、、、皮膚皮膚皮膚皮膚のののの下下下下にににに入入入入れることができれることができれることができれることができ、、、、商品商品商品商品ののののバーバーバーバー

コードコードコードコードのようにのようにのようにのようにスキャンスキャンスキャンスキャンできるできるできるできる米粒米粒米粒米粒ほどのほどのほどのほどの小小小小さなさなさなさなチップチップチップチップをををを開発開発開発開発しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの技術技術技術技術

はははは、、、、身分証明身分証明身分証明身分証明がががが盗盗盗盗まれたりまれたりまれたりまれたり偽物偽物偽物偽物であったりするであったりするであったりするであったりする可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのあるクレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードややややスマスマスマスマ

ートカードートカードートカードートカードにまさるにまさるにまさるにまさる物物物物としてとしてとしてとして、、、、国際保安会議国際保安会議国際保安会議国際保安会議でででで紹介紹介紹介紹介されましたされましたされましたされました。。。。このこのこのこのチップチップチップチップはははは、「、「、「、「損損損損

失確認失確認失確認失確認のののの解決策解決策解決策解決策」」」」としてとしてとしてとして宣言宣言宣言宣言されましたされましたされましたされました。。。。このこのこのこのユニークユニークユニークユニークなななな皮膚皮膚皮膚皮膚のののの下下下下にににに入入入入れられるれられるれられるれられる形態形態形態形態

はははは、、、、安全保証安全保証安全保証安全保証やややや金融業界金融業界金融業界金融業界においてにおいてにおいてにおいて、、、、様様様様々々々々なななな身分証明身分証明身分証明身分証明のののの適用適用適用適用のののの為為為為にににに用用用用いることができるいることができるいることができるいることができる

でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。 

2004200420042004年年年年10101010月月月月、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ食品医薬品局食品医薬品局食品医薬品局食品医薬品局(FDA)(FDA)(FDA)(FDA)はははは、、、、このこのこのこの最新提案最新提案最新提案最新提案であるであるであるであるベリチップベリチップベリチップベリチップ

（（（（VeriChipVeriChipVeriChipVeriChip））））のののの認定許可認定許可認定許可認定許可ををををアプライドアプライドアプライドアプライド・・・・デジタルデジタルデジタルデジタル・・・・ソルーションソルーションソルーションソルーション社社社社にににに与与与与えましたえましたえましたえました。。。。アアアア

プライドプライドプライドプライド・・・・デジタルデジタルデジタルデジタル・・・・ソルーションソルーションソルーションソルーション社社社社によればによればによればによれば、、、、彼彼彼彼等等等等のののの計画計画計画計画はははは、、、、患者患者患者患者をよりよくをよりよくをよりよくをよりよく管理管理管理管理

しししし手当手当手当手当てするてするてするてする為為為為にににに、、、、個人的個人的個人的個人的なななな治療記録治療記録治療記録治療記録をををを含含含含むむむむチップチップチップチップをををを病院病院病院病院、、、、医者医者医者医者、、、、患者患者患者患者にににに提案提案提案提案していしていしていしてい

くことですくことですくことですくことです。。。。 

ワシントンポストワシントンポストワシントンポストワシントンポスト紙紙紙紙ががががアメリカアメリカアメリカアメリカ食品医薬品局食品医薬品局食品医薬品局食品医薬品局(FDA)(FDA)(FDA)(FDA)のののの認定認定認定認定をををを報道報道報道報道したしたしたした時時時時にはにはにはには、、、、既既既既にににに百万百万百万百万

以上以上以上以上ののののベリチップベリチップベリチップベリチップがががが動物動物動物動物にににに埋埋埋埋めめめめ込込込込まれていましたまれていましたまれていましたまれていました。。。。このこのこのこの技術技術技術技術はははは馬馬馬馬のののの所有者所有者所有者所有者にににに、、、、電子的電子的電子的電子的

にににに印付印付印付印付けするけするけするけする事事事事をををを可能可能可能可能にしますにしますにしますにします。。。。ペットペットペットペットのののの飼飼飼飼いいいい主主主主のののの身分証明身分証明身分証明身分証明やややや住所住所住所住所がががが含含含含まれたまれたまれたまれた生命体生命体生命体生命体

チップチップチップチップがががが、、、、犬犬犬犬やややや猫猫猫猫にににに定期的定期的定期的定期的にににに埋埋埋埋めめめめ込込込込まれていますまれていますまれていますまれています。。。。 

更更更更にににに驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき事事事事はははは、、、、そのそのそのその掲載掲載掲載掲載されたされたされたされた記事中記事中記事中記事中にはにはにはには、、、、7000700070007000個個個個ののののベリチップベリチップベリチップベリチップがががが人間人間人間人間にににに使用使用使用使用ささささ

れるれるれるれる為為為為にににに売売売売られられられられ、、、、1000100010001000個個個個はははは既既既既にににに埋埋埋埋めめめめ込込込込まれたとまれたとまれたとまれたと書書書書かれていたかれていたかれていたかれていた事実事実事実事実ですですですです。。。。 

ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ連合連合連合連合からからからから世界世界世界世界をををを支配支配支配支配するためにするためにするためにするために出出出出てくるてくるてくるてくる人物人物人物人物はははは、、、、全全全全てのてのてのての者者者者にそのにそのにそのにその右手右手右手右手かかかか額額額額

にににに刻印刻印刻印刻印をををを受受受受けるようにけるようにけるようにけるように命命命命じじじじ、、、、このこのこのこの刻印刻印刻印刻印がなければがなければがなければがなければ誰誰誰誰もももも売買売買売買売買できないようになるできないようになるできないようになるできないようになる、、、、とととと聖聖聖聖

書書書書はははは言言言言っていますっていますっていますっています。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは現在現在現在現在このこのこのこの状態状態状態状態にににに近近近近づいているようにづいているようにづいているようにづいているように見見見見えますえますえますえます。。。。既既既既ににににスースースースー

パーマーケットパーマーケットパーマーケットパーマーケットではではではでは、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが選選選選んだんだんだんだ商品商品商品商品ののののUPCUPCUPCUPCコードコードコードコードをををを読読読読みみみみ取取取取るるるるスキャナースキャナースキャナースキャナーをををを使用使用使用使用しししし

ていますていますていますています。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの刻印刻印刻印刻印かかかか番号番号番号番号ののののタトゥータトゥータトゥータトゥー（（（（刺青刺青刺青刺青））））がついたがついたがついたがついた手手手手ををををスキャナースキャナースキャナースキャナーにににに当当当当てれてれてれてれ

ばばばば、、、、そのそのそのその合計金額合計金額合計金額合計金額ががががコンピューターコンピューターコンピューターコンピューター化化化化されたあなたのされたあなたのされたあなたのされたあなたの銀行口座銀行口座銀行口座銀行口座からからからから自動的自動的自動的自動的にににに引引引引きききき落落落落とととと

されるようにされるようにされるようにされるようになるのはなるのはなるのはなるのは、、、、とてもとてもとてもとても簡単簡単簡単簡単なことでしょうなことでしょうなことでしょうなことでしょう。。。。そのようなそのようなそのようなそのような手続手続手続手続きのきのきのきの為為為為にににに必要必要必要必要なななな

物物物物はははは既既既既にににに開発開発開発開発されていますされていますされていますされています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその適用適用適用適用のののの可能性可能性可能性可能性はははは無限無限無限無限にありますにありますにありますにあります。。。。 

ほぼほぼほぼほぼ二千年前二千年前二千年前二千年前にににに聖書聖書聖書聖書がががが預言預言預言預言したしたしたした事事事事はははは、、、、そのそのそのその当時当時当時当時ではではではではサイエンスサイエンスサイエンスサイエンス・・・・ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーのようのようのようのよう

にににに思思思思われましたがわれましたがわれましたがわれましたが、、、、現代現代現代現代ではではではではコンピューターコンピューターコンピューターコンピューター技術技術技術技術のののの発展発展発展発展によりによりによりにより、、、、実用的実用的実用的実用的なななな現実現実現実現実のもののもののもののもの

になりましたになりましたになりましたになりました。。。。 

これはこれはこれはこれは一一一一つのしるしにすぎませんつのしるしにすぎませんつのしるしにすぎませんつのしるしにすぎません。。。。反反反反キリストキリストキリストキリストがががが登場登場登場登場するするするする前前前前にににに、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが見見見見ておくべておくべておくべておくべ

きききき他他他他のしるしはのしるしはのしるしはのしるしは何何何何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？ 

しるししるししるししるし：：：：世界危機世界危機世界危機世界危機 

あるあるあるある日日日日、、、、オリーブオリーブオリーブオリーブ山山山山にににに座座座座りりりり、、、、弟子達弟子達弟子達弟子達ははははイエスイエスイエスイエス様様様様にににに終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代についてについてについてについて質問質問質問質問しまししまししまししまし

たたたた。「。「。「。「おおおお話話話話ししししくださいくださいくださいください。。。。いついついついつ、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが起起起起こるのでしょうこるのでしょうこるのでしょうこるのでしょう。。。。またまたまたまた、、、、それがみなそれがみなそれがみなそれがみな

実現実現実現実現するようなときにはするようなときにはするようなときにはするようなときには、、、、どんなどんなどんなどんな前兆前兆前兆前兆があるのでしょうがあるのでしょうがあるのでしょうがあるのでしょう。」（。」（。」（。」（マルコマルコマルコマルコのののの福音書福音書福音書福音書13131313章章章章4444

節節節節））））イエスイエスイエスイエス様様様様はははは答答答答えられましたえられましたえられましたえられました。「。「。「。「わたしのわたしのわたしのわたしの名名名名をををを名名名名のるのるのるのる者者者者がががが大勢現大勢現大勢現大勢現れれれれ、『、『、『、『私私私私こそそれこそそれこそそれこそそれ



だだだだ。。。。』』』』とととと言言言言ってってってって、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人をををを惑惑惑惑わすでしょうわすでしょうわすでしょうわすでしょう。。。。またまたまたまた、、、、戦争戦争戦争戦争のことやのことやのことやのことや戦争戦争戦争戦争のうわさをのうわさをのうわさをのうわさを聞聞聞聞

いてもいてもいてもいても、、、、あわててはいけませんあわててはいけませんあわててはいけませんあわててはいけません。。。。それはそれはそれはそれは必必必必ずずずず起起起起こることですこることですこることですこることです。。。。しかししかししかししかし、、、、終終終終わりがわりがわりがわりが来来来来たたたた

のではありませんのではありませんのではありませんのではありません。。。。民族民族民族民族はははは民族民族民族民族にににに、、、、国国国国はははは国国国国にににに敵対敵対敵対敵対してしてしてして立立立立ちちちち上上上上がりがりがりがり、、、、方方方方々々々々にににに地震地震地震地震があがあがあがあ

りりりり、、、、ききんもききんもききんもききんも起起起起こるはずだからですこるはずだからですこるはずだからですこるはずだからです。。。。これらのことはこれらのことはこれらのことはこれらのことは、、、、産産産産みのみのみのみの苦苦苦苦しみのしみのしみのしみの初初初初めめめめですですですです。」。」。」。」

（（（（マルコマルコマルコマルコのののの福音書福音書福音書福音書13131313章章章章5555----8888節節節節）））） 

ルカルカルカルカがこのがこのがこのがこの会話会話会話会話をををを書書書書いたいたいたいた箇所箇所箇所箇所ではではではでは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは「「「「大地震大地震大地震大地震がありがありがありがあり、、、、方方方方々々々々にににに疫病疫病疫病疫病やききんやききんやききんやききん

がががが起起起起こりこりこりこり、、、、恐恐恐恐ろしいことやろしいことやろしいことやろしいことや天天天天からのすさまじいからのすさまじいからのすさまじいからのすさまじい前兆前兆前兆前兆がががが現現現現れますれますれますれます。」（。」（。」（。」（ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書21212121

章章章章11111111節節節節））））とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。大地震大地震大地震大地震、、、、ききんききんききんききん、、、、疫病疫病疫病疫病、、、、恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい前兆前兆前兆前兆。。。。これはこれはこれはこれは、、、、現代現代現代現代のののの私私私私

たちのたちのたちのたちの世界世界世界世界をををを述述述述べているようにべているようにべているようにべているように聞聞聞聞こえますこえますこえますこえます。。。。全世界全世界全世界全世界ですさまじいですさまじいですさまじいですさまじい大地震大地震大地震大地震がががが定期的定期的定期的定期的にににに起起起起

こっていますこっていますこっていますこっています。。。。2004200420042004年年年年ににににインドネシアインドネシアインドネシアインドネシアでででで起起起起こったこったこったこった津波津波津波津波はははは、、、、インドインドインドインド洋洋洋洋でのでのでのでの地震地震地震地震がががが原因原因原因原因でででで

すすすす。。。。ハリケーンハリケーンハリケーンハリケーンはははは、、、、そのそのそのその頻繁頻繁頻繁頻繁さにおいてもさにおいてもさにおいてもさにおいても大大大大きさにおいてもきさにおいてもきさにおいてもきさにおいても増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。ハリケハリケハリケハリケ

ーンーンーンーン・・・・カトリーナカトリーナカトリーナカトリーナがががが引引引引きききき起起起起こしたこしたこしたこした騒動騒動騒動騒動をををを考考考考えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。 

疫病疫病疫病疫病・・・・・・・・・・・・致命的致命的致命的致命的なななな伝染病伝染病伝染病伝染病はははは、、、、世界的問題世界的問題世界的問題世界的問題ですですですです。。。。医者達医者達医者達医者達はははは、、、、全国的全国的全国的全国的なななな流行病流行病流行病流行病になるになるになるになる可可可可

能性能性能性能性があるがあるがあるがある鳥風邪鳥風邪鳥風邪鳥風邪（（（（バードバードバードバード・・・・フルーフルーフルーフルー））））についてのについてのについてのについての恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい警告警告警告警告をををを与与与与えていますえていますえていますえています。。。。超越超越超越超越

菌菌菌菌（（（（スーパースーパースーパースーパー・・・・ジャームジャームジャームジャーム））））はははは、、、、医療学業界医療学業界医療学業界医療学業界がそれにがそれにがそれにがそれに対対対対してしてしてして使用使用使用使用しようとするしようとするしようとするしようとする全全全全てのてのてのての抗抗抗抗

生物質生物質生物質生物質にににに抵抗抵抗抵抗抵抗していますしていますしていますしています。。。。エイズエイズエイズエイズはははは全世界全世界全世界全世界にににに広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。。。。実際実際実際実際、、、、エイズエイズエイズエイズ感染感染感染感染のたのたのたのた

めにめにめにめに、、、、現在現在現在現在アフリカアフリカアフリカアフリカ全土全土全土全土がががが社会的大混乱社会的大混乱社会的大混乱社会的大混乱となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。エイズエイズエイズエイズがががが何百何千何百何千何百何千何百何千というというというという子子子子

供達供達供達供達をををを孤児孤児孤児孤児にしにしにしにし、、、、どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組みみみみ始始始始めればめればめればめれば良良良良いのかわからないいのかわからないいのかわからないいのかわからない問題問題問題問題をををを作作作作っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。エイエイエイエイズズズズはははは25252525歳歳歳歳からからからから44444444歳歳歳歳までのまでのまでのまでの大人大人大人大人のののの第一第一第一第一のののの死亡原因死亡原因死亡原因死亡原因ですがですがですがですが、、、、エイズエイズエイズエイズとととと結核結核結核結核ととととマラマラマラマラ

リアリアリアリアをををを合合合合わせたよりもわせたよりもわせたよりもわせたよりも多多多多くのくのくのくの人人人人々々々々がががが、、、、飢餓飢餓飢餓飢餓でででで死死死死んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。全世界全世界全世界全世界でででで8888億億億億5555千万人千万人千万人千万人がががが常常常常

にににに飢飢飢飢えておりえておりえておりえており、、、、毎毎毎毎5555秒秒秒秒ごとにごとにごとにごとに世界世界世界世界のどこかでのどこかでのどこかでのどこかで一人一人一人一人のののの子供子供子供子供がががが飢餓飢餓飢餓飢餓によってによってによってによって死死死死んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。 

世界世界世界世界はははは解決策解決策解決策解決策をををを求求求求めていますめていますめていますめています。。。。これらのこれらのこれらのこれらの問題問題問題問題がががが持持持持ちちちち上上上上がるにつれてがるにつれてがるにつれてがるにつれて、、、、聖書聖書聖書聖書のののの預言預言預言預言をををを学学学学

んでいるんでいるんでいるんでいる私達私達私達私達がこのがこのがこのがこの世世世世のののの終終終終わりについてわりについてわりについてわりについて話話話話しししし始始始始めるめるめるめる時時時時、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが真剣真剣真剣真剣にににに考考考考えられていえられていえられていえられてい

るのはるのはるのはるのは興味深興味深興味深興味深いことですいことですいことですいことです。。。。私私私私たちはもはやたちはもはやたちはもはやたちはもはや宗教的宗教的宗教的宗教的なななな狂信者狂信者狂信者狂信者とととと分類分類分類分類されることはありまされることはありまされることはありまされることはありま

せんせんせんせん。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの世界世界世界世界にににに起起起起こっているこっているこっているこっている危機危機危機危機をををを見見見見てててて真剣真剣真剣真剣にににに考考考考えてえてえてえているいるいるいる人人人人はははは、、、、何何何何かがかがかがかが成成成成されされされされ

なくてはならないというなくてはならないというなくてはならないというなくてはならないという結論結論結論結論にににに至至至至っていますっていますっていますっています。。。。世界世界世界世界によってによってによってによって提供提供提供提供されるされるされるされる通常通常通常通常のののの解決策解決策解決策解決策

はははは、、、、簡単簡単簡単簡単でででで直接的直接的直接的直接的なものですなものですなものですなものです。。。。指導者達指導者達指導者達指導者達はははは、、、、私私私私たちはもはやたちはもはやたちはもはやたちはもはや異異異異なるなるなるなる目標目標目標目標やややや理想理想理想理想をををを持持持持っっっっ

てててて異異異異なったなったなったなった国国国国々々々々としてとしてとしてとして存在存在存在存在すべきではないとすべきではないとすべきではないとすべきではないと言言言言いますいますいますいます。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは世界的連合世界的連合世界的連合世界的連合のののの形態形態形態形態、、、、

全世界全世界全世界全世界がががが統合統合統合統合したしたしたした一一一一つのつのつのつの政府体系政府体系政府体系政府体系にににに明明明明けけけけ渡渡渡渡すべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきであると言言言言いますいますいますいます。。。。彼等彼等彼等彼等はそれにはそれにはそれにはそれに伴伴伴伴

いいいい、、、、私私私私たちにはたちにはたちにはたちには統合統合統合統合したしたしたした一一一一つのつのつのつの宗教宗教宗教宗教がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると結論付結論付結論付結論付けるでしょうけるでしょうけるでしょうけるでしょう。。。。私私私私はははは以前以前以前以前、、、、

「「「「神神神神はははは一一一一つのつのつのつの宗教宗教宗教宗教にににに収収収収めるにはめるにはめるにはめるには大大大大きすぎるきすぎるきすぎるきすぎる」」」」とととと書書書書かれたかれたかれたかれた車車車車ののののシールシールシールシールをををを見見見見ましたましたましたました。。。。多多多多くくくく

のののの人人人人がこれらのがこれらのがこれらのがこれらのユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニバーサルなななな目標目標目標目標にににに向向向向かってかってかってかって動動動動くことにくことにくことにくことに専念専念専念専念していますしていますしていますしています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、

再再再再びびびび言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、まさにまさにまさにまさに聖書聖書聖書聖書がががが終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代にににに起起起起こるとこるとこるとこると言言言言っているっているっているっている事事事事ですですですです。。。。私私私私たちたちたちたち

はははは、、、、全全全全てのてのてのての人類人類人類人類をををを支配支配支配支配するするするする一人一人一人一人のののの人物人物人物人物がががが登場登場登場登場してくるしてくるしてくるしてくる世界統合政府世界統合政府世界統合政府世界統合政府へとへとへとへと向向向向かってかってかってかって動動動動いいいい

ていますていますていますています。。。。 

しるししるししるししるし：：：：地球地球地球地球がががが酔酔酔酔ったったったった男男男男のようによろめくのようによろめくのようによろめくのようによろめく 

地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化はははは現在熱現在熱現在熱現在熱くくくく議論議論議論議論されているされているされているされている話題話題話題話題ですですですです。。。。化学燃料放出化学燃料放出化学燃料放出化学燃料放出ややややグリーンハウスグリーンハウスグリーンハウスグリーンハウス・・・・ガガガガ

ススススについてについてについてについて語語語語られることがないられることがないられることがないられることがない日日日日はほとんどありませんはほとんどありませんはほとんどありませんはほとんどありません。。。。森林伐採森林伐採森林伐採森林伐採にににに加加加加ええええ、、、、化学燃料化学燃料化学燃料化学燃料

のののの燃焼燃焼燃焼燃焼がががが、、、、地球地球地球地球をををを危険危険危険危険ななななレベルレベルレベルレベルまでまでまでまで温暖化温暖化温暖化温暖化しているとしているとしているとしていると信信信信じられていますじられていますじられていますじられています。。。。化学燃料化学燃料化学燃料化学燃料はははは

熱熱熱熱をををを吸収吸収吸収吸収するするするするガスガスガスガスをををを放出放出放出放出しますしますしますします。。。。森林伐採森林伐採森林伐採森林伐採はははは、、、、炭素炭素炭素炭素やややや汚染汚染汚染汚染をををを通通通通してしてしてして放出放出放出放出されたされたされたされた細細細細かいかいかいかい

ちりをちりをちりをちりを吸収吸収吸収吸収してくれるしてくれるしてくれるしてくれる木木木木をををを取取取取りりりり除除除除きますきますきますきます。。。。このこのこのこの二二二二つのつのつのつの要因要因要因要因のののの組組組組みみみみ合合合合わせがわせがわせがわせが、、、、地球地球地球地球のののの温温温温

度変化度変化度変化度変化をもたらしましたをもたらしましたをもたらしましたをもたらしました。。。。あるあるあるある科学者達科学者達科学者達科学者達はまだこのはまだこのはまだこのはまだこの考考考考えにえにえにえに合意合意合意合意することをすることをすることをすることを躊躇躊躇躊躇躊躇していしていしていしてい



ますがますがますがますが、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの科学者達科学者達科学者達科学者達がががが、、、、地球地球地球地球はははは確確確確かにかにかにかに温暖化温暖化温暖化温暖化しているしているしているしている、、、、しかもしかもしかもしかも危険危険危険危険なほどまなほどまなほどまなほどま

でにでにでにでに温暖化温暖化温暖化温暖化しているしているしているしている、、、、というというというという結論結論結論結論にににに至至至至っていますっていますっていますっています。。。。 

これらのこれらのこれらのこれらの事実事実事実事実をををを考考考考えてくださいえてくださいえてくださいえてください：：：： 

アメリカアメリカアメリカアメリカでででで認認認認められているめられているめられているめられている環境環境環境環境・・・・宇宙専門家宇宙専門家宇宙専門家宇宙専門家であるであるであるであるNOAANOAANOAANOAAととととNASANASANASANASAとによってまとめられとによってまとめられとによってまとめられとによってまとめられ

たたたた資料資料資料資料によるとによるとによるとによると、、、、地球地球地球地球のののの平均表面温度平均表面温度平均表面温度平均表面温度はははは過去百年間過去百年間過去百年間過去百年間でででで華氏華氏華氏華氏1.21.21.21.2〜〜〜〜1.41.41.41.4度上昇度上昇度上昇度上昇しましたしましたしましたしました。。。。 

歴史上歴史上歴史上歴史上のののの最高気温記録最高気温記録最高気温記録最高気温記録はははは、、、、全全全全てててて過去過去過去過去15151515年以内年以内年以内年以内にににに起起起起こっていますこっていますこっていますこっています。。。。 

地球地球地球地球のののの温度温度温度温度はははは現在現在現在現在のののの割合割合割合割合でいくとでいくとでいくとでいくと、、、、今世紀今世紀今世紀今世紀のののの終終終終わりまでにわりまでにわりまでにわりまでに更更更更にににに華氏華氏華氏華氏2.52.52.52.5〜〜〜〜10.410.410.410.4度上昇度上昇度上昇度上昇すすすす

るとるとるとると推測推測推測推測されていますされていますされていますされています。。。。 

地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化にににに加加加加ええええ、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ心配心配心配心配されているされているされているされている問題問題問題問題ががががオゾンオゾンオゾンオゾン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊ですですですです。。。。地球地球地球地球はははは成層成層成層成層

圏中圏中圏中圏中ののののオゾンガスオゾンガスオゾンガスオゾンガスでででで覆覆覆覆われていますわれていますわれていますわれています。。。。オゾンガスオゾンガスオゾンガスオゾンガスのののの層層層層はははは、、、、フィルターフィルターフィルターフィルターとなってとなってとなってとなって太陽太陽太陽太陽かかかか

らのらのらのらの強烈強烈強烈強烈なななな紫外線紫外線紫外線紫外線をををを受受受受けることからけることからけることからけることから私私私私たちをたちをたちをたちを守守守守ってくれるというってくれるというってくれるというってくれるという、、、、人間人間人間人間がががが生生生生きていくきていくきていくきていく

ためのためのためのための非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを果果果果たしていますたしていますたしていますたしています。。。。神神神神ははははヨブヨブヨブヨブ記記記記のののの中中中中でででで、、、、地球地球地球地球のののの周周周周りにあるりにあるりにあるりにある

「「「「むつきむつきむつきむつき（（（（細長細長細長細長いいいい包包包包むむむむ布布布布・・・・産衣産衣産衣産衣））））」」」」についてについてについてについて語語語語っていますっていますっていますっています。（。（。（。（ヨブヨブヨブヨブ記記記記38383838章章章章9999節節節節））））これこれこれこれ

はははは、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの地球地球地球地球のののの周周周周りをりをりをりを覆覆覆覆っているっているっているっているオゾンオゾンオゾンオゾン層層層層についてについてについてについて語語語語っているのかもしれませっているのかもしれませっているのかもしれませっているのかもしれませ

んんんん。。。。もしもしもしもしオゾンオゾンオゾンオゾン層層層層がががが地球地球地球地球のののの表面表面表面表面までまでまでまで下下下下がってがってがってがって来来来来たならばたならばたならばたならば、、、、91.491.491.491.4センチメートルセンチメートルセンチメートルセンチメートルのののの厚厚厚厚みみみみ

にしかなりませんにしかなりませんにしかなりませんにしかなりません。。。。 

科学者達科学者達科学者達科学者達はははは、、、、私私私私たちがこのたちがこのたちがこのたちがこの保護層保護層保護層保護層をををを破壊破壊破壊破壊するするするする危険危険危険危険をををを冒冒冒冒しているしているしているしている、、、、とととと長長長長いいいい間宣言間宣言間宣言間宣言してきしてきしてきしてき

ましたましたましたました。。。。最初最初最初最初にこのにこのにこのにこの提案提案提案提案がががが出出出出されたのはされたのはされたのはされたのは、、、、1974197419741974年年年年にににに、、、、エアゾールエアゾールエアゾールエアゾール噴霧剤商品噴霧剤商品噴霧剤商品噴霧剤商品がががが大気中大気中大気中大気中

ににににフルオロカーボンガスフルオロカーボンガスフルオロカーボンガスフルオロカーボンガス（（（（フロンフロンフロンフロンのののの一種一種一種一種））））をををを放出放出放出放出しししし、、、、それがそれがそれがそれがオゾンオゾンオゾンオゾンとととと塩素塩素塩素塩素ガスガスガスガスとのとのとのとの結結結結

合合合合をををを引引引引きききき起起起起こしこしこしこし、、、、窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物をををを作作作作りりりり出出出出すすすす、、、、とととと科学者達科学者達科学者達科学者達がががが結論付結論付結論付結論付けたけたけたけた時時時時ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、地地地地

上上上上5555万万万万5000500050005000フィートフィートフィートフィート（（（（約約約約16.716.716.716.7キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））のののの高高高高さをさをさをさを時速時速時速時速1500150015001500マイルマイルマイルマイル（（（（約約約約2414241424142414キロメーキロメーキロメーキロメー

トルトルトルトル））））でででで飛飛飛飛ぶぶぶぶ超音速超音速超音速超音速ジェットジェットジェットジェット機機機機ももももオゾンオゾンオゾンオゾン層層層層をををを脅脅脅脅かしていますかしていますかしていますかしています。。。。これらこれらこれらこれら超音速超音速超音速超音速ジェットジェットジェットジェット

機機機機からからからから放出放出放出放出されたされたされたされた排気排気排気排気ガスガスガスガスがががが、、、、酸素酸素酸素酸素とととと結合結合結合結合してしてしてしてオゾンオゾンオゾンオゾンとととと反応反応反応反応しししし、、、、紫外線紫外線紫外線紫外線にににに対対対対するするするする保護保護保護保護

層層層層をををを消消消消しししし去去去去っていますっていますっていますっています。。。。 

あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、このこのこのこの減少減少減少減少したしたしたしたオゾンオゾンオゾンオゾン層層層層のののの結果結果結果結果をををを、、、、長長長長いいいい間太陽間太陽間太陽間太陽をををを浴浴浴浴びすぎたびすぎたびすぎたびすぎた時時時時にににに感感感感じるじるじるじる事事事事がががが

できますできますできますできます。。。。数年前数年前数年前数年前、、、、私私私私はははは海海海海でででで数百人数百人数百人数百人のののの人人人人ににににバプテスマバプテスマバプテスマバプテスマ（（（（洗礼洗礼洗礼洗礼））））をををを授授授授けたのですがけたのですがけたのですがけたのですが、、、、そそそそ

のののの数時間太陽数時間太陽数時間太陽数時間太陽をををを浴浴浴浴びたびたびたびた結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、私私私私はははは頭頭頭頭にひどいにひどいにひどいにひどい日焼日焼日焼日焼けけけけ（（（（火傷火傷火傷火傷））））をしましたをしましたをしましたをしました。。。。私私私私のののの

医者医者医者医者はははは、、、、一般的一般的一般的一般的ににににオゾンオゾンオゾンオゾン層層層層のののの減少減少減少減少によってによってによってによって起起起起こるこるこるこる、、、、紫外線紫外線紫外線紫外線によるによるによるによる火傷火傷火傷火傷であるとであるとであるとであると私私私私にににに言言言言

いましたいましたいましたいました。。。。 

エアゾールエアゾールエアゾールエアゾール噴霧剤商品噴霧剤商品噴霧剤商品噴霧剤商品とととと超音速超音速超音速超音速ジャットジャットジャットジャット機機機機にににに加加加加ええええ、、、、原子核爆弾原子核爆弾原子核爆弾原子核爆弾のののの実験中実験中実験中実験中にににに放出放出放出放出されるされるされるされる

大大大大きなきなきなきなガスガスガスガス雲雲雲雲もももも、、、、現存現存現存現存しているしているしているしているオゾンオゾンオゾンオゾン層層層層にとってにとってにとってにとって有害有害有害有害ですですですです。。。。もしもしもしもし私私私私たちがたちがたちがたちが、、、、いくつもいくつもいくつもいくつも

のののの核装置核装置核装置核装置をををを大気中大気中大気中大気中にににに爆発爆発爆発爆発させるさせるさせるさせる原子核戦争原子核戦争原子核戦争原子核戦争をををを起起起起こしたならこしたならこしたならこしたなら、、、、それによってそれによってそれによってそれによって引引引引きききき起起起起こさこさこさこさ

れるれるれるれる最悪最悪最悪最悪のののの結果結果結果結果はははは、、、、第一第一第一第一のののの直接的破壊直接的破壊直接的破壊直接的破壊であるとはであるとはであるとはであるとは限限限限りませんりませんりませんりません。。。。それはそれはそれはそれはオゾンオゾンオゾンオゾン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊

であるであるであるである可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。オゾンオゾンオゾンオゾン層層層層なしではなしではなしではなしでは、、、、太陽太陽太陽太陽のののの紫外線紫外線紫外線紫外線がががが人間人間人間人間をををを生生生生きたままきたままきたままきたまま焼焼焼焼きききき

始始始始めるでしょうめるでしょうめるでしょうめるでしょう。。。。 

黙示録黙示録黙示録黙示録16161616章章章章にはにはにはには、、、、大患難大患難大患難大患難のののの間間間間にににに御御御御使使使使いによっていによっていによっていによって第四第四第四第四のののの鉢鉢鉢鉢がぶちまけられるとがぶちまけられるとがぶちまけられるとがぶちまけられると、、、、太陽太陽太陽太陽はははは

火火火火でででで人人人人々々々々をををを焼焼焼焼くくくく力力力力をををを与与与与えられるとえられるとえられるとえられると書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録16161616章章章章8888----9999節節節節））））これはこれはこれはこれは、、、、オゾオゾオゾオゾ

ンンンン層層層層がががが無無無無くなることによってもたらされるくなることによってもたらされるくなることによってもたらされるくなることによってもたらされる紫外線放射結果紫外線放射結果紫外線放射結果紫外線放射結果のののの描写描写描写描写であるであるであるである可能性可能性可能性可能性がががが大大大大きききき

いですいですいですいです。。。。このこのこのこの災害災害災害災害はははは、、、、まだまだまだまだ誰誰誰誰もももも大気中大気中大気中大気中にににに保護層保護層保護層保護層であるであるであるであるオゾンオゾンオゾンオゾン層層層層がががが存在存在存在存在しているしているしているしている事事事事をををを知知知知

らなかったらなかったらなかったらなかった二千年前二千年前二千年前二千年前にににに予期予期予期予期されていましたされていましたされていましたされていました。。。。 



私私私私たちはたちはたちはたちはオゾンオゾンオゾンオゾン層層層層をををを破壊破壊破壊破壊しししし、、、、地球地球地球地球のののの温度温度温度温度をををを上昇上昇上昇上昇させているだけでなくさせているだけでなくさせているだけでなくさせているだけでなく、、、、害虫害虫害虫害虫ををををコントコントコントコント

ロールロールロールロールするするするする為為為為にににに無鉄砲無鉄砲無鉄砲無鉄砲にににに化学物質化学物質化学物質化学物質をををを使用使用使用使用することによってもすることによってもすることによってもすることによっても環境環境環境環境をををを破壊破壊破壊破壊していますしていますしていますしています。。。。

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、飢飢飢飢ええええ死死死死にしないにしないにしないにしない為為為為にににに充分充分充分充分なななな作物作物作物作物をををを生産生産生産生産するするするする唯一唯一唯一唯一のののの方法方法方法方法はははは、、、、膨大膨大膨大膨大なななな農薬農薬農薬農薬をををを使使使使

用用用用することであるというすることであるというすることであるというすることであるという結論結論結論結論にににに至至至至りましたりましたりましたりました。。。。しかししかししかししかし私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、これらこれらこれらこれら化学物質化学物質化学物質化学物質がががが私私私私たたたた

ちのちのちのちの健康健康健康健康、、、、人生人生人生人生、、、、将来将来将来将来にもたらすにもたらすにもたらすにもたらす結果結果結果結果やややや副作用副作用副作用副作用をををを十分理解十分理解十分理解十分理解していませんしていませんしていませんしていません。。。。何年何年何年何年かかかか前前前前、、、、

最最最最もももも効果効果効果効果があるとしてがあるとしてがあるとしてがあるとして広範囲広範囲広範囲広範囲でででで使使使使われたわれたわれたわれた殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤ははははDDTDDTDDTDDTでしたでしたでしたでした。。。。数年経数年経数年経数年経ったったったった後後後後、、、、私私私私たちたちたちたち

はははは、、、、DDTDDTDDTDDTはははは土壌土壌土壌土壌でででで分解分解分解分解せずせずせずせず同同同同じじじじ化学成分化学成分化学成分化学成分のままでのままでのままでのままで残残残残りりりり、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち川川川川やややや海海海海にににに流流流流れれれれ込込込込みみみみ、、、、海海海海

藻藻藻藻やややや小小小小さなさなさなさな植物植物植物植物、、、、海海海海のののの生生生生きききき物物物物やややや魚魚魚魚をををを殺殺殺殺してしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうと言言言言うううう事事事事をををを発見発見発見発見しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその後後後後DDTDDTDDTDDT

のののの使用使用使用使用ははははアメリカアメリカアメリカアメリカではではではでは禁止禁止禁止禁止になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、世界世界世界世界のいくつかののいくつかののいくつかののいくつかの場所場所場所場所ではまだではまだではまだではまだ使用使用使用使用されされされされ

ていますていますていますています。。。。 

 

 

海海海海のののの中中中中のののの大部分大部分大部分大部分のののの生命生命生命生命をををを破壊破壊破壊破壊してしまうというしてしまうというしてしまうというしてしまうという事実事実事実事実はははは、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録でででで語語語語られているもうられているもうられているもうられているもう一一一一

つのつのつのつの災害災害災害災害とととと一致一致一致一致しますしますしますします。。。。ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは、、、、火火火火のののの燃燃燃燃えているえているえているえている大大大大きなきなきなきな山山山山がががが海海海海にににに落落落落ちちちち、、、、海海海海のののの中中中中のののの生生生生

きききき物物物物のののの三分三分三分三分のののの一一一一がががが死死死死ぬのをぬのをぬのをぬのを見見見見ましたましたましたました。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録8888章章章章8888節節節節）））） 

またまたまたまた、、、、人口過剰人口過剰人口過剰人口過剰がありますがありますがありますがあります。。。。専門家専門家専門家専門家はははは、、、、人口増加人口増加人口増加人口増加のののの広広広広がりをがりをがりをがりを減少減少減少減少させるさせるさせるさせる為為為為にににに何何何何かかかか劇的劇的劇的劇的

なななな事事事事がががが成成成成されなければされなければされなければされなければ、、、、2200220022002200年年年年までにはまでにはまでにはまでには、、、、地球上地球上地球上地球上はははは壁壁壁壁のののの端端端端からからからから端端端端までまでまでまで人間人間人間人間でいっぱいでいっぱいでいっぱいでいっぱい

になってしまうとになってしまうとになってしまうとになってしまうと予測予測予測予測していますしていますしていますしています。。。。地球地球地球地球のののの人口人口人口人口はははは既既既既にににに66666666億人以上億人以上億人以上億人以上にまでにまでにまでにまで上昇上昇上昇上昇しししし、、、、毎年毎年毎年毎年

総人口総人口総人口総人口のののの2222パーセントパーセントパーセントパーセントのののの割合割合割合割合でででで増加増加増加増加しししし続続続続けていますけていますけていますけています。。。。今今今今でさえでさえでさえでさえ、、、、私私私私たちたちたちたちはははは地球上地球上地球上地球上のののの全全全全てててて

のののの人人人人をををを食食食食べさせることはできませんべさせることはできませんべさせることはできませんべさせることはできません。。。。今日今日今日今日、、、、地球上地球上地球上地球上のののの大多数大多数大多数大多数のののの人人人人はははは、、、、おおおお腹腹腹腹がすいたまがすいたまがすいたまがすいたま

まままま、、、、充分充分充分充分なななな栄養栄養栄養栄養をををを取取取取れないままでれないままでれないままでれないままで床床床床につきますにつきますにつきますにつきます。。。。人口人口人口人口がががが増加増加増加増加するにつれするにつれするにつれするにつれ、、、、食糧食糧食糧食糧のののの要求要求要求要求

もももも増加増加増加増加しますしますしますします。。。。がががが、、、、食糧食糧食糧食糧のののの供給供給供給供給はははは減少減少減少減少しますしますしますします。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは食糧価格食糧価格食糧価格食糧価格がががが急高騰急高騰急高騰急高騰すすすす

るのをるのをるのをるのを見見見見ますますますます。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、ききんがこのききんがこのききんがこのききんがこの世世世世のののの終終終終わりのしるしのわりのしるしのわりのしるしのわりのしるしの一一一一つであるとつであるとつであるとつであると言言言言われましたわれましたわれましたわれました。（。（。（。（マタマタマタマタ

イイイイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章7777節節節節））））黙示録黙示録黙示録黙示録はははは、、、、小麦小麦小麦小麦がががが一日一日一日一日のののの賃金賃金賃金賃金とととと同同同同じじじじ金額金額金額金額でででで売売売売られるられるられるられる日日日日がががが来来来来るとるとるとると言言言言

っていますっていますっていますっています。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録6666章章章章6666節節節節））））ですからですからですからですから、、、、もしあなたがこのもしあなたがこのもしあなたがこのもしあなたがこの大災害大災害大災害大災害のののの時時時時にこのにこのにこのにこの世世世世にいにいにいにい

るるるる予定予定予定予定でかけをしたいでかけをしたいでかけをしたいでかけをしたいならばならばならばならば、、、、あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお金金金金をををを金銀金銀金銀金銀にににに投資投資投資投資しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。小麦小麦小麦小麦にににに

投資投資投資投資しなさいしなさいしなさいしなさい。。。。もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが金金金金でででで何何何何もももも買買買買えないならばえないならばえないならばえないならば、、、、金金金金がががが一体何一体何一体何一体何のののの役役役役にににに立立立立ちますちますちますちます

かかかか？？？？事実事実事実事実、、、、ヤコブヤコブヤコブヤコブはははは終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日についてについてについてについて警告警告警告警告していますしていますしていますしています。。。。「「「「聞聞聞聞きなさいきなさいきなさいきなさい。。。。金持金持金持金持ちたちたちたちた

ちちちち。。。。あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの上上上上にににに迫迫迫迫ってってってって来来来来るるるる悲惨悲惨悲惨悲惨をををを思思思思ってってってって泣泣泣泣きききき叫叫叫叫びなさいびなさいびなさいびなさい。。。。あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの富富富富はははは腐腐腐腐

っておりっておりっておりっており、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの着物着物着物着物はははは虫虫虫虫にににに食食食食われておりわれておりわれておりわれており、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの金銀金銀金銀金銀にはさびがにはさびがにはさびがにはさびが来来来来

てててて、、、、そのさびがそのさびがそのさびがそのさびが、、、、あなたがたをあなたがたをあなたがたをあなたがたを責責責責めるめるめるめる証言証言証言証言となりとなりとなりとなり、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの肉肉肉肉をををを火火火火のようにのようにのようにのように食食食食いいいい

尽尽尽尽くしますくしますくしますくします。。。。あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日にににに財宝財宝財宝財宝をたくわえましたをたくわえましたをたくわえましたをたくわえました。（。（。（。（ヤコブヤコブヤコブヤコブ5555章章章章1111----3333節節節節）））） 

人間人間人間人間はまたはまたはまたはまた、、、、信信信信じられないほどじられないほどじられないほどじられないほど破壊的破壊的破壊的破壊的なななな武器新世代武器新世代武器新世代武器新世代をををを作作作作りりりり上上上上げましたげましたげましたげました。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカはははは核核核核

兵器兵器兵器兵器、、、、化学兵器化学兵器化学兵器化学兵器、、、、細菌兵器細菌兵器細菌兵器細菌兵器をををを所持所持所持所持しているしているしているしている事事事事でででで知知知知られていますられていますられていますられています。。。。終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時についてについてについてについて

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは「「「「もしもしもしもし、、、、そのそのそのその日数日数日数日数がががが少少少少なくされなかったらなくされなかったらなくされなかったらなくされなかったら、、、、ひとりとしてひとりとしてひとりとしてひとりとして救救救救われるわれるわれるわれる者者者者はなはなはなはな

いでしょういでしょういでしょういでしょう。」。」。」。」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。（。（。（。（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章22222222節節節節））））何世紀何世紀何世紀何世紀にもかけてにもかけてにもかけてにもかけて、、、、人人人人

間間間間がががが自分自分自分自分たちたちたちたち人類人類人類人類をををを完全完全完全完全にににに破壊破壊破壊破壊しししし得得得得るというるというるというるという概念概念概念概念はははは、、、、不合理不合理不合理不合理であるとであるとであるとであると考考考考えられてきまえられてきまえられてきまえられてきま

したしたしたした。。。。しかししかししかししかし今今今今、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは地球上地球上地球上地球上にににに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる全全全全てのてのてのての男性男性男性男性、、、、女性女性女性女性、、、、子供子供子供子供をををを殺殺殺殺すのにすのにすのにすのに十十十十

分分分分なななな破壊力破壊力破壊力破壊力をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの軍指導者達軍指導者達軍指導者達軍指導者達はははは、、、、大大大大ききききなななな核戦争核戦争核戦争核戦争はこのはこのはこのはこの世界世界世界世界のののの終終終終わわわわ

りをりをりをりを意味意味意味意味するするするする、、、、とととと私私私私たちにたちにたちにたちに警告警告警告警告していますしていますしていますしています。。。。 



私私私私たちのたちのたちのたちのエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー資源資源資源資源がががが急速急速急速急速なななな割合割合割合割合でででで消去消去消去消去されていっているのはされていっているのはされていっているのはされていっているのは明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。私私私私たたたた

ちはちはちはちは、、、、まるでまるでまるでまるで明日明日明日明日にはにはにはには無無無無くなってしまうかのようにくなってしまうかのようにくなってしまうかのようにくなってしまうかのように地下石油地下石油地下石油地下石油をををを掘掘掘掘りりりり上上上上げましたげましたげましたげました。。。。私私私私たたたた

ちはちはちはちは確確確確かにかにかにかに、、、、予想予想予想予想できるできるできるできる限限限限りのりのりのりの将来将来将来将来のののの間続間続間続間続くくくく、、、、充分充分充分充分ななななエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー資源資源資源資源があるとがあるとがあるとがあると考考考考えてえてえてえて

いましたいましたいましたいました。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは今今今今、、、、科学科学科学科学がががが自然資源自然資源自然資源自然資源にににに代代代代わるわるわるわる何何何何かかかか代替代替代替代替えのえのえのえの資源資源資源資源をををを発見発見発見発見できるまできるまできるまできるま

でででで、、、、通常通常通常通常ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー使用使用使用使用をををを抑制抑制抑制抑制するようにするようにするようにするように継続的継続的継続的継続的にににに言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの化学化学化学化学

燃料保有燃料保有燃料保有燃料保有はははは限限限限られておりられておりられておりられており、、、、科学者達科学者達科学者達科学者達はこのはこのはこのはこのタイプタイプタイプタイプののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの終終終終わりにわりにわりにわりに近近近近づいていづいていづいていづいてい

るとるとるとると予測予測予測予測していますしていますしていますしています。。。。 

前前前前のののの箇所箇所箇所箇所でででで述述述述べたようにべたようにべたようにべたように、、、、世界中世界中世界中世界中でででで地震地震地震地震のののの頻度頻度頻度頻度とととと強度強度強度強度がががが増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、イイイイ

エスエスエスエス様様様様がががが言言言言われたわれたわれたわれた、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様のののの再臨再臨再臨再臨をををを知知知知らせるらせるらせるらせる別別別別のしるしののしるしののしるしののしるしの一一一一つですつですつですつです。（。（。（。（マタイマタイマタイマタイのののの福福福福

音書音書音書音書24242424章章章章7777節節節節））））またまたまたまた、、、、物理学者達物理学者達物理学者達物理学者達もももも運命運命運命運命をををを預言預言預言預言するするするすることことことことにににに熱中熱中熱中熱中してきていますしてきていますしてきていますしてきています。。。。彼等彼等彼等彼等はははは

地球地球地球地球のののの構造構造構造構造をををを学学学学ぶうちにぶうちにぶうちにぶうちに、、、、地球地球地球地球のののの磁気磁気磁気磁気にににに影響影響影響影響をををを受受受受けたけたけたけたイオンイオンイオンイオンがががが、、、、現在本当現在本当現在本当現在本当のののの北北北北とはとはとはとは違違違違

うううう所所所所にににに並並並並んでいるとんでいるとんでいるとんでいると言言言言うううう事事事事をををを発見発見発見発見しましたしましたしましたしました。。。。あるあるあるある科学者達科学者達科学者達科学者達はははは、、、、これはこれはこれはこれは極軸極軸極軸極軸がががが移動移動移動移動したしたしたした

結果結果結果結果であるとであるとであるとであると信信信信じていますじていますじていますじています。。。。あるあるあるある研究者達研究者達研究者達研究者達によればによればによればによれば、、、、このこのこのこの移動移動移動移動はははは約五千年約五千年約五千年約五千年ごとにごとにごとにごとに起起起起ここここ

るとるとるとると言言言言うううう事事事事ですですですです。。。。最後最後最後最後（（（（一番最近一番最近一番最近一番最近にににに起起起起こったこったこったこった））））のののの極軸移動極軸移動極軸移動極軸移動はははは、、、、ノアノアノアノアのののの洪水洪水洪水洪水のののの時時時時とととと一致一致一致一致

するとするとするとすると推測推測推測推測されてきましたされてきましたされてきましたされてきました。。。。とするととするととするととすると、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは次次次次のののの大大大大きなきなきなきな極軸移動極軸移動極軸移動極軸移動のののの時期時期時期時期にににに来来来来ていていていてい

ますますますます。。。。あるあるあるある科学者達科学者達科学者達科学者達はははは、、、、極軸移動極軸移動極軸移動極軸移動のののの間間間間にににに島島島島々々々々はははは消消消消えてなくなりえてなくなりえてなくなりえてなくなり、、、、山山山山々々々々はははは渓谷渓谷渓谷渓谷のののの間間間間にににに溶溶溶溶

けけけけ崩崩崩崩れれれれ、、、、海底海底海底海底はははは押押押押しししし上上上上げられてげられてげられてげられて大陸大陸大陸大陸になるとになるとになるとになると信信信信じていますじていますじていますじています。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカののののユタユタユタユタ州全地域州全地域州全地域州全地域

はははは、、、、かつてかつてかつてかつて大海大海大海大海のののの中中中中にありましたにありましたにありましたにありました。。。。海抜七千海抜七千海抜七千海抜七千フィートフィートフィートフィート（（（（約約約約2.132.132.132.13キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））のののの高高高高ささささ

ののののグランドキャニオングランドキャニオングランドキャニオングランドキャニオン南側南側南側南側にににに、、、、貝殻貝殻貝殻貝殻のののの化石化石化石化石をををを見見見見つけるつけるつけるつける事事事事ができますができますができますができます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、過去過去過去過去にににに

海海海海とととと山山山山のののの構造構造構造構造がががが大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化したしたしたした事事事事をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。そのようなそのようなそのようなそのような変化変化変化変化はははは、、、、一番最近一番最近一番最近一番最近のののの極極極極

軸移動軸移動軸移動軸移動のののの間間間間にににに起起起起こったとこったとこったとこったと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。そのようなそのようなそのようなそのような自然大変動自然大変動自然大変動自然大変動のののの結果結果結果結果もたらされるもたらされるもたらされるもたらされる地地地地

質地理上質地理上質地理上質地理上のののの損害損害損害損害をををを計算計算計算計算するのはするのはするのはするのは不可能不可能不可能不可能ですですですです。。。。 

私私私私たちがたちがたちがたちが、「、「、「、「すべてのすべてのすべてのすべての山山山山やややや島島島島がそのがそのがそのがその場所場所場所場所からからからから移移移移されたされたされたされた」（」（」（」（黙示録黙示録黙示録黙示録6666章章章章14141414節節節節）、）、）、）、またまたまたまた、、、、

「「「「地球地球地球地球はははは酔酔酔酔ったったったった男男男男のようによろめきのようによろめきのようによろめきのようによろめき、、、、ハンモックハンモックハンモックハンモックのようにゆらゆらのようにゆらゆらのようにゆらゆらのようにゆらゆら揺揺揺揺れれれれ動動動動かされるかされるかされるかされる」」」」

（（（（イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書24242424章章章章20202020節節節節：：：：英語英語英語英語ASVASVASVASVをををを訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳））））というようなというようなというようなというような出来事出来事出来事出来事がががが説明説明説明説明されているされているされているされている

聖書箇所聖書箇所聖書箇所聖書箇所をををを読読読読むむむむ時時時時、、、、神神神神がががが極軸移動極軸移動極軸移動極軸移動のののの事事事事をををを預言預言預言預言されているのだろうかとされているのだろうかとされているのだろうかとされているのだろうかと思思思思うううう事事事事はははは簡単簡単簡単簡単でででで

すすすす。。。。 

しるししるししるししるし：：：：創造創造創造創造とととと終末終末終末終末 

創造創造創造創造のののの時期時期時期時期についてについてについてについて語語語語るるるる事事事事はははは科学的科学的科学的科学的にににに愚愚愚愚かかかかであるとであるとであるとであると考考考考えらえらえらえられてきましたがれてきましたがれてきましたがれてきましたが、、、、現代物理現代物理現代物理現代物理

学者達学者達学者達学者達はははは、、、、そのようなそのようなそのようなそのような創造創造創造創造のののの時時時時があったにがあったにがあったにがあったに違違違違いないといないといないといないと認識認識認識認識していますしていますしていますしています。。。。ジェームスジェームスジェームスジェームス・・・・

ジーンズジーンズジーンズジーンズ氏氏氏氏はははは彼彼彼彼のののの著書著書著書著書、「、「、「、「私私私私たちのたちのたちのたちの周周周周りのりのりのりの宇宙宇宙宇宙宇宙（（（（The Universe Around Us)））））のののの中中中中でででで、、、、宇宇宇宇

宙宙宙宙はははは、、、、ねじがいっぱいにねじがいっぱいにねじがいっぱいにねじがいっぱいに巻巻巻巻かれてからかれてからかれてからかれてから、、、、ゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりと巻巻巻巻きききき戻戻戻戻っているっているっているっている大大大大きなきなきなきな時計時計時計時計のようのようのようのよう

であるとであるとであるとであると言言言言っていますっていますっていますっています。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの宇宙宇宙宇宙宇宙にはにはにはには特定特定特定特定のののの始始始始まりのまりのまりのまりの時時時時があったとがあったとがあったとがあったと指指指指しししし示示示示すすすす証拠証拠証拠証拠

のののの主主主主なななな例例例例をををを、、、、太陽太陽太陽太陽にににに見見見見るるるる事事事事ができますができますができますができます。。。。太陽太陽太陽太陽はははは私私私私たちがたちがたちがたちが地球地球地球地球にににに生生生生きていけるようにきていけるようにきていけるようにきていけるように膨膨膨膨

大大大大なななな量量量量ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを与与与与えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、そのそのそのその為為為為にににに太陽太陽太陽太陽はははは、、、、毎秒毎秒毎秒毎秒ごとにごとにごとにごとに二百万二百万二百万二百万トントントントン以上以上以上以上

のののの太陽太陽太陽太陽のののの質量質量質量質量をををを消費消費消費消費しなくてはなりませんしなくてはなりませんしなくてはなりませんしなくてはなりません。。。。これはこれはこれはこれは、、、、もしもしもしもし、、、、進化論者達進化論者達進化論者達進化論者達がががが主張主張主張主張するよするよするよするよ

うにうにうにうに、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙がががが何億年間何億年間何億年間何億年間もももも存在存在存在存在しているのだとしたらしているのだとしたらしているのだとしたらしているのだとしたら、、、、大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題をををを作作作作りりりり出出出出しますしますしますします。。。。無無無無

限限限限のののの時時時時のののの流流流流れのれのれのれの中中中中でででで、、、、太陽太陽太陽太陽だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、全宇宙全宇宙全宇宙全宇宙のののの全全全全てのてのてのての星星星星はははは何億年何億年何億年何億年もももも前前前前にそのにそのにそのにその燃料燃料燃料燃料をををを

燃焼燃焼燃焼燃焼しししし尽尽尽尽くしていたことでしょうくしていたことでしょうくしていたことでしょうくしていたことでしょう。。。。文字通文字通文字通文字通りりりり永遠永遠永遠永遠にそのにそのにそのにその質量質量質量質量をををを燃焼燃焼燃焼燃焼しししし続続続続けるけるけるける為為為為のののの十分十分十分十分

なななな体積体積体積体積をををを持持持持ったったったった星星星星はははは、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙とととと同同同同じほどじほどじほどじほど大大大大きくなくてはなりませんきくなくてはなりませんきくなくてはなりませんきくなくてはなりません。。。。ですからですからですからですから現在現在現在現在はははは、、、、

創造創造創造創造のののの日日日日とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる特定特定特定特定のののの時点時点時点時点をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって見見見見るるるる事事事事がががが一般的一般的一般的一般的にににに受受受受けけけけ入入入入れられていまれられていまれられていまれられていま



すすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、科学者達科学者達科学者達科学者達はははは現在現在現在現在、「、「、「、「終末終末終末終末のののの時時時時」」」」とととと呼呼呼呼ばれるもっとばれるもっとばれるもっとばれるもっと不安不安不安不安にさにさにさにさせられるせられるせられるせられる将来将来将来将来

をををを見見見見ていますていますていますています。。。。 

しるししるししるししるし：：：：社会的無秩序社会的無秩序社会的無秩序社会的無秩序 

社会科学者達社会科学者達社会科学者達社会科学者達はははは、、、、地球上地球上地球上地球上にににに住住住住むむむむ人間人間人間人間のののの行動行動行動行動ほどにはほどにはほどにはほどには地球地球地球地球のののの物理的側面物理的側面物理的側面物理的側面についてはについてはについてはについては心配心配心配心配

していませんしていませんしていませんしていません。。。。専門家達専門家達専門家達専門家達はははは、、、、たとえたとえたとえたとえ私私私私たちがたちがたちがたちが物理的大災害物理的大災害物理的大災害物理的大災害、、、、終末終末終末終末をををを避避避避けることができけることができけることができけることができ

たとしてもたとしてもたとしてもたとしても、、、、社会的敵意社会的敵意社会的敵意社会的敵意がががが急上昇急上昇急上昇急上昇しているしているしているしている事事事事をををを警戒警戒警戒警戒しておりしておりしておりしており、、、、人類生存人類生存人類生存人類生存のののの可能性可能性可能性可能性をををを疑疑疑疑

問視問視問視問視していますしていますしていますしています。。。。 

社会的行動社会的行動社会的行動社会的行動があまりにもがあまりにもがあまりにもがあまりにも悪悪悪悪くなっているのでくなっているのでくなっているのでくなっているので、、、、警察警察警察警察もももも法執行者達法執行者達法執行者達法執行者達もももも、、、、彼等彼等彼等彼等がががが取取取取りりりり扱扱扱扱うううう

ようにようにようにように期待期待期待期待されているされているされているされている犯罪犯罪犯罪犯罪件件件件数数数数をををを対処対処対処対処することができませんすることができませんすることができませんすることができません。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは最近警察最近警察最近警察最近警察にににに電電電電

話話話話したしたしたした事事事事がありますかがありますかがありますかがありますか？？？？もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが犯罪犯罪犯罪犯罪のののの犠牲者犠牲者犠牲者犠牲者ならならならなら、、、、警察官警察官警察官警察官がやっがやっがやっがやってててて来来来来てててて報告書報告書報告書報告書

をををを作作作作りますがりますがりますがりますが、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの損失損失損失損失がががが回復回復回復回復できるかどうかはあまりできるかどうかはあまりできるかどうかはあまりできるかどうかはあまり期待期待期待期待できませんできませんできませんできません。。。。もしもしもしもし子子子子

供供供供がががが家出家出家出家出したならしたならしたならしたなら、、、、彼等彼等彼等彼等はははは行方不明行方不明行方不明行方不明のののの報告書報告書報告書報告書をををを提出提出提出提出しますしますしますします。。。。しかししかししかししかし、、、、危機危機危機危機にににに関関関関してしてしてして良良良良

いいいい結果結果結果結果でででで終終終終わるわるわるわる約束約束約束約束はははは非常非常非常非常にわずかですにわずかですにわずかですにわずかです。。。。あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも多多多多くのくのくのくの犯罪犯罪犯罪犯罪がががが存在存在存在存在するのでするのでするのでするので、、、、専専専専

門家達門家達門家達門家達のののの多多多多くがくがくがくが実際実際実際実際にににに法法法法とととと秩序秩序秩序秩序をををを再設立再設立再設立再設立することをあきらめていますすることをあきらめていますすることをあきらめていますすることをあきらめています。。。。 

パウロパウロパウロパウロははははテモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙にににに、「、「、「、「終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日にはにはにはには困難困難困難困難なななな時代時代時代時代がやってがやってがやってがやって来来来来ることをよくることをよくることをよくることをよく承承承承

知知知知しておきなさいしておきなさいしておきなさいしておきなさい。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに人人人人々々々々はははは、、、、自分自分自分自分をををを愛愛愛愛するするするする者者者者、、、、金金金金をををを愛愛愛愛するするするする者者者者、、、、大言壮語大言壮語大言壮語大言壮語すすすす

るるるる者者者者、、、、不遜不遜不遜不遜なななな者者者者、、、、神神神神をけがすをけがすをけがすをけがす者者者者、、、、両親両親両親両親にににに従従従従わないわないわないわない者者者者、、、、感謝感謝感謝感謝すすすすることをることをることをることを知知知知らないらないらないらない者者者者、、、、汚汚汚汚

れたれたれたれた者者者者になりになりになりになり、、、、情情情情けけけけ知知知知らずのらずのらずのらずの者者者者、、、、和解和解和解和解しないしないしないしない者者者者、、、、そしるそしるそしるそしる者者者者、、、、節制節制節制節制のないのないのないのない者者者者、、、、粗暴粗暴粗暴粗暴なななな

者者者者、、、、善善善善をををを好好好好まないまないまないまない者者者者になりになりになりになり、、、、裏切裏切裏切裏切るるるる者者者者、、、、向向向向こうこうこうこう見見見見ずなずなずなずな者者者者、、、、慢心慢心慢心慢心するするするする者者者者、、、、神神神神よりもよりもよりもよりも快楽快楽快楽快楽

をををを愛愛愛愛するするするする者者者者になるになるになるになる」（」（」（」（第二第二第二第二テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙3333章章章章1111----4444節節節節））））とととと書書書書きましたきましたきましたきました。。。。悲悲悲悲しいしいしいしい事事事事ですですですです

がががが、、、、聖書聖書聖書聖書はははは現代現代現代現代のののの私私私私たちがたちがたちがたちが見見見見ているようなているようなているようなているような人間人間人間人間をををを記述記述記述記述していますしていますしていますしています。。。。 

全全全全てのてのてのての科学者達科学者達科学者達科学者達、、、、教授達教授達教授達教授達、、、、軍人達軍人達軍人達軍人達、、、、社会学者達社会学者達社会学者達社会学者達がががが、「、「、「、「このこのこのこの世世世世のののの終終終終わりだわりだわりだわりだ！」！」！」！」とととと叫叫叫叫んでんでんでんで

いるのはいるのはいるのはいるのは、、、、なんとなんとなんとなんと皮肉的皮肉的皮肉的皮肉的なななな事事事事でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。教会教会教会教会はははは沈黙沈黙沈黙沈黙をををを保保保保ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら

教会教会教会教会はははは、、、、次第次第次第次第にににに減少減少減少減少しているしているしているしている出席者数出席者数出席者数出席者数とととと増加増加増加増加するするするする経済経済経済経済的的的的なななな重荷重荷重荷重荷にあまりにもとらわれにあまりにもとらわれにあまりにもとらわれにあまりにもとらわれ

すぎてすぎてすぎてすぎて、、、、時時時時のしるしにのしるしにのしるしにのしるしに気付気付気付気付いていないのかもしれませんいていないのかもしれませんいていないのかもしれませんいていないのかもしれません。。。。 

決定的決定的決定的決定的なななな終終終終わりわりわりわり 

クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンがこのがこのがこのがこの世界世界世界世界とそのとそのとそのとその終終終終わりについてわりについてわりについてわりについて語語語語るるるる時時時時、、、、それはそれはそれはそれは科学者達科学者達科学者達科学者達がががが語語語語るのとるのとるのとるのと全全全全

くくくく異異異異なったなったなったなった意味意味意味意味でででで語語語語っていますっていますっていますっています。。。。このこのこのこの世世世世のののの専門家達専門家達専門家達専門家達はははは、、、、物理的物理的物理的物理的なななな意味意味意味意味でこのでこのでこのでこの世界世界世界世界のののの終終終終

わりをわりをわりをわりを語語語語っていますっていますっていますっています。。。。しかししかししかししかし、、、、クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンがこのがこのがこのがこの世界世界世界世界のののの終終終終わりについてわりについてわりについてわりについて語語語語るるるる時時時時、、、、私私私私

たちはたちはたちはたちは神神神神をををを拒否拒否拒否拒否するするするする支配秩序支配秩序支配秩序支配秩序のののの破壊破壊破壊破壊をををを語語語語っていますっていますっていますっています。。。。神神神神にににに反抗反抗反抗反抗するするするするサタンサタンサタンサタンによってによってによってによって支支支支

配配配配されているされているされているされている私私私私たちのたちのたちのたちの周周周周りのりのりのりの世界秩序世界秩序世界秩序世界秩序はははは、、、、最終的最終的最終的最終的でででで決定的決定的決定的決定的なななな終終終終わりへとわりへとわりへとわりへと向向向向かっていまかっていまかっていまかっていま

すすすす。。。。私私私私たちたちたちたち教会教会教会教会はははは、、、、新新新新しいしいしいしい支配形態支配形態支配形態支配形態、、、、全世界全世界全世界全世界をををを抱抱抱抱きききき込込込込みみみみ永遠永遠永遠永遠にににに続続続続くくくく一一一一つのつのつのつの君主制君主制君主制君主制をををを待待待待

ちちちち望望望望んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、水水水水がががが海海海海をををを覆覆覆覆うようにうようにうようにうように、、、、義義義義がががが地地地地をををを覆覆覆覆うううう神神神神のののの御国御国御国御国がががが来来来来るのをるのをるのをるのを

待待待待ちちちち望望望望んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。 

人間人間人間人間はははは考考考考えられるほとんどのえられるほとんどのえられるほとんどのえられるほとんどの政治形態政治形態政治形態政治形態をををを試試試試してみましたしてみましたしてみましたしてみました。。。。都道府県制度都道府県制度都道府県制度都道府県制度、、、、市町村制市町村制市町村制市町村制

度度度度、、、、君主制度君主制度君主制度君主制度、、、、民主制度民主制度民主制度民主制度、、、、独裁制度独裁制度独裁制度独裁制度、、、、またまたまたまた様様様様々々々々なななな形態形態形態形態のののの社会主義制度社会主義制度社会主義制度社会主義制度などなどなどなど、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ

があるがあるがあるがある程度程度程度程度のののの成功成功成功成功とととと失敗失敗失敗失敗をををを伴伴伴伴ってってってって試試試試されましたされましたされましたされました。。。。人間人間人間人間はははは自分達自分達自分達自分達をををを治治治治めるめるめるめる多多多多くのくのくのくの異異異異なっなっなっなっ

たたたた方法方法方法方法をををを試試試試みましたがみましたがみましたがみましたが、、、、全全全全てのてのてのての支配支配支配支配・・・・政治形態政治形態政治形態政治形態がががが結局結局結局結局はははは悪化悪化悪化悪化していきましたしていきましたしていきましたしていきました。。。。理論的理論的理論的理論的

にどんなににどんなににどんなににどんなに完全完全完全完全ななななシステムシステムシステムシステムのようにのようにのようにのように見見見見えてもえてもえてもえても、、、、欲欲欲欲とととと腐敗腐敗腐敗腐敗がががが入入入入りりりり込込込込むことなくむことなくむことなくむことなく人間人間人間人間がががが人人人人

間間間間をををを支配支配支配支配しししし治治治治めるめるめるめる事事事事はできませんはできませんはできませんはできません。。。。ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの政治形態政治形態政治形態政治形態がががが、、、、完全完全完全完全にににに崩壊崩壊崩壊崩壊するまでするまでするまでするまで約二約二約二約二

百年百年百年百年しかしかしかしか続続続続きませんでしたきませんでしたきませんでしたきませんでした。。。。 



現在私現在私現在私現在私たちがたちがたちがたちが直面直面直面直面しているしているしているしている経済経済経済経済、、、、社会社会社会社会、、、、全世界的問題全世界的問題全世界的問題全世界的問題にはにはにはには、、、、もうもうもうもう対処対処対処対処できるできるできるできる方法方法方法方法がながながながな

いようにいようにいようにいように思思思思えますえますえますえます。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが国国国国々々々々をををを見見見見るるるる時時時時、、、、今日今日今日今日のののの世界世界世界世界にはにはにはには支配的支配的支配的支配的なななな力力力力はありませはありませはありませはありませ

んんんん。。。。世界世界世界世界はははは分分分分けられけられけられけられ、、、、国国国国々々々々はははは戸惑戸惑戸惑戸惑っていますっていますっていますっています。。。。専門家達専門家達専門家達専門家達でさえでさえでさえでさえ、、、、経済情勢経済情勢経済情勢経済情勢についてについてについてについて、、、、

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー危機危機危機危機についてについてについてについて、、、、またまたまたまた増加増加増加増加するするするする食糧不足食糧不足食糧不足食糧不足についてについてについてについて、、、、どうしたらどうしたらどうしたらどうしたら良良良良いのかわかいのかわかいのかわかいのかわか

りませんりませんりませんりません。。。。終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代にそのようなにそのようなにそのようなにそのような事事事事がががが起起起起こるとこるとこるとこると聖書聖書聖書聖書がががが言言言言っているっているっているっている通通通通りりりり、、、、諸国民諸国民諸国民諸国民がががが

不安不安不安不安にににに陥陥陥陥ってってってって悩悩悩悩んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。（（（（ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書21212121章章章章25252525節節節節）））） 

これらこれらこれらこれら全全全全てのてのてのての混乱混乱混乱混乱とととと無秩序無秩序無秩序無秩序のののの真真真真っただっただっただっただ中中中中でででで、、、、人類人類人類人類はははは一人一人一人一人のののの指導者指導者指導者指導者をををを探探探探していますしていますしていますしています。。。。そそそそ

してしてしてして、、、、そのそのそのその指導者指導者指導者指導者はやってはやってはやってはやって来来来来ますますますます。。。。彼彼彼彼はははは自分自身自分自身自分自身自分自身のののの名前名前名前名前でやってでやってでやってでやって来来来来てててて、、、、驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき事事事事をををを

宣言宣言宣言宣言しししし、、、、人類人類人類人類はははは彼彼彼彼にににに引引引引きつけられますきつけられますきつけられますきつけられます。。。。彼彼彼彼はははは、、、、コンピューターコンピューターコンピューターコンピューター化化化化されたされたされたされた商業制度商業制度商業制度商業制度のののの驚驚驚驚

くほどくほどくほどくほど効果的効果的効果的効果的なななな世界的経済計画世界的経済計画世界的経済計画世界的経済計画をををを持持持持ちちちち、、、、世界世界世界世界がががが切実切実切実切実にににに望望望望んでいるんでいるんでいるんでいる平和平和平和平和をををを提供提供提供提供するかのするかのするかのするかの

ようにようにようにように見見見見えますえますえますえます。。。。 

これらはこれらはこれらはこれらは全全全全てただのてただのてただのてただの偶然偶然偶然偶然ですかですかですかですか？？？？それともそれともそれともそれとも、、、、神神神神がこれらのがこれらのがこれらのがこれらの事事事事をををを二千年前二千年前二千年前二千年前にににに語語語語られたられたられたられた

時時時時、、、、神神神神はははは御自身御自身御自身御自身がががが語語語語っておられるっておられるっておられるっておられる事事事事についてについてについてについて知知知知っておられたのでしょっておられたのでしょっておられたのでしょっておられたのでしょううううかかかか？？？？イエスイエスイエスイエス様様様様

はははは、「、「、「、「これこれこれこれらのらのらのらの事事事事がががが起起起起こりこりこりこり始始始始めたならめたならめたならめたなら、、、、身身身身をををを起起起起こしこしこしこし、、、、頭頭頭頭をををを上上上上にににに上上上上げなさいげなさいげなさいげなさい。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの

贖贖贖贖いいいいがががが近近近近づいているのだからづいているのだからづいているのだからづいているのだから。」（。」（。」（。」（ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書21212121章章章章28282828節節節節））））とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。教会教会教会教会はははは

期待期待期待期待してしてしてして見上見上見上見上げているべきですげているべきですげているべきですげているべきです。。。。そしてそしてそしてそして声声声声をあげるべきですをあげるべきですをあげるべきですをあげるべきです。。。。静静静静かにかにかにかに立立立立っているっているっているっている代代代代わわわわ

りにりにりにりに、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは宣言宣言宣言宣言すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。「「「「このこのこのこの世世世世のののの終終終終わりだわりだわりだわりだ！」！」！」！」とととと。。。。 

憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱ではなくてではなくてではなくてではなくて喜喜喜喜びのびのびのびの宴宴宴宴のののの時時時時 

これはこれはこれはこれは絶望絶望絶望絶望やややや破滅破滅破滅破滅、、、、そしてそしてそしてそして憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱なななな叫叫叫叫びではありませんびではありませんびではありませんびではありません。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、このこのこのこの世界世界世界世界システムシステムシステムシステム

のののの終終終終わりはわりはわりはわりは、、、、欲欲欲欲やややや憎憎憎憎しみしみしみしみ、、、、戦争戦争戦争戦争やききんやききんやききんやききん、、、、病気病気病気病気やややや死死死死のののの終終終終わりをわりをわりをわりを意味意味意味意味しているからでしているからでしているからでしているからで

すすすす。。。。公公公公にににに語語語語られていないられていないられていないられていない個人的個人的個人的個人的なななな惨惨惨惨めさをめさをめさをめさを引引引引きききき起起起起こしているこしているこしているこしている、、、、他人他人他人他人のののの商業商業商業商業をををを利己的利己的利己的利己的にににに

搾取搾取搾取搾取するするするする事事事事がががが永遠永遠永遠永遠にににに無無無無くなりますくなりますくなりますくなります。。。。 

預言者預言者預言者預言者イザヤイザヤイザヤイザヤはははは言言言言いましたいましたいましたいました。。。。「「「「さあさあさあさあ、、、、乾乾乾乾いているいているいているいている者者者者はみなはみなはみなはみな、、、、水水水水にににに来来来来たれたれたれたれ。。。。金金金金のないのないのないのない者者者者

もももも、、、、来来来来てててて、、、、買買買買ってってってって食食食食べよべよべよべよ。。。。あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは来来来来てててて、、、、金金金金をををを払払払払わないでわないでわないでわないで、、、、代金代金代金代金をををを払払払払わないでわないでわないでわないで、、、、

ぶどうぶどうぶどうぶどう酒酒酒酒とととと乳乳乳乳をををを買買買買ええええ。。。。」（」（」（」（イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書55555555章章章章1111節節節節））））このこのこのこの世世世世ののののシステムシステムシステムシステムのののの終終終終わりはわりはわりはわりは、、、、神神神神にににに反抗反抗反抗反抗

するするするする人間人間人間人間によってによってによってによって支配支配支配支配されるされるされるされる世界世界世界世界のののの終終終終わりわりわりわり、、、、そしてそしてそしてそして平安平安平安平安がががが川川川川のようにのようにのようにのように流流流流れるれるれるれる（（（（イザヤイザヤイザヤイザヤ

書書書書66666666章章章章12121212節節節節））））神神神神によってによってによってによって支配支配支配支配されるされるされるされる新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界のののの始始始始まりをまりをまりをまりを表表表表していますしていますしていますしています。。。。それはそれはそれはそれは、、、、もももも

はやはやはやはや痛痛痛痛みもみもみもみも悲悲悲悲しみもないしみもないしみもないしみもない世界世界世界世界のののの始始始始まりをまりをまりをまりを表表表表していますしていますしていますしています。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、「、「、「、「神神神神がががが人人人人のののの目目目目からからからから

涙涙涙涙をすっかりぬぐいをすっかりぬぐいをすっかりぬぐいをすっかりぬぐい取取取取ってくださるってくださるってくださるってくださる。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章4444節節節節））））からですからですからですからです。。。。イザヤイザヤイザヤイザヤはははは、「、「、「、「そそそそ

のののの時時時時、、、、見見見見えないえないえないえない人人人人のののの目目目目はははは開開開開かれかれかれかれ、、、、聞聞聞聞こえないこえないこえないこえない人人人人のののの耳耳耳耳はははは聞聞聞聞こえるようになるこえるようになるこえるようになるこえるようになる。。。。足足足足のののの不自不自不自不自

由由由由なななな人人人人はははは、、、、鹿鹿鹿鹿のようにのようにのようにのように飛飛飛飛びびびび走走走走りりりり、、、、口口口口のきけないのきけないのきけないのきけない人人人人のののの舌舌舌舌はははは喜喜喜喜びびびび歌歌歌歌うううう。」（。」（。」（。」（イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書35353535章章章章

5555----6666節節節節））））とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。彼彼彼彼はまたはまたはまたはまた、、、、イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書2222章章章章4444節節節節でででで、、、、人人人人がががが「「「「剣剣剣剣をををを打打打打ちかえてすきちかえてすきちかえてすきちかえてすき

にににに、、、、槍槍槍槍をををを打打打打ちかえてかまにするちかえてかまにするちかえてかまにするちかえてかまにする」」」」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、軍事資金軍事資金軍事資金軍事資金はははは農業発展農業発展農業発展農業発展のののの資資資資

金金金金へとへとへとへと換換換換えられますえられますえられますえられます。。。。昨年昨年昨年昨年、、、、世界国家世界国家世界国家世界国家はははは軍事支出軍事支出軍事支出軍事支出にににに一兆一兆一兆一兆ドルドルドルドル以上以上以上以上をををを費費費費やしましたやしましたやしましたやしました。。。。もももも

しこれだけのしこれだけのしこれだけのしこれだけの金額金額金額金額がががが農業発展農業発展農業発展農業発展のののの為為為為にににに用用用用いらいらいらいられたなられたなられたなられたなら、、、、誰一人誰一人誰一人誰一人としてとしてとしてとして飢飢飢飢ええええ死死死死にすることにすることにすることにすること

はないでしょうはないでしょうはないでしょうはないでしょう。。。。 

預言者預言者預言者預言者ミカミカミカミカはははは、「、「、「、「国国国国はははは国国国国にににに向向向向かってかってかってかって剣剣剣剣をををを上上上上げずげずげずげず、、、、二度二度二度二度とととと戦戦戦戦いのことをいのことをいのことをいのことを習習習習わないわないわないわない。。。。彼彼彼彼らららら

はみなはみなはみなはみな、、、、おのおのおのおのおのおのおのおの自分自分自分自分のぶどうののぶどうののぶどうののぶどうの木木木木のののの下下下下やややや、、、、いちじくのいちじくのいちじくのいちじくの木木木木のののの下下下下にににに座座座座りりりり、、、、彼彼彼彼らをらをらをらを脅脅脅脅かすかすかすかす

者者者者はいないはいないはいないはいない。」（。」（。」（。」（ミカミカミカミカ書書書書4444章章章章3333----4444節節節節））））とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。これはこれはこれはこれは私私私私にとってにとってにとってにとって、、、、破滅破滅破滅破滅のののの運命運命運命運命

やややや憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱でででで暗暗暗暗くなるくなるくなるくなる事事事事のようにはのようにはのようにはのようには聞聞聞聞こえませんこえませんこえませんこえません。。。。そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて、、、、私私私私がががが住住住住みたいみたいみたいみたい美美美美しいしいしいしい

理想的理想的理想的理想的なななな世界世界世界世界のようにのようにのようにのように聞聞聞聞こえますこえますこえますこえます。。。。私私私私はこのはこのはこのはこの新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界をををを待待待待ちちちち望望望望みみみみ、「、「、「、「神神神神のののの御国御国御国御国がががが来来来来



ますようにますようにますようにますように。。。。神神神神のみこころがのみこころがのみこころがのみこころが天天天天でででで行行行行われるようにわれるようにわれるようにわれるように、、、、地地地地でもでもでもでも行行行行われますようにわれますようにわれますようにわれますように。。。。」」」」とととと日日日日

々々々々祈祈祈祈りますりますりますります。。。。待待待待っているっているっているっている事事事事はははは難難難難しいですしいですしいですしいです。「。「。「。「主主主主、、、、イエスイエスイエスイエスよよよよ。。。。早早早早くくくく来来来来てくださいてくださいてくださいてください。」。」。」。」

（（（（黙示録黙示録黙示録黙示録22222222章章章章20202020節節節節）））） 

来来来来たるべきたるべきたるべきたるべき事事事事 

私私私私たちのたちのたちのたちの世界世界世界世界はははは死死死死にににに向向向向かってかってかってかって突入突入突入突入してしてしてしていますいますいますいます。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは頂点頂点頂点頂点にににに達達達達しししし、、、、今今今今、、、、急速急速急速急速にににに終終終終わわわわ

りにりにりにりに向向向向かってかってかってかって突進突進突進突進していますしていますしていますしています。。。。道徳道徳道徳道徳のののの腐敗腐敗腐敗腐敗とととと崩壊崩壊崩壊崩壊はあまりにもひどくはあまりにもひどくはあまりにもひどくはあまりにもひどく、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの社会社会社会社会

はまもなくはまもなくはまもなくはまもなく崩崩崩崩れれれれ落落落落ちてちてちてちて行行行行くでしょうくでしょうくでしょうくでしょう。。。。ここからここからここからここから逃逃逃逃れられるれられるれられるれられる唯一唯一唯一唯一のののの希望希望希望希望はははは、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キキキキ

リストリストリストリストがががが、、、、このひどいこのひどいこのひどいこのひどい致命的致命的致命的致命的なななな突入突入突入突入からからからから、、、、御自身御自身御自身御自身にににに従従従従うううう者者者者をををを素早素早素早素早くくくく引引引引きききき上上上上げてげてげてげて下下下下さるさるさるさる

事事事事ですですですです。。。。 

終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時ののののドラマドラマドラマドラマのののの展開展開展開展開においてにおいてにおいてにおいて、、、、第二幕第二幕第二幕第二幕、、、、携携携携挙挙挙挙にににに入入入入るるるる時時時時がががが来来来来ましたましたましたました。。。。 

異常異常異常異常なななな性行為性行為性行為性行為 

ローマローマローマローマ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙1章章章章17-32節節節節 

第二第二第二第二ペテロペテロペテロペテロのののの手紙手紙手紙手紙2章章章章10,14節節節節、、、、3章章章章3節節節節 

ユダユダユダユダのののの手紙手紙手紙手紙18節節節節 

冒涜冒涜冒涜冒涜 

第二第二第二第二テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙3章章章章2節節節節 

第二第二第二第二ペテロペテロペテロペテロのののの手紙手紙手紙手紙2章章章章3節節節節、、、、3章章章章3節節節節 

ユダユダユダユダのののの手紙手紙手紙手紙18節節節節 

キリストキリストキリストキリスト信仰信仰信仰信仰のののの背教背教背教背教 

第二第二第二第二テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2章章章章3節節節節 

第一第一第一第一テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4章章章章1,3-4節節節節 

第二第二第二第二テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙3章章章章5節節節節、、、、4章章章章3-4節節節節 

第二第二第二第二ペテロペテロペテロペテロのののの手紙手紙手紙手紙3章章章章3-4節節節節 

意識意識意識意識がががが無感覚無感覚無感覚無感覚になるになるになるになる 

第一第一第一第一テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4章章章章2節節節節 

悪魔的行為悪魔的行為悪魔的行為悪魔的行為 

ガラテヤガラテヤガラテヤガラテヤ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙6章章章章1-4節節節節 

第一第一第一第一テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4章章章章1-3節節節節 

偽偽偽偽りのりのりのりの平和平和平和平和 

第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙5章章章章1-3節節節節 

偽預言者偽預言者偽預言者偽預言者とととと反反反反キリストキリストキリストキリスト 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24章章章章5,11節節節節 

第二第二第二第二ペテロペテロペテロペテロのののの手紙手紙手紙手紙2章章章章1-2節節節節 

知識知識知識知識とととと速度速度速度速度のののの増加増加増加増加 

ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書12章章章章4節節節節 

不法不法不法不法 

詩篇詩篇詩篇詩篇78篇篇篇篇8節節節節 

箴言箴言箴言箴言30303030章章章章14141414----19191919節節節節 



第二第二第二第二テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙3章章章章2-3節節節節 

快楽快楽快楽快楽をををを愛愛愛愛するするするする者者者者 

第二第二第二第二テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙3章章章章2,4節節節節 

物質主義物質主義物質主義物質主義 

第二第二第二第二テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙3章章章章1-2節節節節 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの政治政治政治政治とととと宗教宗教宗教宗教 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24章章章章32-34節節節節 

神神神神とととと神神神神のことばをのことばをのことばをのことばを拒絶拒絶拒絶拒絶するするするする 

詩篇詩篇詩篇詩篇2篇篇篇篇1-3節節節節 

第二第二第二第二テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4章章章章3-4節節節節、、、、2章章章章 

第二第二第二第二ペテロペテロペテロペテロのののの手紙手紙手紙手紙3章章章章3-4,16節節節節 

暴力暴力暴力暴力 

創世記創世記創世記創世記6章章章章11,13節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録9章章章章21節節節節 

戦争戦争戦争戦争とととと戦争戦争戦争戦争のうわさのうわさのうわさのうわさ 

ヨエルヨエルヨエルヨエル書書書書3章章章章9-10節節節節 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24章章章章6-7節節節節 

 



第二幕第二幕第二幕第二幕 

携携携携挙挙挙挙  
 

芝居芝居芝居芝居のののの筋書筋書筋書筋書きがきがきがきが佳境佳境佳境佳境にににに入入入入るるるる 

第一幕第一幕第一幕第一幕でででで、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代のののの世界舞台世界舞台世界舞台世界舞台をかいまをかいまをかいまをかいま見見見見ましたましたましたました。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、このこのこのこのドラドラドラドラ

ママママのののの主主主主なななな登場人物登場人物登場人物登場人物であるであるであるである、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家、、、、反反反反キリストキリストキリストキリスト、、、、そしてそしてそしてそしてイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストにににに

出会出会出会出会いましたいましたいましたいました。。。。第一幕第一幕第一幕第一幕ではではではでは、、、、世界世界世界世界がががが荒廃荒廃荒廃荒廃によってによってによってによって苦苦苦苦しめられしめられしめられしめられ、、、、変化変化変化変化をををを切望切望切望切望することをすることをすることをすることを

述述述述べましたべましたべましたべました。。。。それらそれらそれらそれら最初最初最初最初ののののシーンシーンシーンシーンがががが終終終終わりわりわりわり、、、、緊張緊張緊張緊張がががが高高高高まっているまっているまっているまっている中中中中でででで、、、、第二幕第二幕第二幕第二幕をををを現現現現すすすす

為為為為ににににカーテンカーテンカーテンカーテンがががが上上上上げられますげられますげられますげられます。。。。第二幕第二幕第二幕第二幕はははは超自然的現象超自然的現象超自然的現象超自然的現象のののの描写描写描写描写、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの教教教教

会会会会のののの為為為為のののの栄光栄光栄光栄光あるあるあるある出来事出来事出来事出来事ですですですです。。。。 

聖書聖書聖書聖書はははは、、、、あるあるあるある日私日私日私日私たちのたちのたちのたちの王王王王がががが教会教会教会教会とととと共共共共にににに戻戻戻戻ってってってって来来来来られるとられるとられるとられると言言言言っていますっていますっていますっています。。。。しかししかししかししかし、、、、彼彼彼彼

がががが教会教会教会教会とととと共共共共にににに来来来来られるられるられるられる前前前前にににに、、、、彼彼彼彼はははは教会教会教会教会のののの為為為為にやってにやってにやってにやって来来来来られますられますられますられます。。。。私私私私たちがこれらたちがこれらたちがこれらたちがこれら二二二二つつつつ

のののの出来事出来事出来事出来事をををを切切切切りりりり離離離離してしてしてして考考考考えるえるえるえる事事事事、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが携携携携挙挙挙挙のののの時時時時にににに教会教会教会教会のののの為為為為にににに来来来来られるられるられるられる

事事事事とととと、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが再臨再臨再臨再臨のののの時時時時にににに教会教会教会教会とととと共共共共にににに来来来来られるられるられるられる事事事事をををを区別区別区別区別することがすることがすることがすることが大切大切大切大切ですですですです。。。。 

パウロパウロパウロパウロががががテサロニケテサロニケテサロニケテサロニケにににに来来来来たたたた時時時時、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人があまりにもがあまりにもがあまりにもがあまりにも大大大大きなきなきなきな騒動騒動騒動騒動をかきをかきをかきをかき立立立立てたのでてたのでてたのでてたので、、、、

パウロパウロパウロパウロはそこにはそこにはそこにはそこに長長長長くくくく滞在滞在滞在滞在するするするする事事事事ができずができずができずができず、、、、急急急急いでいでいでいで離離離離れなくてはなりませんでしたれなくてはなりませんでしたれなくてはなりませんでしたれなくてはなりませんでした。。。。パパパパ

ウロウロウロウロのののの伝道伝道伝道伝道をををを通通通通してしてしてして、、、、たくさんたくさんたくさんたくさんのののの人人人人ががががイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストをををを信信信信じてじてじてじて受受受受けけけけ入入入入れましたれましたれましたれました。。。。パパパパ

ウロウロウロウロはははは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが地上地上地上地上にににに設立設立設立設立してくださろうとしているしてくださろうとしているしてくださろうとしているしてくださろうとしている栄光栄光栄光栄光あるあるあるある神神神神のののの御国御国御国御国のののの事事事事をををを彼彼彼彼

等等等等にににに分分分分かちかちかちかち合合合合いましたいましたいましたいました。。。。 

教会教会教会教会のののの幾人幾人幾人幾人かのかのかのかの信者信者信者信者がががが死死死死にましたにましたにましたにました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケのののの信者信者信者信者はははは、、、、神神神神のののの御国御国御国御国のののの教教教教えをえをえをえを

完全完全完全完全にはにはにはには理解理解理解理解していなかったのでしていなかったのでしていなかったのでしていなかったので、、、、主主主主がががが神神神神のののの御国御国御国御国をををを設立設立設立設立するするするする為為為為にににに戻戻戻戻ってってってって来来来来られるられるられるられる前前前前

にににに、、、、これらこれらこれらこれら自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの友人友人友人友人がががが死死死死んでしまったというんでしまったというんでしまったというんでしまったという事実事実事実事実をををを悲悲悲悲しんでいましたしんでいましたしんでいましたしんでいました。。。。そこでそこでそこでそこで

パウロパウロパウロパウロはははは、、、、テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ教会教会教会教会をををを励励励励ましましましまし、、、、慰慰慰慰めめめめ、、、、彼等彼等彼等彼等がががが勘違勘違勘違勘違いしていたいくつかのいしていたいくつかのいしていたいくつかのいしていたいくつかの重要重要重要重要なななな

問題問題問題問題についてについてについてについて正正正正すすすす為為為為にににに手紙手紙手紙手紙をををを書書書書きましたきましたきましたきました。。。。 

パウロパウロパウロパウロがががが正正正正さなくてはなさなくてはなさなくてはなさなくてはならなかったらなかったらなかったらなかった主主主主なななな誤解誤解誤解誤解のののの一一一一つはつはつはつは、、、、キリストキリストキリストキリストがやってがやってがやってがやって来来来来られるられるられるられる事事事事

についてのについてのについてのについての彼等彼等彼等彼等のののの見方見方見方見方でしたでしたでしたでした。。。。テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケのののの信者信者信者信者はははは、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの友人友人友人友人ははははイエスイエスイエスイエス様様様様がががが戻戻戻戻

ってってってって来来来来られるられるられるられる前前前前にににに死死死死んでしまったのでんでしまったのでんでしまったのでんでしまったので、、、、神神神神のののの御国御国御国御国からからからから漏漏漏漏れてしまったとれてしまったとれてしまったとれてしまったと間違間違間違間違ってってってって信信信信じじじじ

ていましたていましたていましたていました。。。。基本的基本的基本的基本的にににに、、、、彼等彼等彼等彼等はこうはこうはこうはこう考考考考えたのですえたのですえたのですえたのです。「。「。「。「かわいそうなかわいそうなかわいそうなかわいそうなジョージョージョージョー。。。。主主主主がががが戻戻戻戻っっっっ

てててて来来来来られるられるられるられる前前前前にににに死死死死んでしまったんでしまったんでしまったんでしまった。。。。彼彼彼彼はははは神神神神のののの御国御国御国御国にににに行行行行くくくく機会機会機会機会をををを失失失失ってしまったってしまったってしまったってしまった。。。。」」」」 

しかししかししかししかし、、、、パウロパウロパウロパウロはははは手紙手紙手紙手紙のののの中中中中でこのでこのでこのでこの考考考考えをえをえをえを正正正正しましたしましたしましたしました。。。。 

 

眠眠眠眠ったったったった人人人人々々々々のことについてはのことについてはのことについてはのことについては、、、、兄弟兄弟兄弟兄弟たちたちたちたち、、、、あなたがたにあなたがたにあなたがたにあなたがたに知知知知らないでいてもらいたくはらないでいてもらいたくはらないでいてもらいたくはらないでいてもらいたくは

ありませんありませんありませんありません。。。。あなたがたがあなたがたがあなたがたがあなたがたが他他他他のののの望望望望みのないみのないみのないみのない人人人人々々々々のようにのようにのようにのように悲悲悲悲しみにしみにしみにしみに沈沈沈沈むことのないためむことのないためむことのないためむことのないため

ですですですです。。。。私私私私たちはたちはたちはたちはイエスイエスイエスイエスがががが死死死死んでんでんでんで復活復活復活復活されたことをされたことをされたことをされたことを信信信信じていますじていますじていますじています。。。。それならばそれならばそれならばそれならば、、、、神神神神はまはまはまはま

たそのようにたそのようにたそのようにたそのように、、、、イエスイエスイエスイエスにあってにあってにあってにあって眠眠眠眠ったったったった人人人人々々々々ををををイエスイエスイエスイエスといっしょにといっしょにといっしょにといっしょに連連連連れてれてれてれて来来来来られるはずられるはずられるはずられるはず

ですですですです。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは主主主主のみことばのとおりにのみことばのとおりにのみことばのとおりにのみことばのとおりに言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、主主主主がががが再再再再びびびび来来来来られるときまでられるときまでられるときまでられるときまで生生生生きききき

残残残残っているっているっているっている私私私私たちがたちがたちがたちが、、、、死死死死んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人々々々々にににに優先優先優先優先するようなことはするようなことはするようなことはするようなことは決決決決してありませんしてありませんしてありませんしてありません。。。。

（（（（第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4444章章章章13131313----15151515節節節節）））） 



シーンシーンシーンシーン1：：：：引引引引きききき上上上上げられるげられるげられるげられる 

パウロパウロパウロパウロはははは第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙15151515章章章章51515151----52525252節節節節でででで、「、「、「、「聞聞聞聞きなさいきなさいきなさいきなさい。。。。私私私私はあなたがたにはあなたがたにはあなたがたにはあなたがたに奥奥奥奥

義義義義をををを告告告告げましょうげましょうげましょうげましょう。。。。私私私私たちはみながたちはみながたちはみながたちはみなが眠眠眠眠ってしまうのではなくってしまうのではなくってしまうのではなくってしまうのではなく、、、、みなみなみなみな変変変変えられるのでえられるのでえられるのでえられるので

すすすす。。。。終終終終わりのわりのわりのわりのラッパラッパラッパラッパとともにとともにとともにとともに、、、、たちまちたちまちたちまちたちまち、、、、一瞬一瞬一瞬一瞬のうちにですのうちにですのうちにですのうちにです。。。。ラッパラッパラッパラッパがががが鳴鳴鳴鳴るとるとるとると、、、、死者死者死者死者

はははは朽朽朽朽ちないものによみがえりちないものによみがえりちないものによみがえりちないものによみがえり、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは変変変変えられるのですえられるのですえられるのですえられるのです。」。」。」。」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。あなあなあなあな

たはそれがたはそれがたはそれがたはそれが終終終終わってしまうまでわってしまうまでわってしまうまでわってしまうまで、、、、それがそれがそれがそれが起起起起こったこったこったこった事事事事さえさえさえさえ気付気付気付気付かないでしょうかないでしょうかないでしょうかないでしょう。。。。突然突然突然突然、、、、

あなたはあなたはあなたはあなたは全全全全てのてのてのての教会教会教会教会とととと共共共共にににに主主主主のののの御前御前御前御前にいるのですにいるのですにいるのですにいるのです！！！！ 

私私私私たちたちたちたち教会教会教会教会はははは変変変変えられるのですえられるのですえられるのですえられるのです。。。。パウロパウロパウロパウロははははピリピピリピピリピピリピ人人人人にににに、「、「、「、「私私私私たちのたちのたちのたちの国籍国籍国籍国籍はははは天天天天にありまにありまにありまにありま

すすすす。。。。そこからそこからそこからそこから主主主主イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストがががが救救救救いいいい主主主主としておいでになるのをとしておいでになるのをとしておいでになるのをとしておいでになるのを、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは待待待待ちちちち望望望望

んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。キリキリキリキリストストストストはははは、、、、万物万物万物万物をごをごをごをご自身自身自身自身にににに従従従従わせることのできるわせることのできるわせることのできるわせることのできる御力御力御力御力によってによってによってによって、、、、私私私私たたたた

ちのちのちのちの卑卑卑卑しいからだをしいからだをしいからだをしいからだを、、、、ごごごご自身自身自身自身のののの栄光栄光栄光栄光のからだとのからだとのからだとのからだと同同同同じじじじ姿姿姿姿にににに変変変変えてくださるのですえてくださるのですえてくださるのですえてくださるのです。。。。」」」」

（（（（ピリピピリピピリピピリピ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙3333章章章章20202020----21212121節節節節））））とととと書書書書きましたきましたきましたきました。。。。このこのこのこの変形変形変形変形についてについてについてについて説明説明説明説明するのにするのにするのにするのに、、、、パパパパ

ウロウロウロウロははははコリントコリントコリントコリント人人人人にににに、「、「、「、「朽朽朽朽ちるものはちるものはちるものはちるものは、、、、必必必必ずずずず朽朽朽朽ちないものをちないものをちないものをちないものを着着着着なければならずなければならずなければならずなければならず、、、、死死死死ぬぬぬぬ

ものはものはものはものは、、、、必必必必ずずずず不死不死不死不死をををを着着着着なければならないからですなければならないからですなければならないからですなければならないからです。」（。」（。」（。」（第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙15151515章章章章

53535353節節節節））））とととと書書書書きましたきましたきましたきました。。。。再臨再臨再臨再臨のののの時時時時、、、、私私私私たちはたちはたちはたちはイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストとととと共共共共にににに戻戻戻戻ってってってって来来来来ますますますます。。。。ユユユユ

ダダダダのののの手紙手紙手紙手紙14141414節節節節はははは、「、「、「、「見見見見よよよよ。。。。主主主主はははは千万千万千万千万のののの聖徒聖徒聖徒聖徒をををを引引引引きききき連連連連れてれてれてれて来来来来られるられるられるられる。」。」。」。」とととと言言言言っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。更更更更にににに、、、、第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙のののの中中中中でででで、、、、パウロパウロパウロパウロはこうはこうはこうはこう書書書書いていますいていますいていますいています。。。。 

主主主主はははは、、、、号令号令号令号令とととと、、、、御使御使御使御使いのかしらのいのかしらのいのかしらのいのかしらの声声声声とととと、、、、神神神神ののののラッパラッパラッパラッパのののの響響響響きのうちにきのうちにきのうちにきのうちに、、、、ごごごご自身天自身天自身天自身天からからからから下下下下

ってってってって来来来来られますられますられますられます。。。。それからそれからそれからそれからキリストキリストキリストキリストにあるにあるにあるにある死者死者死者死者がががが、、、、まずまずまずまず初初初初めによみがえりめによみがえりめによみがえりめによみがえり、、、、次次次次にににに、、、、生生生生

きききき残残残残っているっているっているっている私私私私たちがたちがたちがたちが、、、、たちまちたちまちたちまちたちまち彼彼彼彼らとらとらとらと一緒一緒一緒一緒にににに雲雲雲雲のののの中中中中にににに一挙一挙一挙一挙にににに引引引引きききき上上上上げられげられげられげられ、、、、空中空中空中空中でででで

主主主主とととと会会会会うのですうのですうのですうのです。。。。（（（（第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4444章章章章16161616----17171717節節節節）））） 

「「「「携携携携挙挙挙挙」」」」というというというという専門用語専門用語専門用語専門用語はははは、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストがこのがこのがこのがこの世界世界世界世界からからからから彼彼彼彼のののの教会教会教会教会をつかみをつかみをつかみをつかみ取取取取っっっっ

てくださるてくださるてくださるてくださる瞬間瞬間瞬間瞬間をををを言及言及言及言及していますしていますしていますしています。。。。聖書聖書聖書聖書はははは、、、、それはそれはそれはそれは突然全突然全突然全突然全くくくく気付気付気付気付くくくく事事事事ななななくくくく起起起起こるとこるとこるとこると言言言言

っていますっていますっていますっています。。。。ここでもうここでもうここでもうここでもう一度言一度言一度言一度言っておきますがっておきますがっておきますがっておきますが、、、、教会教会教会教会のののの携携携携挙挙挙挙ととととイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの再再再再

臨臨臨臨とはとはとはとは全全全全くくくく別別別別のののの出来事出来事出来事出来事であるとであるとであるとであると覚覚覚覚えておくことがえておくことがえておくことがえておくことが大切大切大切大切ですですですです。。。。携携携携挙挙挙挙ではではではでは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは彼彼彼彼

のののの教会教会教会教会のののの為為為為にににに来来来来られるのですられるのですられるのですられるのです。。。。 

あるあるあるある人人人人たちはたちはたちはたちは、「、「、「、「携携携携挙挙挙挙」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉がががが聖書聖書聖書聖書にはにはにはには書書書書かれてないかれてないかれてないかれてない、、、、それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ彼彼彼彼らはらはらはらは教会教会教会教会のののの

携携携携挙挙挙挙をををを信信信信じないじないじないじない、、、、とととと議論議論議論議論しますしますしますします。。。。しかしそれはしかしそれはしかしそれはしかしそれは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの言語理解言語理解言語理解言語理解によりますによりますによりますによります。。。。 

「「「「引引引引きききき上上上上げられるげられるげられるげられる」」」」とととと訳訳訳訳されたされたされたされた言葉言葉言葉言葉はははは、、、、ギリシャギリシャギリシャギリシャ語語語語でででで「「「「力尽力尽力尽力尽くでもぎくでもぎくでもぎくでもぎ取取取取られるられるられるられる」」」」をををを意意意意

味味味味するするするする「「「「ハパゾハパゾハパゾハパゾ（（（（harpazoharpazoharpazoharpazo）」）」）」）」ですですですです。。。。ラテンボルゲートラテンボルゲートラテンボルゲートラテンボルゲート訳訳訳訳でのそのでのそのでのそのでのその言葉言葉言葉言葉はははは「「「「ラパーラパーラパーラパー

（（（（rrrraparaparaparapareeee）」）」）」）」かかかか「「「「ラプタスラプタスラプタスラプタス（（（（raptusraptusraptusraptus）」）」）」）」ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ここからここからここからここから私私私私たちはたちはたちはたちは「「「「ラプチャラプチャラプチャラプチャ

ーーーー（（（（rapturerapturerapturerapture）」）」）」）」というというというという言葉言葉言葉言葉をををを得得得得ましたましたましたました。。。。（（（（英語英語英語英語のののの「「「「ラプチャーラプチャーラプチャーラプチャー（（（（rapturerapturerapturerapture）」）」）」）」をををを日本日本日本日本

語語語語ではではではでは「「「「携携携携挙挙挙挙」」」」とととと呼呼呼呼んでいますんでいますんでいますんでいます。）。）。）。）ギリシャギリシャギリシャギリシャ語語語語のののの「「「「ハパゾハパゾハパゾハパゾ（（（（harpazoharpazoharpazoharpazo）」）」）」）」とととと英語英語英語英語（（（（日本日本日本日本

語語語語））））のののの「「「「引引引引きききき上上上上げられるげられるげられるげられる」」」」もしくはもしくはもしくはもしくは「「「「もぎもぎもぎもぎ取取取取られるられるられるられる」」」」はははは同同同同じじじじ言葉言葉言葉言葉ですですですです。。。。それはそれはそれはそれは同同同同じじじじ言言言言

葉葉葉葉であってであってであってであって、、、、ただただただただ違違違違うううう言語言語言語言語のののの訳訳訳訳であるとであるとであるとであると言言言言うううう事事事事にににに気付気付気付気付いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。ですからですからですからですから、、、、あなあなあなあな

たがたがたがたが英語英語英語英語（（（（日本語日本語日本語日本語））））でででで「「「「引引引引きききき上上上上げられるげられるげられるげられる」」」」とととと読読読読むむむむ時時時時、、、、それはそれはそれはそれはラテンラテンラテンラテン語語語語でででで「「「「ラプチャーラプチャーラプチャーラプチャー

（（（（rapturerapturerapturerapture））））====携携携携挙挙挙挙」」」」とととと読読読読んでんでんでんでいるのですいるのですいるのですいるのです。。。。 

順序順序順序順序 

私私私私たちがたちがたちがたちが教会教会教会教会のののの携携携携挙挙挙挙にににに関関関関してしてしてして聖書聖書聖書聖書からからからから学学学学ぶぶぶぶ事事事事はははは、、、、生生生生きききき残残残残っているっているっているっている私私私私たちのたちのたちのたちの為為為為ににににイエスイエスイエスイエス

様様様様がががが来来来来られるられるられるられる時時時時、、、、既既既既にににに死死死死んでしまったんでしまったんでしまったんでしまった信者信者信者信者ががががイエスイエスイエスイエス様様様様とととと共共共共にやってにやってにやってにやって来来来来るとるとるとると言言言言うううう事事事事でででで

すすすす。。。。このこのこのこの地上地上地上地上にいるにいるにいるにいる者者者者がががが、、、、既既既既にににに死死死死んでしまったんでしまったんでしまったんでしまった者者者者よりよりよりより先先先先になることはありませんになることはありませんになることはありませんになることはありません。。。。主主主主



はははは、、、、号令号令号令号令とととと、、、、御使御使御使御使いのかしらのいのかしらのいのかしらのいのかしらの声声声声とととと、、、、神神神神ののののラッパラッパラッパラッパのののの響響響響きのうちにきのうちにきのうちにきのうちに、、、、天天天天からからからから下下下下ってってってって来来来来らららら

れますれますれますれます。。。。主主主主はこのはこのはこのはこの時時時時はははは地上地上地上地上にやってにやってにやってにやって来来来来られるのではありませんられるのではありませんられるのではありませんられるのではありません。。。。そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて、、、、私私私私

たちたちたちたち生生生生きききき残残残残っているっているっているっている信者達信者達信者達信者達がががが、、、、既既既既にににに死死死死んでしまったんでしまったんでしまったんでしまった信者達信者達信者達信者達とととと共共共共にににに、、、、空中空中空中空中でででで主主主主とととと会会会会うううう為為為為

にににに「「「「引引引引きききき上上上上げられるげられるげられるげられる（（（（携携携携挙挙挙挙されるされるされるされる）」）」）」）」のでのでのでのですすすす。。。。 

携携携携挙挙挙挙についてはについてはについてはについては聖書聖書聖書聖書のののの数数数数カカカカ所所所所でででで教教教教えられていますえられていますえられていますえられています。。。。ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書14141414章章章章1111----3333節節節節でででで、、、、イエイエイエイエ

スススス様様様様はははは弟子達弟子達弟子達弟子達にににに話話話話されましたされましたされましたされました。。。。 

あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは心心心心をををを騒騒騒騒がしてはなりませんがしてはなりませんがしてはなりませんがしてはなりません。。。。神神神神をををを信信信信じじじじ、、、、またわたしをまたわたしをまたわたしをまたわたしを信信信信じなさいじなさいじなさいじなさい。。。。わたわたわたわた

しのしのしのしの父父父父のののの家家家家にはにはにはには、、、、住住住住まいがたくさんありますまいがたくさんありますまいがたくさんありますまいがたくさんあります。。。。もしなかったらもしなかったらもしなかったらもしなかったら、、、、あなたがたにあなたがたにあなたがたにあなたがたに言言言言ってってってって

おいたでしょうおいたでしょうおいたでしょうおいたでしょう。。。。あなたがたのためにあなたがたのためにあなたがたのためにあなたがたのために、、、、わたしはわたしはわたしはわたしは場所場所場所場所をををを備備備備えにえにえにえに行行行行くのですくのですくのですくのです。。。。わたしがわたしがわたしがわたしが

行行行行ってってってって、、、、あなたがたにあなたがたにあなたがたにあなたがたに場所場所場所場所をををを備備備備えたらえたらえたらえたら、、、、またまたまたまた来来来来てててて、、、、あなたがたをわたしのもとにあなたがたをわたしのもとにあなたがたをわたしのもとにあなたがたをわたしのもとに迎迎迎迎ええええ

ますますますます。。。。わたしのいるわたしのいるわたしのいるわたしのいる所所所所にににに、、、、あなたがたをもおらせるためですあなたがたをもおらせるためですあなたがたをもおらせるためですあなたがたをもおらせるためです。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、ごごごご自身自身自身自身のもとにのもとにのもとにのもとに私私私私たちたちたちたちをををを迎迎迎迎えるえるえるえる為為為為にまたにまたにまたにまた来来来来られられられられ、、、、彼彼彼彼のおられるのおられるのおられるのおられる所所所所にににに私私私私たたたた

ちもいるようにするとちもいるようにするとちもいるようにするとちもいるようにすると約束約束約束約束されましたされましたされましたされました。。。。同同同同じようにじようにじようにじように、、、、パウロパウロパウロパウロもももも、、、、第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの

手紙手紙手紙手紙15151515章章章章51515151節節節節からからからから、、、、以下以下以下以下のようにのようにのようにのように言言言言っていますっていますっていますっています。。。。 

聞聞聞聞きなさいきなさいきなさいきなさい。。。。私私私私はあなたがたにはあなたがたにはあなたがたにはあなたがたに奥義奥義奥義奥義をををを告告告告げましょうげましょうげましょうげましょう。。。。私私私私たちはみながたちはみながたちはみながたちはみなが眠眠眠眠ってしまうのってしまうのってしまうのってしまうの

ではなくではなくではなくではなく、、、、みなみなみなみな変変変変えられるのですえられるのですえられるのですえられるのです。。。。終終終終わりのわりのわりのわりのラッパラッパラッパラッパとともにとともにとともにとともに、、、、たちまちたちまちたちまちたちまち、、、、一瞬一瞬一瞬一瞬のうちのうちのうちのうち

にですにですにですにです。。。。ラッパラッパラッパラッパがががが鳴鳴鳴鳴るとるとるとると、、、、死者死者死者死者はははは朽朽朽朽ちないものによみがえりちないものによみがえりちないものによみがえりちないものによみがえり、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは変変変変えられるのえられるのえられるのえられるの

ですですですです。。。。朽朽朽朽ちるものはちるものはちるものはちるものは、、、、必必必必ずずずず朽朽朽朽ちないものをちないものをちないものをちないものを着着着着なければならずなければならずなければならずなければならず、、、、死死死死ぬものはぬものはぬものはぬものは、、、、必必必必ずずずず不死不死不死不死

をををを着着着着なければならないからですなければならないからですなければならないからですなければならないからです。。。。しかししかししかししかし、、、、朽朽朽朽ちるものがちるものがちるものがちるものが朽朽朽朽ちないものをちないものをちないものをちないものを着着着着、、、、死死死死ぬものぬものぬものぬもの

がががが不死不死不死不死をををを着着着着るときるときるときるとき、「、「、「、「死死死死はははは勝利勝利勝利勝利にのまれたにのまれたにのまれたにのまれた。。。。」」」」としるされているとしるされているとしるされているとしるされている、、、、みことばがみことばがみことばがみことばが実現実現実現実現しししし

ますますますます。「。「。「。「死死死死よよよよ。。。。おまえのおまえのおまえのおまえの勝利勝利勝利勝利はどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのか。。。。死死死死よよよよ。。。。おまえのとげはどこにあるのおまえのとげはどこにあるのおまえのとげはどこにあるのおまえのとげはどこにあるの

かかかか。」。」。」。」 

これはこれはこれはこれは携携携携挙挙挙挙についてについてについてについて私私私私たちにたちにたちにたちに何何何何とととと言言言言っているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうか？？？？それはそれはそれはそれは終終終終わりのわりのわりのわりのラッパラッパラッパラッパとととと

共共共共にににに起起起起こりこりこりこり、、、、素早素早素早素早くくくく、、、、瞬瞬瞬瞬きのきのきのきの一瞬一瞬一瞬一瞬のののの間間間間にににに起起起起こるとこるとこるとこると言言言言っていますっていますっていますっています。。。。 

神神神神ののののラッパラッパラッパラッパとととと第七第七第七第七のののの御使御使御使御使いのいのいのいのラッパラッパラッパラッパ 

さてさてさてさて、、、、このこのこのこの「「「「ラッパラッパラッパラッパ」」」」をををを、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録にあるにあるにあるにある第七第七第七第七のののの御使御使御使御使いのいのいのいのラッパラッパラッパラッパとととと混同混同混同混同してはいけませしてはいけませしてはいけませしてはいけませ

んんんん。。。。黙示録黙示録黙示録黙示録11111111章章章章15151515節節節節でででで語語語語られているられているられているられている第七第七第七第七のののの御使御使御使御使いのいのいのいのラッパラッパラッパラッパはははは、、、、大患難大患難大患難大患難のののの期間期間期間期間にににに起起起起こりこりこりこり

ますますますます。。。。しかししかししかししかし、、、、第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4444章章章章16161616節節節節でででで言及言及言及言及されているされているされているされているラッパラッパラッパラッパはははは、、、、教会教会教会教会がががが

携携携携挙挙挙挙されるされるされるされる時時時時にににに鳴鳴鳴鳴りますりますりますります。。。。 

黙示録黙示録黙示録黙示録にあるにあるにあるにある第七第七第七第七のののの御使御使御使御使いのいのいのいのラッパラッパラッパラッパはははは、、、、わざわいであるとわざわいであるとわざわいであるとわざわいであると宣言宣言宣言宣言されていますされていますされていますされています。。。。第四第四第四第四のののの

御使御使御使御使いのいのいのいのラッパラッパラッパラッパがががが吹吹吹吹きききき鳴鳴鳴鳴らされるとらされるとらされるとらされると、、、、御使御使御使御使いはいはいはいは、「、「、「、「わざわいだわざわいだわざわいだわざわいだ。。。。わざわいだわざわいだわざわいだわざわいだ。。。。わざわわざわわざわわざわ

いがいがいがいが来来来来るるるる。。。。地地地地にににに住住住住むむむむ人人人人々々々々にににに。。。。あとあとあとあと三人三人三人三人のののの御使御使御使御使いがいがいがいがラッパラッパラッパラッパをををを吹吹吹吹きききき鳴鳴鳴鳴らそうとしていらそうとしていらそうとしていらそうとしてい

るるるる。」。」。」。」とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。またまたまたまた、、、、第五第五第五第五のののの御使御使御使御使いのいのいのいのラッパラッパラッパラッパがががが吹吹吹吹きききき鳴鳴鳴鳴らされるとらされるとらされるとらされると、、、、第一第一第一第一のわざのわざのわざのわざ

わいはわいはわいはわいは過過過過ぎぎぎぎ去去去去ってってってって、、、、そのそのそのその後後後後なおなおなおなお二二二二つのわざわいがつのわざわいがつのわざわいがつのわざわいが来来来来るとるとるとると宣言宣言宣言宣言していますしていますしていますしています。。。。第六第六第六第六のののの御使御使御使御使

いのいのいのいのラッパラッパラッパラッパがががが吹吹吹吹きききき鳴鳴鳴鳴らされるとらされるとらされるとらされると、「、「、「、「第二第二第二第二のわざわいはのわざわいはのわざわいはのわざわいは過過過過ぎぎぎぎ去去去去ったったったった。。。。第三第三第三第三のわざわいがのわざわいがのわざわいがのわざわいが

すぐにすぐにすぐにすぐに来来来来るるるる。」。」。」。」とととと宣言宣言宣言宣言されましたされましたされましたされました。。。。（（（（黙示録黙示録黙示録黙示録11111111章章章章14141414節節節節）））） 

ですからですからですからですから、、、、第七第七第七第七のののの御使御使御使御使いのいのいのいのラッパラッパラッパラッパはははは、、、、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤやややや神神神神へのへのへのへの賛美賛美賛美賛美ののののラッパラッパラッパラッパではなくではなくではなくではなく、、、、わざわざわざわざ

わいのわいのわいのわいのラッパラッパラッパラッパですですですです。。。。 

変貌変貌変貌変貌 



このこのこのこの聖書箇所聖書箇所聖書箇所聖書箇所からからからから私私私私たちがたちがたちがたちが学学学学ぶぶぶぶ事事事事はははは、、、、携携携携挙挙挙挙がががが起起起起こったこったこったこった時時時時、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは変貌変貌変貌変貌をををを遂遂遂遂げるげるげるげるのだのだのだのだ

というというというという事事事事ですですですです。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの体体体体はははは瞬瞬瞬瞬きのきのきのきの一瞬一瞬一瞬一瞬のうちにのうちにのうちにのうちに変変変変えられるのですえられるのですえられるのですえられるのです。。。。そのそのそのその時点時点時点時点でででで、、、、私私私私

たちにはたちにはたちにはたちには朽朽朽朽ちることのないちることのないちることのないちることのない新新新新しいしいしいしい体体体体がががが与与与与えられますえられますえられますえられます。。。。 

私私私私たちのたちのたちのたちの両親両親両親両親やややや系図系図系図系図はははは、、、、私私私私たちにこのたちにこのたちにこのたちにこの地上地上地上地上のののの体体体体をををを与与与与えましたえましたえましたえました。。。。時時時時々、々、々、々、あなたはあなたはあなたはあなたは見見見見ただただただただ

けでけでけでけで、、、、そのそのそのその人人人人がそのがそのがそのがその両親両親両親両親とととと血縁関係血縁関係血縁関係血縁関係があるとがあるとがあるとがあると言言言言うううう事事事事ができますができますができますができます。。。。たとえあまりたとえあまりたとえあまりたとえあまり似似似似ていていていてい

ないないないない場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、体体体体のののの遺伝的構成遺伝的構成遺伝的構成遺伝的構成をををを私私私私たちたちたちたち両親両親両親両親のののの血筋血筋血筋血筋にににに直接直接直接直接たどっていくたどっていくたどっていくたどっていく事事事事ができまができまができまができま

すすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、何世紀何世紀何世紀何世紀ものものものもの間間間間にににに損傷損傷損傷損傷がががが起起起起こりましたこりましたこりましたこりました。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの体体体体はははは変変変変わりわりわりわり、、、、朽朽朽朽ちていきちていきちていきちていき

ますますますます。。。。このこのこのこの朽朽朽朽ちていくちていくちていくちていく体体体体はははは、、、、以前以前以前以前はこのようではありませんでしたはこのようではありませんでしたはこのようではありませんでしたはこのようではありませんでした。。。。しかししかししかししかし、、、、携携携携挙挙挙挙のののの

時点時点時点時点でででで、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは朽朽朽朽ちないものをちないものをちないものをちないものを着着着着ますますますます。。。。死死死死にににに服従服従服従服従しているこのしているこのしているこのしているこの死死死死ぬべきぬべきぬべきぬべき体体体体はははは不死不死不死不死をををを

着着着着ますますますます。。。。 

いついついついつ？？？？ 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは携携携携挙挙挙挙についてについてについてについて話話話話されたされたされたされた時時時時、「、「、「、「誰誰誰誰もそのもそのもそのもその日日日日、、、、そのそのそのその時時時時をををを知知知知らないらないらないらない」」」」とととと言言言言われまわれまわれまわれま

したしたしたした。。。。それがそれがそれがそれが起起起起こるこるこるこる特定特定特定特定のののの日日日日やややや時時時時をををを私私私私たちがたちがたちがたちが宣言宣言宣言宣言するのはするのはするのはするのは、、、、聖書聖書聖書聖書的的的的なななな推定推定推定推定ではありまではありまではありまではありま

せんせんせんせん。。。。もしもしもしもし私私私私たちがそのたちがそのたちがそのたちがその時時時時をををを知知知知っているとっているとっているとっていると言言言言うならばうならばうならばうならば、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、このこのこのこの地上地上地上地上におられにおられにおられにおられ

たたたた時時時時ののののイエスイエスイエスイエス様様様様よりもよりもよりもよりも優優優優れたれたれたれた知識知識知識知識があるとがあるとがあるとがあると誇誇誇誇っていることになりますっていることになりますっていることになりますっていることになります。。。。 

私私私私たちはたちはたちはたちは携携携携挙挙挙挙のののの正確正確正確正確なななな時時時時をををを知知知知りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、パウロパウロパウロパウロはははは第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙5555章章章章でででで私私私私

たちにたちにたちにたちに言言言言っていますっていますっていますっています。「。「。「。「兄弟兄弟兄弟兄弟たちたちたちたち。。。。それらがいつなのかそれらがいつなのかそれらがいつなのかそれらがいつなのか、、、、またどういうまたどういうまたどういうまたどういう時時時時かについてかについてかについてかについて

はははは、、、、あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは私私私私たちにたちにたちにたちに書書書書いてもらういてもらういてもらういてもらう必要必要必要必要がありませんがありませんがありませんがありません。。。。主主主主のののの日日日日がががが夜中夜中夜中夜中のののの盗人盗人盗人盗人のよのよのよのよ

うにうにうにうに来来来来るということはあなたがたるということはあなたがたるということはあなたがたるということはあなたがた自身自身自身自身がよくがよくがよくがよく承知承知承知承知しているからですしているからですしているからですしているからです。。。。人人人人々々々々がががが『『『『平和平和平和平和

だだだだ。。。。安全安全安全安全だだだだ。』。』。』。』とととと言言言言っているそのようなときにっているそのようなときにっているそのようなときにっているそのようなときに、、、、突如突如突如突如としてとしてとしてとして滅滅滅滅びがびがびがびが彼彼彼彼らにらにらにらに襲襲襲襲いかかりいかかりいかかりいかかり

ますますますます。。。。ちょうどちょうどちょうどちょうど妊婦妊婦妊婦妊婦にににに産産産産みのみのみのみの苦苦苦苦しみしみしみしみ臨臨臨臨むようなものでむようなものでむようなものでむようなもので、、、、それをのがれることはそれをのがれることはそれをのがれることはそれをのがれることは決決決決してしてしてして

できませんできませんできませんできません。。。。しかししかししかししかし、、、、兄弟兄弟兄弟兄弟たちたちたちたち。。。。あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは暗暗暗暗やみのやみのやみのやみの中中中中にはいないのですからにはいないのですからにはいないのですからにはいないのですから、、、、そそそそ

のののの日日日日がががが、、、、盗人盗人盗人盗人のようにあなたがたをのようにあなたがたをのようにあなたがたをのようにあなたがたを襲襲襲襲うことはありませんうことはありませんうことはありませんうことはありません。」（。」（。」（。」（第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へへへへ

のののの手紙手紙手紙手紙5555章章章章1111----4444節節節節））））つまりつまりつまりつまり、、、、携携携携挙挙挙挙はははは私私私私たちをたちをたちをたちを驚驚驚驚かせませんかせませんかせませんかせません。。。。 

さてさてさてさて、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは、「、「、「、「教会教会教会教会のののの携携携携挙挙挙挙がががが起起起起こるこるこるこる前前前前にどのようなにどのようなにどのようなにどのような預言預言預言預言やややや状態状態状態状態がががが必要必要必要必要ですかですかですかですか？」？」？」？」

とととと聞聞聞聞くかもくかもくかもくかも知知知知れませんれませんれませんれません。。。。成就成就成就成就されていないしるしやされていないしるしやされていないしるしやされていないしるしや預言預言預言預言はありませんはありませんはありませんはありません。。。。必要必要必要必要なななな預言預言預言預言はははは

全全全全てててて成就成就成就成就されていますされていますされていますされています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、もうもうもうもう携携携携挙挙挙挙がいつでがいつでがいつでがいつでもももも起起起起こりこりこりこり得得得得ることをることをることをることを意味意味意味意味していましていましていましていま

すすすす。。。。 

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、携携携携挙挙挙挙ががががイエスイエスイエスイエス様様様様のののの再臨再臨再臨再臨よりもよりもよりもよりも先先先先にににに起起起起こるとこるとこるとこると確実確実確実確実にににに知知知知っているのでっているのでっているのでっているので、、、、そしそしそしそし

てててて、、、、再臨再臨再臨再臨にににに関関関関するするするする預言預言預言預言がががが今日今日今日今日のののの私私私私たちのたちのたちのたちの世界世界世界世界でででで成就成就成就成就しているのをしているのをしているのをしているのを知知知知っているのでっているのでっているのでっているので、、、、携携携携

挙挙挙挙がががが本当本当本当本当にににに非常非常非常非常にににに近近近近いはずであるといはずであるといはずであるといはずであると確信確信確信確信できますできますできますできます。。。。 

あなたはあなたはあなたはあなたは、「、「、「、「そのそのそのその日日日日はははは盗人盗人盗人盗人のようにやってのようにやってのようにやってのようにやって来来来来ますかますかますかますか？」？」？」？」とととと聞聞聞聞くかもくかもくかもくかも知知知知れませんれませんれませんれません。。。。私私私私たたたた

ちはちはちはちは、、、、第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙5555章章章章4444節節節節をををを読読読読んだばかりですんだばかりですんだばかりですんだばかりです。。。。あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは暗暗暗暗やみのやみのやみのやみの

中中中中にはいないのですからにはいないのですからにはいないのですからにはいないのですから、、、、そのそのそのその日日日日がががが、、、、盗人盗人盗人盗人のようにあなたがたをのようにあなたがたをのようにあなたがたをのようにあなたがたを襲襲襲襲うことはありませうことはありませうことはありませうことはありませ

んんんん！！！！神神神神はははは、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨のののの前前前前にににに起起起起こるこるこるこる事事事事にににについてついてついてついて私私私私たちにたちにたちにたちに警告警告警告警告をををを与与与与えてくえてくえてくえてく

ださいましたださいましたださいましたださいました。。。。しかししかししかししかし、、、、携携携携挙挙挙挙にににに関関関関してはいつでもしてはいつでもしてはいつでもしてはいつでも起起起起こりこりこりこり得得得得るるるる事事事事としてとしてとしてとしてイエスイエスイエスイエス様様様様はははは語語語語らららら

れましたれましたれましたれました。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、教会教会教会教会がががが彼彼彼彼のののの来臨来臨来臨来臨がががが差差差差しししし迫迫迫迫っているとっているとっているとっていると期待期待期待期待してしてしてして生生生生きるようにときるようにときるようにときるようにと

願願願願っておられますっておられますっておられますっておられます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それはそれはそれはそれは以下以下以下以下4444つのつのつのつの理由理由理由理由からですからですからですからです。。。。 

まずまずまずまず第一第一第一第一にににに、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がすぐにでもやってがすぐにでもやってがすぐにでもやってがすぐにでもやって来来来来られるのであればられるのであればられるのであればられるのであれば、、、、全世界全世界全世界全世界にににに福音福音福音福音をををを告告告告げげげげ

知知知知らせるというらせるというらせるというらせるという私私私私たちのたちのたちのたちの役目役目役目役目にににに緊急感緊急感緊急感緊急感をををを与与与与えますえますえますえます。。。。彼彼彼彼のののの来臨来臨来臨来臨がががが今日今日今日今日かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない、、、、まままま

たたたた、、、、畑畑畑畑はははは熟熟熟熟してしてしてして刈刈刈刈りりりり入入入入れるばかりになっているれるばかりになっているれるばかりになっているれるばかりになっている、、、、とととと覚覚覚覚えておくえておくえておくえておく事事事事はははは、、、、このこのこのこの失失失失われたわれたわれたわれた死死死死



んでいるんでいるんでいるんでいる世世世世のののの中中中中にににに、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの良良良良いいいい知知知知らせらせらせらせをををを分分分分かちかちかちかち合合合合うといううといううといううという役目役目役目役目にににに私私私私たちたちたちたち

をををを位置位置位置位置づけますづけますづけますづけます。。。。 

第二第二第二第二にににに、、、、聖聖聖聖くくくく生生生生きるきるきるきる為為為為のののの動機動機動機動機になりますになりますになりますになります。。。。ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは、「、「、「、「愛愛愛愛するするするする者者者者たちたちたちたち。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、今今今今

すでにすでにすでにすでに神神神神のののの子子子子どもですどもですどもですどもです。。。。後後後後のののの状態状態状態状態はまだはまだはまだはまだ明明明明らかにされていませんらかにされていませんらかにされていませんらかにされていません。。。。しかししかししかししかし、、、、キリストキリストキリストキリスト

がががが現現現現れたなられたなられたなられたなら、、、、私私私私たちはたちはたちはたちはキリストキリストキリストキリストにににに似似似似たものとなることがわかっていますたものとなることがわかっていますたものとなることがわかっていますたものとなることがわかっています。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら

そのときそのときそのときそのとき、、、、私私私私たちはたちはたちはたちはキリストキリストキリストキリストのありのままののありのままののありのままののありのままの姿姿姿姿をををを見見見見るからでするからでするからでするからです。」（。」（。」（。」（第一第一第一第一ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの手手手手

紙紙紙紙3333章章章章2222節節節節））））とととと書書書書きましたきましたきましたきました。。。。 

それからそれからそれからそれからヨハネヨハネヨハネヨハネはははは、「、「、「、「キリストキリストキリストキリストにににに対対対対するこのするこのするこのするこの望望望望みをいだくみをいだくみをいだくみをいだく者者者者はみなはみなはみなはみな、、、、キリストキリストキリストキリストがががが聖聖聖聖くくくく

あられるようにあられるようにあられるようにあられるように、、、、自分自分自分自分をををを聖聖聖聖くくくくしますしますしますします。」（。」（。」（。」（第一第一第一第一ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの手紙手紙手紙手紙3333章章章章3333節節節節））））とととと続続続続けましたけましたけましたけました。。。。

イエスイエスイエスイエス様様様様がいつがいつがいつがいつ来来来来られてもおかしくないとられてもおかしくないとられてもおかしくないとられてもおかしくないと認識認識認識認識するするするする事事事事はははは、、、、聖聖聖聖くくくく生生生生きるきるきるきる本当本当本当本当のののの動機動機動機動機になになになにな

りますりますりますります。。。。主主主主がががが今日今日今日今日にでもにでもにでもにでも来来来来られるというられるというられるというられるという事実事実事実事実にににに照照照照らしらしらしらし合合合合わせるとわせるとわせるとわせると、、、、私私私私たちがすべきでたちがすべきでたちがすべきでたちがすべきで

あるあるあるある特定特定特定特定のののの事事事事がありますがありますがありますがあります。。。。しかしまずしかしまずしかしまずしかしまず、、、、あなたがすべきでないあなたがすべきでないあなたがすべきでないあなたがすべきでない事事事事をををを言言言言わせてくださわせてくださわせてくださわせてくださ

いいいい。。。。仕事仕事仕事仕事をををを辞辞辞辞めないでくださいめないでくださいめないでくださいめないでください。。。。家家家家をををを売売売売らないでくださいらないでくださいらないでくださいらないでください。。。。もしくはもしくはもしくはもしくは、、、、もうもうもうもう返返返返さなくさなくさなくさなく

てもいいのだからとてもいいのだからとてもいいのだからとてもいいのだからと思思思思ってってってって、、、、どれだけおどれだけおどれだけおどれだけお金金金金をををを借借借借りられるかとりられるかとりられるかとりられるかと計算計算計算計算しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、「、「、「、「私私私私がががが来来来来るまでるまでるまでるまで商売商売商売商売をしなさいをしなさいをしなさいをしなさい。。。。」（」（」（」（ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書19191919章章章章13131313節節節節））））とととと言言言言われわれわれわれ

ましたましたましたました。。。。 

第三第三第三第三にににに、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様のののの切迫切迫切迫切迫したしたしたした来臨来臨来臨来臨はははは、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが背筋背筋背筋背筋をををを伸伸伸伸ばしてばしてばしてばして見上見上見上見上げるようにしまげるようにしまげるようにしまげるようにしま

すすすす。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、「、「、「、「だからだからだからだから、、、、目目目目をををを覚覚覚覚ましていなさいましていなさいましていなさいましていなさい。。。。あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは、、、、自分自分自分自分のののの主主主主がいつがいつがいつがいつ

来来来来られるかられるかられるかられるか知知知知らないからですらないからですらないからですらないからです。。。。」（」（」（」（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章42424242節節節節））））とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。2222節後節後節後節後

にはにはにはには、「、「、「、「だからだからだからだから、、、、あなたがたもあなたがたもあなたがたもあなたがたも用意用意用意用意していなさいしていなさいしていなさいしていなさい。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、人人人人のののの子子子子はははは、、、、思思思思いがけないがけないがけないがけな

いいいい時時時時にににに来来来来るのですからるのですからるのですからるのですから。」。」。」。」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。 

ヘブルヘブルヘブルヘブル人人人人のののの手紙手紙手紙手紙のののの中中中中ではではではでは、「、「、「、「二度目二度目二度目二度目はははは、、、、彼彼彼彼をををを待待待待ちちちち望望望望んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人々々々々のののの為為為為にににに来来来来られるられるられるられる」」」」

（（（（ヘブルヘブルヘブルヘブル人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙9999章章章章28282828節節節節））））とととと書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。アモスアモスアモスアモスはははは、「、「、「、「あなたのあなたのあなたのあなたの神神神神にににに会会会会うううう備備備備ええええ

をせよをせよをせよをせよ。」（。」（。」（。」（アモスアモスアモスアモス書書書書4444章章章章12121212節節節節））））とととと叫叫叫叫びましたびましたびましたびました。。。。 

これらのこれらのこれらのこれらの節節節節はははは、、、、私私私私たちがたちがたちがたちがイエスイエスイエスイエス様様様様のののの来臨来臨来臨来臨のののの為為為為にににに準備準備準備準備しししし、、、、よくよくよくよく見見見見ているようにとているようにとているようにとているようにと言言言言ってってってって

いますいますいますいます。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの罪罪罪罪をををを赦赦赦赦しししし、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの咎咎咎咎をををを消消消消しししし去去去去るるるる準備準備準備準備ができておりができておりができておりができており、、、、またそのようまたそのようまたそのようまたそのよう

にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと願願願願っておられるっておられるっておられるっておられるイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストにににに、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが心心心心をををを明明明明けけけけ渡渡渡渡すすすす時時時時がががが今今今今であるであるであるである

とととと警告警告警告警告していますしていますしていますしています。。。。 

そしてそしてそしてそして、、、、神神神神がががが私私私私たちにたちにたちにたちに、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様のののの来臨来臨来臨来臨がすぐであるとがすぐであるとがすぐであるとがすぐであると期待期待期待期待してしてしてして生生生生きるようにきるようにきるようにきるように願願願願ってってってって

おられるおられるおられるおられる第四第四第四第四のののの理由理由理由理由はははは、、、、私達私達私達私達がこのがこのがこのがこの世界世界世界世界のののの物質的物質的物質的物質的なななな事事事事にににに対対対対してしてしてして正正正正しいしいしいしい態度態度態度態度をををを持持持持ちちちち続続続続けけけけ

るのをるのをるのをるのを助助助助けるからですけるからですけるからですけるからです。。。。主主主主がががが来来来来られるられるられるられる事事事事についてについてについてについてパウロパウロパウロパウロががががコリントコリントコリントコリント人人人人にににに書書書書いたいたいたいた中中中中でででで、、、、

パウロパウロパウロパウロはははは彼彼彼彼らにらにらにらに、、、、時時時時はははは縮縮縮縮まっているとまっているとまっているとまっていると警告警告警告警告していますしていますしていますしています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、信者信者信者信者としてとしてとしてとして、、、、このこのこのこの世世世世

とのとのとのとの関関関関わりをできるだけわりをできるだけわりをできるだけわりをできるだけ軽軽軽軽くするようにくするようにくするようにくするように（（（（このこのこのこの世世世世のののの事事事事にににに深深深深くくくく関関関関わらないようにわらないようにわらないようにわらないように））））とととと勧勧勧勧

めていますめていますめていますめています。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、身軽身軽身軽身軽でいなさいでいなさいでいなさいでいなさい。。。。私私私私たちはあまりにもこのたちはあまりにもこのたちはあまりにもこのたちはあまりにもこの世世世世とととと深深深深くくくく関関関関わってわってわってわって密密密密

着着着着していてしていてしていてしていて、、、、主主主主がががが教会教会教会教会のののの為為為為にににに来来来来られたられたられたられた時時時時にににに、「、「、「、「主主主主よよよよ、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと待待待待ってくださいってくださいってくださいってください。。。。」」」」なななな

どとどとどとどと言言言言いたくはありませんいたくはありませんいたくはありませんいたくはありません。。。。そのようなそのようなそのようなそのような時間時間時間時間はありませんはありませんはありませんはありません。。。。またまたまたまた、、、、神神神神がががが私達私達私達私達のののの為為為為にににに計計計計

画画画画してくださっているものはしてくださっているものはしてくださっているものはしてくださっているものは、、、、このこのこのこの世世世世のものとはのものとはのものとはのものとは比比比比べべべべ物物物物になりませんになりませんになりませんになりません。。。。 

シーンシーンシーンシーン2：：：：たとえたとえたとえたとえ話話話話 

目目目目をををを覚覚覚覚ましていなさいましていなさいましていなさいましていなさい 



イエスイエスイエスイエス様様様様はははは教会教会教会教会のののの携携携携挙挙挙挙にににに関関関関してしてしてして「「「「目目目目をををを覚覚覚覚ましてましてましてまして用意用意用意用意していなさいしていなさいしていなさいしていなさい。。。。」」」」とととと言言言言われましわれましわれましわれまし

たたたた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、目目目目をををを覚覚覚覚ましてよくましてよくましてよくましてよく見見見見ているているているている事事事事のののの大切大切大切大切ささささ、、、、準備準備準備準備しているしているしているしている事事事事のののの重要重要重要重要さをさをさをさを強調強調強調強調

するいくつかのたとえするいくつかのたとえするいくつかのたとえするいくつかのたとえ話話話話をををを話話話話されましたされましたされましたされました。。。。「「「「人人人人のののの子子子子がががが来来来来るのはるのはるのはるのは、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど、、、、ノアノアノアノアのののの日日日日

のようだからですのようだからですのようだからですのようだからです。。。。洪水前洪水前洪水前洪水前のののの日日日日々々々々はははは、、、、ノアノアノアノアがががが箱舟箱舟箱舟箱舟にににに入入入入るそのるそのるそのるその日日日日までまでまでまで、、、、人人人人々々々々はははは、、、、飲飲飲飲んだんだんだんだ

りりりり、、、、食食食食べたりべたりべたりべたり、、、、めとったりめとったりめとったりめとったり、、、、とついだりしていましたとついだりしていましたとついだりしていましたとついだりしていました。」（。」（。」（。」（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章37373737----38383838

節節節節））））これらのこれらのこれらのこれらの人人人人々々々々はははは洪水洪水洪水洪水がががが来来来来たたたた時時時時にににに驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。そのそのそのその日日日日はははは普通普通普通普通のののの日日日日とととと同同同同じでしたじでしたじでしたじでした。。。。彼彼彼彼

らはらはらはらは神神神神のののの裁裁裁裁きがきがきがきが来来来来るとはるとはるとはるとは予期予期予期予期していませんでしたしていませんでしたしていませんでしたしていませんでした。。。。そしてそしてそしてそしてイエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、ごごごご自身自身自身自身がががが教会教会教会教会

のののの為為為為にににに来来来来られるられるられるられる時時時時もももも、、、、このこのこのこの世界世界世界世界はこれとはこれとはこれとはこれと同同同同じようなじようなじようなじような状態状態状態状態であるとであるとであるとであると言言言言っているのですっているのですっているのですっているのです。。。。

このこのこのこの世世世世がががが通常通常通常通常のののの日常生活日常生活日常生活日常生活をををを送送送送っているっているっているっている間間間間にににに、、、、突如突如突如突如携携携携挙挙挙挙がががが起起起起こりますこりますこりますこります。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは言言言言われましたわれましたわれましたわれました。「。「。「。「だからだからだからだから、、、、目目目目をををを覚覚覚覚ましていなさいましていなさいましていなさいましていなさい。。。。あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは自分自分自分自分のののの主主主主

がいつがいつがいつがいつ来来来来られるかられるかられるかられるか知知知知らないからですらないからですらないからですらないからです。。。。しかししかししかししかし、、、、このことはこのことはこのことはこのことは知知知知っておきなさいっておきなさいっておきなさいっておきなさい。。。。家家家家のののの主主主主

人人人人はははは、、、、どろぼうがどろぼうがどろぼうがどろぼうが夜夜夜夜のののの何時何時何時何時にににに来来来来るとるとるとると知知知知っていたらっていたらっていたらっていたら、、、、目目目目をををを見張見張見張見張っていたでしょうしっていたでしょうしっていたでしょうしっていたでしょうし、、、、まままま

たたたた、、、、おめおめとおめおめとおめおめとおめおめと自分自分自分自分のののの家家家家にににに押押押押しししし入入入入られはしなかったでしょうられはしなかったでしょうられはしなかったでしょうられはしなかったでしょう。。。。だからだからだからだから、、、、あなたがたもあなたがたもあなたがたもあなたがたも

用心用心用心用心していなさいしていなさいしていなさいしていなさい。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、人人人人のののの子子子子はははは、、、、思思思思いがけないいがけないいがけないいがけない時時時時にににに来来来来るのですからるのですからるのですからるのですから。」（。」（。」（。」（ママママ

タイタイタイタイのののの福福福福音書音書音書音書24242424章章章章42424242----44444444節節節節））））それからそれからそれからそれからイエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、良良良良いしもべといしもべといしもべといしもべと悪悪悪悪いしもべについていしもべについていしもべについていしもべについて話話話話

されましたされましたされましたされました。「。「。「。「主人主人主人主人からからからから、、、、そのそのそのその家家家家のしもべたちをのしもべたちをのしもべたちをのしもべたちを任任任任されてされてされてされて、、、、食事時食事時食事時食事時にはにはにはには彼彼彼彼らにらにらにらに食事食事食事食事をををを

きちんときちんときちんときちんと与与与与えるようなえるようなえるようなえるような忠実忠実忠実忠実なななな思慮深思慮深思慮深思慮深いしもべとはいしもべとはいしもべとはいしもべとは、、、、いったいだれでしょうかいったいだれでしょうかいったいだれでしょうかいったいだれでしょうか。。。。主人主人主人主人がががが

帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきた時時時時にににに、、、、そのようにしているのをそのようにしているのをそのようにしているのをそのようにしているのを見見見見られるしもべはられるしもべはられるしもべはられるしもべは幸幸幸幸いですいですいですいです。」（。」（。」（。」（マタイマタイマタイマタイのののの

福音書福音書福音書福音書24242424章章章章45454545----46464646節節節節））））しかししかししかししかし、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは言言言言われましたわれましたわれましたわれました。「。「。「。「それがそれがそれがそれが悪悪悪悪いしもべでいしもべでいしもべでいしもべで、『、『、『、『主主主主

人人人人はまだまだはまだまだはまだまだはまだまだ帰帰帰帰るまいるまいるまいるまい。』。』。』。』とととと心心心心のののの中中中中でででで思思思思いいいい、、、、そのそのそのその仲間仲間仲間仲間をををを打打打打ちたたきちたたきちたたきちたたき、、、、酒飲酒飲酒飲酒飲みたちとみたちとみたちとみたちと飲飲飲飲

んだりんだりんだりんだり食食食食べたりしべたりしべたりしべたりし始始始始めているとめているとめているとめていると、、、、そのしもべのそのしもべのそのしもべのそのしもべの主人主人主人主人はははは、、、、思思思思いがけないいがけないいがけないいがけない日日日日のののの思思思思わぬわぬわぬわぬ時間時間時間時間

にににに帰帰帰帰ってってってって来来来来ますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、彼彼彼彼をきびしくをきびしくをきびしくをきびしく罰罰罰罰してしてしてして、、、、そのそのそのその報報報報いをいをいをいを偽善者達偽善者達偽善者達偽善者達とととと同同同同じにするにじにするにじにするにじにするに

違違違違いありませんいありませんいありませんいありません。」（。」（。」（。」（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章48484848----51515151節節節節）））） 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書25252525章章章章2222----6666節節節節でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは十人十人十人十人のののの娘娘娘娘についてについてについてについて語語語語られましたられましたられましたられました。。。。そのうちそのうちそのうちそのうち五五五五

人人人人はははは賢賢賢賢くくくく、、、、五人五人五人五人はははは愚愚愚愚かでしたかでしたかでしたかでした。。。。彼女達彼女達彼女達彼女達はははは花婿花婿花婿花婿がががが来来来来るのをるのをるのをるのを待待待待っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、ついについについについに到到到到

来来来来のののの叫叫叫叫びびびび声声声声をををを聞聞聞聞いたいたいたいた時時時時、、、、彼女達彼女達彼女達彼女達はははは眠眠眠眠っていましたっていましたっていましたっていました。「。「。「。「見見見見なさいなさいなさいなさい。。。。花婿花婿花婿花婿がやってがやってがやってがやって来来来来まままま

すすすす。」。」。」。」彼女達彼女達彼女達彼女達はははは起起起起きてともしびをきてともしびをきてともしびをきてともしびを整整整整ええええ始始始始めましたがめましたがめましたがめましたが、、、、愚愚愚愚かなかなかなかな娘達娘達娘達娘達はははは、、、、自分自分自分自分たちのともたちのともたちのともたちのとも

しびしびしびしび皿皿皿皿のののの油油油油がががが無無無無くなっているのにくなっているのにくなっているのにくなっているのに気付気付気付気付きましたきましたきましたきました。。。。そこでそこでそこでそこで彼女達彼女達彼女達彼女達はははは、、、、賢賢賢賢いいいい娘達娘達娘達娘達からからからから油油油油をををを

もらおうともらおうともらおうともらおうと思思思思いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、賢賢賢賢いいいい娘達娘達娘達娘達はははは、「、「、「、「いいえいいえいいえいいえ。。。。あなたがたにあなたがたにあなたがたにあなたがたに分分分分けてあげるにはとけてあげるにはとけてあげるにはとけてあげるにはと

うていうていうていうてい足足足足りませんりませんりませんりません。。。。あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは店店店店にににに買買買買いにいにいにいに行行行行ったったったった方方方方がよいでしょうがよいでしょうがよいでしょうがよいでしょう。」。」。」。」とととと言言言言いましいましいましいまし

たたたた。。。。彼女達彼女達彼女達彼女達がががが油油油油をををを買買買買いにいにいにいに行行行行っているっているっているっている間間間間にににに花婿花婿花婿花婿がががが来来来来ましたましたましたました。「。「。「。「用意用意用意用意のできていたのできていたのできていたのできていた娘達娘達娘達娘達

はははは、、、、彼彼彼彼とととと一緒一緒一緒一緒にににに婚礼婚礼婚礼婚礼のののの祝宴祝宴祝宴祝宴にににに行行行行きききき、、、、戸戸戸戸がががが閉閉閉閉められためられためられためられた。」。」。」。」とととと書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。ですかですかですかですか

らららら、、、、わかるでしょうわかるでしょうわかるでしょうわかるでしょう。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様がががが語語語語られたられたられたられた全全全全てのてのてのての状況状況状況状況においてにおいてにおいてにおいて、、、、目目目目をををを覚覚覚覚ましているましているましているましている事事事事

のののの重要性重要性重要性重要性はははは明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、携携携携挙挙挙挙はいつでもはいつでもはいつでもはいつでも起起起起こりこりこりこり得得得得ますしますしますしますし、、、、あなたはそれをあなたはそれをあなたはそれをあなたはそれを

前前前前もってもってもってもって警告警告警告警告されないからですされないからですされないからですされないからです。。。。ですからですからですからですから、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは準備準備準備準備していなくてはなりませしていなくてはなりませしていなくてはなりませしていなくてはなりませ

んんんん。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは目目目目をををを覚覚覚覚ましてよくましてよくましてよくましてよく見見見見ているているているている必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。愚愚愚愚かなかなかなかな娘達娘達娘達娘達がががが戻戻戻戻ってってってって来来来来てててて婚婚婚婚

礼礼礼礼のののの祝宴祝宴祝宴祝宴にににに入入入入ろうとしましたがろうとしましたがろうとしましたがろうとしましたが、、、、彼女達彼女達彼女達彼女達にはそれがにはそれがにはそれがにはそれが許許許許されませんでしたされませんでしたされませんでしたされませんでした。。。。マタイマタイマタイマタイのののの福福福福

音書音書音書音書25252525章章章章11111111----12121212節節節節にはこうにはこうにはこうにはこう書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。「。「。「。「そのそのそのその後後後後でででで、、、、他他他他のののの娘達娘達娘達娘達もももも来来来来てててて、『、『、『、『ごごごご主人主人主人主人

様様様様、、、、ごごごご主人様主人様主人様主人様、、、、開開開開けてくださいけてくださいけてくださいけてください。』。』。』。』とととと言言言言ったったったった。。。。しかししかししかししかし、、、、彼彼彼彼はははは答答答答えてえてえてえて、『、『、『、『はっきりはっきりはっきりはっきり言言言言うううう

がががが、、、、私私私私はあなたがたをはあなたがたをはあなたがたをはあなたがたを知知知知らないらないらないらない。』。』。』。』とととと言言言言ったったったった。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは警告警告警告警告していますしていますしていますしています。「。「。「。「だかだかだかだか

らららら、、、、目目目目をををを覚覚覚覚ましていなさいましていなさいましていなさいましていなさい。。。。あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは人人人人のののの子子子子がががが来来来来るそのるそのるそのるその日日日日、、、、そのそのそのその時時時時をををを知知知知らないからないからないからないか

らですらですらですらです。」。」。」。」 



ヘブルヘブルヘブルヘブル人人人人のののの手紙手紙手紙手紙9999章章章章28282828節節節節をををを読読読読むとむとむとむと、「、「、「、「キリストキリストキリストキリストもももも、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人のののの罪罪罪罪をををを負負負負うためにうためにうためにうために一度一度一度一度、、、、ごごごご

自身自身自身自身をををを捧捧捧捧げられましたがげられましたがげられましたがげられましたが、、、、二度目二度目二度目二度目はははは、、、、罪罪罪罪をををを負負負負うためではなくうためではなくうためではなくうためではなく、、、、彼彼彼彼をををを待待待待ちちちち望望望望んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人

々々々々のののの救救救救いのためにいのためにいのためにいのために来来来来られるのですられるのですられるのですられるのです」」」」とありますとありますとありますとあります。。。。彼彼彼彼をををを熱心熱心熱心熱心にににに待待待待ちちちち望望望望んでいるんでいるんでいるんでいる者達者達者達者達のののの為為為為

にですにですにですにです。。。。主主主主はははは、、、、私達私達私達私達がががが主主主主をよくをよくをよくをよく見見見見ているようにているようにているようにているように、、、、そしてそしてそしてそして主主主主がががが来来来来られたられたられたられた時時時時にににに準備準備準備準備ができができができができ

ているようにているようにているようにているように、、、、とととと望望望望んでおられんでおられんでおられんでおられ、、、、期待期待期待期待しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。 

シーンシーンシーンシーン3：：：：教会教会教会教会がががが明明明明らかにされるらかにされるらかにされるらかにされる 

黙示録黙示録黙示録黙示録はははは、、、、将来将来将来将来のののの出来事出来事出来事出来事のののの記録記録記録記録をををを私達私達私達私達にににに提供提供提供提供するするするする為為為為にににに、、、、使徒使徒使徒使徒ヨハネヨハネヨハネヨハネにににに与与与与えられましえられましえられましえられまし

たたたた。「。「。「。「黙示黙示黙示黙示」」」」ののののギリシャギリシャギリシャギリシャ語語語語はははは「「「「アポクリプスアポクリプスアポクリプスアポクリプス（（（（apocalypse)」」」」でででで、「、「、「、「明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする、、、、覆覆覆覆

いをいをいをいを取取取取りりりり外外外外すすすす」」」」というというというという意味意味意味意味ですですですです。。。。このこのこのこの黙示黙示黙示黙示のののの中中中中でででで、、、、神神神神ははははヨハネヨハネヨハネヨハネにににに将来将来将来将来をををを明明明明らかにしてらかにしてらかにしてらかにして

いますいますいますいます。。。。 

黙示録黙示録黙示録黙示録はははは三三三三つのつのつのつの部分部分部分部分にににに分分分分けられますけられますけられますけられます。。。。黙示録黙示録黙示録黙示録1章章章章19節節節節はそれらはそれらはそれらはそれら三三三三つのつのつのつの部分部分部分部分についてについてについてについて説明説明説明説明

していますしていますしていますしています。「。「。「。「あなたのあなたのあなたのあなたの見見見見たたたた事事事事、、、、現在現在現在現在のののの事事事事、、、、今後起今後起今後起今後起ころうとするころうとするころうとするころうとする事事事事をををを、、、、書書書書きとめなさきとめなさきとめなさきとめなさ

いいいい。」。」。」。」 

ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは1章章章章でででで、、、、彼彼彼彼がががが見見見見たたたた、、、、右手右手右手右手にににに牧師達牧師達牧師達牧師達をををを持持持持ちちちち、、、、教会教会教会教会のののの間間間間にににに立立立立っておられるっておられるっておられるっておられる栄光栄光栄光栄光あるあるあるある

キリストキリストキリストキリストのののの姿姿姿姿をををを書書書書いていますいていますいていますいています。。。。2章章章章とととと3章章章章はははは現在現在現在現在のののの事事事事、、、、教会教会教会教会のののの事事事事、、、、教会教会教会教会のののの歴史歴史歴史歴史のののの事事事事をををを述述述述

べていますべていますべていますべています。。。。これらのこれらのこれらのこれらの章章章章でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは7つのつのつのつの教会教会教会教会にあててにあててにあててにあてて語語語語っっっっていますていますていますています。。。。教会教会教会教会のののの歴史歴史歴史歴史

のののの記録記録記録記録がががが、、、、これらこれらこれらこれら7つのつのつのつの教会教会教会教会にににに起起起起こったこったこったこった出来事出来事出来事出来事、、、、又又又又これらこれらこれらこれら教会教会教会教会をををを通通通通してしてしてして起起起起こったこったこったこった出来事出来事出来事出来事

にににに表現表現表現表現されていますされていますされていますされています。。。。 

これらこれらこれらこれら教会教会教会教会をよくをよくをよくをよく見見見見てみるとてみるとてみるとてみると、、、、私達私達私達私達はははは共通共通共通共通のののの忠告忠告忠告忠告をををを見見見見るるるる事事事事ができますができますができますができます。。。。あるあるあるある教会教会教会教会はほはほはほはほ

められめられめられめられ、、、、あるあるあるある教会教会教会教会はははは戒戒戒戒めをめをめをめを受受受受けましたがけましたがけましたがけましたが、、、、全全全全てのてのてのての教会教会教会教会はははは、、、、御霊御霊御霊御霊がががが彼彼彼彼らにらにらにらに語語語語るるるる事事事事をよくをよくをよくをよく

聞聞聞聞くようにくようにくようにくように勧勧勧勧められていますめられていますめられていますめられています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それをそれをそれをそれを心心心心にににに留留留留めてめてめてめて勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者にはにはにはには特別特別特別特別なななな約約約約

束束束束がががが与与与与えられていますえられていますえられていますえられています。。。。 

エペソエペソエペソエペソ：：：：使徒使徒使徒使徒のののの教会教会教会教会 

イエスイエスイエスイエス様様様様がこれらのがこれらのがこれらのがこれらの各教会各教会各教会各教会にあててにあててにあててにあてて語語語語ったったったった時時時時、、、、まずまずまずまず初初初初めにめにめにめに、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが行行行行なったなったなったなった良良良良いいいい事事事事

（（（（もしあればもしあればもしあればもしあれば））））についてほめていますについてほめていますについてほめていますについてほめています。。。。エペソエペソエペソエペソのののの教教教教会会会会についてはについてはについてはについては、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの行行行行ないとないとないとないと労労労労

苦苦苦苦とととと忍耐忍耐忍耐忍耐、、、、またまたまたまた偽偽偽偽りのりのりのりの使徒達使徒達使徒達使徒達をををを見抜見抜見抜見抜いたいたいたいた事事事事をををを認認認認めていますめていますめていますめています。。。。 

エペソエペソエペソエペソにあるにあるにあるにある教会教会教会教会のののの御使御使御使御使いにいにいにいに書書書書きききき送送送送れれれれ。「。「。「。「右手右手右手右手にににに七七七七つのつのつのつの星星星星をををを持持持持つつつつ方方方方、、、、七七七七つのつのつのつの金金金金のののの燭台燭台燭台燭台

のののの間間間間をををを歩歩歩歩くくくく方方方方がががが言言言言われるわれるわれるわれる。『。『。『。『わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの行行行行ないとあなたのないとあなたのないとあなたのないとあなたの労苦労苦労苦労苦とととと忍耐忍耐忍耐忍耐をををを知知知知っっっっ

ているているているている。。。。またまたまたまた、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが、、、、悪悪悪悪いいいい者者者者たちをがまんすることができずたちをがまんすることができずたちをがまんすることができずたちをがまんすることができず、、、、使徒使徒使徒使徒とととと自称自称自称自称してはしてはしてはしては

いるがいるがいるがいるが実実実実はそうではないはそうではないはそうではないはそうではない者者者者たちをためしてたちをためしてたちをためしてたちをためして、、、、そのそのそのその偽偽偽偽りをりをりをりを見抜見抜見抜見抜いたこともいたこともいたこともいたことも知知知知っているっているっているっている。。。。

あなたはよくあなたはよくあなたはよくあなたはよく忍耐忍耐忍耐忍耐してしてしてして、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの名名名名のためにのためにのためにのために耐耐耐耐ええええ忍忍忍忍びびびび、、、、疲疲疲疲れたことがなかったれたことがなかったれたことがなかったれたことがなかった。（。（。（。（黙黙黙黙

示録示録示録示録2222章章章章1111----3333節節節節）））） 

これはこれはこれはこれは主主主主のののの為為為為にににに働働働働いたいたいたいた教会教会教会教会ででででしたしたしたした。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それはそれはそれはそれは良良良良いいいい事事事事ですですですです。。。。私達私達私達私達はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん、、、、私私私私

達達達達のののの行行行行ないによってないによってないによってないによって義義義義とされるのではないととされるのではないととされるのではないととされるのではないと知知知知っていますっていますっていますっています。。。。しかししかししかししかし、、、、人人人人がががが本当本当本当本当にににに救救救救わわわわ

れたのであればれたのであればれたのであればれたのであれば、、、、そのそのそのその救救救救いのいのいのいの証拠証拠証拠証拠はははは行行行行ないによってないによってないによってないによって現現現現されますされますされますされます。。。。神神神神はははは彼彼彼彼らのらのらのらの行行行行ないないないない、、、、

労苦労苦労苦労苦とととと忍耐忍耐忍耐忍耐をををを知知知知っているとっているとっているとっていると宣言宣言宣言宣言していますしていますしていますしています。。。。 

彼彼彼彼はまたはまたはまたはまた、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが悪悪悪悪をををを我慢我慢我慢我慢してしてしてして妥協妥協妥協妥協するのをするのをするのをするのを拒否拒否拒否拒否したしたしたした事事事事もほめていますもほめていますもほめていますもほめています。。。。今日今日今日今日のののの教会教会教会教会

のののの弱点弱点弱点弱点のののの一一一一つはつはつはつは、、、、私達私達私達私達がががが悪悪悪悪いいいい習慣習慣習慣習慣をををを我慢我慢我慢我慢しししし始始始始めたことにありますめたことにありますめたことにありますめたことにあります。。。。あるあるあるあるグループグループグループグループはははは、、、、

教会教会教会教会がががが彼彼彼彼らのらのらのらの聖書的聖書的聖書的聖書的でないでないでないでない悪悪悪悪いいいいライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルにににに対対対対してしてしてして話話話話すすすす事事事事をををを抑抑抑抑えようとしますえようとしますえようとしますえようとします。。。。

彼彼彼彼らはらはらはらは教会教会教会教会がががが彼彼彼彼らのらのらのらの罪罪罪罪のののの生活生活生活生活をををを受受受受けけけけ入入入入れるよれるよれるよれるようにうにうにうに圧力圧力圧力圧力をかけてきますをかけてきますをかけてきますをかけてきます。。。。悲悲悲悲しいしいしいしい事事事事にににに、、、、



多多多多くのくのくのくの教会教会教会教会がそうしますがそうしますがそうしますがそうします。。。。しかししかししかししかし、、、、エペソエペソエペソエペソのののの教会教会教会教会はははは、、、、悪悪悪悪にににに対対対対してしてしてして発言発言発言発言するするするする事事事事をををを恐恐恐恐れまれまれまれま

せんでしたせんでしたせんでしたせんでした。。。。エペソエペソエペソエペソはははは妥協妥協妥協妥協するするするする教会教会教会教会ではありませんでしたではありませんでしたではありませんでしたではありませんでした。。。。 

教会教会教会教会のののの中中中中にはすばらしいにはすばらしいにはすばらしいにはすばらしい特性特性特性特性がありますがありますがありますがあります。。。。外面的外面的外面的外面的にはよくまとめられにはよくまとめられにはよくまとめられにはよくまとめられ機能機能機能機能しているよしているよしているよしているよ

うにうにうにうに見見見見えますえますえますえます。。。。全全全全てがてがてがてが良良良良くくくく動動動動いているようにいているようにいているようにいているように見見見見えますえますえますえます。。。。あなたはそのあなたはそのあなたはそのあなたはその教会教会教会教会をををを見見見見てててて、、、、

「「「「あれはすばらしいあれはすばらしいあれはすばらしいあれはすばらしい教会教会教会教会だだだだ。。。。行行行行ないをないをないをないを見見見見てごらんてごらんてごらんてごらん。。。。働働働働きをきをきをきを見見見見てごらんてごらんてごらんてごらん。。。。彼彼彼彼らのらのらのらの全全全全てのてのてのての

社会活動社会活動社会活動社会活動とそのとそのとそのとその地域地域地域地域にににに与与与与えているえているえているえている影響影響影響影響をををを見見見見てごらんてごらんてごらんてごらん。」。」。」。」しかししかししかししかし、、、、主主主主はまだはまだはまだはまだ言言言言うううう事事事事があがあがあがあ

りましたりましたりましたりました。。。。 

しかししかししかししかし、、、、あなたにはあなたにはあなたにはあなたには非難非難非難非難すべきこすべきこすべきこすべきことがあるとがあるとがあるとがある。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは初初初初めのめのめのめの愛愛愛愛からからからから離離離離れてしまったれてしまったれてしまったれてしまった。。。。

（（（（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章4444節節節節）））） 

クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンとしてのとしてのとしてのとしての人生人生人生人生でででで、、、、一番大一番大一番大一番大きなきなきなきな特徴特徴特徴特徴はははは愛愛愛愛ですですですです。。。。愛愛愛愛にににに勝勝勝勝るものはるものはるものはるものは何何何何もありまもありまもありまもありま

せんせんせんせん。。。。愛愛愛愛はははは極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なのでなのでなのでなので、、、、神神神神はははは私達私達私達私達にににに、、、、心心心心をををを尽尽尽尽くしくしくしくし、、、、思思思思いをいをいをいを尽尽尽尽くしくしくしくし、、、、精神精神精神精神をををを尽尽尽尽くくくく

しししし、、、、力力力力をををを尽尽尽尽くしてくしてくしてくして神神神神をををを愛愛愛愛せよせよせよせよ、、、、またまたまたまた神神神神がががが私達私達私達私達をををを愛愛愛愛してくださったようにおしてくださったようにおしてくださったようにおしてくださったようにお互互互互いをいをいをいを愛愛愛愛せせせせ

よよよよ、、、、とととと命令命令命令命令していますしていますしていますしています。。。。 

エペソエペソエペソエペソ教会教会教会教会はははは全全全全てのてのてのての良良良良いいいい動動動動きをきをきをきを通通通通りましたがりましたがりましたがりましたが、、、、彼彼彼彼らにはらにはらにはらには一一一一つのつのつのつの極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なななな感情感情感情感情がががが欠欠欠欠

けていましたけていましたけていましたけていました。。。。私達私達私達私達がががが神神神神にににに対対対対してするしてするしてするしてする奉仕奉仕奉仕奉仕がががが何何何何であれであれであれであれ、、、、私達私達私達私達がががが神神神神のののの為為為為にするにするにするにする行行行行ないがないがないがないが

何何何何であれであれであれであれ、、、、私達私達私達私達のののの動機動機動機動機はははは愛愛愛愛でなくてはなりませでなくてはなりませでなくてはなりませでなくてはなりませんんんん。。。。このこのこのこの事事事事においてにおいてにおいてにおいて、、、、エペソエペソエペソエペソ教会教会教会教会はははは失失失失

敗敗敗敗していましたしていましたしていましたしていました。。。。 

改善策改善策改善策改善策はははは何何何何でしたかでしたかでしたかでしたか？？？？神神神神はそのはそのはそのはそのステップステップステップステップをををを明明明明らかにらかにらかにらかに説明説明説明説明しましたしましたしましたしました。。。。思思思思いいいい出出出出すすすす、、、、悔悔悔悔いいいい改改改改

めるめるめるめる、、、、戻戻戻戻るるるる、、、、ですですですです。。。。 

それでそれでそれでそれで、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、どこからどこからどこからどこから落落落落ちたかをちたかをちたかをちたかを思思思思いいいい出出出出しししし、、、、悔悔悔悔いいいい改改改改めてめてめてめて、、、、初初初初めのめのめのめの行行行行ないをしなないをしなないをしなないをしな

さいさいさいさい。。。。（（（（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章5555節節節節）））） 

「「「「初初初初めのめのめのめの行行行行ないをしなさいないをしなさいないをしなさいないをしなさい。」。」。」。」あなたがたのうちあるあなたがたのうちあるあなたがたのうちあるあなたがたのうちある人人人人々々々々はははは、、、、エペソエペソエペソエペソ教会教会教会教会のようにのようにのようにのように初初初初

めのめのめのめの愛愛愛愛からからからから離離離離れてしまいましたれてしまいましたれてしまいましたれてしまいました。。。。もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが戻戻戻戻りりりり、、、、初初初初めのめのめのめの行行行行ないをしないをしないをしないをし始始始始めるならめるならめるならめるなら・・・・

・・・・・・・・テレビテレビテレビテレビからからからから離離離離れれれれ、、、、かつてしたようにかつてしたようにかつてしたようにかつてしたように神神神神のみことばをのみことばをのみことばをのみことばを夢中夢中夢中夢中になってになってになってになって食食食食べるべるべるべる事事事事にもっにもっにもっにもっ

とととと時間時間時間時間をををを費費費費やすならやすならやすならやすなら・・・・・・・・・・・・あなたのあなたのあなたのあなたの心心心心にににに再再再再びびびび火火火火がつくのをがつくのをがつくのをがつくのを発見発見発見発見するでしょうするでしょうするでしょうするでしょう。。。。あなたあなたあなたあなた

はははは初初初初めのめのめのめの愛愛愛愛をををを見見見見つけるでしょうつけるでしょうつけるでしょうつけるでしょう。。。。愛愛愛愛のないのないのないのない道道道道をををを歩歩歩歩みみみみ続続続続けるけるけるける結果結果結果結果はははは悲劇悲劇悲劇悲劇ですですですです。「。「。「。「もしそもしそもしそもしそ

うでないならうでないならうでないならうでないなら、」、」、」、」神神神神はははは言言言言われましたわれましたわれましたわれました。「。「。「。「悔悔悔悔いいいい改改改改めることをしないならばめることをしないならばめることをしないならばめることをしないならば、、、、わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、

あなたのところにあなたのところにあなたのところにあなたのところに行行行行ってってってって、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの燭台燭台燭台燭台をそのをそのをそのをその置置置置かれたかれたかれたかれた所所所所からからからから取取取取りはずしてしまおりはずしてしまおりはずしてしまおりはずしてしまお

うううう。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章5555節節節節）））） 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは律法的律法的律法的律法的なななな関係関係関係関係にはにはにはには全全全全くくくく興味興味興味興味をををを持持持持っておられませんっておられませんっておられませんっておられません。。。。彼彼彼彼はあなたがはあなたがはあなたがはあなたが義務義務義務義務づけづけづけづけ

られているとはられているとはられているとはられているとは決決決決してしてしてして感感感感じてほしくありませんじてほしくありませんじてほしくありませんじてほしくありません。。。。彼彼彼彼はあなたがはあなたがはあなたがはあなたが、「、「、「、「私私私私はははは主主主主のののの為為為為にこれにこれにこれにこれ

をしなくてはならないをしなくてはならないをしなくてはならないをしなくてはならない」」」」とととと感感感感じるのではなくじるのではなくじるのではなくじるのではなく、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが彼彼彼彼をををを愛愛愛愛しているかしているかしているかしているからしたいのらしたいのらしたいのらしたいの

だとだとだとだと願願願願うようにうようにうようにうように望望望望んでおられますんでおられますんでおられますんでおられます。。。。彼彼彼彼はははは「「「「わたしはわたしはわたしはわたしは愛愛愛愛のないのないのないのない教会教会教会教会にはにはにはには留留留留まらないまらないまらないまらない」」」」とととと

警告警告警告警告していますしていますしていますしています。。。。彼彼彼彼はははは、、、、もしもしもしもし愛愛愛愛がががが動機動機動機動機でないのであればでないのであればでないのであればでないのであれば、、、、全全全全てのてのてのての行行行行ないないないない、、、、労苦労苦労苦労苦、、、、忍忍忍忍

耐耐耐耐、、、、またはまたはまたはまたは見極見極見極見極めにめにめにめに興味興味興味興味をををを持持持持たれませんたれませんたれませんたれません。。。。 

それからそれからそれからそれから主主主主はははは再再再再びびびび彼彼彼彼らをほめますらをほめますらをほめますらをほめます。「。「。「。「しかししかししかししかし、、、、あなたにはこのことがあるあなたにはこのことがあるあなたにはこのことがあるあなたにはこのことがある。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは

ニコライニコライニコライニコライ派派派派のののの人人人人々々々々のののの行行行行ないをないをないをないを憎憎憎憎んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。わたしもそれをわたしもそれをわたしもそれをわたしもそれを憎憎憎憎んでいるんでいるんでいるんでいる。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章

6666節節節節）））） 

ニコライニコライニコライニコライというというというという言葉言葉言葉言葉はははは、、、、祭司祭司祭司祭司をををを意味意味意味意味するするするする「「「「ニコルニコルニコルニコル（（（（NNNNikolikolikolikol）」）」）」）」とととと、、、、信者信者信者信者もしくはもしくはもしくはもしくは信者信者信者信者のののの

上上上上にににに立立立立つつつつ祭司職祭司職祭司職祭司職をををを意味意味意味意味するするするする「「「「レイティレイティレイティレイティ（（（（LLLLaityaityaityaity）」）」）」）」もしくはもしくはもしくはもしくは「「「「ラオシーラオシーラオシーラオシーンンンン



（（（（laolaolaolaocccceaneaneanean）」）」）」）」というというというという、、、、二二二二つのつのつのつのギリシャギリシャギリシャギリシャ語語語語からできておりからできておりからできておりからできており、、、、祭司職祭司職祭司職祭司職のののの設立設立設立設立をををを意味意味意味意味しましましましま

すすすす。。。。 

このこのこのこの箇所箇所箇所箇所がががが私達私達私達私達にににに語語語語っているっているっているっている事事事事はははは、、、、祭司職祭司職祭司職祭司職がががが既既既既にににに設立設立設立設立されされされされ始始始始めたというめたというめたというめたという事事事事ですですですです。。。。人間人間人間人間

とととと神神神神とのとのとのとの間間間間にににに、、、、既既既既にににに「「「「聖聖聖聖なるなるなるなる人人人人」」」」がががが入入入入りりりり込込込込みみみみ始始始始めましためましためましためました。。。。おおおお互互互互いのいのいのいの為為為為にとりなしをすにとりなしをすにとりなしをすにとりなしをす

るのはるのはるのはるのは私達私達私達私達にとってにとってにとってにとって良良良良いいいい事事事事ですがですがですがですが、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに仲介仲介仲介仲介となろうとするのはとなろうとするのはとなろうとするのはとなろうとするのは必要必要必要必要なくなくなくなく、、、、悪悪悪悪いいいい

事事事事ですですですです。。。。神神神神とととと人人人人とのとのとのとの間間間間のののの仲介人仲介人仲介人仲介人としてとしてとしてとして立立立立つのはつのはつのはつのはイエスイエスイエスイエス様様様様だけですだけですだけですだけです。。。。そしてそしてそしてそしてイエスイエスイエスイエス様様様様

はははは、、、、あなたとあなたのあなたとあなたのあなたとあなたのあなたとあなたの天天天天のののの父父父父とのとのとのとの間間間間にににに誰誰誰誰かがかがかがかが門門門門としてとしてとしてとして立立立立つのをつのをつのをつのを憎憎憎憎んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。エペソエペソエペソエペソ

教会教会教会教会もそれをもそれをもそれをもそれを憎憎憎憎んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。そしてそしてそしてそして彼彼彼彼らはこのらはこのらはこのらはこの事事事事においてほめられましたにおいてほめられましたにおいてほめられましたにおいてほめられました。。。。 

それからそれからそれからそれからイエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、耳耳耳耳のあるのあるのあるのある者者者者はははは御霊御霊御霊御霊がががが教会教会教会教会にににに言言言言われるわれるわれるわれる事事事事とととと勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者へのへのへのへの特別特別特別特別

なななな約束約束約束約束をををを聞聞聞聞くようにくようにくようにくように言言言言われましたわれましたわれましたわれました。「。「。「。「勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者にににに、、、、わたしはわたしはわたしはわたしは神神神神ののののパラダイスパラダイスパラダイスパラダイスにあにあにあにあ

るいのちのるいのちのるいのちのるいのちの木木木木のののの実実実実をををを食食食食べさせようべさせようべさせようべさせよう。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章7777節節節節）））） 

歴史的歴史的歴史的歴史的にににに見見見見るとるとるとると、、、、エペソエペソエペソエペソのののの教会教会教会教会はははは初代初代初代初代のののの使徒使徒使徒使徒たちのたちのたちのたちの教会教会教会教会、、、、初期初期初期初期のののの新約聖書時代新約聖書時代新約聖書時代新約聖書時代のののの教会教会教会教会

ですですですです。。。。ヨハネヨハネヨハネヨハネがこのがこのがこのがこの手紙手紙手紙手紙をををを書書書書いたいたいたいた時時時時、、、、教会教会教会教会はまだはまだはまだはまだ約約約約50505050年年年年しかしかしかしか経経経経っていませんでしたっていませんでしたっていませんでしたっていませんでした

がががが、、、、既既既既にににに問題問題問題問題がががが起起起起こりこりこりこり始始始始めていたのがわかりますめていたのがわかりますめていたのがわかりますめていたのがわかります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、教会教会教会教会のののの歴史歴史歴史歴史がががが進進進進むにつれむにつれむにつれむにつれ

てててて悪化悪化悪化悪化してしてしてして行行行行きますきますきますきます。。。。 

使徒行伝使徒行伝使徒行伝使徒行伝でででで述述述述べられているべられているべられているべられている教会教会教会教会・・・・・・・・・・・・誕生誕生誕生誕生からからからから30303030年以内年以内年以内年以内でででで全世界全世界全世界全世界にににに福音福音福音福音がががが届届届届けられけられけられけられ、、、、

おおおお互互互互いへのいへのいへのいへの思思思思いやりといやりといやりといやりと愛愛愛愛をををを表現表現表現表現したしたしたした教会教会教会教会・・・・・・・・・・・・をををを除除除除いていていていて、、、、神神神神がががが意図意図意図意図したしたしたした目的目的目的目的をををを果果果果たしたしたしたし

ているているているている教会教会教会教会はははは歴史上見歴史上見歴史上見歴史上見つけることができませんつけることができませんつけることができませんつけることができません。。。。教会教会教会教会のののの歴史歴史歴史歴史はははは本当本当本当本当のところのところのところのところ失敗失敗失敗失敗のののの歴歴歴歴

史史史史ですですですです。。。。神神神神がががが意図意図意図意図したしたしたした教会教会教会教会のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿とととと教会教会教会教会がすべきがすべきがすべきがすべき事事事事にににに対対対対するするするする失敗失敗失敗失敗ですですですです。。。。イエスイエスイエスイエス

様様様様がががが復活復活復活復活してたったしてたったしてたったしてたった50505050年後年後年後年後にににに、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは教会教会教会教会をををを非難非難非難非難してしてしてして書書書書いていますいていますいていますいています。。。。七七七七つのつのつのつの教会教会教会教会

のうちのうちのうちのうち五五五五つのつのつのつの教会教会教会教会にににに対対対対しししし、、、、彼彼彼彼はははは悔悔悔悔いいいい改改改改めをめをめをめを呼呼呼呼びかけていますびかけていますびかけていますびかけています。。。。ですからですからですからですから、、、、もしあなたもしあなたもしあなたもしあなた

がががが神神神神のののの本当本当本当本当のののの教会教会教会教会ののののモデルモデルモデルモデルをををを見見見見たいならばたいならばたいならばたいならば、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは教会教会教会教会のののの始始始始まりにまでまりにまでまりにまでまりにまで、、、、つまりつまりつまりつまり使使使使

徒行徒行徒行徒行伝伝伝伝にまでにまでにまでにまで戻戻戻戻らなくてはなりませんらなくてはなりませんらなくてはなりませんらなくてはなりません。。。。 

スミルナスミルナスミルナスミルナ：：：：迫害迫害迫害迫害されたされたされたされた教会教会教会教会 

スミルナスミルナスミルナスミルナのののの教会教会教会教会はははは、、、、紀元約紀元約紀元約紀元約100100100100年年年年からからからから315315315315年年年年までのまでのまでのまでの教会教会教会教会のののの歴史歴史歴史歴史をををを表表表表していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの期期期期

間間間間、、、、教会教会教会教会ははははローマローマローマローマ政府政府政府政府によってによってによってによって非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい迫害迫害迫害迫害をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。ジョンジョンジョンジョン・・・・フォックスフォックスフォックスフォックス

氏氏氏氏はははは、、、、彼彼彼彼のののの著書著書著書著書「「「「殉教者達殉教者達殉教者達殉教者達」」」」のののの中中中中でででで、、、、このこのこのこの期間期間期間期間にににに五百万人五百万人五百万人五百万人ののののクリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャン達達達達がががが自分達自分達自分達自分達

のののの信仰信仰信仰信仰のののの為為為為にににに殉教殉教殉教殉教したとしたとしたとしたと見積見積見積見積もっていますもっていますもっていますもっています。。。。 

「「「「またまたまたまた、、、、スミルナスミルナスミルナスミルナにあるにあるにあるにある教会教会教会教会のののの御使御使御使御使いにいにいにいに書書書書きききき送送送送れれれれ。。。。『『『『初初初初めでありめでありめでありめであり、、、、終終終終わりであるわりであるわりであるわりである方方方方、、、、

死死死死んでんでんでんで、、、、またまたまたまた生生生生きたきたきたきた方方方方がががが言言言言われるわれるわれるわれる。』」（。』」（。』」（。』」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章8888節節節節））））スミルナスミルナスミルナスミルナはははは現在現在現在現在ののののトルコトルコトルコトルコのののの

大都市大都市大都市大都市のののの一一一一つであるつであるつであるつであるイズイズイズイズメルメルメルメルですですですです。。。。このこのこのこの美美美美しいしいしいしい港町港町港町港町のののの信者達信者達信者達信者達はははは、、、、非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい迫害迫害迫害迫害をををを

通通通通ろうとしていましたろうとしていましたろうとしていましたろうとしていました。。。。ですからですからですからですから、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは御自身御自身御自身御自身をををを、「、「、「、「初初初初めでありめでありめでありめであり、、、、終終終終わりであわりであわりであわりであ

るるるる、、、、死死死死んでんでんでんで、、、、またまたまたまた生生生生きたきたきたきた」」」」とととと証明証明証明証明していますしていますしていますしています。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの多多多多くがくがくがくが殉教殉教殉教殉教にににに直面直面直面直面しししし

ていたのでていたのでていたのでていたので、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは御自身御自身御自身御自身をををを、、、、殺殺殺殺されたがまたされたがまたされたがまたされたがまた生生生生きききき返返返返ったったったった者者者者としてとしてとしてとして証明証明証明証明していましていましていましていま

すすすす。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは彼彼彼彼らにらにらにらに復活復活復活復活のののの希望希望希望希望をををを与与与与えていますえていますえていますえています。。。。 

「「「「わたしはあなたのわたしはあなたのわたしはあなたのわたしはあなたの行行行行ないとないとないとないと苦難苦難苦難苦難とととと貧貧貧貧しさとをしさとをしさとをしさとを知知知知っているっているっているっている。（。（。（。（しかしあなたはしかしあなたはしかしあなたはしかしあなたは実際実際実際実際はははは

富富富富んでいるんでいるんでいるんでいる。）」（。）」（。）」（。）」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章9999節節節節））））初期教会初期教会初期教会初期教会のほとんどののほとんどののほとんどののほとんどのクリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャン達達達達はははは奴隷奴隷奴隷奴隷でしでしでしでし

たたたた。。。。もしもしもしもし裕福裕福裕福裕福なななな人人人人ががががクリスチャクリスチャクリスチャクリスチャンンンンになればになればになればになれば、、、、政府政府政府政府はははは彼彼彼彼らのらのらのらの資産資産資産資産とととと富富富富をををを奪取奪取奪取奪取しましたしましたしましたしました。。。。

ですからですからですからですから彼彼彼彼らはらはらはらは経済的経済的経済的経済的にににに貧貧貧貧しかったのですしかったのですしかったのですしかったのです。。。。しかししかししかししかし、、、、最最最最もももも大切大切大切大切なななな事事事事においてにおいてにおいてにおいて彼彼彼彼らはらはらはらは富富富富

んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。 

あなたのあなたのあなたのあなたの富富富富はははは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの銀行口座銀行口座銀行口座銀行口座のののの預金額預金額預金額預金額によってによってによってによって測測測測られるのではありませんられるのではありませんられるのではありませんられるのではありません。。。。それそれそれそれ

はははは本当本当本当本当のののの富富富富ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。本当本当本当本当のののの富富富富はははは天天天天にににに蓄蓄蓄蓄えられていますえられていますえられていますえられています。。。。それはあなたがそれはあなたがそれはあなたがそれはあなたが蓄蓄蓄蓄ええええ



ておいたておいたておいたておいた永遠永遠永遠永遠のののの宝宝宝宝ですですですです。。。。地上地上地上地上でででで裕福裕福裕福裕福であったあるであったあるであったあるであったある人達人達人達人達はははは天天天天ではではではでは貧乏人貧乏人貧乏人貧乏人ですですですです。。。。他他他他のののの地上地上地上地上

でででで貧貧貧貧しかったしかったしかったしかった人達人達人達人達はははは天天天天ではではではでは富富富富んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。ですからですからですからですからイエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、自分自分自分自分のののの宝宝宝宝をををを地上地上地上地上にににに蓄蓄蓄蓄

えないようにとえないようにとえないようにとえないようにと警告警告警告警告しましたしましたしましたしました。「。「。「。「そこではそこではそこではそこでは虫虫虫虫とさびでとさびでとさびでとさびで、、、、傷物傷物傷物傷物になりになりになりになり、、、、またまたまたまた盗盗盗盗人人人人がががが穴穴穴穴をををを

あけてあけてあけてあけて盗盗盗盗みますみますみますみます。。。。」」」」そのそのそのその代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、天天天天にににに宝宝宝宝をををを蓄蓄蓄蓄えなさいえなさいえなさいえなさい。（。（。（。（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書6666章章章章19191919----20202020

節節節節）））） 

「「「「またまたまたまたユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人だとだとだとだと自称自称自称自称しているがしているがしているがしているが、、、、実実実実はそうではなくはそうではなくはそうではなくはそうではなく、、、、かえってかえってかえってかえってサタンサタンサタンサタンのののの会衆会衆会衆会衆であであであであ

るるるる人人人人たちからたちからたちからたちから、、、、ののしられていることもののしられていることもののしられていることもののしられていることも知知知知っているっているっているっている。。。。」（」（」（」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章9999節節節節））））ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの

初期教会初期教会初期教会初期教会へのへのへのへの迫害迫害迫害迫害ははははユダヤユダヤユダヤユダヤ人達人達人達人達によってによってによってによって触発触発触発触発されましたされましたされましたされました。。。。これはこれはこれはこれは歴史上歴史上歴史上歴史上のののの事実事実事実事実ですですですです。。。。

使徒使徒使徒使徒パウロパウロパウロパウロはははは、、、、常常常常にににに、、、、様様様様々々々々なななな問題問題問題問題をををを引引引引きききき起起起起こしたこしたこしたこしたユダヤユダヤユダヤユダヤ人達人達人達人達によってによってによってによって悩悩悩悩まされましまされましまされましまされまし

たたたた。。。。彼彼彼彼らはらはらはらはパウロパウロパウロパウロがががが福音福音福音福音をををを宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えたえたえたえた全全全全てのてのてのての場所場所場所場所ででででパウロパウロパウロパウロをををを攻撃攻撃攻撃攻撃しましたしましたしましたしました。。。。しかししかししかししかし、、、、

イエスイエスイエスイエス様様様様はここではここではここではここで、、、、あるあるあるある人人人人たちはたちはたちはたちはユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人だとだとだとだと自称自称自称自称しているがしているがしているがしているが、、、、実実実実はははは全全全全くくくくユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人でででで

はなくはなくはなくはなく、、、、かえってかえってかえってかえってサタンサタンサタンサタンのののの会衆会衆会衆会衆であるとであるとであるとであると指摘指摘指摘指摘していますしていますしていますしています。。。。 

ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書8888章章章章でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様ががががユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人とととと話話話話しておられたしておられたしておられたしておられた時時時時、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは自分達自分達自分達自分達をををを自己自己自己自己

弁護弁護弁護弁護してしてしてして「「「「私達私達私達私達のののの父父父父ははははアブラハムアブラハムアブラハムアブラハムですですですです。」。」。」。」とととと言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは答答答答えてえてえてえて、「、「、「、「ああああ

なたがたがなたがたがなたがたがなたがたがアブラハムアブラハムアブラハムアブラハムのののの子子子子どもならどもならどもならどもなら、、、、アブラハムアブラハムアブラハムアブラハムのわざをのわざをのわざをのわざを行行行行ないなさいないなさいないなさいないなさい。。。。・・・・・・・・・・・・あなあなあなあな

たがたはたがたはたがたはたがたは、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの父父父父であるであるであるである悪魔悪魔悪魔悪魔からからからから出出出出たたたた者者者者であってであってであってであって、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの父父父父のののの欲望欲望欲望欲望をををを

成成成成しししし遂遂遂遂げたいとげたいとげたいとげたいと願願願願っているのですっているのですっているのですっているのです。」。」。」。」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。（。（。（。（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書8888章章章章39393939、、、、44444444

節節節節））））そのそのそのその時点時点時点時点でででで、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは石石石石をををを拾拾拾拾ってってってってイエスイエスイエスイエス様様様様にににに投投投投げようとしましたげようとしましたげようとしましたげようとしました。「。「。「。「ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人」」」」とととと

いういういういう名名名名をををを持持持持っているからとっているからとっているからとっているからと言言言言ってってってって、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが神神神神のわざをのわざをのわざをのわざを行行行行なっているとはなっているとはなっているとはなっているとは限限限限りませんりませんりませんりません。。。。

事実事実事実事実、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは実際実際実際実際にはにはにはには神神神神のののの事事事事にににに反対反対反対反対しているのですしているのですしているのですしているのです。。。。 

それからそれからそれからそれからイエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、スミルナスミルナスミルナスミルナのののの教会教会教会教会をををを励励励励ましていますましていますましていますましています。「。「。「。「あなたがあなたがあなたがあなたが受受受受けようとしてけようとしてけようとしてけようとして

いるいるいるいる苦苦苦苦しみをしみをしみをしみを恐恐恐恐れてはいけないれてはいけないれてはいけないれてはいけない。。。。見見見見よよよよ。。。。悪魔悪魔悪魔悪魔はあなたがたをはあなたがたをはあなたがたをはあなたがたを試試試試すためにすためにすためにすために、、、、あなたがたあなたがたあなたがたあなたがた

のうちのあるのうちのあるのうちのあるのうちのある人人人人たちをたちをたちをたちを牢牢牢牢にににに投投投投げげげげ入入入入れようとしているれようとしているれようとしているれようとしている。。。。あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは十日十日十日十日のののの間苦間苦間苦間苦しみをしみをしみをしみを

受受受受けるけるけるける。。。。死死死死にににに至至至至るまでるまでるまでるまで忠実忠実忠実忠実でありなさいでありなさいでありなさいでありなさい。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば、、、、わたしはあなたにいのちのわたしはあなたにいのちのわたしはあなたにいのちのわたしはあなたにいのちの冠冠冠冠

をををを与与与与えようえようえようえよう。。。。耳耳耳耳のあるのあるのあるのある者者者者はははは御霊御霊御霊御霊がががが諸教会諸教会諸教会諸教会にににに言言言言われるわれるわれるわれる事事事事をををを聞聞聞聞きなさいきなさいきなさいきなさい。。。。勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者

はははは、、、、決決決決してしてしてして第二第二第二第二のののの死死死死によってそこなわれることはないによってそこなわれることはないによってそこなわれることはないによってそこなわれることはない。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章10101010----11111111節節節節）））） 

十日間十日間十日間十日間のののの患難患難患難患難はははは、、、、教会教会教会教会にににに対対対対してしてしてして非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい迫害迫害迫害迫害をををを行行行行なったなったなったなった十人十人十人十人ののののローマローマローマローマ皇帝皇帝皇帝皇帝のののの事事事事をををを

言言言言っているとっているとっているとっていると考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。パウロパウロパウロパウロはははは紀元紀元紀元紀元64646464年年年年からからからから68686868年年年年のののの間間間間ににににネロネロネロネロ皇帝皇帝皇帝皇帝のののの支配下支配下支配下支配下でででで首首首首

をををを切切切切られましたられましたられましたられました。。。。ドミティアヌスドミティアヌスドミティアヌスドミティアヌス皇帝皇帝皇帝皇帝はははは紀元紀元紀元紀元95959595年年年年からからからから96969696年年年年のののの間間間間ににににヨハネヨハネヨハネヨハネををををパトモスパトモスパトモスパトモス島島島島

にににに追放追放追放追放しましたしましたしましたしました。。。。トラヤヌストラヤヌストラヤヌストラヤヌス皇帝皇帝皇帝皇帝（（（（紀元紀元紀元紀元104104104104----117117117117年年年年））））ははははイグナティウスイグナティウスイグナティウスイグナティウスをををを火火火火あぶりのあぶりのあぶりのあぶりの刑刑刑刑

にににに処処処処しましたしましたしましたしました。。。。ポリカープポリカープポリカープポリカープははははマルクスマルクスマルクスマルクス・・・・アウレリウスアウレリウスアウレリウスアウレリウス皇帝皇帝皇帝皇帝（（（（紀元紀元紀元紀元161161161161----180180180180年年年年））））のののの支配下支配下支配下支配下

でででで殉教殉教殉教殉教しましたしましたしましたしました。。。。他他他他のののの残虐残虐残虐残虐なななな独裁者独裁者独裁者独裁者はははは以下以下以下以下のののの通通通通りですりですりですりです。。。。セウェルスセウェルスセウェルスセウェルス（（（（紀元紀元紀元紀元200200200200----211211211211

年年年年）、）、）、）、マクシミヌスマクシミヌスマクシミヌスマクシミヌス（（（（紀元紀元紀元紀元235235235235----237237237237年年年年）、）、）、）、デキウスデキウスデキウスデキウス（（（（紀元紀元紀元紀元250250250250----253253253253年年年年）、）、）、）、ウァレリアヌウァレリアヌウァレリアヌウァレリアヌ

スススス（（（（紀元紀元紀元紀元257257257257----260260260260年年年年）、）、）、）、アウレルアヌスアウレルアヌスアウレルアヌスアウレルアヌス（（（（紀元紀元紀元紀元270270270270----275275275275年年年年）。）。）。）。そしてそしてそしてそして最悪最悪最悪最悪なのがなのがなのがなのが、、、、紀元紀元紀元紀元

303303303303年年年年からからからから313313313313年年年年ののののディオクレティアヌスディオクレティアヌスディオクレティアヌスディオクレティアヌス皇帝皇帝皇帝皇帝でしたでしたでしたでした。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様ははははスミルナスミルナスミルナスミルナのののの教会教会教会教会にににに「「「「恐恐恐恐れるなれるなれるなれるな」」」」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書10101010章章章章28282828節節節節

でででで、、、、彼彼彼彼はははは同同同同じじじじ忠告忠告忠告忠告をををを与与与与えていますえていますえていますえています。「。「。「。「からだをからだをからだをからだを殺殺殺殺してもしてもしてもしても、、、、たましいをたましいをたましいをたましいを殺殺殺殺せないせないせないせない人人人人たちたちたちたち

などをなどをなどをなどを恐恐恐恐れてはなりませんれてはなりませんれてはなりませんれてはなりません。」。」。」。」私達私達私達私達はこのはこのはこのはこの地上地上地上地上でででで迫害迫害迫害迫害にににに苦苦苦苦しむかもしれませんがしむかもしれませんがしむかもしれませんがしむかもしれませんが、、、、天天天天

ではではではでは報報報報いがいがいがいが待待待待っていますっていますっていますっています。。。。私達私達私達私達はここでははここでははここでははここではイエスイエスイエスイエス様様様様のののの名名名名のののの為為為為にににに苦苦苦苦しむかもしれませんしむかもしれませんしむかもしれませんしむかもしれません

がががが、、、、永遠永遠永遠永遠のののの栄光栄光栄光栄光といのちのといのちのといのちのといのちの冠冠冠冠のののの希望希望希望希望をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。 

ペルガモペルガモペルガモペルガモ：：：：妥協妥協妥協妥協したしたしたした教会教会教会教会 



ペルガモペルガモペルガモペルガモのののの教会教会教会教会はははは、、、、コンスタンティヌスコンスタンティヌスコンスタンティヌスコンスタンティヌス帝帝帝帝によってによってによってによって発展発展発展発展させられたさせられたさせられたさせられた国教国教国教国教としてのとしてのとしてのとしての教会教会教会教会

にににに該当該当該当該当しますしますしますします。。。。このこのこのこの期間期間期間期間、、、、紀元紀元紀元紀元315315315315年年年年からからからから505505505505年年年年までのまでのまでのまでの間間間間はははは、、、、教会教会教会教会のののの歴史上歴史上歴史上歴史上、、、、最最最最もももも悲劇悲劇悲劇悲劇

的的的的なななな期間期間期間期間のののの一一一一つですつですつですつです。。。。なぜならこのなぜならこのなぜならこのなぜならこの期間期間期間期間にににに、、、、このこのこのこの世世世世がががが教会教会教会教会のののの一部分一部分一部分一部分となったからでとなったからでとなったからでとなったからで

すすすす。。。。コンスタンティヌスコンスタンティヌスコンスタンティヌスコンスタンティヌス帝帝帝帝ががががキリストキリストキリストキリスト教教教教をををを国教国教国教国教としたとしたとしたとした時時時時、、、、キリストキリストキリストキリスト教教教教をををを実際実際実際実際にににに法律化法律化法律化法律化

したしたしたした時時時時、、、、教教教教会会会会とととと国国国国のののの一体化一体化一体化一体化がががが非常非常非常非常なななな悪悪悪悪をををを作作作作りりりり出出出出しましたしましたしましたしました。。。。 

ペルガモペルガモペルガモペルガモのののの教会教会教会教会にあてたにあてたにあてたにあてたイエスイエスイエスイエス様様様様のののの初初初初めのめのめのめの言葉言葉言葉言葉はははは、「、「、「、「ペルガモペルガモペルガモペルガモにあるにあるにあるにある教会教会教会教会のののの御使御使御使御使いにいにいにいに

書書書書きききき送送送送れれれれ。『。『。『。『鋭鋭鋭鋭いいいい、、、、両刃両刃両刃両刃のののの剣剣剣剣をををを持持持持つつつつ方方方方がこうがこうがこうがこう言言言言われるわれるわれるわれる。』」（。』」（。』」（。』」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章12121212節節節節））））このこのこのこの描描描描

写写写写はははは、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録1111章章章章ののののイエスイエスイエスイエス様様様様のののの描写描写描写描写、「、「、「、「口口口口からはからはからはからは鋭鋭鋭鋭いいいい両刃両刃両刃両刃のののの剣剣剣剣がががが出出出出ているているているている。。。。」（」（」（」（黙示録黙示録黙示録黙示録

1111章章章章16161616節節節節））））とととと重重重重なりますなりますなりますなります。。。。ヘブルヘブルヘブルヘブル人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4444章章章章12121212節節節節はははは、「、「、「、「神神神神のことばはのことばはのことばはのことばは生生生生きていてきていてきていてきていて、、、、

力力力力がありがありがありがあり、、、、両刃両刃両刃両刃のののの剣剣剣剣よりもよりもよりもよりも鋭鋭鋭鋭くくくく、、、、たましいとたましいとたましいとたましいと霊霊霊霊、、、、関節関節関節関節とととと骨髄骨髄骨髄骨髄のののの分分分分かれかれかれかれ目目目目さえもさえもさえもさえも刺刺刺刺しししし通通通通

しししし、、、、心心心心のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな考考考考えやはかりごとをえやはかりごとをえやはかりごとをえやはかりごとを判別判別判別判別することができますすることができますすることができますすることができます。」。」。」。」とととと言言言言っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが御自身御自身御自身御自身をををを鋭鋭鋭鋭いいいい両刃両刃両刃両刃のののの剣剣剣剣をををを持持持持つつつつ方方方方とととと述述述述べてこのべてこのべてこのべてこの手紙手紙手紙手紙をををを始始始始めてめてめてめて

いるのでいるのでいるのでいるので、、、、裁裁裁裁きがきがきがきが来来来来るのだとわかるでしょうるのだとわかるでしょうるのだとわかるでしょうるのだとわかるでしょう。。。。 

「「「「わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの行行行行ないとないとないとないと、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる所所所所をををを知知知知っているっているっているっている。。。。そこにはそこにはそこにはそこにはサタサタサタサタ

ンンンンのののの王座王座王座王座があるがあるがあるがある。。。。」（」（」（」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章13131313節節節節）））） 

ペルガモペルガモペルガモペルガモはははは異教異教異教異教のののの神神神神々々々々のののの神殿神殿神殿神殿でででで溢溢溢溢れたれたれたれた贅沢贅沢贅沢贅沢なななな町町町町でしたでしたでしたでした。。。。ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの異教宗教異教宗教異教宗教異教宗教ははははサタンサタンサタンサタン

礼拝礼拝礼拝礼拝をしていましたをしていましたをしていましたをしていました。。。。ペルガモペルガモペルガモペルガモははははサタンサタンサタンサタン礼拝礼拝礼拝礼拝のののの真真真真っただっただっただっただ中中中中にににに存在存在存在存在していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、イイイイ

エスエスエスエス様様様様はははは彼彼彼彼らがらがらがらがイエスイエスイエスイエス様様様様にににに踏踏踏踏みとどまってみとどまってみとどまってみとどまっていたいたいたいた事事事事をほめていますをほめていますをほめていますをほめています。。。。「「「「あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、わたわたわたわた

しのしのしのしの名名名名をををを堅堅堅堅くくくく保保保保ってってってって、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの忠実忠実忠実忠実なななな証人証人証人証人アンテパスアンテパスアンテパスアンテパスががががサタンサタンサタンサタンのののの住住住住むあなたがたのむあなたがたのむあなたがたのむあなたがたの所所所所

でででで殺殺殺殺されたされたされたされた時時時時でもでもでもでも、、、、わたしにわたしにわたしにわたしに対対対対するするするする信仰信仰信仰信仰をををを捨捨捨捨てなかったてなかったてなかったてなかった。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章13131313節節節節）））） 

彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、周周周周りのりのりのりの悪悪悪悪いいいい習慣習慣習慣習慣にもにもにもにも関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、迫害迫害迫害迫害のののの恐恐恐恐れにもれにもれにもれにも関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの信仰信仰信仰信仰にににに堅堅堅堅くくくく

立立立立っていましたっていましたっていましたっていました。。。。 

しかししかししかししかし、、、、あなたにはあなたにはあなたにはあなたには少少少少しばかりしばかりしばかりしばかり非難非難非難非難すべきすべきすべきすべき事事事事があるがあるがあるがある。。。。あなたのうちにあなたのうちにあなたのうちにあなたのうちに、、、、バラムバラムバラムバラムのののの教教教教ええええ

をををを奉奉奉奉じているじているじているじている人人人人々々々々がいるがいるがいるがいる。。。。バラムバラムバラムバラムははははバラクバラクバラクバラクにににに教教教教えてえてえてえて、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの人人人人々々々々のののの前前前前にににに、、、、つまつまつまつま

ずきのずきのずきのずきの石石石石をををを置置置置きききき、、、、偶像偶像偶像偶像のののの神神神神にににに捧捧捧捧げたげたげたげた物物物物をををを食食食食べさせべさせべさせべさせ、、、、またまたまたまた不品行不品行不品行不品行をををを行行行行なわせたなわせたなわせたなわせた。（。（。（。（黙示黙示黙示黙示

録録録録2222章章章章14141414節節節節）））） 

「「「「バラムバラムバラムバラムのののの教教教教ええええ」」」」はははは、、、、民数記民数記民数記民数記22222222----24242424章章章章でででで、、、、モアブモアブモアブモアブのののの王王王王バラクバラクバラクバラクがががが、、、、預言者預言者預言者預言者バラバラバラバラムムムムにににに、、、、もしもしもしもし

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民をををを呪呪呪呪うならばうならばうならばうならば、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな富富富富のののの報酬報酬報酬報酬をををを与与与与えるとえるとえるとえると約束約束約束約束したしたしたした事事事事をををを言言言言っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。バラムバラムバラムバラムががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民にににに対対対対してしてしてして呪呪呪呪いをいをいをいを言言言言えなかったえなかったえなかったえなかった時時時時、、、、彼彼彼彼はそのはそのはそのはその代代代代わりにどのわりにどのわりにどのわりにどの

ようにすればようにすればようにすればようにすれば彼彼彼彼らをらをらをらを引引引引きききき落落落落とすとすとすとす事事事事ができるかをができるかをができるかをができるかを教教教教えましたえましたえましたえました。「。「。「。「イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民がががが神神神神かかかか

らららら離離離離れてれてれてれて偶像偶像偶像偶像をををを拝拝拝拝みみみみ始始始始めるようにしなさいめるようにしなさいめるようにしなさいめるようにしなさい。」。」。」。」とととと彼彼彼彼はははは提案提案提案提案しましたしましたしましたしました。「。「。「。「そうすればそうすればそうすればそうすれば、、、、

彼彼彼彼らのらのらのらの神神神神、、、、ねたむねたむねたむねたむ神神神神がががが、、、、彼彼彼彼らをらをらをらを打打打打ちちちち倒倒倒倒すでしょうすでしょうすでしょうすでしょう。」。」。」。」そこでそこでそこでそこで、、、、バラクバラクバラクバラクはははは自分達自分達自分達自分達モアブモアブモアブモアブ

のののの娘達娘達娘達娘達にににに、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民をををを性的性的性的性的なななな罪罪罪罪とととと偶像礼拝偶像礼拝偶像礼拝偶像礼拝にににに引引引引きずりきずりきずりきずり込込込込むようにむようにむようにむように指導指導指導指導しまししまししまししまし

たたたた。。。。 

簡単簡単簡単簡単にににに言言言言えばえばえばえば、、、、バラムバラムバラムバラムのののの教教教教えはえはえはえは偶像礼拝偶像礼拝偶像礼拝偶像礼拝ですですですです。。。。ししししかしかしかしかし、、、、もっともっともっともっと広広広広いいいい意味意味意味意味ではではではでは、、、、指示指示指示指示ささささ

れていないれていないれていないれていない方法方法方法方法でででで神神神神をををを礼拝礼拝礼拝礼拝するするするする事事事事ですですですです。。。。モアブモアブモアブモアブのののの民民民民はははは、、、、性的性的性的性的なななな儀式儀式儀式儀式をををを通通通通してしてしてして豊穣豊穣豊穣豊穣のののの女女女女

神神神神アフロダイテアフロダイテアフロダイテアフロダイテをををを礼拝礼拝礼拝礼拝していましたしていましたしていましたしていました。。。。彼彼彼彼らはらはらはらはイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民にこのにこのにこのにこの習慣習慣習慣習慣をををを紹介紹介紹介紹介しまししまししまししまし

たたたた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民はそれにはそれにはそれにはそれに喜喜喜喜んでんでんでんで参加参加参加参加したのですしたのですしたのですしたのです。。。。しかししかししかししかし、、、、他他他他にもにもにもにも指示指示指示指示ささささ

れていないれていないれていないれていない方法方法方法方法でででで神神神神をををを礼拝礼拝礼拝礼拝するたくさんのするたくさんのするたくさんのするたくさんの方法方法方法方法がありますがありますがありますがあります。。。。そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの一一一一つがつがつがつが、、、、祭司祭司祭司祭司

職職職職をををを発展発展発展発展させるさせるさせるさせる事事事事ややややアイコンアイコンアイコンアイコン（（（（偶像偶像偶像偶像となるとなるとなるとなる像像像像やややや絵絵絵絵などのなどのなどのなどのイメージイメージイメージイメージ））））をををを尊重尊重尊重尊重するするするする事事事事でででで

すすすす。。。。これがこれがこれがこれが、、、、ペルガモペルガモペルガモペルガモのののの教会教会教会教会でででで始始始始まったまったまったまった事事事事、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、祭司職祭司職祭司職祭司職のののの階層化階層化階層化階層化、、、、またまたまたまた神聖化神聖化神聖化神聖化ささささ

れたれたれたれた遺物遺物遺物遺物ややややアイコンアイコンアイコンアイコン（（（（イメーイメーイメーイメージジジジ））））のののの作成作成作成作成ですですですです。。。。 



しかししかししかししかし、、、、もっとありますもっとありますもっとありますもっとあります。「。「。「。「それとそれとそれとそれと同同同同じようにじようにじようにじように、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの所所所所にもわたしがにもわたしがにもわたしがにもわたしが憎憎憎憎むむむむニニニニ

コライコライコライコライ派派派派のののの教教教教えをえをえをえを奉奉奉奉じているじているじているじている人人人人々々々々がいるがいるがいるがいる。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章15151515節節節節））））エペソエペソエペソエペソのののの教会教会教会教会ははははニコラニコラニコラニコラ

イイイイ派派派派のののの行行行行いをいをいをいを憎憎憎憎んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。しかししかししかししかし、、、、ペルガモペルガモペルガモペルガモのののの教会教会教会教会のあるのあるのあるのある人人人人々々々々ははははニコライニコライニコライニコライ派派派派のののの行行行行

いをいをいをいを容認容認容認容認していましたしていましたしていましたしていました。「。「。「。「悔悔悔悔いいいい改改改改めなさいめなさいめなさいめなさい。。。。もしそうしないならもしそうしないならもしそうしないならもしそうしないなら、、、、わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに

あなたのあなたのあなたのあなたの所所所所にににに行行行行きききき、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの口口口口のののの剣剣剣剣をもってをもってをもってをもって彼彼彼彼らとらとらとらと戦戦戦戦おうおうおうおう。。。。」（」（」（」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章16161616節節節節）））） 

それからそれからそれからそれから、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは各教会各教会各教会各教会にするようににするようににするようににするように、、、、彼彼彼彼らにらにらにらに御霊御霊御霊御霊がががが言言言言われるわれるわれるわれる事事事事をををを聞聞聞聞くようにくようにくようにくように忠忠忠忠

告告告告しししし、、、、勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者へのへのへのへの約束約束約束約束をををを与与与与ええええますますますます。「。「。「。「耳耳耳耳のあるのあるのあるのある者者者者はははは御霊御霊御霊御霊がががが諸教会諸教会諸教会諸教会にににに言言言言われるわれるわれるわれる事事事事

をををを聞聞聞聞きなさいきなさいきなさいきなさい。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者にににに隠隠隠隠れたれたれたれたマナマナマナマナをををを与与与与えるえるえるえる。。。。またまたまたまた、、、、彼彼彼彼にににに白白白白いいいい石石石石をををを与与与与

えるえるえるえる。。。。そのそのそのその石石石石にはにはにはには、、、、それをそれをそれをそれを受受受受けるけるけるける者者者者のほかはだれものほかはだれものほかはだれものほかはだれも知知知知らないらないらないらない、、、、新新新新しいしいしいしい名名名名がががが書書書書かれていかれていかれていかれてい

るるるる。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章17171717節節節節）））） 

神神神神はあなたのためにはあなたのためにはあなたのためにはあなたのために新新新新しいしいしいしい名前名前名前名前をををを持持持持っておられますっておられますっておられますっておられます。。。。誰誰誰誰もももも知知知知らないらないらないらない、、、、神神神神だけがだけがだけがだけが御存知御存知御存知御存知

のののの特別特別特別特別なななな名前名前名前名前ですですですです。。。。そのそのそのその新新新新しいしいしいしい名前名前名前名前はははは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの将来将来将来将来、、、、神神神神があなたのためにがあなたのためにがあなたのためにがあなたのために用意用意用意用意してしてしてして

くださっているくださっているくださっているくださっている全全全全てのてのてのての事事事事にににに関係関係関係関係したしたしたした名前名前名前名前でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。 

次次次次にににに続続続続いていていていて登場登場登場登場するするするする4444つのつのつのつの教会教会教会教会はははは、、、、歴史的歴史的歴史的歴史的にににに相対相対相対相対するするするする部分部分部分部分をををを持持持持っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、各教会各教会各教会各教会がががが

今日今日今日今日までもまでもまでもまでも続続続続いていますいていますいていますいています。。。。テラテアテラテアテラテアテラテアややややサルデスサルデスサルデスサルデスのののの教会教会教会教会についてについてについてについて読読読読んでいくとんでいくとんでいくとんでいくと、、、、様様様様々々々々なななな

伝統的宗派伝統的宗派伝統的宗派伝統的宗派のののの背景背景背景背景をををを持持持持っているっているっているっている読者読者読者読者はははは気分気分気分気分をををを害害害害するかもしれませんするかもしれませんするかもしれませんするかもしれません。。。。しかししかししかししかし重要重要重要重要なななな事事事事

はははは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは一一一一つのつのつのつの特定特定特定特定のののの教会教会教会教会をををを指摘指摘指摘指摘しているのではなくしているのではなくしているのではなくしているのではなく、、、、歴史上歴史上歴史上歴史上をををを通通通通してしてしてして、、、、またまたまたまた

今日今日今日今日のののの教会教会教会教会にににに存在存在存在存在しているしているしているしている全全全全てのてのてのての間違間違間違間違いやいやいやいや弱点弱点弱点弱点をををを明明明明らかにしているのだとらかにしているのだとらかにしているのだとらかにしているのだと言言言言うううう事事事事でででで

すすすす。。。。 

テラテアテラテアテラテアテラテア：：：：異教異教異教異教のののの教会教会教会教会 

テラテアテラテアテラテアテラテアのののの教会教会教会教会はははは、、、、紀元紀元紀元紀元500500500500年年年年からからからから現代現代現代現代までのまでのまでのまでの教会教会教会教会のののの歴史歴史歴史歴史をををを表表表表していますしていますしていますしています。。。。以下私達以下私達以下私達以下私達がががが

これらこれらこれらこれら4444つのつのつのつの教会教会教会教会についてについてについてについて述述述述べていくべていくべていくべていく時時時時、、、、これらこれらこれらこれら全全全全てのてのてのての教会教会教会教会がががが今日今日今日今日もももも存在存在存在存在しますしますしますします。。。。 

またまたまたまた、、、、テラテアテラテアテラテアテラテアにあるにあるにあるにある教会教会教会教会のののの御使御使御使御使いにいにいにいに書書書書きききき送送送送れれれれ。。。。「「「「燃燃燃燃えるえるえるえる炎炎炎炎のようなのようなのようなのような目目目目をををを持持持持ちちちち、、、、そのそのそのその

足足足足はははは光光光光りりりり輝輝輝輝くしんちゅうのようなくしんちゅうのようなくしんちゅうのようなくしんちゅうのような、、、、神神神神のののの子子子子がががが言言言言われるわれるわれるわれる。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222書書書書18181818節節節節）））） 

黙示録黙示録黙示録黙示録1111章章章章でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、燃燃燃燃えるえるえるえる炎炎炎炎のようなのようなのようなのような目目目目とととと、、、、炉炉炉炉でででで精錬精錬精錬精錬されてされてされてされて光光光光りりりり輝輝輝輝くしんちゅくしんちゅくしんちゅくしんちゅ

うのようなうのようなうのようなうのような足足足足をををを持持持持っているとっているとっているとっていると説明説明説明説明されていますされていますされていますされています。。。。聖書中聖書中聖書中聖書中、、、、青銅青銅青銅青銅（（（（しんちゅうしんちゅうしんちゅうしんちゅう））））はははは裁裁裁裁きききき

をををを象徴象徴象徴象徴していますしていますしていますしています。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民のののの不平不満不平不満不平不満不平不満がががが燃燃燃燃えるえるえるえる蛇蛇蛇蛇のののの災災災災いをもたらしたいをもたらしたいをもたらしたいをもたらした時時時時、、、、蛇蛇蛇蛇

ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民をををを噛噛噛噛んでんでんでんで、、、、噛噛噛噛まれたまれたまれたまれた者者者者はははは死死死死にましたにましたにましたにました。。。。そのそのそのその時時時時、、、、神神神神ははははモーセモーセモーセモーセにににに青銅青銅青銅青銅

（（（（しんちゅうしんちゅうしんちゅうしんちゅう））））のののの蛇蛇蛇蛇をををを作作作作りりりり、、、、それをそれをそれをそれを旗旗旗旗ざおのざおのざおのざおの上上上上にににに付付付付けるようにけるようにけるようにけるように命命命命じましたじましたじましたじました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、

蛇蛇蛇蛇にににに噛噛噛噛まれたまれたまれたまれた者者者者がそがそがそがそれをれをれをれを見見見見ればればればれば、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは癒癒癒癒されましたされましたされましたされました。。。。旗旗旗旗ざおのざおのざおのざおの上上上上にににに付付付付けられたけられたけられたけられた青銅青銅青銅青銅

（（（（しんちゅうしんちゅうしんちゅうしんちゅう））））のののの蛇蛇蛇蛇はははは、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの罪罪罪罪がががが裁裁裁裁かれたかれたかれたかれた事事事事のののの象徴象徴象徴象徴でしたでしたでしたでした。。。。誰誰誰誰でもそのでもそのでもそのでもその蛇蛇蛇蛇をををを見見見見たたたた者者者者

はははは生生生生きましたきましたきましたきました。（。（。（。（民数記民数記民数記民数記21212121章章章章9999節節節節はははは、、、、英語英語英語英語のののの欽定訳欽定訳欽定訳欽定訳ではではではでは青銅青銅青銅青銅（（（（Bronze)Bronze)Bronze)Bronze)のののの蛇蛇蛇蛇ではなくではなくではなくではなく

てててて、、、、しんちゅうしんちゅうしんちゅうしんちゅう・・・・黄銅黄銅黄銅黄銅(Brass)(Brass)(Brass)(Brass)のののの蛇蛇蛇蛇。。。。英語英語英語英語のののの欽定訳欽定訳欽定訳欽定訳ではではではでは、、、、民数記民数記民数記民数記21212121章章章章9999節節節節でもでもでもでも黙示録黙示録黙示録黙示録2222書書書書

18181818節節節節でもでもでもでも、、、、同同同同じじじじ「「「「しんちゅうしんちゅうしんちゅうしんちゅう・・・・黄銅黄銅黄銅黄銅(Brass)(Brass)(Brass)(Brass)」」」」がががが使使使使われているわれているわれているわれている。：。：。：。：訳者注釈訳者注釈訳者注釈訳者注釈）））） 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、「、「、「、「モーセモーセモーセモーセがががが荒野荒野荒野荒野でででで蛇蛇蛇蛇をををを上上上上げたようにげたようにげたようにげたように、、、、人人人人のののの子子子子もまたもまたもまたもまた上上上上げられなければなげられなければなげられなければなげられなければな

りませんりませんりませんりません。。。。それはそれはそれはそれは、、、、彼彼彼彼をををを信信信信じるじるじるじる者者者者がみながみながみながみな、、、、滅滅滅滅びることなびることなびることなびることなくくくく、、、、永遠永遠永遠永遠のいのちをのいのちをのいのちをのいのちを持持持持つためつためつためつため

ですですですです。」。」。」。」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。（。（。（。（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書3333章章章章14141414、、、、15151515節節節節））））私達私達私達私達のののの罪罪罪罪はははは十字架上十字架上十字架上十字架上でででで裁裁裁裁かかかか

れましたれましたれましたれました。。。。ですからですからですからですから、「、「、「、「しんちゅうのしんちゅうのしんちゅうのしんちゅうの足足足足」」」」はははは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がこのがこのがこのがこの異異異異なったなったなったなった教教教教えにえにえにえに対対対対してしてしてして

もたらすもたらすもたらすもたらす裁裁裁裁きをきをきをきを言言言言っていますっていますっていますっています。。。。 

「「「「わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの行行行行ないとあなたのないとあなたのないとあなたのないとあなたの愛愛愛愛とととと信仰信仰信仰信仰とととと奉仕奉仕奉仕奉仕とととと忍耐忍耐忍耐忍耐をををを知知知知っておりっておりっておりっており、、、、またまたまたまた、、、、

あなたのあなたのあなたのあなたの近頃近頃近頃近頃のののの行行行行ないがないがないがないが初初初初めのめのめのめの行行行行ないにまさっていることもないにまさっていることもないにまさっていることもないにまさっていることも知知知知っているっているっているっている。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222

章章章章19191919節節節節）））） 



私私私私がこのがこのがこのがこの箇所箇所箇所箇所をををを読読読読むむむむ時時時時、、、、私私私私ははははマザーテレサマザーテレサマザーテレサマザーテレサとととと彼女彼女彼女彼女ののののインドインドインドインドののののスラムスラムスラムスラム街街街街でのものすごいでのものすごいでのものすごいでのものすごい

働働働働きをきをきをきを思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私はははは、、、、何何何何とたくさんのとたくさんのとたくさんのとたくさんの人達人達人達人達がががが貧貧貧貧しいしいしいしい人人人人々々々々のののの間間間間でででで自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの人生人生人生人生ををををクククク

リスチャンリスチャンリスチャンリスチャンとしてのとしてのとしてのとしての奉仕奉仕奉仕奉仕にににに献身献身献身献身したことかとしたことかとしたことかとしたことかと思思思思いますいますいますいます。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、これらこれらこれらこれら忠実忠実忠実忠実なしなしなしなし

もべもべもべもべ達達達達のののの犠牲犠牲犠牲犠牲をををを見見見見ておられますておられますておられますておられます。。。。そしてもちろんそしてもちろんそしてもちろんそしてもちろん、、、、カトリックカトリックカトリックカトリック教会教会教会教会はそのはそのはそのはその信者達信者達信者達信者達にににに、、、、

神神神神にににに対対対対してものすごいしてものすごいしてものすごいしてものすごい信仰信仰信仰信仰をををを持持持持つようにつようにつようにつように、、、、またまたまたまたイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストがががが処女処女処女処女からからからから誕生誕生誕生誕生したしたしたした

のだとのだとのだとのだと教教教教えていますえていますえていますえています。。。。それらはそれらはそれらはそれらは良良良良いいいい事事事事ですがですがですがですが、、、、カトリックカトリックカトリックカトリック教会教会教会教会にはいくつかのにはいくつかのにはいくつかのにはいくつかの問題問題問題問題がががが

ありますありますありますあります。。。。 

しかししかししかししかし、、、、あなたにはあなたにはあなたにはあなたには非難非難非難非難すべきすべきすべきすべき事事事事があるがあるがあるがある。。。。あなたはあなたはあなたはあなたはイゼベルイゼベルイゼベルイゼベルというというというという女女女女をなすがままにをなすがままにをなすがままにをなすがままに

させているさせているさせているさせている。。。。このこのこのこの女女女女はははは、、、、預言者預言者預言者預言者だとだとだとだと自称自称自称自称しているがしているがしているがしているが、、、、わたしのしもべたちをわたしのしもべたちをわたしのしもべたちをわたしのしもべたちを教教教教えてえてえてえて誤誤誤誤

りにりにりにりに導導導導きききき、、、、不品行不品行不品行不品行をををを行行行行なわなわなわなわせせせせ、、、、偶像偶像偶像偶像のののの神神神神にににに捧捧捧捧げたげたげたげた物物物物をををを食食食食べさせているべさせているべさせているべさせている。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章

20202020節節節節）））） 

イゼベルイゼベルイゼベルイゼベルはははは旧約聖書中旧約聖書中旧約聖書中旧約聖書中ののののアハブアハブアハブアハブ王王王王のののの妻妻妻妻ですですですです。。。。北北北北イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル王国王国王国王国ににににバアルバアルバアルバアル礼拝礼拝礼拝礼拝をををを持持持持ちちちち込込込込

みみみみ、、、、霊的不品行霊的不品行霊的不品行霊的不品行をををを行行行行なうようにそそのかしたのがなうようにそそのかしたのがなうようにそそのかしたのがなうようにそそのかしたのがイゼベルイゼベルイゼベルイゼベルですですですです。。。。 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが神神神神とととと結結結結ばれるようにばれるようにばれるようにばれるように意図意図意図意図されたようにされたようにされたようにされたように、、、、教会教会教会教会ははははイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストとととと結結結結ばばばば

れるようにれるようにれるようにれるように意図意図意図意図されていますされていますされていますされています。。。。イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストとととと結結結結ばれるとばれるとばれるとばれると言言言言うううう事事事事はははは、、、、私達私達私達私達がががが彼彼彼彼にににに

対対対対してしてしてして完全完全完全完全にににに忠実忠実忠実忠実であることであることであることであること、、、、彼彼彼彼だけをだけをだけをだけを礼拝礼拝礼拝礼拝するするするする事事事事をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。何何何何かかかか他他他他のものをのものをのものをのものを礼礼礼礼

拝拝拝拝するするするする事事事事はははは霊的不品行霊的不品行霊的不品行霊的不品行のののの要素要素要素要素となりますとなりますとなりますとなります。。。。神神神神ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民にににに言言言言われましたわれましたわれましたわれました。「。「。「。「ああああ

なたにはなたにはなたにはなたには、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの他他他他にににに、、、、他他他他のののの神神神神々々々々があってはならないがあってはならないがあってはならないがあってはならない。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、自分自分自分自分のためにのためにのためにのために、、、、

偶像偶像偶像偶像をををを造造造造ってはならないってはならないってはならないってはならない。。。。上上上上のののの天天天天にあるものでもにあるものでもにあるものでもにあるものでも、、、、下下下下のののの地地地地にあるものでもにあるものでもにあるものでもにあるものでも、、、、地地地地のののの下下下下のののの

水水水水のののの中中中中にあるものでもにあるものでもにあるものでもにあるものでも、、、、どんなどんなどんなどんな形形形形をもをもをもをも造造造造ってはならないってはならないってはならないってはならない。。。。それらをそれらをそれらをそれらを拝拝拝拝んではならなんではならなんではならなんではならな

いいいい。」（。」（。」（。」（出出出出エジプトエジプトエジプトエジプト記記記記20202020章章章章3333----5555節節節節））））つまりつまりつまりつまり、、、、神神神神ははははアイコンアイコンアイコンアイコン（（（（偶像偶像偶像偶像となるとなるとなるとなる像像像像やややや絵絵絵絵などのなどのなどのなどのイイイイ

メージメージメージメージ））））をををを禁止禁止禁止禁止しましたしましたしましたしました。。。。 

イゼベルイゼベルイゼベルイゼベルははははバアルバアルバアルバアルのののの偶像偶像偶像偶像ををををイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民にににに紹介紹介紹介紹介しましたしましたしましたしました。。。。彼彼彼彼らはそのらはそのらはそのらはその偶像偶像偶像偶像をををを家家家家にににに置置置置

きききき、、、、導導導導きをきをきをきを得得得得るるるる為為為為にそのにそのにそのにその偶像偶像偶像偶像をををを拝拝拝拝みましたみましたみましたみました。。。。これがこれがこれがこれがイメージイメージイメージイメージ、、、、偶像偶像偶像偶像のののの始始始始まりですまりですまりですまりです。。。。私私私私

達達達達はははは異異異異なったなったなったなった宗派宗派宗派宗派をををを通通通通してこれらをしてこれらをしてこれらをしてこれらを見見見見るるるる事事事事ができますができますができますができます。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様のようにのようにのようにのように見見見見せかけたせかけたせかけたせかけた

絵絵絵絵やややや像像像像、、、、マリヤマリヤマリヤマリヤのののの偶像偶像偶像偶像、、、、人間人間人間人間によってによってによってによって高高高高められためられためられためられた聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達のののの偶像偶像偶像偶像などですなどですなどですなどです。。。。 

主主主主はははは、、、、こうこうこうこう言言言言われましたわれましたわれましたわれました。「。「。「。「わたしはわたしはわたしはわたしは悔悔悔悔いいいい改改改改めるめるめるめる機会機会機会機会をををを与与与与えたがえたがえたがえたが、、、、このこのこのこの女女女女はははは不品行不品行不品行不品行をををを

悔悔悔悔いいいい改改改改めようとしないめようとしないめようとしないめようとしない。。。。見見見見よよよよ。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、このこのこのこの女女女女をををを病病病病のののの床床床床にににに投投投投げげげげ込込込込もうもうもうもう。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの

女女女女とととと姦淫姦淫姦淫姦淫をををを行行行行なうなうなうなう者者者者たちもたちもたちもたちも、、、、このこのこのこの女女女女のののの行行行行ないをないをないをないを離離離離れてれてれてれて悔悔悔悔いいいい改改改改めなければめなければめなければめなければ、、、、大大大大きなきなきなきな患難患難患難患難

のののの中中中中にににに投投投投げげげげ込込込込もうもうもうもう。。。。またまたまたまた、、、、わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、このこのこのこの女女女女のののの子供達子供達子供達子供達をもをもをもをも死病死病死病死病によってによってによってによって殺殺殺殺すすすす。。。。こうしこうしこうしこうし

てててて全教会全教会全教会全教会はははは、、、、わたしがわたしがわたしがわたしが人人人人のののの思思思思いといといといと心心心心をををを探探探探るるるる者者者者であることをであることをであることをであることを知知知知るようになるるようになるるようになるるようになる。。。。またまたまたまた、、、、わわわわ

たしはたしはたしはたしは、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの行行行行ないにないにないにないに応応応応じてひとりひとりにじてひとりひとりにじてひとりひとりにじてひとりひとりに報報報報いよういよういよういよう。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章21212121----23232323

章章章章）））） 

悔悔悔悔いいいい改改改改めてめてめてめて彼彼彼彼らのらのらのらの行行行行ないからないからないからないから離離離離れなければれなければれなければれなければ、、、、このこのこのこの教会教会教会教会はははは大患難大患難大患難大患難のののの期間期間期間期間にににに入入入入るるるる事事事事にににに注目注目注目注目

してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。しかししかししかししかし結論結論結論結論はははは、、、、もしもしもしもし彼彼彼彼らがらがらがらが悔悔悔悔いいいい改改改改めるならばめるならばめるならばめるならば、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは大患難大患難大患難大患難からからからから免免免免れれれれ

るとるとるとると言言言言うううう事事事事ですですですです。。。。 

しかししかししかししかし、、、、テラテアテラテアテラテアテラテアにいるにいるにいるにいる人達人達人達人達のののの中中中中でででで、、、、このこのこのこの教教教教えをえをえをえを受受受受けけけけ入入入入れておらずれておらずれておらずれておらず、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの言言言言ううううサタサタサタサタ

ンンンンのののの深深深深いいいい所所所所をまだをまだをまだをまだ知知知知っていないあなたがたにっていないあなたがたにっていないあなたがたにっていないあなたがたに言言言言うううう。。。。わたしはあなたがたにわたしはあなたがたにわたしはあなたがたにわたしはあなたがたに、、、、他他他他のののの重荷重荷重荷重荷

をををを負負負負わせないわせないわせないわせない。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章24242424章章章章）））） 

歴史上歴史上歴史上歴史上、、、、このこのこのこの期間期間期間期間にににに、、、、オークションオークションオークションオークションでででで最最最最もももも高額高額高額高額をかけたをかけたをかけたをかけた者者者者ににににローマローマローマローマ教皇教皇教皇教皇のののの地位地位地位地位がががが与与与与ええええ

られたのはられたのはられたのはられたのは事事事事実実実実ですですですです。。。。それはそれはそれはそれは否定否定否定否定できませんできませんできませんできません。。。。ローマローマローマローマ教皇教皇教皇教皇のののの地位地位地位地位はははは何度何度何度何度もももも神聖神聖神聖神聖をををを汚汚汚汚ささささ

れましたれましたれましたれました。。。。しかししかししかししかし同時同時同時同時にににに、、、、教会教会教会教会のののの歴史上歴史上歴史上歴史上、、、、このこのこのこの期間期間期間期間にににに、、、、多多多多くのすばらしいくのすばらしいくのすばらしいくのすばらしい聖徒聖徒聖徒聖徒、、、、完全完全完全完全



にににに主主主主をををを愛愛愛愛していたしていたしていたしていた人達人達人達人達がががが出出出出てててて来来来来たのもたのもたのもたのも事実事実事実事実ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、今日今日今日今日ののののカトリックカトリックカトリックカトリック教会教会教会教会のののの中中中中

にもにもにもにも、、、、私達私達私達私達のののの主主主主、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストをををを愛愛愛愛しているたくさんのすばらしいしているたくさんのすばらしいしているたくさんのすばらしいしているたくさんのすばらしい人達人達人達人達がいまがいまがいまがいま

すすすす。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はそのようなはそのようなはそのようなはそのような勝利者勝利者勝利者勝利者にあててにあててにあててにあてて言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。 

「「「「ただただただただ、、、、あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの持持持持っているものをっているものをっているものをっているものを、、、、わたしがわたしがわたしがわたしが行行行行くまでくまでくまでくまで、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと持持持持っていなっていなっていなっていな

さいさいさいさい。。。。勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者、、、、またまたまたまた最後最後最後最後までわたしのわざをまでわたしのわざをまでわたしのわざをまでわたしのわざを守守守守るるるる者者者者にはにはにはには、、、、諸国諸国諸国諸国のののの民民民民をををを支配支配支配支配するするするする

権威権威権威権威をををを与与与与えようえようえようえよう。。。。彼彼彼彼はははは、、、、鉄鉄鉄鉄のののの杖杖杖杖をををを持持持持ってってってって土土土土のののの器器器器をををを打打打打ちちちち砕砕砕砕くようにしてくようにしてくようにしてくようにして彼彼彼彼らをらをらをらを治治治治めるめるめるめる。。。。

わたしわたしわたしわたし自身自身自身自身がががが父父父父からからからから支配支配支配支配のののの権威権威権威権威をををを受受受受けているのとけているのとけているのとけているのと同同同同じであるじであるじであるじである。。。。またまたまたまた、、、、彼彼彼彼にににに明明明明けのけのけのけの明星明星明星明星

をををを与与与与えようえようえようえよう。。。。耳耳耳耳のあるのあるのあるのある者者者者はははは御霊御霊御霊御霊がががが諸教会諸教会諸教会諸教会にににに言言言言われるわれるわれるわれる事事事事をををを聞聞聞聞きなさいきなさいきなさいきなさい。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録2222章章章章

25252525----29292929節節節節）））） 

私達私達私達私達をををを愛愛愛愛しししし、、、、御自身御自身御自身御自身をををを捧捧捧捧げてくださったおげてくださったおげてくださったおげてくださったお方方方方がががが、、、、私達私達私達私達はははは祭司祭司祭司祭司のののの王国王国王国王国となるととなるととなるととなると約束約束約束約束してしてしてして

くださっていますくださっていますくださっていますくださっています。。。。勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者はははは、、、、キリストキリストキリストキリストがががが支配支配支配支配するするするする千年王国千年王国千年王国千年王国のののの間間間間、、、、主主主主とととと共共共共にににに義義義義

をををを持持持持ってってってって地上地上地上地上をををを治治治治めますめますめますめます。。。。 

 サルデスサルデスサルデスサルデス：：：：死死死死んだんだんだんだ教会教会教会教会 

またまたまたまた、、、、サルデスサルデスサルデスサルデスのあるのあるのあるのある教会教会教会教会のののの御使御使御使御使いにいにいにいに書書書書きききき送送送送れれれれ。「。「。「。「神神神神のののの七七七七つのつのつのつの御霊御霊御霊御霊、、、、及及及及びびびび七七七七つのつのつのつの星星星星をををを

持持持持つつつつ方方方方がこうがこうがこうがこう言言言言われるわれるわれるわれる。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの行行行行ないをないをないをないを知知知知っているっているっているっている。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、生生生生きてきてきてきて

いるとされているがいるとされているがいるとされているがいるとされているが、、、、実実実実はははは死死死死んでいるんでいるんでいるんでいる。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章1111節節節節）））） 

すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい紹介紹介紹介紹介ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。歴史上歴史上歴史上歴史上、、、、サルデスサルデスサルデスサルデスのののの教会教会教会教会はははは、、、、紀元紀元紀元紀元1500150015001500年代年代年代年代ののののプロテプロテプロテプロテ

スタントスタントスタントスタント改革期改革期改革期改革期からからからから現代現代現代現代までをまでをまでをまでを表表表表していますしていますしていますしています。。。。改革改革改革改革はははは神神神神のののの霊霊霊霊のののの力強力強力強力強いいいい動動動動きときときときと共共共共にににに始始始始まままま

りりりり、、、、ルタールタールタールター、、、、カルバンカルバンカルバンカルバン、、、、ノックスノックスノックスノックス、、、、ズウィングリズウィングリズウィングリズウィングリ、、、、ハスハスハスハスのようなのようなのようなのような偉大偉大偉大偉大なななな改革者達改革者達改革者達改革者達のののの名名名名

前前前前でいっぱいですでいっぱいですでいっぱいですでいっぱいです。。。。それはそれはそれはそれは聖書聖書聖書聖書へのへのへのへの愛愛愛愛がががが新鮮新鮮新鮮新鮮にされたにされたにされたにされた時期時期時期時期でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに組織化組織化組織化組織化しししし

たたたた構造構造構造構造へとへとへとへと発展発展発展発展していきましたしていきましたしていきましたしていきました。。。。主主主主はははは彼彼彼彼らのらのらのらの行行行行ないのないのないのないの問題問題問題問題をををを取取取取りりりり上上上上げていますげていますげていますげています。「。「。「。「目目目目

をををを覚覚覚覚ましなさいましなさいましなさいましなさい。。。。そしてそしてそしてそして死死死死にかけているにかけているにかけているにかけている他他他他のののの人達人達人達人達をををを力力力力づけなさいづけなさいづけなさいづけなさい。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、あなたあなたあなたあなた

のののの行行行行ないがないがないがないが、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの神神神神のののの御前御前御前御前にににに全全全全うされたとはうされたとはうされたとはうされたとは見見見見ていないていないていないていない。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章2222節節節節）））） 

プロテスタントプロテスタントプロテスタントプロテスタント改革改革改革改革はははは完全完全完全完全なななな改革改革改革改革ではありませんでしたではありませんでしたではありませんでしたではありませんでした。。。。プロテスタントプロテスタントプロテスタントプロテスタント教会教会教会教会はたくはたくはたくはたく

さんのさんのさんのさんのバビロニアバビロニアバビロニアバビロニアのののの伝統伝統伝統伝統ををををカトリックカトリックカトリックカトリック教会教会教会教会からからからから持持持持ちちちち込込込込みましたみましたみましたみました。。。。そのようなわけでそのようなわけでそのようなわけでそのようなわけで、、、、

それはすぐにそれはすぐにそれはすぐにそれはすぐに死死死死んでしまいましたんでしまいましたんでしまいましたんでしまいました。。。。かつてはかつてはかつてはかつては神神神神のののの事事事事にににに生生生生きていたきていたきていたきていた大大大大きなきなきなきな宗派宗派宗派宗派のののの多多多多くくくく

がががが、、、、今日今日今日今日ではではではでは正統派的伝統正統派的伝統正統派的伝統正統派的伝統とととと共共共共にににに死死死死んだものとなっていますんだものとなっていますんだものとなっていますんだものとなっています。。。。 

例例例例えばえばえばえば、、、、幼児洗礼幼児洗礼幼児洗礼幼児洗礼はははは聖書中聖書中聖書中聖書中ではではではでは教教教教えられていませんえられていませんえられていませんえられていません。。。。それはそれはそれはそれは、、、、カトリックカトリックカトリックカトリック教会教会教会教会ががががバビバビバビバビ

ロニアロニアロニアロニア宗教宗教宗教宗教からからからから取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて作作作作りりりり出出出出したものでしたしたものでしたしたものでしたしたものでした。。。。またまたまたまたカトリックカトリックカトリックカトリック教会教会教会教会はははは、、、、異教異教異教異教のののの祝祝祝祝

日日日日をををを取取取取りりりり入入入入れてれてれてれてキリストキリストキリストキリスト教教教教のののの名前名前名前名前をををを付付付付けましたけましたけましたけました。。。。クリスマスクリスマスクリスマスクリスマスははははキリストキリストキリストキリストのののの誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝いといといといと

されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、実際実際実際実際はははは、、、、ローマローマローマローマののののサターナリアサターナリアサターナリアサターナリアのののの祝祝祝祝いがいがいがいが基基基基になっておりになっておりになっておりになっており、、、、それはそれはそれはそれは古古古古

代代代代バビロニアバビロニアバビロニアバビロニアののののセミラミスセミラミスセミラミスセミラミスにににに生生生生まれたまれたまれたまれたタムーズタムーズタムーズタムーズのののの誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝いいいいをををを起源起源起源起源ととととしていますしていますしていますしています。。。。タムタムタムタム

ーズーズーズーズはははは神神神神としてとしてとしてとして礼拝礼拝礼拝礼拝されていましたされていましたされていましたされていました。。。。ですからですからですからですから、、、、母親母親母親母親ののののセミラミスセミラミスセミラミスセミラミスとととと子供子供子供子供ののののタムーズタムーズタムーズタムーズ

がいるわけですがいるわけですがいるわけですがいるわけです。。。。聖書聖書聖書聖書にはにはにはにはキリストキリストキリストキリスト誕生誕生誕生誕生のののの実際実際実際実際のののの日付日付日付日付けについてけについてけについてけについて書書書書かれていないといかれていないといかれていないといかれていないとい

うううう事実事実事実事実、、、、またまたまたまた、、、、10101010月以降月以降月以降月以降にににに羊飼羊飼羊飼羊飼いがいがいがいが野宿野宿野宿野宿でででで夜番夜番夜番夜番をしながをしながをしながをしながらららら羊羊羊羊のののの群群群群れをれをれをれを守守守守るとるとるとると言言言言うううう事事事事はははは

ありありありあり得得得得ないというないというないというないという事実事実事実事実にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、カトリックカトリックカトリックカトリック教会教会教会教会ははははセミラミスセミラミスセミラミスセミラミスのののの祝祝祝祝いをいをいをいを適用適用適用適用

しししし、、、、そのそのそのその日日日日ににににキリストキリストキリストキリストのののの誕生誕生誕生誕生をををを祝祝祝祝うううう事事事事にににに決決決決めましためましためましためました。。。。 

イースターイースターイースターイースター（（（（復活祭復活祭復活祭復活祭））））はもうはもうはもうはもう一一一一つのつのつのつの例例例例ですですですです。。。。イースターイースターイースターイースターというというというという言葉言葉言葉言葉はははは、、、、異教異教異教異教のののの女神女神女神女神アアアア

シュタロテシュタロテシュタロテシュタロテのののの名前名前名前名前からからからから来来来来ていますていますていますています。。。。春分春分春分春分のののの時期時期時期時期、、、、異教異教異教異教のののの信者達信者達信者達信者達はははは、、、、卵卵卵卵にににに色色色色をををを塗塗塗塗るるるる事事事事にににに

よってよってよってよって新新新新しいしいしいしい命命命命をををを祝祝祝祝いましたいましたいましたいました。。。。卵卵卵卵にににに色色色色をををを塗塗塗塗るるるる事事事事はははは永続永続永続永続するするするする命命命命をををを表表表表していましたしていましたしていましたしていました。。。。カトカトカトカト

リックリックリックリック教会教会教会教会はそのはそのはそのはその宗教議式宗教議式宗教議式宗教議式をををを適用適用適用適用しししし、、、、アシュタロテアシュタロテアシュタロテアシュタロテからからからからイースターイースターイースターイースターというというというという名前名前名前名前までまでまでまで取取取取

りましたりましたりましたりました。。。。 



改革時改革時改革時改革時にににに、、、、多多多多くのくのくのくのバビロニアバビロニアバビロニアバビロニアのののの影響影響影響影響ががががプロテスタンプロテスタンプロテスタンプロテスタントトトト教会教会教会教会にににに持持持持ちちちち込込込込まれましたまれましたまれましたまれました。。。。このこのこのこの

ようなわけでようなわけでようなわけでようなわけで、、、、主主主主はははは、「、「、「、「わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの行行行行ないがないがないがないが、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの神神神神のののの御前御前御前御前にににに全全全全うされうされうされうされ

たとはたとはたとはたとは見見見見ていないていないていないていない。。。。」」」」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。完全完全完全完全なななな断絶断絶断絶断絶がありませんでしたがありませんでしたがありませんでしたがありませんでした。。。。ですからですからですからですから、、、、

主主主主はははは、「、「、「、「だからだからだからだから、、、、あなたがどのようにあなたがどのようにあなたがどのようにあなたがどのように受受受受けけけけ、、、、またまたまたまた聞聞聞聞いたのかをいたのかをいたのかをいたのかを思思思思いいいい出出出出しなさいしなさいしなさいしなさい。。。。それそれそれそれ

をををを堅堅堅堅くくくく守守守守りりりり、、、、またまたまたまた悔悔悔悔いいいい改改改改めなさいめなさいめなさいめなさい。。。。もしもしもしもし、、、、目目目目をををを覚覚覚覚まさなければまさなければまさなければまさなければ、、、、わたしはわたしはわたしはわたしは盗人盗人盗人盗人のようのようのようのよう

にににに来来来来るるるる。。。。あなたにはあなたにはあなたにはあなたには、、、、わたしがいつあなたのわたしがいつあなたのわたしがいつあなたのわたしがいつあなたの所所所所にににに来来来来るかるかるかるか、、、、決決決決してわからないしてわからないしてわからないしてわからない。」（。」（。」（。」（黙黙黙黙

示録示録示録示録3333章章章章3333節節節節））））とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。 

教会教会教会教会ががががプロテスタントプロテスタントプロテスタントプロテスタントのののの形式形式形式形式からからからから抜抜抜抜けけけけ出出出出てててて、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが改革改革改革改革をををを起起起起こしたこしたこしたこした起源起源起源起源をををを思思思思いいいい出出出出してしてしてして

そこにそこにそこにそこに戻戻戻戻るるるる事事事事はははは良良良良いいいい事事事事ですですですです。。。。ルタールタールタールターががががカトリックカトリックカトリックカトリック教会教会教会教会からからからから抜抜抜抜けけけけ出出出出しししし、「、「、「、「義人義人義人義人はははは信仰信仰信仰信仰にににに

よってよってよってよって生生生生きるきるきるきる」」」」とととと言言言言ったったったった時時時時、、、、そしてそしてそしてそして、「、「、「、「霊霊霊霊とととと賜物賜物賜物賜物はははは私達私達私達私達のものだのものだのものだのものだ」」」」とととと分分分分かちかちかちかち合合合合いいいい、、、、霊霊霊霊

のののの力力力力とととと賜物賜物賜物賜物についてについてについてについて語語語語ったったったった時時時時のののの事事事事をををを思思思思いいいい出出出出すのはすのはすのはすのは良良良良いいいい事事事事ですですですです。。。。ジョンジョンジョンジョン・・・・ノックスノックスノックスノックスととととジジジジ

ョンョンョンョン・・・・ウェスリーウェスリーウェスリーウェスリーをををを思思思思いいいい出出出出すのはすのはすのはすのは良良良良いいいい事事事事ですですですです。。。。悲悲悲悲しいしいしいしい事事事事にににに、、、、これらのうちのあるこれらのうちのあるこれらのうちのあるこれらのうちのある改革改革改革改革

者達者達者達者達はははは、、、、彼彼彼彼らららら自身自身自身自身がががが始始始始めためためためた教会教会教会教会でででで現在受現在受現在受現在受けけけけ入入入入れられませんれられませんれられませんれられません。。。。 

「「「「しかししかししかししかし、、、、サルデスサルデスサルデスサルデスにはにはにはには、、、、そのそのそのその衣衣衣衣をををを汚汚汚汚さなかったさなかったさなかったさなかった者者者者がががが幾人幾人幾人幾人かいるかいるかいるかいる。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは白白白白いいいい衣衣衣衣をををを着着着着

てててて、、、、わたしとわたしとわたしとわたしと共共共共にににに歩歩歩歩むむむむ。。。。彼彼彼彼らはそれにふさわしいらはそれにふさわしいらはそれにふさわしいらはそれにふさわしい者者者者だからであるだからであるだからであるだからである。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章4444

節節節節））））改革改革改革改革によってによってによってによって出出出出てててて来来来来たたたた全全全全てのてのてのての教会教会教会教会がががが死死死死んでいるわけではありませんんでいるわけではありませんんでいるわけではありませんんでいるわけではありません。。。。私私私私はははは、、、、ルールールールー

テルテルテルテル教会教会教会教会やややや長老教会長老教会長老教会長老教会のののの中中中中でででで、、、、長長長長いいいい間奉仕間奉仕間奉仕間奉仕しているしているしているしている何人何人何人何人かのすばらしいかのすばらしいかのすばらしいかのすばらしいミニスターミニスターミニスターミニスター達達達達のののの

事事事事をををを思思思思いますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし残念残念残念残念なななな事事事事にににに、、、、全体全体全体全体としてとしてとしてとして教会教会教会教会をををを見見見見たたたた時時時時にににに、、、、冷冷冷冷たくたくたくたく、、、、形式的形式的形式的形式的でででで、、、、

宗教儀式的宗教儀式的宗教儀式的宗教儀式的になっていますになっていますになっていますになっています。。。。それはそれはそれはそれは生生生生きているとされていますがきているとされていますがきているとされていますがきているとされていますが、、、、死死死死にそうになってにそうになってにそうになってにそうになって

いますいますいますいます。。。。 

それからそれからそれからそれから、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは勝利者勝利者勝利者勝利者にににに約束約束約束約束をををを与与与与えますえますえますえます。「。「。「。「勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者はははは、、、、このようにこのようにこのようにこのように白白白白いいいい

衣衣衣衣をををを着着着着せられるせられるせられるせられる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、彼彼彼彼のののの名名名名をいのちのをいのちのをいのちのをいのちの書書書書からからからから消消消消すようなすようなすようなすような事事事事はははは決決決決してしてしてして

しないしないしないしない。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは彼彼彼彼のののの名名名名をわたしのをわたしのをわたしのをわたしの父父父父のののの御前御前御前御前とととと御使御使御使御使いたちのいたちのいたちのいたちの前前前前でででで言言言言いいいい表表表表すすすす。。。。耳耳耳耳のあるのあるのあるのある

者者者者はははは御霊御霊御霊御霊がががが諸教会諸教会諸教会諸教会にににに言言言言われるわれるわれるわれる事事事事をををを聞聞聞聞きなさいきなさいきなさいきなさい。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章5555----6666節節節節）））） 

一度一度一度一度イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストをををを信信信信じてじてじてじて救救救救われたならばわれたならばわれたならばわれたならば、、、、何何何何をしてもをしてもをしてもをしても絶対絶対絶対絶対にににに救救救救いをいをいをいを失失失失うううう事事事事はなはなはなはな

いといといといと、、、、永遠永遠永遠永遠のののの保証保証保証保証のののの概念概念概念概念をををを非常非常非常非常にににに強強強強くくくく握握握握っているっているっているっている人人人人はははは、、、、このこのこのこの聖書箇所聖書箇所聖書箇所聖書箇所にににに大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題をををを

持持持持ちますちますちますちます。。。。彼彼彼彼らのらのらのらの解説解説解説解説をををを読読読読みみみみ、、、、彼彼彼彼らがどのようにらがどのようにらがどのようにらがどのようにイエスイエスイエスイエス様様様様のことばをのことばをのことばをのことばを湾曲湾曲湾曲湾曲させようとさせようとさせようとさせようと

しているかをしているかをしているかをしているかを見見見見るるるる事事事事はははは興味深興味深興味深興味深いいいい事事事事ですですですです。。。。もしもしもしもし人人人人のののの名前名前名前名前がいのちのがいのちのがいのちのがいのちの書書書書からからからから消消消消されるされるされるされる事事事事がががが

不可能不可能不可能不可能ならばならばならばならば、、、、なぜなぜなぜなぜイエスイエスイエスイエス様様様様はこのようにはこのようにはこのようにはこのように言言言言われたのでしょうかわれたのでしょうかわれたのでしょうかわれたのでしょうか？？？？彼彼彼彼のことばはのことばはのことばはのことばは全全全全くくくく

意味意味意味意味のないことになりますのないことになりますのないことになりますのないことになります。。。。そそそそのようなのようなのようなのような事事事事がががが可能可能可能可能でないならばでないならばでないならばでないならば、、、、一体一体一体一体なぜなぜなぜなぜ彼彼彼彼はそのよはそのよはそのよはそのよ

うなうなうなうな提案提案提案提案をするのでしょうかをするのでしょうかをするのでしょうかをするのでしょうか？？？？ 

勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者はははは白白白白いいいい衣衣衣衣をををを着着着着せられますせられますせられますせられます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの名前名前名前名前がががが神神神神のののの御前御前御前御前とととと御使御使御使御使いたちいたちいたちいたち

のののの前前前前でででで言言言言いいいい表表表表されますされますされますされます。。。。 

フィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィア：：：：愛愛愛愛されているされているされているされている教会教会教会教会 

フィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアのののの教会教会教会教会はははは、、、、トルコトルコトルコトルコ人人人人がそこにがそこにがそこにがそこに残残残残っていたっていたっていたっていたクリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャン達達達達をををを殺殺殺殺してしてしてして教教教教

会会会会をををを滅滅滅滅ぼしたぼしたぼしたぼした紀元約紀元約紀元約紀元約1300130013001300年年年年までまでまでまで続続続続きましたきましたきましたきました。。。。古代都市古代都市古代都市古代都市フィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアのののの名残名残名残名残りはりはりはりはビビビビ

ザンチンザンチンザンチンザンチン教会教会教会教会のののの廃墟廃墟廃墟廃墟ですですですです。。。。 

またまたまたまた、、、、フィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアにあるにあるにあるにある教会教会教会教会のののの御使御使御使御使いにいにいにいに書書書書きききき送送送送れれれれ。。。。聖聖聖聖なるなるなるなる方方方方、、、、真実真実真実真実なななな方方方方、、、、ダビダビダビダビ

デデデデのかぎをのかぎをのかぎをのかぎを持持持持っているっているっているっている方方方方、、、、彼彼彼彼がががが開開開開くとくとくとくと誰誰誰誰もももも閉閉閉閉じるじるじるじる者者者者がなくがなくがなくがなく、、、、彼彼彼彼がががが閉閉閉閉じるとじるとじるとじると誰誰誰誰もももも開開開開くくくく者者者者

がないがないがないがない、、、、そのそのそのその方方方方がこうがこうがこうがこう言言言言われるわれるわれるわれる。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章7777節節節節）））） 

主主主主はははは御自身御自身御自身御自身をををを、、、、ダビデダビデダビデダビデのかぎをのかぎをのかぎをのかぎを持持持持っているっているっているっている方方方方、、、、彼彼彼彼がががが開開開開くとくとくとくと誰誰誰誰もももも閉閉閉閉じるじるじるじる者者者者がなくがなくがなくがなく、、、、彼彼彼彼がががが

閉閉閉閉じるとじるとじるとじると誰誰誰誰もももも開開開開くくくく者者者者がないがないがないがない、、、、とととと紹介紹介紹介紹介されましたされましたされましたされました。。。。そしてそしてそしてそして、「、「、「、「わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの行行行行なななな



いをいをいをいを知知知知っているっているっているっている。。。。見見見見よよよよ。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、誰誰誰誰もももも閉閉閉閉じるじるじるじる事事事事のできないのできないのできないのできない門門門門をををを、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの前前前前にににに開開開開いいいい

ておいたておいたておいたておいた。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章8888節節節節））））とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。 

神神神神はしばしばはしばしばはしばしばはしばしば、、、、私達私達私達私達のためにのためにのためにのために機会機会機会機会のののの戸戸戸戸をををを開開開開くくくく事事事事によってによってによってによって私達私達私達私達をををを導導導導かれますかれますかれますかれます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、

しばしばしばしばしばしばしばしば戸戸戸戸をををを閉閉閉閉じるじるじるじる事事事事によってによってによってによって私達私達私達私達ををををストップストップストップストップなさいますなさいますなさいますなさいます。。。。神神神神がががが戸戸戸戸をををを閉閉閉閉めるめるめるめる時時時時、、、、私私私私達達達達

はははは無理矢理無理矢理無理矢理無理矢理そのそのそのその戸戸戸戸をををを開開開開けようとしたりけようとしたりけようとしたりけようとしたり、、、、壊壊壊壊そうとしたりすべきではないとそうとしたりすべきではないとそうとしたりすべきではないとそうとしたりすべきではないと私私私私はははは信信信信じてじてじてじて

いますいますいますいます。。。。私私私私はははは、、、、開開開開けられるけられるけられるけられる戸戸戸戸があるとがあるとがあるとがあると同同同同じようにじようにじようにじように、、、、閉閉閉閉じられるじられるじられるじられる戸戸戸戸があるとがあるとがあるとがあると受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる

事事事事をををを学学学学んできましたんできましたんできましたんできました。。。。ですからですからですからですから、、、、もしもしもしもし神神神神がががが一一一一つのつのつのつの戸戸戸戸をををを閉閉閉閉じるならばじるならばじるならばじるならば、、、、別別別別のののの戸戸戸戸をををを探探探探してしてしてして

くださいくださいくださいください。。。。そのそのそのその戸戸戸戸をををを壊壊壊壊してしてしてして開開開開けけけけ入入入入ろうとしないでくださいろうとしないでくださいろうとしないでくださいろうとしないでください。。。。神神神神はははは他他他他にににに計画計画計画計画をおをおをおをお持持持持ちでちでちでちで

すすすす。。。。これはとてもすばらしいこれはとてもすばらしいこれはとてもすばらしいこれはとてもすばらしい生生生生きききき方方方方ですですですです。。。。ただただただただ神神神神にににに、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの前前前前のののの戸戸戸戸をををを開開開開けたりけたりけたりけたり閉閉閉閉めめめめ

たりしていただくたりしていただくたりしていただくたりしていただく事事事事ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは全全全全てのてのてのてのプレッシャープレッシャープレッシャープレッシャーをををを取取取取りりりり除除除除きますきますきますきます。。。。 

「「「「なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、あなたにはあなたにはあなたにはあなたには少少少少しばかりのしばかりのしばかりのしばかりの力力力力があってがあってがあってがあって、、、、わたしのことばをわたしのことばをわたしのことばをわたしのことばを守守守守りりりり、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの

名名名名をををを否否否否まなかったからであるまなかったからであるまなかったからであるまなかったからである。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章8888節節節節））））フィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアのののの教会教会教会教会はははは、、、、最後最後最後最後

のののの時代時代時代時代のののの教会教会教会教会ですですですです。。。。宗派宗派宗派宗派をををを持持持持っていませんっていませんっていませんっていません。。。。これはこれはこれはこれは大大大大きなきなきなきな力力力力をををを持持持持っていないっていないっていないっていない、、、、小小小小さなさなさなさな

力力力力しかないしかないしかないしかない教会教会教会教会ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、神神神神のことばをのことばをのことばをのことばを忠実忠実忠実忠実にににに保保保保ったったったった教会教会教会教会ですですですです。。。。宗派宗派宗派宗派をををを持持持持ったったったった教教教教

会会会会のののの中中中中でもでもでもでも神神神神のことばをのことばをのことばをのことばを忠実忠実忠実忠実にににに教教教教えているえているえているえている所所所所はいくつかありますがはいくつかありますがはいくつかありますがはいくつかありますが、、、、牧師牧師牧師牧師がががが聖書聖書聖書聖書のののの各各各各

章各節章各節章各節章各節ごとにごとにごとにごとに通通通通してしてしてして教教教教えるえるえるえる教会教会教会教会はははは、、、、今日今日今日今日ではあまりではあまりではあまりではあまり残残残残っていませんっていませんっていませんっていません。。。。 

このこのこのこの小小小小さなさなさなさな教会教会教会教会はははは、、、、力力力力あるあるあるある強強強強いいいい教会教会教会教会にはにはにはには決決決決してなりませんしてなりませんしてなりませんしてなりません。。。。世界世界世界世界をひっくりをひっくりをひっくりをひっくり返返返返すようすようすようすよう

にはなりませんにはなりませんにはなりませんにはなりません。。。。しかししかししかししかし、、、、神神神神のことばをのことばをのことばをのことばを忠実忠実忠実忠実にににに保保保保ちちちち続続続続けけけけ、、、、イイイイエスエスエスエス様様様様のののの御名御名御名御名をををを否定否定否定否定しましましましま

せんせんせんせん。。。。 

神神神神ははははフィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアのののの教会教会教会教会のそののそののそののその点点点点をををを愛愛愛愛しておられますしておられますしておられますしておられます。「。「。「。「見見見見よよよよ。。。。サタンサタンサタンサタンのののの会衆会衆会衆会衆にににに

属属属属するするするする者者者者、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人だとだとだとだと自称自称自称自称しながらしながらしながらしながら実実実実はそうではなくてはそうではなくてはそうではなくてはそうではなくて、、、、うそをうそをうそをうそを言言言言ってってってって

いるいるいるいる者者者者たちにたちにたちにたちに、、、、わたしはこうするわたしはこうするわたしはこうするわたしはこうする。。。。見見見見よよよよ。。。。彼彼彼彼らをあなたのらをあなたのらをあなたのらをあなたの足足足足もとにもとにもとにもとに来来来来てひれてひれてひれてひれ伏伏伏伏させさせさせさせ、、、、

わたしがあなたをわたしがあなたをわたしがあなたをわたしがあなたを愛愛愛愛していることをしていることをしていることをしていることを知知知知らせるらせるらせるらせる。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章9999節節節節）））） 

あるあるあるある日日日日、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人はははは、、、、自分達自分達自分達自分達のののの先祖先祖先祖先祖ががががイエスイエスイエスイエス様様様様がががが約束約束約束約束されたされたされたされたメシヤメシヤメシヤメシヤであるとであるとであるとであると認識認識認識認識するするするする

事事事事にににに失敗失敗失敗失敗したしたしたした時時時時、、、、自分達自分達自分達自分達のののの先祖先祖先祖先祖がががが国家国家国家国家のののの歴史上歴史上歴史上歴史上でででで最最最最もももも大大大大きなきなきなきな悲劇的悲劇的悲劇的悲劇的なななな間違間違間違間違いをいをいをいを犯犯犯犯したしたしたした

とととと気付気付気付気付くでしょうくでしょうくでしょうくでしょう。。。。それはそれはそれはそれは、、、、大患難大患難大患難大患難のののの間間間間、、、、彼彼彼彼らがらがらがらがメシヤメシヤメシヤメシヤとしてとしてとしてとして崇崇崇崇めるめるめるめる人物人物人物人物がががが、、、、実実実実はははは反反反反

キリストキリストキリストキリストであるとわかるであるとわかるであるとわかるであるとわかる時時時時にににに起起起起こりますこりますこりますこります。。。。反反反反キリストキリストキリストキリストがががが再建再建再建再建されたされたされたされた神殿神殿神殿神殿にににに立立立立ちちちち、、、、自分自分自分自分

こそこそこそこそ神神神神であるとであるとであるとであると宣言宣言宣言宣言するするするする時時時時、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは騙騙騙騙されていたとされていたとされていたとされていたと気付気付気付気付きききき、、、、大勢大勢大勢大勢のののの者者者者ががががイエスイエスイエスイエス・・・・キリキリキリキリ

ストストストストにににに向向向向くようになりますくようになりますくようになりますくようになります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは教会教会教会教会のののの真理真理真理真理にににに気付気付気付気付きますきますきますきます。。。。ですからですからですからですから、、、、主主主主

はははは言言言言われましたわれましたわれましたわれました。「。「。「。「彼彼彼彼らをあなたのらをあなたのらをあなたのらをあなたの足足足足もとにもとにもとにもとに来来来来てひれてひれてひれてひれ伏伏伏伏させさせさせさせ、、、、わたしがあなたをわたしがあなたをわたしがあなたをわたしがあなたを愛愛愛愛しししし

ていることをていることをていることをていることを知知知知らせるらせるらせるらせる。。。。」」」」 

さてさてさてさて、、、、主主主主はここではここではここではここで慰慰慰慰められるめられるめられるめられる約束約束約束約束をををを与与与与えていますえていますえていますえています。「。「。「。「あなたがあなたがあなたがあなたが、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの忍耐忍耐忍耐忍耐についについについについ

てててて言言言言ったことばをったことばをったことばをったことばを守守守守ったからったからったからったから、、、、わたしもわたしもわたしもわたしも、、、、地上地上地上地上にににに住住住住むむむむ者者者者たちをたちをたちをたちを試試試試みるためにみるためにみるためにみるために、、、、全世界全世界全世界全世界

にににに来来来来ようとしているようとしているようとしているようとしている試練試練試練試練のののの時時時時にはにはにはには、、、、あなたをあなたをあなたをあなたを守守守守ろうろうろうろう。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章10101010節節節節）））） 

試練試練試練試練のののの時時時時とはとはとはとは、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、大患難大患難大患難大患難のののの事事事事をををを言言言言っていますっていますっていますっています。。。。世界世界世界世界はこのはこのはこのはこの恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい時期時期時期時期のののの

間間間間、、、、血血血血のののの海海海海（（（（大虐殺大虐殺大虐殺大虐殺））））をををを通通通通りますりますりますります。。。。それはそれはそれはそれは、、、、このこのこのこの世世世世がががが未未未未だかつてだかつてだかつてだかつて見見見見たたたた事事事事もなくもなくもなくもなく、、、、またまたまたまた

これからもこれからもこれからもこれからも見見見見るるるる事事事事がないようながないようながないようながないような患難患難患難患難のののの時時時時ですですですです。。。。 

ヨハネヨハネヨハネヨハネがががが大患難大患難大患難大患難のののの詳細詳細詳細詳細についてについてについてについて神神神神からからからから啓示啓示啓示啓示をををを受受受受けたけたけたけた時時時時、、、、彼彼彼彼はははは二千年前二千年前二千年前二千年前にににに生生生生きていたきていたきていたきていた人人人人

間間間間としてとしてとしてとして、、、、彼彼彼彼のののの時代時代時代時代のののの後後後後にににに開発開発開発開発されたされたされたされた戦争兵器戦争兵器戦争兵器戦争兵器についてはについてはについてはについては全全全全くくくく知知知知らないらないらないらない人間人間人間人間としてのとしてのとしてのとしての

目目目目をををを通通通通してしてしてして見見見見ていましたていましたていましたていました。。。。彼彼彼彼はははは、、、、飛行機飛行機飛行機飛行機をををを見見見見たたたた事事事事がなくがなくがなくがなく、、、、戦車戦車戦車戦車をををを見見見見たたたた事事事事もなくもなくもなくもなく、、、、人間人間人間人間

をををを滅滅滅滅ぼすよぼすよぼすよぼすようにうにうにうに意図意図意図意図されたされたされたされた現代現代現代現代のののの戦争兵器戦争兵器戦争兵器戦争兵器もももも見見見見たたたた事事事事がないがないがないがない人間人間人間人間でしたでしたでしたでした。。。。これらのこれらのこれらのこれらの事事事事にににに



関関関関するするするする知識知識知識知識がががが無無無無いいいい状態状態状態状態でででで、、、、彼彼彼彼はははは彼彼彼彼のののの時代時代時代時代にあったにあったにあったにあった物物物物をををを用用用用いていていていて一番一番一番一番わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい方法方法方法方法でででで

これらのこれらのこれらのこれらの事事事事をををを述述述述べていますべていますべていますべています。。。。 

しかししかししかししかし、、、、私達私達私達私達がそのがそのがそのがそのイメージイメージイメージイメージやややや説明説明説明説明をををを見見見見てててて行行行行くくくく時時時時、、、、それらがどのようにそれらがどのようにそれらがどのようにそれらがどのように私達私達私達私達がががが今日持今日持今日持今日持

っているっているっているっている多多多多くのくのくのくの戦争兵器戦争兵器戦争兵器戦争兵器やややや争争争争いにいにいにいに・・・・・・・・・・・・原子核爆弾原子核爆弾原子核爆弾原子核爆弾、、、、核爆弾核爆弾核爆弾核爆弾についてまでにについてまでにについてまでにについてまでに適応適応適応適応するするするする

かをかをかをかを見見見見るるるる事事事事ができますができますができますができます。。。。私達私達私達私達はははは、、、、神神神神がががが神神神神のののの憤憤憤憤りとりとりとりと裁裁裁裁きをこのきをこのきをこのきをこの世世世世にににに注注注注がれるがれるがれるがれる時時時時、、、、人類人類人類人類がががが

大量大量大量大量にににに滅滅滅滅ぼされるのをぼされるのをぼされるのをぼされるのを垣間見垣間見垣間見垣間見ることができますることができますることができますることができます。。。。このこのこのこの裁裁裁裁きのきのきのきの時時時時にににに起起起起こるこるこるこる事事事事はははは、、、、私達私達私達私達がががが

歴史書歴史書歴史書歴史書でででで読読読読んだんだんだんだ何事何事何事何事にもにもにもにも比比比比べられないものべられないものべられないものべられないものですですですです。。。。ホロコーストホロコーストホロコーストホロコースト、、、、戦争戦争戦争戦争、、、、洪水洪水洪水洪水、、、、そしそしそしそし

てててて、、、、神神神神がががが天天天天からからからから火火火火とととと硫黄硫黄硫黄硫黄をををを送送送送ってってってってソドムソドムソドムソドムととととゴモラゴモラゴモラゴモラをををを破壊破壊破壊破壊したしたしたした事事事事でさえでさえでさえでさえ比比比比べべべべ物物物物になりまになりまになりまになりま

せんせんせんせん。。。。しかししかししかししかし、、、、フィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアのののの教会教会教会教会がががが神神神神のののの忍耐忍耐忍耐忍耐のことばをのことばをのことばをのことばを守守守守ったのでったのでったのでったので、、、、神神神神はははは彼彼彼彼らららら

にこのにこのにこのにこの祝福祝福祝福祝福されたされたされたされた約束約束約束約束をををを与与与与えていますえていますえていますえています。。。。「「「「わたしもわたしもわたしもわたしも、、、、地上地上地上地上にににに住住住住むむむむ者者者者たちをたちをたちをたちを試試試試みるためみるためみるためみるため

にににに、、、、全世界全世界全世界全世界にににに来来来来ようとしているようとしているようとしているようとしている試練試練試練試練のののの時時時時にはにはにはには、、、、あなたをあなたをあなたをあなたを守守守守ろうろうろうろう。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章10101010節節節節）））） 

「「「「見見見見よよよよ。。。。わたしはすぐにわたしはすぐにわたしはすぐにわたしはすぐに来来来来るるるる。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの冠冠冠冠をををを誰誰誰誰にもにもにもにも奪奪奪奪われないようにわれないようにわれないようにわれないように、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの持持持持っっっっ

ているものをしっかりとているものをしっかりとているものをしっかりとているものをしっかりと持持持持っていなさいっていなさいっていなさいっていなさい。。。。勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者をををを、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの神神神神のののの聖所聖所聖所聖所のののの柱柱柱柱とととと

しようしようしようしよう。。。。彼彼彼彼はもはもはもはもはやはやはやはや決決決決してしてしてして外外外外にににに出出出出てててて行行行行くことはないくことはないくことはないくことはない。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは彼彼彼彼のののの上上上上にわたしのにわたしのにわたしのにわたしの神神神神のののの

御名御名御名御名とととと、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの神神神神のののの都都都都、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの神神神神のもとをのもとをのもとをのもとを出出出出てててて天天天天からからからから下下下下ってってってって来来来来るるるる新新新新しししし

いいいいエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのののの名名名名とととと、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの新新新新しいしいしいしい名名名名とをとをとをとを書書書書きききき記記記記すすすす。。。。耳耳耳耳のあるのあるのあるのある者者者者はははは御霊御霊御霊御霊がががが諸教会諸教会諸教会諸教会にににに

言言言言われるわれるわれるわれる事事事事をををを聞聞聞聞きなさいきなさいきなさいきなさい。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章11111111----13131313節節節節）））） 

イエスイエスイエスイエス様様様様はすぐにやってはすぐにやってはすぐにやってはすぐにやって来来来来られますられますられますられます。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様のののの来臨来臨来臨来臨はははは素早素早素早素早くくくく、、、、瞬瞬瞬瞬きのきのきのきの一瞬一瞬一瞬一瞬のうちにのうちにのうちにのうちに

起起起起こりますこりますこりますこります。。。。ですからですからですからですから、、、、フィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアのののの教会教会教会教会はははは、、、、主主主主のののの来臨来臨来臨来臨がががが近近近近いいいい事事事事をををを覚覚覚覚ええええ、、、、今持今持今持今持

っているものをしっかりっているものをしっかりっているものをしっかりっているものをしっかり握握握握っているようにとっているようにとっているようにとっているようにと警告警告警告警告されていますされていますされていますされています。。。。 

パウロパウロパウロパウロはははは、「、「、「、「私私私私はははは勇敢勇敢勇敢勇敢にににに戦戦戦戦いいいい、、、、走走走走るべきるべきるべきるべき道道道道のりをのりをのりをのりを走走走走りりりり終終終終ええええ、、、、信仰信仰信仰信仰をををを守守守守りりりり通通通通しましたしましたしましたしました。。。。

今今今今からはからはからはからは、、、、義義義義のののの栄冠栄冠栄冠栄冠がががが私私私私のためにのためにのためにのために用意用意用意用意されているだけですされているだけですされているだけですされているだけです。。。。かのかのかのかの日日日日にはにはにはには、、、、正正正正しいしいしいしい審判審判審判審判

者者者者であるであるであるである主主主主がががが、、、、それをそれをそれをそれを私私私私にににに授授授授けてくださるのですけてくださるのですけてくださるのですけてくださるのです。。。。私私私私だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、主主主主のののの現現現現われをわれをわれをわれを慕慕慕慕っっっっ

ているているているている者者者者にはにはにはには、、、、誰誰誰誰にでもにでもにでもにでも授授授授けてくださるのですけてくださるのですけてくださるのですけてくださるのです。（。（。（。（第二第二第二第二テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4444章章章章7777----8888節節節節）」）」）」）」

とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。主主主主のののの現現現現われをわれをわれをわれを慕慕慕慕っているっているっているっている全全全全てのてのてのての者者者者にはにはにはには、、、、義義義義のののの栄冠栄冠栄冠栄冠がががが与与与与えられますえられますえられますえられます。。。。

「「「「あなたのあなたのあなたのあなたの冠冠冠冠をををを誰誰誰誰にもにもにもにも奪奪奪奪われないようにわれないようにわれないようにわれないように、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの持持持持っているものをしっかりとっているものをしっかりとっているものをしっかりとっているものをしっかりと持持持持っっっっ

ていなさいていなさいていなさいていなさい。。。。」」」」 

ラオデキヤラオデキヤラオデキヤラオデキヤ：：：：なまぬるいなまぬるいなまぬるいなまぬるい教会教会教会教会 

またまたまたまた、、、、ラオデキヤラオデキヤラオデキヤラオデキヤにあるにあるにあるにある教会教会教会教会のののの御使御使御使御使いにいにいにいに書書書書きききき送送送送れれれれ。。。。アーメンアーメンアーメンアーメンであるであるであるである方方方方、、、、忠実忠実忠実忠実でででで、、、、真実真実真実真実

なななな証人証人証人証人、、、、神神神神にににに造造造造られたもののられたもののられたもののられたものの根源根源根源根源であるであるであるである方方方方がこうがこうがこうがこう言言言言われるわれるわれるわれる。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章14141414節節節節）））） 

イエスイエスイエスイエス様様様様ははははラオデキヤラオデキヤラオデキヤラオデキヤのののの教会教会教会教会にあててにあててにあててにあてて、、、、御自身御自身御自身御自身をををを忠実忠実忠実忠実でででで真実真実真実真実なななな証人証人証人証人とととと説明説明説明説明していましていましていましていま

すすすす。。。。それはどういうそれはどういうそれはどういうそれはどういう意味意味意味意味でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？それはそれはそれはそれは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが神神神神のののの本当本当本当本当のののの証人証人証人証人であるといであるといであるといであるとい

うううう意味意味意味意味ですですですです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが、、、、神神神神がどのようなおがどのようなおがどのようなおがどのようなお方方方方かかかか知知知知りたいならばりたいならばりたいならばりたいならば、、、、あなたあなたあなたあなた

ががががイエスイエスイエスイエス様様様様をををを見見見見ればればればれば、、、、神神神神がががが正確正確正確正確にどのようなおにどのようなおにどのようなおにどのようなお方方方方かはっきりとかはっきりとかはっきりとかはっきりと理解理解理解理解できるというできるというできるというできるという事事事事でででで

すすすす。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様ははははユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人にににに言言言言われましたわれましたわれましたわれました。「。「。「。「わたしとわたしとわたしとわたしと父父父父とはとはとはとは一一一一つですつですつですつです。」（。」（。」（。」（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの

福音書福音書福音書福音書10101010章章章章30303030節節節節））））イイイイエスエスエスエス様様様様のののの人生人生人生人生はははは私達私達私達私達にとってにとってにとってにとって、、、、神神神神がどなたであるかというがどなたであるかというがどなたであるかというがどなたであるかという証証証証でででで

すすすす。。。。 

わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの行行行行ないをないをないをないを知知知知っているっているっているっている。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、冷冷冷冷たくもなくたくもなくたくもなくたくもなく、、、、熱熱熱熱くもないくもないくもないくもない。。。。わわわわ

たしはむしろたしはむしろたしはむしろたしはむしろ、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが冷冷冷冷たいかたいかたいかたいか、、、、熱熱熱熱いかであってほしいいかであってほしいいかであってほしいいかであってほしい。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、あなたはなあなたはなあなたはなあなたはな

まぬるくまぬるくまぬるくまぬるく、、、、熱熱熱熱くもくもくもくも冷冷冷冷たくもないのでたくもないのでたくもないのでたくもないので、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの口口口口からあなたをからあなたをからあなたをからあなたを吐吐吐吐きききき出出出出そうそうそうそう。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録3333

章章章章15151515----16161616節節節節）））） 



今日今日今日今日、、、、ラオデキヤラオデキヤラオデキヤラオデキヤはははは廃墟廃墟廃墟廃墟となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。しかしそれがしかしそれがしかしそれがしかしそれが存在存在存在存在していたしていたしていたしていた時時時時にはにはにはには興味深興味深興味深興味深いいいい

水水水水ののののシステムシステムシステムシステムをををを持持持持っていましたっていましたっていましたっていました。。。。二二二二つのつのつのつの水門水門水門水門がががが遠遠遠遠くからくからくからくから水水水水をををを持持持持ちちちち込込込込んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。一一一一

つのつのつのつの水門水門水門水門はははは山山山山からのからのからのからの冷冷冷冷たいたいたいたい雪溶雪溶雪溶雪溶けけけけ水水水水をををを、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの水門水門水門水門はははは温泉温泉温泉温泉からのからのからのからの熱熱熱熱いおいおいおいお湯湯湯湯をををを取取取取りりりり

入入入入れていたのですれていたのですれていたのですれていたのです。。。。問題問題問題問題はははは、、、、熱熱熱熱いおいおいおいお湯湯湯湯ががががラオデキヤラオデキヤラオデキヤラオデキヤにににに到達到達到達到達するまでにするまでにするまでにするまでに、、、、約約約約3333マイルマイルマイルマイル（（（（約約約約

4.84.84.84.8キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））のののの距離距離距離距離があったのですががあったのですががあったのですががあったのですが、、、、熱熱熱熱かったおかったおかったおかったお湯湯湯湯はなまぬるくなっていましはなまぬるくなっていましはなまぬるくなっていましはなまぬるくなっていまし

たたたた。。。。さてさてさてさて、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの人人人人はははは熱熱熱熱いおいおいおいお湯湯湯湯がががが好好好好きですきですきですきです。。。。あるあるあるある人人人人はははは冷冷冷冷たいたいたいたい水水水水がががが好好好好きですきですきですきです。。。。しかしかしかしか

しししし、、、、なまぬるいなまぬるいなまぬるいなまぬるい水水水水がががが好好好好きなきなきなきな人人人人はあまりいませんはあまりいませんはあまりいませんはあまりいません。。。。それがそれがそれがそれが、、、、ラオデキヤラオデキヤラオデキヤラオデキヤのののの教会教会教会教会のののの状態状態状態状態でででで

したしたしたした。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは熱熱熱熱くもくもくもくも冷冷冷冷たくもありませんでしたたくもありませんでしたたくもありませんでしたたくもありませんでした。。。。彼彼彼彼らはなまぬるかったのですらはなまぬるかったのですらはなまぬるかったのですらはなまぬるかったのです。。。。彼彼彼彼らららら

はははは主主主主のためにのためにのためにのために燃燃燃燃えてもいませんでしたしえてもいませんでしたしえてもいませんでしたしえてもいませんでしたし、、、、完全完全完全完全なななな背信者背信者背信者背信者でもありませんでしたでもありませんでしたでもありませんでしたでもありませんでした。。。。彼彼彼彼らららら

はははは教会教会教会教会にににに行行行行きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは「「「「どちらでもいいどちらでもいいどちらでもいいどちらでもいい」」」」というというというという立場立場立場立場でしたでしたでしたでした。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様はあなたとはあなたとはあなたとはあなたと、、、、あってもなくてもどちらでもいいあってもなくてもどちらでもいいあってもなくてもどちらでもいいあってもなくてもどちらでもいい、、、、というというというという関係関係関係関係をををを持持持持ちたくはあちたくはあちたくはあちたくはあ

りませんりませんりませんりません。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様ははははラオデキヤラオデキヤラオデキヤラオデキヤのののの教会教会教会教会にににに、「、「、「、「あなたはなまぬるくあなたはなまぬるくあなたはなまぬるくあなたはなまぬるく、、、、熱熱熱熱くもくもくもくも冷冷冷冷たくもたくもたくもたくも

ないのでないのでないのでないので、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの口口口口からあなたをからあなたをからあなたをからあなたを吐吐吐吐きききき出出出出そうそうそうそう。」。」。」。」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。 

「「「「あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、自分自分自分自分はははは富富富富んでいるんでいるんでいるんでいる、、、、豊豊豊豊かになったかになったかになったかになった、、、、乏乏乏乏しいものはしいものはしいものはしいものは何何何何もないともないともないともないと言言言言ってってってって、、、、実実実実

はははは自分自分自分自分がみじめでがみじめでがみじめでがみじめで、、、、哀哀哀哀れでれでれでれで、、、、貧貧貧貧しくてしくてしくてしくて、、、、盲目盲目盲目盲目でででで、、、、裸裸裸裸のののの者者者者であることをであることをであることをであることを知知知知らないらないらないらない。」。」。」。」

（（（（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章17171717節節節節）「）「）「）「あなたはこうあなたはこうあなたはこうあなたはこう言言言言っているっているっているっている」」」」このこのこのこの教会教会教会教会はははは、、、、自分達自分達自分達自分達についてについてについてについて特定特定特定特定のののの意意意意

見見見見をををを持持持持っていましたっていましたっていましたっていました。。。。しかしかしかしかしししし、、、、重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは、、、、私達私達私達私達がががが自分自身自分自身自分自身自分自身についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように思思思思うううう

かではなくかではなくかではなくかではなく、、、、神神神神がどのようにおがどのようにおがどのようにおがどのようにお思思思思いになるかですいになるかですいになるかですいになるかです。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは自分達自分達自分達自分達をあるをあるをあるをある見方見方見方見方でででで見見見見てててて、、、、

神神神神はははは別別別別のののの見方見方見方見方でででで見見見見られましたられましたられましたられました。。。。 

このこのこのこの教会教会教会教会はははは、、、、自分達自分達自分達自分達はははは富富富富んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、乏乏乏乏しいものはしいものはしいものはしいものは何何何何もないともないともないともないと思思思思っていましたっていましたっていましたっていました。。。。私私私私はまはまはまはま

たもやたもやたもやたもや、、、、非常非常非常非常にににに裕福裕福裕福裕福なななな、、、、あるあるあるある宗派宗派宗派宗派のののの教会教会教会教会のことをのことをのことをのことを考考考考えずにはいられませんえずにはいられませんえずにはいられませんえずにはいられません。。。。あるあるあるあるカルカルカルカル

トトトト宗教宗教宗教宗教もこのもこのもこのもこのカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーにににに入入入入りますりますりますります。。。。これらのこれらのこれらのこれらの教会教会教会教会はははは、、、、あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも大大大大きくなりきくなりきくなりきくなり、、、、経済経済経済経済

的的的的にもにもにもにも裕福裕福裕福裕福になりになりになりになり、、、、神神神神からからからから完全完全完全完全にににに独立独立独立独立しているようにしているようにしているようにしているように感感感感じているのかもしれませんじているのかもしれませんじているのかもしれませんじているのかもしれません。。。。 

主主主主はははは、、、、このこのこのこの現代現代現代現代のののの背教的教会背教的教会背教的教会背教的教会にににに対対対対しししし、「、「、「、「あなたはあなたはあなたはあなたは実実実実ははははみじめでみじめでみじめでみじめで、、、、哀哀哀哀れでれでれでれで、、、、貧貧貧貧しくてしくてしくてしくて、、、、

盲目盲目盲目盲目でででで、、、、裸裸裸裸のののの者者者者であるであるであるである」」」」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは裸裸裸裸にされているにされているにされているにされている、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは何何何何もももも持持持持

っていないっていないっていないっていない・・・・・・・・・・・・神神神神はははは彼彼彼彼らをこのようにらをこのようにらをこのようにらをこのように見見見見ていますていますていますています。。。。彼彼彼彼らがらがらがらが自分達自分達自分達自分達をををを見見見見ているているているている見方見方見方見方とととと

はははは対照的対照的対照的対照的なななな見方見方見方見方ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、神神神神はははは非常非常非常非常にににに恵恵恵恵みみみみ深深深深くくくく忍耐強忍耐強忍耐強忍耐強いおいおいおいお方方方方ですですですです。「。「。「。「わたしはあわたしはあわたしはあわたしはあ

なたになたになたになたに忠告忠告忠告忠告するするするする。。。。豊豊豊豊かなかなかなかな者者者者となるためにとなるためにとなるためにとなるために、、、、火火火火でででで精錬精錬精錬精錬されたされたされたされた金金金金をわたしからをわたしからをわたしからをわたしから買買買買いなさいなさいなさいなさ

いいいい。。。。またまたまたまた、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの裸裸裸裸のののの恥恥恥恥をををを現現現現わさないためにわさないためにわさないためにわさないために着着着着るるるる白白白白いいいい衣衣衣衣をををを買買買買いなさいいなさいいなさいいなさい。。。。またまたまたまた、、、、目目目目がががが

見見見見えるようになるためえるようになるためえるようになるためえるようになるため、、、、目目目目にににに塗塗塗塗るるるる目薬目薬目薬目薬をををを買買買買いなさいいなさいいなさいいなさい。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章18181818節節節節）））） 

大変興味深大変興味深大変興味深大変興味深いいいい事事事事にににに、、、、ラオデキヤラオデキヤラオデキヤラオデキヤはははは目薬目薬目薬目薬をををを作作作作るるるる薬剤会社薬剤会社薬剤会社薬剤会社のののの中心地中心地中心地中心地でしたでしたでしたでした。。。。近近近近くのくのくのくのヒラポヒラポヒラポヒラポ

リスリスリスリスからからからから取取取取れるあるれるあるれるあるれるある特定特定特定特定のののの白白白白いいいい粘土粘土粘土粘土にににに医薬効果医薬効果医薬効果医薬効果があるとがあるとがあるとがあると考考考考えられていましたえられていましたえられていましたえられていました。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは

そのそのそのその粘土粘土粘土粘土にににに甘松甘松甘松甘松をををを混混混混ぜてぜてぜてぜて、、、、それをそれをそれをそれを医薬医薬医薬医薬のののの不思議不思議不思議不思議、、、、魔法魔法魔法魔法のののの目薬目薬目薬目薬としてとしてとしてとしてローマローマローマローマ全土全土全土全土にににに販売販売販売販売

していましたしていましたしていましたしていました。。。。しかししかししかししかし実際実際実際実際はははは、、、、このこのこのこの同同同同じじじじ成分成分成分成分がががが近年近年近年近年テストテストテストテストされたされたされたされた結果結果結果結果、、、、医薬効果医薬効果医薬効果医薬効果はははは全全全全

くないということがわかりましたくないということがわかりましたくないということがわかりましたくないということがわかりました。。。。主主主主はこのはこのはこのはこのメッセージメッセージメッセージメッセージのののの中中中中でででで、、、、何何何何とととと個人的個人的個人的個人的にににに明確明確明確明確にににに

特定特定特定特定しているしているしているしている事事事事でしょうでしょうでしょうでしょう。「。「。「。「目目目目がががが見見見見えるようになるためえるようになるためえるようになるためえるようになるため、、、、目目目目にににに目薬目薬目薬目薬をををを塗塗塗塗りなさいりなさいりなさいりなさい。。。。」」」」 

このこのこのこの教会教会教会教会はははは霊的霊的霊的霊的にににに盲目盲目盲目盲目でしたでしたでしたでした。。。。そしてそしてそしてそして残念残念残念残念なななな事事事事にににに、、、、これはこれはこれはこれは今日今日今日今日のののの多多多多くのくのくのくの人達人達人達人達にもにもにもにも当当当当てててて

はまりますはまりますはまりますはまります。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは霊的霊的霊的霊的にににに盲目盲目盲目盲目ですですですです。。。。盲目盲目盲目盲目にににに、、、、盲目盲目盲目盲目のののの指導者達指導者達指導者達指導者達にににに従従従従っていますっていますっていますっています。。。。今今今今

日日日日、、、、多多多多くのくのくのくの背信的教会背信的教会背信的教会背信的教会がががが、、、、ゲイゲイゲイゲイややややレズビアンレズビアンレズビアンレズビアンのののの牧師牧師牧師牧師をををを雇雇雇雇っていますっていますっていますっています。。。。多多多多くのくのくのくの教会教会教会教会がががが、、、、

聖書聖書聖書聖書のののの絶対的確実性絶対的確実性絶対的確実性絶対的確実性をををを否定否定否定否定しししし、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの神性神性神性神性、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの贖贖贖贖いのいのいのいの

わざをわざをわざをわざを否定否定否定否定していますしていますしていますしています。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは「「「「なぜなぜなぜなぜ彼彼彼彼らはらはらはらは存在存在存在存在しているのかしているのかしているのかしているのか」」」」とととと不思議不思議不思議不思議にににに思思思思うでうでうでうで



しょうしょうしょうしょう。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは非常非常非常非常なななな富富富富とととと寄付金寄付金寄付金寄付金をををを残残残残したのでしたのでしたのでしたので存在存在存在存在しているのですしているのですしているのですしているのです。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、人人人人々々々々がががが

彼彼彼彼らのらのらのらの霊的状態霊的状態霊的状態霊的状態にににに盲目盲目盲目盲目なのでなのでなのでなので存在存在存在存在しているのですしているのですしているのですしているのです。。。。 

それからそれからそれからそれから主主主主はははは、、、、このこのこのこの警告警告警告警告をををを与与与与えていますえていますえていますえています。。。。「「「「わたしはわたしはわたしはわたしは愛愛愛愛するするするする者者者者をしかったりをしかったりをしかったりをしかったり、、、、懲懲懲懲らしらしらしらし

めたりするめたりするめたりするめたりする。。。。だからだからだからだから、、、、熱熱熱熱心心心心になってになってになってになって、、、、悔悔悔悔いいいい改改改改めなさいめなさいめなさいめなさい。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章19191919節節節節））））主主主主はこのはこのはこのはこの

教会教会教会教会をまだをまだをまだをまだ愛愛愛愛しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。そしてそしてそしてそして主主主主はこのはこのはこのはこの教会教会教会教会をををを悔悔悔悔いいいい改改改改めにめにめにめに導導導導くくくく為為為為にににに懲懲懲懲らしめららしめららしめららしめら

れますれますれますれます。。。。ヘブルヘブルヘブルヘブル人人人人のののの手紙手紙手紙手紙にはこうにはこうにはこうにはこう書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。「。「。「。「わがわがわがわが子子子子よよよよ。。。。主主主主のののの懲懲懲懲らしめをらしめをらしめをらしめを軽軽軽軽んんんん

じてはならないじてはならないじてはならないじてはならない。。。。主主主主にににに責責責責められてめられてめられてめられて弱弱弱弱りりりり果果果果ててはならないててはならないててはならないててはならない。。。。主主主主はそのはそのはそのはその愛愛愛愛するするするする者者者者をををを懲懲懲懲らしらしらしらし

めめめめ、、、、受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる全全全全てのてのてのての子子子子にににに、、、、むちをむちをむちをむちを加加加加えられるからであるえられるからであるえられるからであるえられるからである。」（。」（。」（。」（ヘブルヘブルヘブルヘブル人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙12121212

章章章章5555----6666節節節節）））） 

これらのこれらのこれらのこれらの最後最後最後最後のののの何節何節何節何節かでかでかでかで、、、、私達私達私達私達はははは教会教会教会教会のののの歴史歴史歴史歴史のののの終終終終わりにわりにわりにわりに到達到達到達到達しますしますしますします。。。。そしてそしてそしてそして、、、、私達私達私達私達はははは

主主主主をどこにをどこにをどこにをどこに見見見見つけるでしょうかつけるでしょうかつけるでしょうかつけるでしょうか？？？？私達私達私達私達はははは戸戸戸戸をををを叩叩叩叩きながらきながらきながらきながら外外外外にににに立立立立っっっっているているているている主主主主をををを見見見見つけまつけまつけまつけま

すすすす。「。「。「。「見見見見よよよよ。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、戸戸戸戸のののの外外外外にににに立立立立ってたたくってたたくってたたくってたたく。。。。誰誰誰誰でもでもでもでも、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの声声声声をををを聞聞聞聞いていていていて戸戸戸戸をををを開開開開

けるならけるならけるならけるなら、、、、わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、彼彼彼彼のところにのところにのところにのところに入入入入ってってってって、、、、彼彼彼彼とととと共共共共にににに食事食事食事食事をしをしをしをし、、、、彼彼彼彼もわたしともわたしともわたしともわたしと共共共共にににに食食食食

事事事事をするをするをするをする。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章20202020節節節節）））） 

わかりますかわかりますかわかりますかわかりますか、、、、救救救救いはいはいはいは個人的個人的個人的個人的なななな問題問題問題問題ですですですです。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは個人的個人的個人的個人的にににに各人各人各人各人のののの心心心心のののの戸戸戸戸をををを叩叩叩叩かれかれかれかれ

ますますますます。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは宗教的制度宗教的制度宗教的制度宗教的制度によってによってによってによって救救救救われるのではありませんわれるのではありませんわれるのではありませんわれるのではありません。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは両親両親両親両親からからからから受受受受

けけけけ継継継継いだいだいだいだ救救救救いによっていによっていによっていによって救救救救われるのではありませんわれるのではありませんわれるのではありませんわれるのではありません。。。。イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの呼呼呼呼びかけにびかけにびかけにびかけに個個個個

人的人的人的人的にににに応答応答応答応答するするするする時時時時にだけにだけにだけにだけ、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは救救救救われるのですわれるのですわれるのですわれるのです。。。。 

そしてそしてそしてそして、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが戸戸戸戸をををを開開開開けたけたけたけた時時時時、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はどうなさるでしょうかはどうなさるでしょうかはどうなさるでしょうかはどうなさるでしょうか？？？？彼彼彼彼はははは入入入入ってってってって来来来来

てててて、、、、あなたとあなたとあなたとあなたと共共共共にににに食事食事食事食事をしますをしますをしますをします。。。。彼彼彼彼はははは、、、、あなたとあなたとあなたとあなたと親密親密親密親密なななな交交交交わりをするためにわりをするためにわりをするためにわりをするために入入入入ってってってって来来来来

ますますますます。。。。 

ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの時代時代時代時代のののの文化文化文化文化ではではではでは、、、、他他他他のののの人人人人とととと食事食事食事食事をををを共共共共にするというにするというにするというにするという事事事事はははは、、、、深深深深いいいい親密親密親密親密なななな関係関係関係関係をををを象象象象

徴徴徴徴していましたしていましたしていましたしていました。。。。同同同同じじじじ食事食事食事食事をををを分分分分かちかちかちかち合合合合うことによりうことによりうことによりうことにより、、、、同同同同じじじじ栄養栄養栄養栄養をををを分分分分かちかちかちかち合合合合いましたいましたいましたいました。。。。

一塊一塊一塊一塊ののののパンパンパンパンからそれぞれがからそれぞれがからそれぞれがからそれぞれが自分自分自分自分のののの食食食食べるべるべるべる分分分分をををを裂裂裂裂きましたきましたきましたきました。。。。ソースソースソースソースがががが入入入入っているっているっているっている一一一一つのつのつのつの

入入入入れれれれ物物物物があってがあってがあってがあって、、、、皆皆皆皆がががが食食食食べべべべ物物物物をそのをそのをそのをそのソースソースソースソースにににに付付付付けてけてけてけて食食食食べましたべましたべましたべました。。。。ソースソースソースソースにににに付付付付けてけてけてけて食食食食べべべべ

てててて、、、、口口口口にしたにしたにしたにした食食食食べべべべ物物物物をまたをまたをまたをまたソースソースソースソースにににに付付付付けてけてけてけて食食食食べるべるべるべる・・・・・・・・・・・・というというというという風風風風にしてにしてにしてにして食事食事食事食事をしましをしましをしましをしまし

たたたた。。。。ですからですからですからですから食事食事食事食事がががが終終終終わるまでにはわるまでにはわるまでにはわるまでには、、、、皆皆皆皆がががが同同同同じじじじ細菌細菌細菌細菌をををを分分分分かちかちかちかち合合合合いましたいましたいましたいました。。。。彼彼彼彼らにとっらにとっらにとっらにとっ

てててて食事食事食事食事をををを共共共共にするにするにするにする事事事事はははは、、、、一一一一つになるつになるつになるつになる事事事事をををを意味意味意味意味しましたしましたしましたしました。。。。 

こういうわけでこういうわけでこういうわけでこういうわけで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが罪人罪人罪人罪人やややや取税人取税人取税人取税人とととと食事食事食事食事をををを共共共共にしたにしたにしたにした時時時時、、、、人人人人々々々々はははは驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。

それはそれはそれはそれは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが彼彼彼彼らとらとらとらと一一一一つになるつになるつになるつになる事事事事をををを意味意味意味意味していましたしていましたしていましたしていました。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその意味意味意味意味ではではではでは

何何何何もももも変変変変わっていませんわっていませんわっていませんわっていません。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はまだはまだはまだはまだ罪人罪人罪人罪人とととと共共共共にににに食事食事食事食事をなさいますをなさいますをなさいますをなさいます。。。。ですからですからですからですから、、、、イイイイ

エスエスエスエス様様様様はあなたとはあなたとはあなたとはあなたと近近近近いいいい親密親密親密親密なななな関係関係関係関係をををを持持持持ちたいのですちたいのですちたいのですちたいのです。。。。彼彼彼彼はあなたとはあなたとはあなたとはあなたと一一一一つになりたいのつになりたいのつになりたいのつになりたいの

ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、彼彼彼彼がががが戸戸戸戸をををを叩叩叩叩くのにあなたがくのにあなたがくのにあなたがくのにあなたが応答応答応答応答するするするする時時時時にだけそうなるのですにだけそうなるのですにだけそうなるのですにだけそうなるのです。。。。 

ホルマンホルマンホルマンホルマン・・・・ハハハハントントントントというというというという芸術家芸術家芸術家芸術家がががが「「「「世世世世のののの光光光光」」」」というというというという絵絵絵絵をををを描描描描きましたきましたきましたきました。。。。それはそれはそれはそれはイエスイエスイエスイエス様様様様

がががが手手手手にににに手下手下手下手下げげげげランプランプランプランプをををを持持持持ってってってって戸戸戸戸をををを叩叩叩叩いているいているいているいている絵絵絵絵ですですですです。。。。何人何人何人何人かのかのかのかのホルマンホルマンホルマンホルマンのののの友人達友人達友人達友人達がががが彼彼彼彼

のののの描描描描いたいたいたいた絵絵絵絵をををを見見見見にににに来来来来たたたた時時時時、、、、一人一人一人一人がががが、「、「、「、「君君君君はあるはあるはあるはある物物物物をををを忘忘忘忘れているよれているよれているよれているよ。。。。戸戸戸戸ににににハンドルハンドルハンドルハンドルがががが無無無無

いいいい。」。」。」。」とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。ホルマンホルマンホルマンホルマンはははは答答答答えてえてえてえて、「、「、「、「いいやいいやいいやいいや、、、、それはそれはそれはそれは間違間違間違間違いじゃないよいじゃないよいじゃないよいじゃないよ。。。。わざわざわざわざ

とだよとだよとだよとだよ。。。。だってだってだってだって、、、、わかるかいわかるかいわかるかいわかるかい。。。。ハンドルハンドルハンドルハンドルはははは内側内側内側内側にだけあるんだにだけあるんだにだけあるんだにだけあるんだ。」。」。」。」 

ですからですからですからですから、、、、主主主主があなたのがあなたのがあなたのがあなたの心心心心のののの戸戸戸戸をををを叩叩叩叩くくくく時時時時、、、、ハンドルハンドルハンドルハンドルはあなたのはあなたのはあなたのはあなたの心心心心のののの内側内側内側内側だけにあるのだけにあるのだけにあるのだけにあるの

ですですですです。。。。もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが心心心心のののの戸戸戸戸をををを開開開開くならくならくならくなら、、、、主主主主はあなたのはあなたのはあなたのはあなたの心心心心のののの中中中中にににに入入入入ってってってって来来来来られますられますられますられます。。。。 

それかそれかそれかそれかららららイエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、このこのこのこの第七番目第七番目第七番目第七番目のののの教会教会教会教会にににに一一一一つのつのつのつの約束約束約束約束をををを与与与与えられますえられますえられますえられます。「。「。「。「勝利勝利勝利勝利をををを得得得得

るるるる者者者者をををを、、、、わたしとわたしとわたしとわたしと共共共共にわたしのにわたしのにわたしのにわたしの座座座座にににに着着着着かせようかせようかせようかせよう。。。。それはそれはそれはそれは、、、、わたしがわたしがわたしがわたしが勝利勝利勝利勝利をををを得得得得てててて、、、、わたわたわたわた



しのしのしのしの父父父父とととと共共共共にににに御座御座御座御座にににに着着着着いたのといたのといたのといたのと同同同同じであるじであるじであるじである。。。。耳耳耳耳のあるのあるのあるのある者者者者はははは御霊御霊御霊御霊がががが諸教会諸教会諸教会諸教会にににに言言言言われるわれるわれるわれる事事事事

をををを聞聞聞聞きなさいきなさいきなさいきなさい。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章21212121----22222222節節節節）））） 

今日今日今日今日イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、天天天天でででで神神神神のののの御座御座御座御座にににに着着着着いておられますいておられますいておられますいておられます。。。。そしてそしてそしてそして彼彼彼彼はははは、、、、勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者はははは彼彼彼彼

とととと共共共共にににに王座王座王座王座にににに着着着着くくくく事事事事ができるとができるとができるとができると約束約束約束約束しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。何何何何とととと恵恵恵恵みみみみ深深深深いいいい神神神神でしょうでしょうでしょうでしょう！！！！何何何何とととと

すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい約束約束約束約束でしょうでしょうでしょうでしょう！！！！ 

これらのこれらのこれらのこれらの出来事出来事出来事出来事のののの後後後後 

黙示録黙示録黙示録黙示録4444章章章章1111節節節節はははは「「「「そのそのそのその後後後後」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉でででで始始始始まりますまりますまりますまります。「。「。「。「そのそのそのその後後後後」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉ははははギリシギリシギリシギリシ

ャャャャ語語語語でででで「「「「メタタウタメタタウタメタタウタメタタウタ（（（（metatauta)    ））））でででで、、、、それはそれはそれはそれは黙示録黙示録黙示録黙示録1111章章章章19191919節節節節でででで使使使使われているわれているわれているわれている言葉言葉言葉言葉とととと同同同同

じですじですじですじです。。。。黙示録黙示録黙示録黙示録1111章章章章19191919節節節節でででで、、、、主主主主はははは「「「「あなたのあなたのあなたのあなたの見見見見たたたた事事事事、、、、今今今今あるあるあるある事事事事、、、、そのそのそのその後後後後「「「「メタタウタメタタウタメタタウタメタタウタ」」」」

にににに起起起起こるこるこるこる事事事事をををを書書書書きききき記記記記せせせせ。」。」。」。」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。ですからですからですからですから、「、「、「、「メタタウタメタタウタメタタウタメタタウタ」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉でででで

始始始始まるまるまるまる4444章章章章はははは、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに「「「「ちょっとちょっとちょっとちょっと待待待待ってってってって。。。。私達私達私達私達はははは黙示録黙示録黙示録黙示録のののの三番目三番目三番目三番目のののの部分部分部分部分にににに入入入入ってってってって行行行行くんくんくんくん

だだだだ。」。」。」。」とととということがわかるいうことがわかるいうことがわかるいうことがわかるでしょうでしょうでしょうでしょう。。。。私達私達私達私達はははは「「「「そのそのそのその後後後後（（（（これらのこれらのこれらのこれらの出来事出来事出来事出来事のののの後後後後）」）」）」）」にににに起起起起

こるこるこるこる事事事事にににに入入入入ってってってって行行行行きますきますきますきます。。。。これはこれはこれはこれは明明明明らかにらかにらかにらかに、、、、2222章章章章、、、、3333章章章章のののの教会教会教会教会にににに関関関関するするするする出来事出来事出来事出来事のののの後後後後のののの事事事事

をををを言言言言っていますっていますっていますっています。。。。教会教会教会教会ののののミニストリーミニストリーミニストリーミニストリーがもはやこのがもはやこのがもはやこのがもはやこの世世世世からからからから無無無無くなったくなったくなったくなった後後後後、、、、教会教会教会教会がががが地上地上地上地上

でのでのでのでの証証証証をををを終終終終えたえたえたえた後後後後、、、、教会教会教会教会がががが天天天天にににに携携携携挙挙挙挙されたされたされたされた後後後後、、、、このこのこのこの世界世界世界世界にににに何何何何がががが起起起起こるのでしょうかこるのでしょうかこるのでしょうかこるのでしょうか。。。。

私達私達私達私達がががが第三幕第三幕第三幕第三幕でででで見見見見てててて行行行行くようにくようにくようにくように、、、、私達私達私達私達がががが去去去去ってってってって行行行行くこのくこのくこのくこの世界世界世界世界はははは、、、、増加増加増加増加するするするする悲悲悲悲しみしみしみしみ、、、、恐恐恐恐

れれれれ、、、、荒廃荒廃荒廃荒廃へとへとへとへと投投投投げげげげ込込込込まれますまれますまれますまれます。。。。 

開開開開いたいたいたいた門門門門 

「「「「そのそのそのその後後後後、、、、私私私私はははは見見見見たたたた。。。。見見見見よよよよ。。。。天天天天にににに一一一一つのつのつのつの開開開開いたいたいたいた門門門門があったがあったがあったがあった。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録4444章章章章1111節節節節））））ヨハヨハヨハヨハ

ネネネネはははは、、、、彼彼彼彼のののの時代時代時代時代からからからから携携携携挙挙挙挙までのまでのまでのまでの教会教会教会教会のののの時代時代時代時代をををを垣間見垣間見垣間見垣間見せられましたせられましたせられましたせられました。。。。彼彼彼彼はまたはまたはまたはまた、、、、大患難大患難大患難大患難

のののの間間間間にににに地上地上地上地上にににに起起起起こるこるこるこる事事事事、、、、それらのそれらのそれらのそれらの出来事出来事出来事出来事にににに該当該当該当該当してしてしてして天上天上天上天上でででで起起起起こっているこっているこっているこっている事事事事もももも見見見見せられせられせられせられ

ますますますます。。。。しかしそのしかしそのしかしそのしかしその前前前前にににに、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネはまずはまずはまずはまず天国天国天国天国をををを垣間見垣間見垣間見垣間見せられますせられますせられますせられます。。。。そしてそしてそしてそして彼彼彼彼はこのはこのはこのはこの箇所箇所箇所箇所

でででで、、、、短短短短くくくく天国天国天国天国のののの情景情景情景情景をををを説明説明説明説明していますしていますしていますしています。。。。彼彼彼彼はそこにはそこにはそこにはそこに、、、、神神神神のののの御座御座御座御座とととと御座御座御座御座のののの前前前前にににに水晶水晶水晶水晶にににに似似似似

たたたたガラスガラスガラスガラスのののの海海海海のようなものがあるのをのようなものがあるのをのようなものがあるのをのようなものがあるのを見見見見ますますますます。。。。彼彼彼彼はははは、、、、ケルビムケルビムケルビムケルビム、、、、つまりつまりつまりつまり神神神神のののの御座御座御座御座のののの周周周周

りにいるりにいるりにいるりにいる御使御使御使御使いたちがいたちがいたちがいたちが、「、「、「、「聖聖聖聖なるかななるかななるかななるかな、、、、聖聖聖聖なるかななるかななるかななるかな、、、、聖聖聖聖なるかななるかななるかななるかな、、、、全能者全能者全能者全能者にしてにしてにしてにして主主主主なななな

るるるる神神神神。。。。昔昔昔昔いましいましいましいまし、、、、今今今今いましいましいましいまし、、、、後後後後にににに来来来来られるられるられるられる方方方方。」。」。」。」とととと、、、、昼昼昼昼もももも夜夜夜夜もももも絶絶絶絶ええええ間間間間なくなくなくなく宣言宣言宣言宣言していしていしていしてい

るのをるのをるのをるのを見見見見ますますますます。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録4444章章章章8888節節節節）））） 

それからそれからそれからそれからヨハネヨハネヨハネヨハネはははは、、、、二十四人二十四人二十四人二十四人のののの長老長老長老長老がががが座座座座っているっているっているっている二十四二十四二十四二十四のののの座座座座をををを記記記記していますしていますしていますしています。。。。そしそしそしそし

てててて、、、、ケルビムケルビムケルビムケルビムがががが神神神神をををを礼拝礼拝礼拝礼拝しししし、、、、神神神神のののの聖聖聖聖なることなることなることなることとととと神神神神のののの永遠永遠永遠永遠のののの御性質御性質御性質御性質をををを宣言宣言宣言宣言しているしているしているしている間間間間、、、、

これらこれらこれらこれら二十四人二十四人二十四人二十四人のののの長老長老長老長老はははは、、、、御前御前御前御前にひれにひれにひれにひれ伏伏伏伏しししし、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの金金金金のののの冠冠冠冠をををを御座御座御座御座のののの前前前前ののののガラスガラスガラスガラスのののの海海海海にににに

投投投投げげげげ出出出出しししし、、、、神神神神がががが栄光栄光栄光栄光とととと誉誉誉誉れとれとれとれと力力力力とをとをとをとを受受受受けるにふさわしいけるにふさわしいけるにふさわしいけるにふさわしい方方方方であることであることであることであること、、、、なぜならなぜならなぜならなぜなら神神神神がががが

万物万物万物万物をををを創造創造創造創造しししし、、、、神神神神のみこころによってのみこころによってのみこころによってのみこころによって万物万物万物万物はははは存在存在存在存在しししし、、、、創造創造創造創造されたからであるとされたからであるとされたからであるとされたからであると宣言宣言宣言宣言しししし

ますますますます。。。。英語英語英語英語のののの欽定訳欽定訳欽定訳欽定訳ではではではでは、「、「、「、「なぜならあなたはなぜならあなたはなぜならあなたはなぜならあなたは全全全全てをてをてをてを創造創造創造創造しししし、、、、それらはあなたのそれらはあなたのそれらはあなたのそれらはあなたの喜喜喜喜びびびび

のためにのためにのためにのために創造創造創造創造されたのですからされたのですからされたのですからされたのですから。（。（。（。（訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳）」）」）」）」とととと書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録4444章章章章

11111111節節節節）））） 

私私私私はここではここではここではここで少少少少しのしのしのしの間一時停止間一時停止間一時停止間一時停止したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。長老達長老達長老達長老達はははは神神神神がががが全全全全てのものをてのものをてのものをてのものを神神神神のののの喜喜喜喜びびびび

のためにのためにのためにのために創造創造創造創造されたとされたとされたとされたと宣言宣言宣言宣言していますしていますしていますしています。「。「。「。「全全全全てのものてのものてのものてのもの」」」」はははは、、、、あなたあなたあなたあなたををををもももも含含含含みますみますみますみます。。。。ああああ

なたはなたはなたはなたは神神神神のののの喜喜喜喜びのためにびのためにびのためにびのために存在存在存在存在しているのですしているのですしているのですしているのです。。。。事実事実事実事実、、、、それがあなたがそれがあなたがそれがあなたがそれがあなたが存在存在存在存在しているしているしているしている目目目目

的的的的ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが考考考考えているえているえているえているどのようなどのようなどのようなどのような目的目的目的目的もももも、、、、実際実際実際実際ににににはははは神神神神がががが意図意図意図意図されたあされたあされたあされたあ

なたのなたのなたのなたの存在目的存在目的存在目的存在目的よりもよりもよりもよりも劣劣劣劣っていますっていますっていますっています。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは、「、「、「、「そんなそんなそんなそんな事事事事はははは受受受受けけけけ入入入入れれれれ難難難難いいいい。」。」。」。」とととと言言言言

うかもしれませんうかもしれませんうかもしれませんうかもしれません。。。。しかししかししかししかし、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外ありありありあり得得得得ないのですないのですないのですないのです。。。。あなたはそのあなたはそのあなたはそのあなたはその事事事事についてについてについてについて何何何何

もできませんもできませんもできませんもできません。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、あなたはこうあなたはこうあなたはこうあなたはこう言言言言うううう事事事事ができますができますができますができます。。。。「「「「私私私私はははは自分自分自分自分のののの喜喜喜喜びやびやびやびや楽楽楽楽しししし



みのみのみのみの為為為為にににに生生生生きてきてきてきて行行行行くくくく。。。。私私私私はははは神神神神のののの喜喜喜喜びのびのびのびの為為為為にににに生生生生きてきてきてきて行行行行くくくく事事事事にはにはにはには興味興味興味興味がないがないがないがない。」。」。」。」神神神神はあなはあなはあなはあな

たがそうするのをたがそうするのをたがそうするのをたがそうするのを許許許許されますされますされますされます。。。。しかししかししかししかし、、、、あなたがそのあなたがそのあなたがそのあなたがその道道道道のののの終終終終わりにわりにわりにわりに到達到達到達到達したしたしたした時時時時、、、、あなあなあなあな

たはたはたはたはソロモンソロモンソロモンソロモンがががが彼彼彼彼のののの人生人生人生人生のののの終終終終わりにわりにわりにわりに感感感感じたのとじたのとじたのとじたのと同同同同じようにじようにじようにじように感感感感じるじるじるじる、、、、とととと私私私私はははは保証保証保証保証しましましましま

すすすす。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは自分自分自分自分のののの人生人生人生人生をををを振振振振りりりり返返返返ってみたってみたってみたってみた時時時時、、、、みじめなみじめなみじめなみじめな皮肉家皮肉家皮肉家皮肉家になるでしょうになるでしょうになるでしょうになるでしょう。。。。あなあなあなあな

たはたはたはたは頭頭頭頭をををを振振振振ってってってって、「、「、「、「空虚空虚空虚空虚だだだだ、、、、空虚空虚空虚空虚だだだだ、、、、人生人生人生人生などなどなどなど空虚空虚空虚空虚ででででフラストレーションフラストレーションフラストレーションフラストレーションでいっぱいでいっぱいでいっぱいでいっぱい

だだだだ。。。。」」」」とととと言言言言うでしょううでしょううでしょううでしょう。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、あなたがあなたのあなたがあなたのあなたがあなたのあなたがあなたの基本的存在目的基本的存在目的基本的存在目的基本的存在目的のののの為為為為にににに生生生生きなかきなかきなかきなか

ったからですったからですったからですったからです。。。。 

黙示録黙示録黙示録黙示録5555章章章章はははは、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネがががが神神神神のののの御手御手御手御手にににに七七七七つのつのつのつの封印封印封印封印でででで封封封封じられたじられたじられたじられた巻巻巻巻きききき物物物物があるのをがあるのをがあるのをがあるのを観察観察観察観察すこすこすこすこ

とでとでとでとで始始始始まりますまりますまりますまります。。。。彼彼彼彼がががが見見見見ているているているているとととと、、、、一人一人一人一人のののの「「「「強強強強いいいい御使御使御使御使いいいい」」」」がががが、、、、大声大声大声大声でででで「「「「巻巻巻巻きききき物物物物をををを開開開開いいいい

てててて、、、、封印封印封印封印をををを解解解解くのにふさわしいくのにふさわしいくのにふさわしいくのにふさわしい者者者者はははは誰誰誰誰かかかか。」。」。」。」とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは、、、、天天天天にもにもにもにも、、、、地地地地にににに

もももも、、、、地地地地のののの下下下下にもにもにもにも、、、、そのそのそのその巻巻巻巻きききき物物物物をををを開開開開いていていていて封印封印封印封印をををを解解解解くのにふさわしいくのにふさわしいくのにふさわしいくのにふさわしい者者者者がいないのをがいないのをがいないのをがいないのを見見見見まままま

すすすす。。。。 

このこのこのこの巻巻巻巻きききき物物物物はははは地球地球地球地球のののの所有権利書所有権利書所有権利書所有権利書であるというのがであるというのがであるというのがであるというのが私私私私のののの意見意見意見意見ですですですです。。。。神神神神がこのがこのがこのがこの地球地球地球地球をををを創造創造創造創造

されたされたされたされた時時時時、、、、神神神神はそれをはそれをはそれをはそれを人間人間人間人間におにおにおにお与与与与えになりましたえになりましたえになりましたえになりました。。。。しかししかししかししかし、、、、アダムアダムアダムアダムがががが罪罪罪罪をををを犯犯犯犯したしたしたした時時時時、、、、

彼彼彼彼はこのはこのはこのはこの所有権所有権所有権所有権をををを失失失失ってしまいましたってしまいましたってしまいましたってしまいました。。。。アダムアダムアダムアダムのののの罪罪罪罪はははは、、、、地球地球地球地球ををををサタンサタンサタンサタンのののの支配支配支配支配にににに譲譲譲譲ってってってって

しまいましたしまいましたしまいましたしまいました。。。。ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書のののの12121212、、、、14141414、、、、16161616章章章章ではではではでは、、、、サタンサタンサタンサタンをををを「「「「このこのこのこの世世世世のののの王王王王（（（（ここここのののの世世世世

をををを支配支配支配支配するするするする者者者者）」）」）」）」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様がこのがこのがこのがこの世世世世にににに来来来来られたられたられたられた一一一一つのつのつのつの目的目的目的目的はははは、、、、このこのこのこの

世世世世をををを神神神神にににに戻戻戻戻すすすす為為為為でしたでしたでしたでした。。。。彼彼彼彼はははは買買買買いいいい戻戻戻戻すすすす為為為為にににに、、、、贖贖贖贖いのいのいのいの為為為為にににに来来来来られたのですられたのですられたのですられたのです。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様

はははは、「、「、「、「人人人人のののの子子子子はははは、、、、失失失失われたわれたわれたわれた人人人人をををを捜捜捜捜してしてしてして救救救救うううう為為為為にににに来来来来たのですたのですたのですたのです。」（。」（。」（。」（ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書19191919章章章章10101010

節節節節））））とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。誰誰誰誰がこのがこのがこのがこの世世世世をををを買買買買いいいい戻戻戻戻すすすす事事事事ができますかができますかができますかができますか？？？？誰誰誰誰がががが巻巻巻巻きききき物物物物をををを開開開開いていていていて封封封封

印印印印をををを解解解解くのにふさわしいくのにふさわしいくのにふさわしいくのにふさわしい者者者者ですかですかですかですか？？？？明明明明らかにらかにらかにらかに、、、、人間人間人間人間のののの中中中中にはにはにはには誰一人誰一人誰一人誰一人としてふさわしいとしてふさわしいとしてふさわしいとしてふさわしい

者者者者はははは見見見見つけられませんでしたつけられませんでしたつけられませんでしたつけられませんでした。。。。 

そのそのそのその巻巻巻巻きききき物物物物をををを開開開開くのにふさわしいくのにふさわしいくのにふさわしいくのにふさわしい者者者者がががが誰誰誰誰もももも見見見見つからなかったのでつからなかったのでつからなかったのでつからなかったので、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは激激激激しくしくしくしく泣泣泣泣

きききき始始始始めましためましためましためました。。。。おそらおそらおそらおそらくくくく、、、、彼彼彼彼はははは地球地球地球地球のののの状態状態状態状態をををを理解理解理解理解しししし、、、、まるでまるでまるでまるで世界世界世界世界ががががサタンサタンサタンサタンによってによってによってによって永永永永

遠遠遠遠にににに支配支配支配支配されるかのようにされるかのようにされるかのようにされるかのように見見見見えたのでしょうえたのでしょうえたのでしょうえたのでしょう。。。。しかししかししかししかし、、、、長老長老長老長老のののの一人一人一人一人ががががヨハネヨハネヨハネヨハネにににに言言言言いまいまいまいま

したしたしたした。「。「。「。「泣泣泣泣いてはいけないいてはいけないいてはいけないいてはいけない。。。。見見見見なさいなさいなさいなさい。。。。ユダユダユダユダ族族族族からからからから出出出出たたたた獅子獅子獅子獅子、、、、ダビデダビデダビデダビデのののの根根根根がががが勝利勝利勝利勝利をををを得得得得

たのでたのでたのでたので、、、、そのそのそのその巻巻巻巻きききき物物物物をををを開開開開いていていていて、、、、七七七七つのつのつのつの封印封印封印封印をををを解解解解くことができますくことができますくことができますくことができます。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録5555章章章章5555

節節節節）））） 

そのそのそのその時時時時、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは振振振振りりりり返返返返りりりり、、、、御座御座御座御座とととと四四四四つのつのつのつの生生生生きききき物物物物とととと礼拝礼拝礼拝礼拝しているしているしているしている長老達長老達長老達長老達とのとのとのとの間間間間にににに、、、、子子子子

羊羊羊羊がががが立立立立っているのをっているのをっているのをっているのを見見見見ましたましたましたました。。。。聖書聖書聖書聖書はこのはこのはこのはこの子羊子羊子羊子羊についてについてについてについて説明説明説明説明しししし、「、「、「、「ほふられたとほふられたとほふられたとほふられたと見見見見ええええ

るるるる。。。。これにこれにこれにこれに七七七七つのつのつのつの角角角角とととと七七七七つのつのつのつの目目目目があったがあったがあったがあった。。。。そのそのそのその目目目目はははは、、、、全世界全世界全世界全世界にににに遣遣遣遣わされたわされたわされたわされた神神神神のののの七七七七つのつのつのつの

御霊御霊御霊御霊であるであるであるである。。。。子羊子羊子羊子羊はははは近近近近づいてづいてづいてづいて、、、、御座御座御座御座にににに座座座座るるるる方方方方のののの右右右右のののの手手手手からからからから、、、、巻巻巻巻きききき物物物物をををを受受受受けけけけ取取取取ったったったった。」。」。」。」

とととと言言言言っていますっていますっていますっています。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録5555章章章章6666----7777節節節節）））） 

子羊子羊子羊子羊がががが天天天天のののの父父父父のののの右右右右のののの手手手手からからからから巻巻巻巻きききき物物物物をををを受受受受けけけけ取取取取ったったったった時時時時、、、、二十四人二十四人二十四人二十四人のののの長老長老長老長老がががが子羊子羊子羊子羊のののの前前前前にひれにひれにひれにひれ

伏伏伏伏したしたしたした、、、、ととととヨハネヨハネヨハネヨハネはははは私達私達私達私達にににに述述述述べてべてべてべていますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、彼彼彼彼らはおのおのらはおのおのらはおのおのらはおのおの立琴立琴立琴立琴とととと香香香香のののの入入入入ったったったった

鉢鉢鉢鉢をををを持持持持っておりっておりっておりっており、、、、それはそれはそれはそれは「「「「聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達のののの祈祈祈祈りであるりであるりであるりである」」」」とととと語語語語られていますられていますられていますられています。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録5555章章章章8888

節節節節））））あなたはどれだけあなたはどれだけあなたはどれだけあなたはどれだけ頻繁頻繁頻繁頻繁にににに、「、「、「、「あなたのあなたのあなたのあなたの御国御国御国御国がががが来来来来ますようにますようにますようにますように。。。。あなたのみこころがあなたのみこころがあなたのみこころがあなたのみこころが

天天天天でででで行行行行なわれるようになわれるようになわれるようになわれるように、、、、このこのこのこの地地地地でもでもでもでも行行行行なわれますようになわれますようになわれますようになわれますように。」。」。」。」とととと祈祈祈祈りましたかりましたかりましたかりましたか？？？？教会教会教会教会はははは

このこのこのこの祈祈祈祈りをりをりをりを約二千年約二千年約二千年約二千年のののの間祈間祈間祈間祈ってってってって来来来来ましたましたましたました。。。。しかししかししかししかし、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録のここでのここでのここでのここで、、、、ついにこのついにこのついにこのついにこの世世世世がががが

私達私達私達私達のののの主主主主、、、、メシヤメシヤメシヤメシヤのののの王国王国王国王国となりとなりとなりとなり、、、、彼彼彼彼がががが永遠永遠永遠永遠にににに支配支配支配支配されるされるされるされる時時時時がががが来来来来ましたましたましたました。。。。ですからですからですからですから、、、、長長長長

老達老達老達老達がこれらがこれらがこれらがこれら小小小小さなさなさなさな鉢鉢鉢鉢、、、、つまりつまりつまりつまり聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達のののの祈祈祈祈りをりをりをりを持持持持ってってってって前前前前にやってにやってにやってにやって来来来来てててて、、、、それをそれをそれをそれを神神神神のののの御御御御



前前前前にににに捧捧捧捧げますげますげますげます。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの祈祈祈祈りがりがりがりが神神神神のののの御前御前御前御前にににに甘甘甘甘いいいい香香香香りをりをりをりを放放放放つつつつ香香香香のようにのようにのようにのように立立立立ちちちち上上上上るとるとるとると知知知知っっっっ

てててて驚驚驚驚きませんかきませんかきませんかきませんか？？？？あなたはもっとあなたはもっとあなたはもっとあなたはもっと祈祈祈祈りたくなるでしょうりたくなるでしょうりたくなるでしょうりたくなるでしょう。。。。 

それからそれからそれからそれから聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達がががが新新新新しいしいしいしい歌歌歌歌をををを歌歌歌歌いましたいましたいましたいました。「。「。「。「あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、巻巻巻巻きききき物物物物をををを受受受受けけけけ取取取取ってってってって、、、、そのそのそのその封封封封

印印印印をををを解解解解くのにふさわしいおくのにふさわしいおくのにふさわしいおくのにふさわしいお方方方方ですですですです。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、あなたはほふられてあなたはほふられてあなたはほふられてあなたはほふられて、、、、そのそのそのその血血血血によりによりによりにより、、、、

あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる部族部族部族部族、、、、国語国語国語国語、、、、民族民族民族民族、、、、国民国民国民国民のののの中中中中からからからから、、、、私達私達私達私達をををを神神神神へとへとへとへと買買買買いいいい戻戻戻戻しししし（（（（贖贖贖贖いいいい出出出出しししし））））てくてくてくてく

ださりださりださりださり、、、、私達私達私達私達をををを神神神神のののの為為為為にににに王国王国王国王国としとしとしとし、、、、祭司祭司祭司祭司とされましたとされましたとされましたとされました。。。。私達私達私達私達はははは地上地上地上地上をををを治治治治めるのでめるのでめるのでめるので

すすすす。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録5555章章章章9999----10101010節節節節：：：：訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳）））） 

このこのこのこの歌歌歌歌のののの歌詞歌詞歌詞歌詞をもうをもうをもうをもう一度見一度見一度見一度見てくださいてくださいてくださいてください。。。。これはこれはこれはこれは、「、「、「、「あなたあなたあなたあなた、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、巻巻巻巻きききき物物物物をををを受受受受

けけけけ取取取取るのにふさわしいおるのにふさわしいおるのにふさわしいおるのにふさわしいお方方方方ですですですです。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、あなたはほふられたからですあなたはほふられたからですあなたはほふられたからですあなたはほふられたからです。。。。あなたあなたあなたあなた

はははは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの血血血血によってによってによってによって、、、、全全全全てのてのてのての部族部族部族部族、、、、国語国語国語国語、、、、民族民族民族民族、、、、国民国民国民国民のののの中中中中からからからから私達私達私達私達をををを贖贖贖贖ってくだってくだってくだってくだ

さいましたさいましたさいましたさいました。」。」。」。」 

あるあるあるある聖書学者達聖書学者達聖書学者達聖書学者達はははは、、、、このこのこのこの歌詞歌詞歌詞歌詞はははは、「、「、「、「なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、あなたはほふられてあなたはほふられてあなたはほふられてあなたはほふられて、、、、彼彼彼彼らをらをらをらを神神神神へとへとへとへと贖贖贖贖

いいいい出出出出したしたしたした」」」」とととと読読読読むべきだとむべきだとむべきだとむべきだと議論議論議論議論しますしますしますします。。。。アレキサンドリアアレキサンドリアアレキサンドリアアレキサンドリア写本写本写本写本からのわずかなからのわずかなからのわずかなからのわずかな古古古古いいいい写写写写

本本本本だけにだけにだけにだけに、「、「、「、「私達私達私達私達」」」」のののの代代代代わりにわりにわりにわりに、「、「、「、「彼彼彼彼らららら」」」」とととと書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。（。（。（。（日本語日本語日本語日本語のののの聖書聖書聖書聖書にはにはにはには

「「「「彼彼彼彼らららら（（（（人人人人々）」々）」々）」々）」とととと書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。：。：。：。：訳者注釈訳者注釈訳者注釈訳者注釈））））しかししかししかししかし、、、、大多数大多数大多数大多数・・・・・・・・・・・・主要写本主要写本主要写本主要写本のののの

千以上千以上千以上千以上ものものものもの古古古古いいいい写本写本写本写本、、、、またはまたはまたはまたはテクスタステクスタステクスタステクスタス・・・・レセプタスレセプタスレセプタスレセプタス（（（（Textus Receptus)・・・・・・・・・・・・にはにはにはには、、、、

新欽定訳新欽定訳新欽定訳新欽定訳にににに翻訳翻訳翻訳翻訳されたようにされたようにされたようにされたように、「、「、「、「私達私達私達私達をををを神神神神へとへとへとへと贖贖贖贖いいいい出出出出したしたしたした」」」」とととと書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。これこれこれこれ

がががが正正正正しいしいしいしい翻訳翻訳翻訳翻訳ですですですです。。。。 

それはそれはそれはそれは教会教会教会教会だけがだけがだけがだけが歌歌歌歌うううう事事事事ができるができるができるができる歌歌歌歌ですですですです。。。。それはそれはそれはそれはイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの歌歌歌歌ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。旧旧旧旧

約聖書約聖書約聖書約聖書にはにはにはには、、、、神神神神ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルををををエジエジエジエジプトプトプトプトでのでのでのでの奴隷状態奴隷状態奴隷状態奴隷状態からからからから開放開放開放開放してくださったしてくださったしてくださったしてくださった事事事事につにつにつにつ

いてのいてのいてのいてのモーセモーセモーセモーセのののの歌歌歌歌がありますがありますがありますがあります。。。。しかしこのしかしこのしかしこのしかしこの歌歌歌歌はははは、、、、教会教会教会教会のようにのようにのようにのように、、、、全全全全てのてのてのての国国国国々、々、々、々、全全全全てのてのてのての

人種人種人種人種グループグループグループグループからのものですからのものですからのものですからのものです。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、子羊子羊子羊子羊はほふられてはほふられてはほふられてはほふられて、、、、彼彼彼彼のののの血血血血によってによってによってによって私達私達私達私達をををを神神神神

へとへとへとへと贖贖贖贖いいいい出出出出したのでしたのでしたのでしたので、、、、巻巻巻巻きききき物物物物をををを取取取取ってってってって封印封印封印封印をををを解解解解くのにふさわしいくのにふさわしいくのにふさわしいくのにふさわしい、、、、とととと歌歌歌歌っていますっていますっていますっています。。。。

教会教会教会教会だけがこのだけがこのだけがこのだけがこの歌歌歌歌をををを歌歌歌歌うううう事事事事ができるのでができるのでができるのでができるので、、、、そしてそしてそしてそして、、、、それはそれはそれはそれは天国天国天国天国でででで歌歌歌歌われるのでわれるのでわれるのでわれるので、、、、教会教会教会教会

はははは明明明明らかにらかにらかにらかに天国天国天国天国にいますにいますにいますにいます。。。。私達私達私達私達はそこではそこではそこではそこで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが巻巻巻巻きききき物物物物をををを取取取取ってってってって封印封印封印封印をををを解解解解くのにくのにくのにくのに

ふさわしいおふさわしいおふさわしいおふさわしいお方方方方であるであるであるである事事事事をををを喜喜喜喜んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。 

神神神神のののの大大大大きなきなきなきな裁裁裁裁きであるきであるきであるきである大患難大患難大患難大患難がががが、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がこのがこのがこのがこの巻巻巻巻きききき物物物物のののの封印封印封印封印をををを解解解解きききき始始始始めるまではめるまではめるまではめるまでは起起起起

こらないというのはこらないというのはこらないというのはこらないというのは興味深興味深興味深興味深いいいい事事事事ですですですです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、このこのこのこの地上地上地上地上でのでのでのでの大患難大患難大患難大患難のののの間間間間、、、、教会教会教会教会はははは天国天国天国天国

にいるにいるにいるにいる事事事事をををを意味意味意味意味していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの歌歌歌歌のののの中中中中でででで、、、、そのそのそのその歌詞歌詞歌詞歌詞はははは教会教会教会教会だけのものですだけのものですだけのものですだけのものです。。。。しかしかしかしか

しししし、、、、私達私達私達私達ががががコーラスコーラスコーラスコーラスのののの部分部分部分部分までまでまでまで行行行行くとくとくとくと、、、、万万万万のののの幾万倍幾万倍幾万倍幾万倍のののの御使御使御使御使いいいい達達達達がががが私達私達私達私達とととと共共共共にににに声声声声をををを上上上上げげげげ

ますますますます。。。。御使御使御使御使いいいい達達達達はははは贖贖贖贖いをいをいをいを歌歌歌歌うううう事事事事はできませんがはできませんがはできませんがはできませんが、、、、子羊子羊子羊子羊がががが力力力力とととと栄光栄光栄光栄光をををを受受受受けけけけ取取取取るのにふさるのにふさるのにふさるのにふさ

わしいおわしいおわしいおわしいお方方方方であるであるであるである事事事事はははは、、、、確確確確かにかにかにかに歌歌歌歌うううう事事事事ができますができますができますができます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、私私私私にににに「「「「御使御使御使御使いがいがいがいが歌歌歌歌うのうのうのうの

はははは、、、、聖聖聖聖なるかななるかななるかななるかな、、、、聖聖聖聖なるかななるかななるかななるかな（（（（Holy, Holy, is What the Angels Sing)））））というというというという古古古古いいいい歌歌歌歌をををを思思思思

いいいい起起起起こさせますこさせますこさせますこさせます。。。。 

天国天国天国天国ではではではでは、、、、私達私達私達私達がががが今今今今までまでまでまで知知知知らなかったようならなかったようならなかったようならなかったような歌声歌声歌声歌声があるがあるがあるがある。。。。 

そこではそこではそこではそこでは、、、、御使御使御使御使いがいがいがいが王座王座王座王座におられるにおられるにおられるにおられる子羊子羊子羊子羊へのへのへのへの称賛称賛称賛称賛をををを賛美賛美賛美賛美するするするする。。。。 

彼彼彼彼らのらのらのらの甘甘甘甘いいいい立琴立琴立琴立琴はははは調律調律調律調律がががが整整整整っておりっておりっておりっており、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの歌声歌声歌声歌声はははは澄澄澄澄んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。 

おおおおおおおお、、、、私達私達私達私達がここでがここでがここでがここで主主主主にににに仕仕仕仕えるえるえるえる間間間間、、、、私達私達私達私達がもっとがもっとがもっとがもっと彼彼彼彼らのようであるようにらのようであるようにらのようであるようにらのようであるように。。。。 

 

御使御使御使御使いがいがいがいが歌歌歌歌うのはうのはうのはうのは、、、、聖聖聖聖なるかななるかななるかななるかな、、、、聖聖聖聖なるかななるかななるかななるかな。。。。 

そしてそしてそしてそして、、、、私私私私もももも、、、、彼彼彼彼らとらとらとらと共共共共にににに天国天国天国天国のののの庭庭庭庭をををを賛美賛美賛美賛美でででで鳴鳴鳴鳴りりりり響響響響かせていきたいかせていきたいかせていきたいかせていきたい。。。。 

しかししかししかししかし、、、、私私私私がががが贖贖贖贖いのいのいのいの話話話話をををを歌歌歌歌うううう時時時時、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは翼翼翼翼をををを折折折折りりりりたたむたたむたたむたたむ。。。。 



なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、御使御使御使御使いはいはいはいは、、、、私達私達私達私達のののの救救救救いがもたらすいがもたらすいがもたらすいがもたらす喜喜喜喜びをびをびをびを感感感感じたじたじたじた事事事事がないからがないからがないからがないから。。。。 

 

しかししかししかししかし、、、、私私私私はははは、、、、確確確確かでかでかでかで力強力強力強力強いいいい声声声声がががが混混混混じりじりじりじり合合合合っているもうっているもうっているもうっているもう一一一一つのつのつのつの歌歌歌歌をををを聞聞聞聞くくくく。。。。 

「「「「私達私達私達私達をををを贖贖贖贖いいいい出出出出してここにしてここにしてここにしてここに連連連連れてれてれてれて来来来来てくださったおてくださったおてくださったおてくださったお方方方方にににに」」」」がそのがそのがそのがその歌歌歌歌だだだだ。。。。 

私達私達私達私達はははは患難患難患難患難をををを通通通通ってこのってこのってこのってこの公平公平公平公平でででで光輝光輝光輝光輝くくくくこのこのこのこの地地地地にやってにやってにやってにやって来来来来たたたた。。。。 

溢溢溢溢れれれれ出出出出るるるる泉泉泉泉でででで彼彼彼彼はははは私達私達私達私達のののの衣衣衣衣をををを白白白白くしてくださったくしてくださったくしてくださったくしてくださった。。。。 

そしてそしてそしてそして、、、、御使御使御使御使いはいはいはいは立立立立ってってってって聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、彼彼彼彼らはこのらはこのらはこのらはこの歌歌歌歌にににに参加参加参加参加できないからできないからできないからできないから。。。。 

多多多多くのくのくのくの水水水水のののの音音音音のようにのようにのようにのように、、、、血血血血でででで洗洗洗洗われたわれたわれたわれた幸幸幸幸せなせなせなせな群衆群衆群衆群衆によってによってによってによって、、、、 

彼彼彼彼らはらはらはらは大大大大きなきなきなきな試練試練試練試練についてについてについてについて、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが戦戦戦戦ったったったった戦戦戦戦いについていについていについていについて、、、、そしてそしてそしてそして勝勝勝勝ちちちち取取取取ったったったった勝利勝利勝利勝利についてについてについてについて歌歌歌歌
うううう。。。。 

そしてそしてそしてそして、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、彼彼彼彼らにらにらにらに「「「「よくやったよくやったよくやったよくやった」」」」とととと言言言言ってくださったってくださったってくださったってくださった彼彼彼彼らのらのらのらの偉大偉大偉大偉大なななな贖贖贖贖いいいい主主主主をほめたたえをほめたたえをほめたたえをほめたたえ
るるるる。。。。 

 

だからだからだからだから、、、、私私私私はははは御使御使御使御使いではないけれどいではないけれどいではないけれどいではないけれど、、、、私私私私はははは知知知知っているっているっているっている。。。。そこではそこではそこではそこでは、、、、 

私私私私はははは御使御使御使御使いがいがいがいが共共共共にににに歌歌歌歌うことのできないうことのできないうことのできないうことのできない祝福祝福祝福祝福されたされたされたされたコーラスコーラスコーラスコーラスにににに参加参加参加参加するするするする。。。。 

私私私私はははは私私私私のののの救救救救いいいい主主主主についてについてについてについて歌歌歌歌うううう。。。。そのそのそのその方方方方はははは暗暗暗暗いいいいカルバリカルバリカルバリカルバリでででで、、、、 

私私私私のそむきののそむきののそむきののそむきの罪罪罪罪をただでをただでをただでをただで赦赦赦赦してくださりしてくださりしてくださりしてくださり、、、、罪人罪人罪人罪人をををを自由自由自由自由にするにするにするにする為為為為にににに死死死死んでくださったんでくださったんでくださったんでくださった。。。。 

 

私達私達私達私達のののの声声声声はははは、、、、何百万何百万何百万何百万ものものものもの御使御使御使御使いといといといと混混混混じりじりじりじり合合合合いますいますいますいます。。。。何何何何とすばらしいとすばらしいとすばらしいとすばらしい、、、、驚驚驚驚くべきくべきくべきくべきコーラコーラコーラコーラ

ススススでしょうでしょうでしょうでしょう！！！！ 

このこのこのこの地上地上地上地上にやってにやってにやってにやって来来来来るるるる大患難大患難大患難大患難についてについてについてについてイエスイエスイエスイエス様様様様がががが弟子達弟子達弟子達弟子達におにおにおにお話話話話になったになったになったになった時時時時、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様

はははは、「、「、「、「ですからですからですからですから、、、、あなたがたはやがてあなたがたはやがてあなたがたはやがてあなたがたはやがて起起起起ころうとしているころうとしているころうとしているころうとしているこれらこれらこれらこれら全全全全てのてのてのての事事事事からからからから逃逃逃逃れれれれ、、、、

人人人人のののの子子子子のののの前前前前にににに立立立立つことができるようにつことができるようにつことができるようにつことができるように、、、、いつもいつもいつもいつも目目目目をををを覚覚覚覚ましてましてましてまして祈祈祈祈っていなさいっていなさいっていなさいっていなさい。」（。」（。」（。」（ルルルル

カカカカのののの福音書福音書福音書福音書21212121章章章章36363636節節節節））））とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。あなたがそれにあなたがそれにあなたがそれにあなたがそれに値値値値するするするする（（（（大患難大患難大患難大患難をををを逃逃逃逃れれれれ、、、、主主主主のののの

前前前前にににに立立立立つことができるつことができるつことができるつことができる））））とととと認認認認められるようにめられるようにめられるようにめられるように祈祈祈祈っていなさいっていなさいっていなさいっていなさい。。。。私私私私はははは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様をををを知知知知っっっっ

ているているているている全全全全てのてのてのての人人人人がががが携携携携挙挙挙挙でででで上上上上にににに行行行行けるとはけるとはけるとはけるとは思思思思いませんいませんいませんいません。。。。準備準備準備準備ができているができているができているができている人達人達人達人達だけがだけがだけがだけが携携携携

挙挙挙挙でででで上上上上にににに行行行行けるとけるとけるとけると信信信信じていますじていますじていますじています。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、目目目目をををを覚覚覚覚ましてましてましてまして準備準備準備準備しているようにとしているようにとしているようにとしているようにと繰繰繰繰

りりりり返返返返しししし警告警告警告警告することによってすることによってすることによってすることによって、、、、それをそれをそれをそれを完璧完璧完璧完璧にににに明明明明らかにしていますらかにしていますらかにしていますらかにしています。。。。 

シーンシーンシーンシーン4：：：：3つのつのつのつのグループグループグループグループ 

携携携携挙挙挙挙のののの時時時時についてについてについてについて、、、、どうしてそんなにどうしてそんなにどうしてそんなにどうしてそんなに混乱混乱混乱混乱があるのでしょうかがあるのでしょうかがあるのでしょうかがあるのでしょうか？？？？なぜなぜなぜなぜ、「、「、「、「前期患難前期患難前期患難前期患難

説説説説」、「」、「」、「」、「中期患難説中期患難説中期患難説中期患難説」、「」、「」、「」、「後期患難説後期患難説後期患難説後期患難説」」」」、、、、というというというという3333つのつのつのつのグループグループグループグループがあるのでしょうかがあるのでしょうかがあるのでしょうかがあるのでしょうか？？？？ 

終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時のののの教会教会教会教会のののの位置位置位置位置にににに関関関関するするするする間違間違間違間違いといといといと混乱混乱混乱混乱はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家にににに関関関関してしてしてして神神神神がががが預言預言預言預言

されていることのされていることのされていることのされていることの全全全全てについててについててについててについて誤解誤解誤解誤解するするするする事事事事からからからから起起起起こりますこりますこりますこります。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは大患難大患難大患難大患難をををを通通通通

りますりますりますります。。。。これがこれがこれがこれが、、、、エレミヤエレミヤエレミヤエレミヤ書書書書30303030章章章章7777節節節節でででで語語語語られているられているられているられているヤコブヤコブヤコブヤコブのののの苦難苦難苦難苦難のののの時時時時ですですですです。「。「。「。「ああああああああ、、、、

そのそのそのその日日日日はははは大大大大いなるいなるいなるいなる日日日日、、、、比比比比べるものもないべるものもないべるものもないべるものもない日日日日だだだだ。。。。それはそれはそれはそれはヤコブヤコブヤコブヤコブのののの苦難苦難苦難苦難のののの時時時時だだだだ。。。。しかししかししかししかし彼彼彼彼

はそれからはそれからはそれからはそれから救救救救われるわれるわれるわれる。」。」。」。」これがこれがこれがこれが、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが、「、「、「、「あなたがたにあなたがたにあなたがたにあなたがたに告告告告げますげますげますげます。。。。『『『『祝福祝福祝福祝福ああああ

れれれれ。。。。主主主主のののの御名御名御名御名によってによってによってによって来来来来られるられるられるられる方方方方にににに。。。。』』』』とあなたがたがとあなたがたがとあなたがたがとあなたがたが言言言言うううう時時時時までまでまでまで、、、、あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは今今今今

後決後決後決後決してわたしをしてわたしをしてわたしをしてわたしを見見見見ることはありませんることはありませんることはありませんることはありません。」（。」（。」（。」（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書23232323章章章章39393939節節節節））））とととと言言言言われわれわれわれ

たたたた、、、、そのそのそのその時時時時ですですですです。。。。 



大患難大患難大患難大患難のののの期間期間期間期間のののの後後後後、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは、「、「、「、「祝福祝福祝福祝福あれあれあれあれ。。。。主主主主のののの御名御名御名御名によってによってによってによって来来来来られるられるられるられる方方方方にににに。」。」。」。」

とととと言言言言うでしょううでしょううでしょううでしょう。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは再臨再臨再臨再臨のののの際際際際にににに、、、、彼彼彼彼のののの教会教会教会教会とととと共共共共にににに、、、、もうもうもうもう一度戻一度戻一度戻一度戻ってってってって来来来来られまられまられまられま

すすすす。。。。預言者預言者預言者預言者ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤはははは、「、「、「、「人人人人がががが彼彼彼彼にににに『『『『あなたのあなたのあなたのあなたの両手両手両手両手にあるにあるにあるにある傷傷傷傷はははは何何何何かかかか』』』』とととと尋尋尋尋ねるならねるならねるならねるなら

ばばばば、『、『、『、『これはわたしのこれはわたしのこれはわたしのこれはわたしの友達友達友達友達のののの家家家家でででで受受受受けたけたけたけた傷傷傷傷だだだだ』』』』とととと、、、、彼彼彼彼はははは言言言言うであろううであろううであろううであろう。」（。」（。」（。」（ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ

書書書書13131313章章章章6666節節節節））））とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。でででですからすからすからすから、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルののののメシヤメシヤメシヤメシヤであるというであるというであるというであるという栄栄栄栄

光光光光あるあるあるある最初最初最初最初のののの認識認識認識認識があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが、、、、このこのこのこの地上地上地上地上にににに彼彼彼彼のののの王国王国王国王国をををを設立設立設立設立しにしにしにしに教会教会教会教会とととと共共共共

にににに再臨再臨再臨再臨されるされるされるされる時時時時（（（（携携携携挙挙挙挙のののの後後後後））））ですですですです。。。。 

永遠永遠永遠永遠にににに失失失失われるわれるわれるわれる？？？？ 

これはこれはこれはこれは、、、、もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが携携携携挙挙挙挙をををを逃逃逃逃してしまったらしてしまったらしてしまったらしてしまったら、、、、永遠永遠永遠永遠にににに失失失失われるわれるわれるわれる事事事事をををを意味意味意味意味しているのしているのしているのしているの

でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？いいえいいえいいえいいえ。。。。私達私達私達私達はははは黙示録黙示録黙示録黙示録7777章章章章でででで、、、、御座御座御座御座とととと子羊子羊子羊子羊とのとのとのとの御前御前御前御前にににに数数数数えきれないほどのえきれないほどのえきれないほどのえきれないほどの

大勢大勢大勢大勢のののの群衆群衆群衆群衆がががが立立立立っているのをっているのをっているのをっているのを見見見見ますますますます。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは白白白白いいいい衣衣衣衣をををを着着着着てててて、、、、しゅろのしゅろのしゅろのしゅろの枝枝枝枝をををを手手手手にににに持持持持っっっっ

てててて、、、、大声大声大声大声でででで「「「「救救救救いはいはいはいは、、、、御座御座御座御座にいますにいますにいますにいます私達私達私達私達のののの神神神神とととと子羊子羊子羊子羊にあるにあるにあるにある。。。。」」」」とととと叫叫叫叫んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。御使御使御使御使

いたちはみないたちはみないたちはみないたちはみな、、、、御座御座御座御座とととと長老達長老達長老達長老達とととと四四四四つのつのつのつの生生生生きききき物物物物とのまわりにとのまわりにとのまわりにとのまわりに立立立立っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、彼彼彼彼らもらもらもらも

御座御座御座御座のののの前前前前にひれにひれにひれにひれ伏伏伏伏しししし、、、、神神神神をををを拝拝拝拝してしてしてして言言言言いますいますいますいます。「。「。「。「アーメンアーメンアーメンアーメン。。。。賛美賛美賛美賛美とととと栄光栄光栄光栄光とととと知恵知恵知恵知恵とととと感謝感謝感謝感謝とととと

誉誉誉誉れとれとれとれと力力力力とととと勢勢勢勢いとがいとがいとがいとが、、、、永遠永遠永遠永遠にににに私達私達私達私達のののの神神神神にあるようににあるようににあるようににあるように。。。。アーメンアーメンアーメンアーメン。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録7777章章章章10101010----12121212

節節節節））））彼彼彼彼らがこれらのらがこれらのらがこれらのらがこれらの事事事事をををを神神神神にににに宣言宣言宣言宣言するするするする時時時時、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの賛美賛美賛美賛美がががが毎回長毎回長毎回長毎回長くなっていくくなっていくくなっていくくなっていく事事事事にににに注目注目注目注目

してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。最初最初最初最初のののの2222つはとてもつはとてもつはとてもつはとても短短短短いものですいものですいものですいものです。「。「。「。「主主主主よよよよ。。。。われらのわれらのわれらのわれらの神神神神よよよよ。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、

栄光栄光栄光栄光とととと誉誉誉誉れとれとれとれと力力力力とをとをとをとを受受受受けるにふさわしいけるにふさわしいけるにふさわしいけるにふさわしい方方方方ですですですです。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは万物万物万物万物をををを創造創造創造創造しししし、、、、あなたのみあなたのみあなたのみあなたのみ

こころゆえにこころゆえにこころゆえにこころゆえに、、、、万物万物万物万物はははは存在存在存在存在しししし、、、、またまたまたまた創造創造創造創造されたのですからされたのですからされたのですからされたのですから。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録4444章章章章11111111節節節節））））ししししかかかか

しししし、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが賛美賛美賛美賛美するするするする度度度度ごとにごとにごとにごとに、、、、毎回毎回毎回毎回このこのこのこの賛美賛美賛美賛美にににに付付付付けけけけ加加加加えていきますえていきますえていきますえていきます。。。。 

それではそれではそれではそれでは、、、、これらこれらこれらこれら白白白白いいいい衣衣衣衣をををを着着着着ているのはているのはているのはているのは誰誰誰誰でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？彼彼彼彼らはどこかららはどこかららはどこかららはどこから来来来来たのでしょたのでしょたのでしょたのでしょ

うかうかうかうか？？？？それはそれはそれはそれは数数数数えきれないほどのえきれないほどのえきれないほどのえきれないほどの群衆群衆群衆群衆ですですですです。。。。明明明明らかにらかにらかにらかに教会教会教会教会ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。なぜななぜななぜななぜな

らららら、、、、もしもしもしもし彼彼彼彼らがらがらがらが教会教会教会教会ならばならばならばならば、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネはそうとわかったはずですはそうとわかったはずですはそうとわかったはずですはそうとわかったはずです。。。。しかししかししかししかし、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネにはにはにはには

わかりませんでしたわかりませんでしたわかりませんでしたわかりませんでした。。。。長老長老長老長老のののの一人一人一人一人がががが説明説明説明説明しなくてはなりませんでしたしなくてはなりませんでしたしなくてはなりませんでしたしなくてはなりませんでした。「。「。「。「彼彼彼彼らはらはらはらは大大大大きききき

なななな患難患難患難患難からからからから抜抜抜抜けけけけ出出出出てててて来来来来たたたた者者者者たちでたちでたちでたちで、、、、そのそのそのその衣衣衣衣をををを子羊子羊子羊子羊のののの血血血血でででで洗洗洗洗ってってってって、、、、白白白白くしたのですくしたのですくしたのですくしたのです。。。。だだだだ

からからからから彼彼彼彼らはらはらはらは神神神神のののの御座御座御座御座のののの前前前前にいてにいてにいてにいて、、、、聖所聖所聖所聖所でででで昼昼昼昼もももも夜夜夜夜もももも神神神神にににに仕仕仕仕えているのですえているのですえているのですえているのです。。。。そそそそしてしてしてして、、、、御御御御

座座座座にににに着着着着いておられるいておられるいておられるいておられる方方方方もももも、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの上上上上にににに幕屋幕屋幕屋幕屋をををを張張張張られるのですられるのですられるのですられるのです。。。。彼彼彼彼らはもはやらはもはやらはもはやらはもはや、、、、飢飢飢飢えるえるえるえる

こともなくこともなくこともなくこともなく、、、、渇渇渇渇くこともなくくこともなくくこともなくくこともなく、、、、太陽太陽太陽太陽もどんなもどんなもどんなもどんな炎熱炎熱炎熱炎熱もももも彼彼彼彼らをらをらをらを打打打打つことはありませんつことはありませんつことはありませんつことはありません。。。。なななな

ぜならぜならぜならぜなら、、、、御座御座御座御座のののの正面正面正面正面におられるにおられるにおられるにおられる子羊子羊子羊子羊がががが、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの牧者牧者牧者牧者となりとなりとなりとなり、、、、いのちのいのちのいのちのいのちの水水水水のののの泉泉泉泉にににに導導導導いていていていて

くださるからですくださるからですくださるからですくださるからです。。。。またまたまたまた、、、、神神神神はははは彼彼彼彼らのらのらのらの目目目目のののの涙涙涙涙をすっかりをすっかりをすっかりをすっかり拭拭拭拭いいいい取取取取ってくださるのでってくださるのでってくださるのでってくださるので

すすすす。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録7777章章章章14141414----17171717節節節節））））これらはこれらはこれらはこれらは苦苦苦苦しんだしんだしんだしんだ人達人達人達人達ですですですです。。。。これらはこれらはこれらはこれらは大患難大患難大患難大患難のののの間間間間にににに多多多多くくくく

のののの事事事事をををを耐耐耐耐ええええ忍忍忍忍んだんだんだんだ人達人達人達人達ですですですです。。。。 

教会教会教会教会のののの携携携携挙挙挙挙はははは、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人にとってにとってにとってにとって、、、、遅遅遅遅れたれたれたれた目覚目覚目覚目覚ましましましまし時計時計時計時計のようでしょうのようでしょうのようでしょうのようでしょう。。。。本当本当本当本当にににに霊霊霊霊にににに

あってあってあってあって歩歩歩歩んでおらずんでおらずんでおらずんでおらず、、、、肉肉肉肉にににに従従従従ってってってって歩歩歩歩んでいるんでいるんでいるんでいる愚愚愚愚かなかなかなかな娘娘娘娘はははは、、、、花婿花婿花婿花婿がやってがやってがやってがやって来来来来たたたた時時時時にににに取取取取りりりり

残残残残されるされるされるされる、、、、とととと私私私私はははは信信信信じていますじていますじていますじています。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは少少少少なくともなくともなくともなくとも大患難期大患難期大患難期大患難期のののの一部一部一部一部分分分分にににに直面直面直面直面するするするする為為為為にににに

残残残残されますされますされますされます。。。。教会教会教会教会がががが携携携携挙挙挙挙されるとされるとされるとされると、、、、キリストキリストキリストキリストにににに自分自分自分自分のののの人生人生人生人生をををを完全完全完全完全にににに献身献身献身献身していなかっしていなかっしていなかっしていなかっ

たたたた人達人達人達人達、、、、霊的霊的霊的霊的になまぬるいになまぬるいになまぬるいになまぬるい状態状態状態状態でいたでいたでいたでいた人達人達人達人達はははは、、、、突然何突然何突然何突然何がががが起起起起こったかにこったかにこったかにこったかに気付気付気付気付きききき、、、、私達私達私達私達のののの

主主主主とのとのとのとの関係関係関係関係にものすごくにものすごくにものすごくにものすごく真剣真剣真剣真剣になるでしょうになるでしょうになるでしょうになるでしょう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストがががが全全全全てのてのてのての人人人人にににに売売売売りりりり

買買買買いのいのいのいの為為為為にににに彼彼彼彼のののの刻印刻印刻印刻印をををを受受受受けけけけ取取取取るようにるようにるようにるように命令命令命令命令するするするする時時時時、、、、これらのこれらのこれらのこれらの人達人達人達人達はははは反反反反キリストキリストキリストキリストのののの刻印刻印刻印刻印

をををを拒否拒否拒否拒否しししし、、、、そのためにそのためにそのためにそのために殉教殉教殉教殉教するするするするでしょうでしょうでしょうでしょう。。。。これらのこれらのこれらのこれらの新新新新しくしくしくしく献身献身献身献身したしたしたした人達人達人達人達はははは、、、、火火火火からからからから取取取取

りりりり出出出出されるようにしてされるようにしてされるようにしてされるようにして救救救救われますわれますわれますわれます。。。。 



第五第五第五第五のののの封印封印封印封印がががが解解解解かれたかれたかれたかれた時時時時、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは「「「「神神神神のことばとのことばとのことばとのことばと、、、、自分達自分達自分達自分達がががが立立立立てたあかしとのためてたあかしとのためてたあかしとのためてたあかしとのため

にににに殺殺殺殺されたされたされたされた人人人人々々々々のののの魂魂魂魂がががが祭壇祭壇祭壇祭壇のののの下下下下にいるのをにいるのをにいるのをにいるのを見見見見たたたた。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは大声大声大声大声でででで叫叫叫叫んでんでんでんで言言言言ったったったった。。。。『『『『聖聖聖聖なななな

るるるる、、、、真実真実真実真実なるなるなるなる主主主主よよよよ。。。。いつまでいつまでいつまでいつまで裁裁裁裁きをきをきをきを行行行行なわずなわずなわずなわず、、、、地地地地にににに住住住住むむむむ者者者者にににに私達私達私達私達のののの血血血血のののの復讐復讐復讐復讐をなさらをなさらをなさらをなさら

ないのですかないのですかないのですかないのですか。』。』。』。』するとするとするとすると、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの一人一人一人一人一人一人一人一人にににに白白白白いいいい衣衣衣衣がががが与与与与えられたえられたえられたえられた。。。。そしてそしてそしてそして彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、

『『『『あなたがたとあなたがたとあなたがたとあなたがたと同同同同じしもべじしもべじしもべじしもべ、、、、またまたまたまた兄弟達兄弟達兄弟達兄弟達でででで、、、、あなたがたとあなたがたとあなたがたとあなたがたと同同同同じようにじようにじようにじように殺殺殺殺されるはずのされるはずのされるはずのされるはずの

人人人人々々々々のののの数数数数がががが満満満満ちるまでちるまでちるまでちるまで、、、、もうしばらくのもうしばらくのもうしばらくのもうしばらくの間間間間、、、、休休休休んでいなさいんでいなさいんでいなさいんでいなさい。』。』。』。』とととと言言言言いいいい渡渡渡渡されたされたされたされた。」。」。」。」

（（（（黙示録黙示録黙示録黙示録6666章章章章9999----11111111節節節節））））私私私私はははは、、、、このこのこのこの箇所箇所箇所箇所でででで述述述述べられているこのべられているこのべられているこのべられているこのグループグループグループグループがががが、、、、大患難大患難大患難大患難のののの間間間間にににに

殉教殉教殉教殉教すすすするべきるべきるべきるべき人数人数人数人数にににに達達達達しししし、、、、今今今今、、、、教会教会教会教会にににに次次次次ぐぐぐぐ立場立場立場立場でででで天国天国天国天国にににに入入入入ってってってって来来来来たとたとたとたと信信信信じますじますじますじます。。。。教会教会教会教会

ははははキリストキリストキリストキリストのののの花嫁花嫁花嫁花嫁でででで、、、、教会教会教会教会ははははキリストキリストキリストキリストとととと共共共共にいますにいますにいますにいます。。。。しかししかししかししかし、、、、これらのこれらのこれらのこれらの人人人人々々々々はははは、、、、神殿神殿神殿神殿

にいてにいてにいてにいて昼昼昼昼もももも夜夜夜夜もももも神神神神をををを賛美賛美賛美賛美しししし、、、、大患難大患難大患難大患難のののの間間間間にににに経験経験経験経験したしたしたした苦難苦難苦難苦難からからからから開放開放開放開放されますされますされますされます。。。。 

よくよくよくよく注意注意注意注意していなさいしていなさいしていなさいしていなさい 

本当本当本当本当にいつにいつにいつにいつ主主主主がががが教会教会教会教会のののの為為為為にににに来来来来られるかられるかられるかられるか、、、、私達私達私達私達にはわかりませんにはわかりませんにはわかりませんにはわかりません。。。。ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書のののの中中中中

でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの出来事出来事出来事出来事についてについてについてについて弟子達弟子達弟子達弟子達にににに語語語語られましたられましたられましたられました。「。「。「。「あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの心心心心

がががが、、、、放蕩放蕩放蕩放蕩やややや深酒深酒深酒深酒やこのやこのやこのやこの世世世世のののの煩煩煩煩いのためにいのためにいのためにいのために沈沈沈沈みみみみ込込込込んでいるところにんでいるところにんでいるところにんでいるところに、、、、そのそのそのその日日日日がわなのよがわなのよがわなのよがわなのよ

うにうにうにうに、、、、突然突然突然突然あなたがたにあなたがたにあなたがたにあなたがたに臨臨臨臨むことのないようにむことのないようにむことのないようにむことのないように、、、、よくよくよくよく気気気気をつけていなさいをつけていなさいをつけていなさいをつけていなさい。。。。そのそのそのその日日日日

はははは、、、、全地全地全地全地のののの表表表表にににに住住住住むむむむ全全全全てのてのてのての人人人人にににに臨臨臨臨むからですむからですむからですむからです。」（。」（。」（。」（ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書21212121章章章章34343434----35353535節節節節））））あなたあなたあなたあなた

がががが食食食食べたりべたりべたりべたり飲飲飲飲んだりするんだりするんだりするんだりする事事事事、、、、このこのこのこの世世世世のののの心配事心配事心配事心配事にににに捕捕捕捕われていないようにわれていないようにわれていないようにわれていないように注意注意注意注意してくださしてくださしてくださしてくださ

いいいい。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様のののの警告警告警告警告をよくをよくをよくをよく注意注意注意注意してしてしてして聞聞聞聞いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは彼彼彼彼のののの教会教会教会教会のののの為為為為にやっにやっにやっにやっ

てててて来来来来られますられますられますられます。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、天天天天のののの父父父父のみこころをのみこころをのみこころをのみこころを行行行行なうのになうのになうのになうのに忙忙忙忙しくしておりしくしておりしくしておりしくしており、、、、なおかなおかなおかなおか

つつつつ目目目目をををを覚覚覚覚ましてましてましてましてイエスイエスイエスイエス様様様様をををを待待待待ちちちち望望望望んでいるんでいるんでいるんでいる彼彼彼彼のののの教会教会教会教会のののの為為為為にやってにやってにやってにやって来来来来られますられますられますられます。。。。多多多多くのくのくのくの

者者者者がががが取取取取りりりり残残残残されるでしょうされるでしょうされるでしょうされるでしょう。。。。 

多多多多くのくのくのくの場合場合場合場合にそうであるようににそうであるようににそうであるようににそうであるように、、、、行行行行くのにくのにくのにくのに簡単簡単簡単簡単なななな道道道道とととと難難難難しいしいしいしい道道道道がありますがありますがありますがあります。。。。簡単簡単簡単簡単なななな道道道道

はははは、、、、主主主主にににに仕仕仕仕ええええ、、、、主主主主がががが来来来来られるられるられるられる時時時時にににに準備準備準備準備しておくしておくしておくしておく道道道道ですですですです。。。。難難難難しいしいしいしい道道道道はははは、、、、今現在今現在今現在今現在をををを不注意不注意不注意不注意

にににに生生生生きるきるきるきる道道道道ですですですです。。。。難難難難しいしいしいしい道道道道はははは、、、、完全完全完全完全にににに神神神神にににに献身献身献身献身せずせずせずせず、、、、自分自分自分自分にににに都合都合都合都合がいいがいいがいいがいい時時時時にだけにだけにだけにだけ神神神神にににに

仕仕仕仕ええええ、、、、自分自分自分自分にににに都合都合都合都合がいいがいいがいいがいい時時時時にだけにだけにだけにだけ神神神神をををを礼拝礼拝礼拝礼拝するするするする道道道道ですですですです。。。。牧師牧師牧師牧師としてとしてとしてとして、、、、私私私私はこのはこのはこのはこの態度態度態度態度をををを

非常非常非常非常にににに懸念懸念懸念懸念していますしていますしていますしています。。。。私私私私はあまりにもはあまりにもはあまりにもはあまりにも多多多多くのくのくのくの人人人人がががが、、、、便利便利便利便利なななな神神神神とのとのとのとの関係関係関係関係、、、、どちらでもどちらでもどちらでもどちらでも

いいようないいようないいようないいような神神神神とのとのとのとの関係関係関係関係にににに落落落落ちちちち着着着着いているのをいているのをいているのをいているのを見見見見ますますますます。。。。快適快適快適快適なななな領域領域領域領域はははは生生生生きていくのにきていくのにきていくのにきていくのに悪悪悪悪

いいいい領域領域領域領域ですですですです。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、自己満足自己満足自己満足自己満足にににに陥陥陥陥ってしまうからですってしまうからですってしまうからですってしまうからです。。。。 

携携携携挙挙挙挙はははは近近近近いですいですいですいです。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは目目目目をををを覚覚覚覚ましてよくましてよくましてよくましてよく見見見見ているようにとているようにとているようにとているようにと私達私達私達私達にににに警告警告警告警告されされされされましましましまし

たたたた。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは主主主主がががが教会教会教会教会のののの為為為為にににに来来来来られたられたられたられた時時時時、、、、準備準備準備準備ができていますかができていますかができていますかができていますか？？？？ 

教会教会教会教会がががが大患難大患難大患難大患難からからからから救救救救われるわれるわれるわれる 

ローマローマローマローマ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙8章章章章1節節節節 

第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙1章章章章9,10節節節節 

第二第二第二第二ペテロペテロペテロペテロのののの手紙手紙手紙手紙2章章章章4-10節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録3章章章章10, 11節節節節 

神神神神のののの約束約束約束約束 

ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書14章章章章1-3節節節節 

携携携携挙挙挙挙 

第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4章章章章13-18節節節節 

携携携携挙挙挙挙とととと変貌変貌変貌変貌 

第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙15章章章章51節節節節 



携携携携挙挙挙挙にににに備備備備えてえてえてえて準備準備準備準備しておくしておくしておくしておく 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24章章章章36-44節節節節 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書25章章章章1-13節節節節 

ママママルコルコルコルコのののの福音書福音書福音書福音書13章章章章32-37節節節節 

ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書17章章章章26、、、、27、、、、34-37節節節節 

ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書21章章章章34-36節節節節 

第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙5章章章章1-11節節節節 

 

 



第三幕第三幕第三幕第三幕 

大患難大患難大患難大患難  
 

悲悲悲悲しみしみしみしみ 

第二幕第二幕第二幕第二幕のののの終終終終わりでわりでわりでわりで、、、、神神神神はははは裁裁裁裁きのきのきのきの準備準備準備準備のののの為為為為にににに、、、、ごごごご自身自身自身自身のののの教会教会教会教会をををを地上地上地上地上からからからから取取取取りりりり上上上上げられまげられまげられまげられま

したしたしたした。。。。第二幕第二幕第二幕第二幕はははは期待期待期待期待してしてしてして楽楽楽楽しみにしてしみにしてしみにしてしみにして待待待待つつつつシーンシーンシーンシーンでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、第三幕第三幕第三幕第三幕はははは悲悲悲悲しみとしみとしみとしみと恐怖恐怖恐怖恐怖とととと

憂憂憂憂いのいのいのいのシーンシーンシーンシーンですですですです。。。。繰繰繰繰りりりり広広広広げられるげられるげられるげられるシーンシーンシーンシーンをををを読読読読むのはむのはむのはむのは難難難難しいですがしいですがしいですがしいですが、、、、そこにそこにそこにそこに含含含含まれるまれるまれるまれる

預言預言預言預言はははは、、、、終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時にににに繰繰繰繰りりりり広広広広げられるげられるげられるげられるドラマドラマドラマドラマについてについてについてについて、、、、私達私達私達私達にににに多多多多くをくをくをくを語語語語っていますっていますっていますっています。。。。 

想像想像想像想像してくださいしてくださいしてくださいしてください 

あなたはあなたはあなたはあなたは50505050パウンドパウンドパウンドパウンド（（（（約約約約23232323キログラムキログラムキログラムキログラム））））のののの氷氷氷氷のののの塊塊塊塊がががが空空空空からからからから落落落落ちてくるのをちてくるのをちてくるのをちてくるのを想像想像想像想像できまできまできまできま

すかすかすかすか？？？？50505050パウンドパウンドパウンドパウンドのののの重重重重さのさのさのさの雹雹雹雹がががが集中集中集中集中してしてしてして降降降降るるるる事事事事によってもたらされるによってもたらされるによってもたらされるによってもたらされる荒廃荒廃荒廃荒廃をををを理解理解理解理解するするするする

事事事事ができますかができますかができますかができますか？？？？あなたはどこにあなたはどこにあなたはどこにあなたはどこに隠隠隠隠れますかれますかれますかれますか？？？？あなたはどうしたらあなたはどうしたらあなたはどうしたらあなたはどうしたら安全安全安全安全でいられますでいられますでいられますでいられます

かかかか？？？？そのようなそのようなそのようなそのような重重重重さのさのさのさの雹雹雹雹はははは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの家家家家のののの屋根屋根屋根屋根をまるでをまるでをまるでをまるで紙紙紙紙のようにのようにのようにのように突突突突きききき破破破破ってしまうってしまうってしまうってしまう

でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。それはあなたのそれはあなたのそれはあなたのそれはあなたの車車車車をををを真真真真っっっっ平平平平らにしてしまうでしょうらにしてしまうでしょうらにしてしまうでしょうらにしてしまうでしょう。。。。このこのこのこの種種種種のののの砲撃砲撃砲撃砲撃にににに対対対対

しししし、、、、一体何一体何一体何一体何がががが立立立立ちちちち続続続続けていられるでしょうけていられるでしょうけていられるでしょうけていられるでしょう？？？？ 

あなたはあなたはあなたはあなたはネバタネバタネバタネバタ山脈山脈山脈山脈がががが、、、、突然突然突然突然、、、、海底五千海底五千海底五千海底五千フィートフィートフィートフィート（（（（約約約約1.51.51.51.5キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））のののの低低低低さまでさまでさまでさまで落落落落

ちてしまうのをちてしまうのをちてしまうのをちてしまうのを思思思思いいいい描描描描けますかけますかけますかけますか？？？？太平洋太平洋太平洋太平洋がそのがそのがそのがその渓谷渓谷渓谷渓谷となったとなったとなったとなった場所場所場所場所をををを埋埋埋埋めるためにめるためにめるためにめるために流流流流れれれれ

込込込込んでんでんでんで来来来来るでしょうるでしょうるでしょうるでしょう。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカ西海岸西海岸西海岸西海岸にいるにいるにいるにいる人達人達人達人達はははは、、、、一体一体一体一体どのようにしてどのようにしてどのようにしてどのようにして逃逃逃逃れるれるれるれる事事事事がががが

できるでしょうかできるでしょうかできるでしょうかできるでしょうか？？？？そこにそこにそこにそこに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる何千万何千万何千万何千万というというというという人達人達人達人達はははは一体一体一体一体どうなってしまうのでどうなってしまうのでどうなってしまうのでどうなってしまうので

しょうかしょうかしょうかしょうか？？？？ 

あなたはあなたはあなたはあなたは人人人人がががが死死死死ねないねないねないねない時時時時のののの事事事事をををを考考考考えられますかえられますかえられますかえられますか？？？？おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの肉体肉体肉体肉体はははは車車車車のののの事故事故事故事故やややや

飛行機事故飛行機事故飛行機事故飛行機事故によってめちゃくちゃになっているのにによってめちゃくちゃになっているのにによってめちゃくちゃになっているのにによってめちゃくちゃになっているのに、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの霊霊霊霊がががが肉体肉体肉体肉体をををを離離離離れるのをれるのをれるのをれるのを拒拒拒拒

否否否否するのですするのですするのですするのです。。。。彼彼彼彼らはそのようならはそのようならはそのようならはそのような不具不具不具不具のののの状態状態状態状態でででで、、、、何何何何ヶヶヶヶ月月月月もももも死死死死をををを待待待待ちちちち望望望望んでいなければんでいなければんでいなければんでいなければ

なりませんなりませんなりませんなりません。。。。 

そのようなそのようなそのようなそのような出来事出来事出来事出来事がこのがこのがこのがこの地上地上地上地上にににに起起起起こりますこりますこりますこります。。。。おそおそおそおそらくもうすぐにですらくもうすぐにですらくもうすぐにですらくもうすぐにです。。。。神神神神はははは、、、、このこのこのこの地地地地

上上上上にににに、、、、そしてそしてそしてそして神神神神のののの救救救救いのいのいのいの計画計画計画計画をををを拒否拒否拒否拒否したしたしたした人達人達人達人達にににに、、、、神神神神のののの怒怒怒怒りをりをりをりを注注注注がれますがれますがれますがれます。。。。聖書聖書聖書聖書によれによれによれによれ

ばばばば、、、、患難患難患難患難はははは苦悩苦悩苦悩苦悩とととと恐怖恐怖恐怖恐怖とととと妄想妄想妄想妄想のののの三年半三年半三年半三年半ですですですです。。。。 

シーンシーンシーンシーン1111：：：：2222つのつのつのつの患難患難患難患難 

地上地上地上地上にににに大患難大患難大患難大患難のののの時時時時がやってがやってがやってがやって来来来来るというるというるというるという事実事実事実事実はははは、、、、聖書聖書聖書聖書でででで確実確実確実確実にににに設定設定設定設定されていますされていますされていますされています。。。。ダニダニダニダニ

エルエルエルエル書書書書12121212章章章章1111節節節節にはにはにはには、「、「、「、「そのそのそのその時時時時、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの国国国国のののの人人人人々々々々をををを守守守守るるるる大大大大いなるいなるいなるいなる君君君君、、、、ミカエルミカエルミカエルミカエルがががが立立立立ちちちち

上上上上がるがるがるがる。。。。国国国国がががが始始始始まってまってまってまって以来以来以来以来、、、、そのそのそのその時時時時までまでまでまで、、、、かつてなかったほどのかつてなかったほどのかつてなかったほどのかつてなかったほどの苦難苦難苦難苦難のののの時時時時がががが来来来来るるるる。。。。しししし

かしかしかしかし、、、、そのそのそのその時時時時、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの民民民民でででで、、、、あのあのあのあの書書書書にににに記記記記されているされているされているされている者者者者はははは全全全全てててて救救救救われるわれるわれるわれる。」。」。」。」とととと書書書書かれかれかれかれ

ていますていますていますています。。。。ここでここでここでここで「「「「あのあのあのあの書書書書」」」」とととと語語語語らららられているのはれているのはれているのはれているのは、、、、疑疑疑疑うううう余地余地余地余地もなくいのちのもなくいのちのもなくいのちのもなくいのちの書書書書ですですですです。。。。

何何何何というすばらしいというすばらしいというすばらしいというすばらしい救救救救いのいのいのいの約束約束約束約束でしょうでしょうでしょうでしょう！！！！ 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章21212121----22222222節節節節でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、「、「、「、「そのそのそのその時時時時にはにはにはには、、、、世世世世のののの初初初初めからめからめからめから、、、、今今今今にににに至至至至るるるる

までまでまでまで、、、、いまだかつてなかったようないまだかつてなかったようないまだかつてなかったようないまだかつてなかったような、、、、またこれからもないようなまたこれからもないようなまたこれからもないようなまたこれからもないような、、、、ひどいひどいひどいひどい苦難苦難苦難苦難があるがあるがあるがある

からですからですからですからです。。。。もしもしもしもし、、、、そのそのそのその日数日数日数日数がががが少少少少なくされなかったらなくされなかったらなくされなかったらなくされなかったら、、、、ひとりとしてひとりとしてひとりとしてひとりとして救救救救われるわれるわれるわれる者者者者はいなはいなはいなはいな

いでしょういでしょういでしょういでしょう。。。。しかししかししかししかし、、、、選選選選ばれたばれたばれたばれた者者者者のためにのためにのためにのために、、、、そのそのそのその日数日数日数日数はははは少少少少なくされますなくされますなくされますなくされます。。。。」」」」とととと言言言言われわれわれわれ



ましたましたましたました。。。。ここでここでここでここで「「「「選選選選ばれたばれたばれたばれた者者者者」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、内容内容内容内容からからからから（（（（16161616、、、、20202020節節節節））））明明明明らかなようにらかなようにらかなようにらかなように、、、、

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人のののの事事事事ですですですです。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエルももももイエイエイエイエスススス様様様様もももも、、、、同同同同じじじじ「「「「苦難苦難苦難苦難のののの時時時時」」」」についてについてについてについて、、、、このこのこのこの地地地地

上上上上にやってにやってにやってにやって来来来来るるるる「「「「大患難大患難大患難大患難」」」」についてについてについてについて語語語語っていますっていますっていますっています。。。。 

黙示録黙示録黙示録黙示録はははは、、、、このこのこのこの大患難大患難大患難大患難のののの間間間間にににに地上地上地上地上にににに起起起起こるこるこるこる出来事出来事出来事出来事についてについてについてについて、、、、多多多多くのくのくのくの詳細詳細詳細詳細をををを私達私達私達私達にににに与与与与ええええ

ていますていますていますています。。。。6666章章章章はははは、、、、裁裁裁裁きのきのきのきの七七七七つのつのつのつの封印封印封印封印がががが解解解解かれることからかれることからかれることからかれることから始始始始まりますまりますまりますまります。。。。患難患難患難患難はははは、、、、七七七七つのつのつのつの

ラッパラッパラッパラッパのののの裁裁裁裁きときときときと、、、、七七七七つのつのつのつの鉢鉢鉢鉢のののの神神神神のののの怒怒怒怒りがりがりがりが注注注注がれるまでがれるまでがれるまでがれるまで続続続続きますきますきますきます。。。。もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが、、、、このこのこのこの

大患難大患難大患難大患難がどのようなものなのかよくがどのようなものなのかよくがどのようなものなのかよくがどのようなものなのかよく理解理解理解理解したいならばしたいならばしたいならばしたいならば、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録のののの6666章章章章からからからから19191919章章章章までをまでをまでをまでを読読読読

んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。 

聖書聖書聖書聖書でででで教教教教えられているえられているえられているえられている患難患難患難患難についてについてについてについて、、、、明明明明らかならかならかならかな区別区別区別区別をしておくをしておくをしておくをしておく事事事事がががが重要重要重要重要ですですですです。。。。患難患難患難患難にににに

ついてついてついてついて、、、、二二二二つのつのつのつのタイプタイプタイプタイプがががが述述述述べられていますべられていますべられていますべられています。。。。一一一一つはつはつはつは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様ととととダニエルダニエルダニエルダニエルによってによってによってによって語語語語

られられられられ、、、、またまたまたまた黙示録黙示録黙示録黙示録のののの中中中中ででででヨハネヨハネヨハネヨハネによってによってによってによって詳細詳細詳細詳細がががが語語語語られたられたられたられた大患難大患難大患難大患難、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、イエスイエスイエスイエス

様様様様がががが教会教会教会教会にやってにやってにやってにやって来来来来るとるとるとると約束約束約束約束したしたしたした患難患難患難患難ですですですです。。。。 

ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書16161616章章章章33333333節節節節でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは弟子達弟子達弟子達弟子達にににに話話話話しししし、「、「、「、「わたしがこれらのことをあわたしがこれらのことをあわたしがこれらのことをあわたしがこれらのことをあ

なたがたになたがたになたがたになたがたに話話話話したのはしたのはしたのはしたのは、、、、あなたがたがわたしにあってあなたがたがわたしにあってあなたがたがわたしにあってあなたがたがわたしにあって平安平安平安平安をををを持持持持つためですつためですつためですつためです。。。。あなたがあなたがあなたがあなたが

たはたはたはたは、、、、世世世世にあってはにあってはにあってはにあっては患難患難患難患難がありますがありますがありますがあります。。。。しかししかししかししかし、、、、勇敢勇敢勇敢勇敢でありなさいでありなさいでありなさいでありなさい。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは既既既既にににに世世世世にににに

勝勝勝勝ったのですったのですったのですったのです。」。」。」。」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。教会教会教会教会はははは世世世世にあってはにあってはにあってはにあっては患難患難患難患難がありますがありますがありますがあります。。。。教会教会教会教会がががが直面直面直面直面

するするするする「「「「患難患難患難患難」」」」はははは、、、、このこのこのこの世世世世がががが源源源源でででで、、、、ササササタンタンタンタンによってによってによってによって支配支配支配支配されるこのされるこのされるこのされるこの世世世世ののののシステムシステムシステムシステムからからからから来来来来

るとるとるとると気付気付気付気付くくくく事事事事がががが大切大切大切大切ですですですです。。。。サタンサタンサタンサタンがこれらがこれらがこれらがこれら教会教会教会教会にににに対対対対するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃のののの背背背背後後後後にいますにいますにいますにいます。。。。 

パウロパウロパウロパウロはははは、、、、私達私達私達私達のののの格闘格闘格闘格闘はははは血肉血肉血肉血肉にににに対対対対するものではなくするものではなくするものではなくするものではなく、「、「、「、「主権主権主権主権、、、、力力力力、、、、このこのこのこの暗闇暗闇暗闇暗闇のののの世界世界世界世界のののの

支配者達支配者達支配者達支配者達、、、、またまたまたまた、、、、天天天天にいるもろもろのにいるもろもろのにいるもろもろのにいるもろもろの悪霊悪霊悪霊悪霊にににに対対対対するものするものするものするもの」」」」だとだとだとだと言言言言っていますっていますっていますっています。（。（。（。（エペエペエペエペ

ソソソソ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙6666章章章章12121212節節節節））））霊霊霊霊のののの力力力力がががが神神神神のののの子子子子どもどもどもども達達達達にににに反対反対反対反対してしてしてして動動動動いていますいていますいていますいています。。。。私達私達私達私達のののの患難患難患難患難のののの

源源源源はははは、、、、サタンサタンサタンサタンによってによってによってによって支配支配支配支配されているこのされているこのされているこのされているこの世世世世ののののシステムシステムシステムシステムですですですです。。。。 

これとはこれとはこれとはこれとは対照的対照的対照的対照的にににに、、、、このこのこのこの地上地上地上地上にやってにやってにやってにやって来来来来るるるる大患難大患難大患難大患難のののの源源源源はははは天天天天からやってからやってからやってからやって来来来来ますますますます。。。。このこのこのこの期期期期

間間間間、、、、罪罪罪罪をををを選選選選びびびび神神神神をををを拒否拒否拒否拒否したしたしたした人達人達人達人達にににに対対対対するするするする裁裁裁裁きとしてきとしてきとしてきとして神神神神のののの怒怒怒怒りがりがりがりが注注注注がれますがれますがれますがれます。。。。黙示録黙示録黙示録黙示録6666章章章章

12121212節節節節でででで第六第六第六第六のののの封印封印封印封印がががが解解解解かれるとかれるとかれるとかれると、、、、地上地上地上地上にいるにいるにいるにいる人人人人々々々々はははは隠隠隠隠れようとしますれようとしますれようとしますれようとします。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは岩岩岩岩やややや山山山山

にににに向向向向かってかってかってかって、、、、神神神神のののの御怒御怒御怒御怒りのりのりのりの大大大大いなるいなるいなるいなる日日日日がががが来来来来たのでたのでたのでたので、、、、自分達自分達自分達自分達のののの上上上上にににに倒倒倒倒れかかってれかかってれかかってれかかって子羊子羊子羊子羊のののの

怒怒怒怒りからりからりからりから自分達自分達自分達自分達をかくまうようにをかくまうようにをかくまうようにをかくまうように、、、、とととと叫叫叫叫びますびますびますびます。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは尋尋尋尋ねますねますねますねます。「。「。「。「誰誰誰誰がそれにがそれにがそれにがそれに耐耐耐耐ええええ

られようられようられようられよう？」？」？」？」黙示録黙示録黙示録黙示録11111111章章章章18181818節節節節はははは宣言宣言宣言宣言しますしますしますします。「。「。「。「あなたのあなたのあなたのあなたの御怒御怒御怒御怒りのりのりのりの日日日日がががが来来来来ましたましたましたました。」。」。」。」 

黙示録黙示録黙示録黙示録14141414章章章章10101010節節節節ではではではでは、、、、大患難大患難大患難大患難をををを神神神神のののの激激激激しいしいしいしい怒怒怒怒りとりとりとりと言及言及言及言及していますしていますしていますしています。。。。天天天天でででで封印封印封印封印がががが解解解解かれかれかれかれ

るるるる時時時時、、、、御使御使御使御使いいいい達達達達にはにはにはにはラッパラッパラッパラッパがががが与与与与えられますえられますえられますえられます。。。。彼彼彼彼らがこれらのらがこれらのらがこれらのらがこれらのラッパラッパラッパラッパをををを吹吹吹吹きききき鳴鳴鳴鳴らすとらすとらすとらすと、、、、

それにそれにそれにそれに該当該当該当該当するするするする裁裁裁裁きがきがきがきが地上地上地上地上にもたらされますにもたらされますにもたらされますにもたらされます。。。。四四四四つのつのつのつの生生生生きききき物物物物のののの一一一一つがつがつがつが神神神神のののの御怒御怒御怒御怒りのりのりのりの満満満満

ちたちたちたちた七七七七つのつのつのつの鉢鉢鉢鉢をををを七人七人七人七人のののの御使御使御使御使いにいにいにいに渡渡渡渡しししし、、、、彼彼彼彼らがそれらのらがそれらのらがそれらのらがそれらの鉢鉢鉢鉢をををを地地地地にににに傾傾傾傾けるとけるとけるとけると、、、、またそれにまたそれにまたそれにまたそれに

該当該当該当該当するするするする裁裁裁裁きがきがきがきが地上地上地上地上にもたらされますにもたらされますにもたらされますにもたらされます。。。。これらこれらこれらこれら全全全全てのてのてのての裁裁裁裁きはきはきはきは神神神神からからからから来来来来るのでありるのでありるのでありるのであり、、、、天天天天

にににに源源源源がありますがありますがありますがあります。。。。詩篇詩篇詩篇詩篇69696969篇篇篇篇20202020----28282828節節節節はははは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様にににに関関関関するするするする預言預言預言預言をををを与与与与えていますえていますえていますえています。。。。それそれそれそれ

はははは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが友友友友をををを必要必要必要必要としているとしているとしているとしている時時時時ににににイエスイエスイエスイエス様様様様のののの弟子達弟子達弟子達弟子達ががががイエスイエスイエスイエス様様様様をををを見捨見捨見捨見捨ててしまててしまててしまててしま

うううう事事事事、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが渇渇渇渇いたいたいたいた時時時時にににに酸酸酸酸いぶどういぶどういぶどういぶどう酒酒酒酒がががが与与与与えられるえられるえられるえられる事事事事をををを語語語語っていますっていますっていますっています。。。。それかそれかそれかそれか

らららら、、、、神神神神がががが打打打打ちたたかれたちたたかれたちたたかれたちたたかれた者者者者（（（（おおおお方方方方））））をををを迫害迫害迫害迫害したしたしたした者達者達者達者達にににに、、、、神神神神のののの憤憤憤憤りとりとりとりと激激激激しいしいしいしい怒怒怒怒りがりがりがりが注注注注がががが

れるようにとれるようにとれるようにとれるようにと神神神神にににに叫叫叫叫んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。憤憤憤憤りりりり（（（（激激激激しいしいしいしい怒怒怒怒りりりり））））はははは、、、、大患難大患難大患難大患難のののの時時時時をををを表現表現表現表現するするするする為為為為にににに

旧約聖書旧約聖書旧約聖書旧約聖書でよくでよくでよくでよく使使使使われているわれているわれているわれている言葉言葉言葉言葉ですですですです。（。（。（。（イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書26262626章章章章19191919----20202020節節節節、、、、イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書34343434章章章章1111----8888

節節節節、、、、エレミヤエレミヤエレミヤエレミヤ書書書書10101010章章章章10101010節節節節、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書8888章章章章19191919節節節節、、、、ナホムナホムナホムナホム書書書書1111章章章章5555----6666節節節節、、、、ゼパニヤゼパニヤゼパニヤゼパニヤ書書書書3333章章章章8888

節節節節））））イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書66666666章章章章14141414節節節節でででで、、、、主主主主のののの御手御手御手御手はははは神神神神のののの子供達子供達子供達子供達にににに知知知知られられられられ、、、、主主主主のののの憤憤憤憤りはりはりはりは神神神神のののの敵敵敵敵たちにたちにたちにたちに

向向向向けられるけられるけられるけられる、、、、とととと書書書書いてあるいてあるいてあるいてある事事事事にににに注目注目注目注目してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 



パウロパウロパウロパウロははははローマローマローマローマ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2222章章章章6666----8888節節節節でででで、、、、神神神神がががが「「「「一人一人一人一人一人一人一人一人にそのにそのにそのにその人人人人のののの行行行行ないにないにないにないに従従従従ってってってって報報報報

いをおいをおいをおいをお与与与与えになりますえになりますえになりますえになります。。。。忍耐忍耐忍耐忍耐をををを持持持持ってってってって善善善善をををを行行行行ないないないない、、、、栄光栄光栄光栄光とととと誉誉誉誉れとれとれとれと不滅不滅不滅不滅のものとをのものとをのものとをのものとを求求求求めめめめ

るるるる者者者者にはにはにはには、、、、永遠永遠永遠永遠のいのちをのいのちをのいのちをのいのちを与与与与ええええ、、、、党派心党派心党派心党派心をををを持持持持ちちちち、、、、真理真理真理真理にににに従従従従わないでわないでわないでわないで不義不義不義不義にににに従従従従うううう者者者者にににに

はははは、、、、怒怒怒怒りとりとりとりと憤憤憤憤りをりをりをりを下下下下されるのですされるのですされるのですされるのです。」。」。」。」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。ヘブルヘブルヘブルヘブル人人人人のののの手紙手紙手紙手紙のののの10101010章章章章27272727節節節節でででで

もももも、、、、神神神神にににに逆逆逆逆らうらうらうらう者達者達者達者達をををを焼焼焼焼きききき尽尽尽尽くすくすくすくす激激激激しいしいしいしい火火火火のののの憤憤憤憤りについてりについてりについてりについて語語語語っていますっていますっていますっています。。。。 

罪深罪深罪深罪深いいいい世世世世にににに下下下下るるるる大患難大患難大患難大患難はははは、、、、神神神神からやってからやってからやってからやって来来来来ますますますます。。。。このこのこのこの大患難大患難大患難大患難はなぜやってはなぜやってはなぜやってはなぜやって来来来来るのでしるのでしるのでしるのでし

ょうかょうかょうかょうか？？？？聖書聖書聖書聖書はははは、、、、それにはそれにはそれにはそれには三三三三つのつのつのつの目的目的目的目的があるとがあるとがあるとがあると言言言言っていますっていますっていますっています。（。（。（。（1111））））地上地上地上地上にににに住住住住むむむむ者者者者、、、、つつつつ

まりまりまりまり、、、、携挙携挙携挙携挙のののの前前前前ににににキリストキリストキリストキリストをををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる事事事事をををを拒否拒否拒否拒否するするするする者達者達者達者達をををを試試試試みるみるみるみる為為為為（（（（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章10101010

節節節節）、（）、（）、（）、（2222））））神神神神がががが悪悪悪悪にににに対対対対してしてしてして怒怒怒怒りをぶちまけるりをぶちまけるりをぶちまけるりをぶちまける為為為為（（（（黙示録黙示録黙示録黙示録15151515章章章章7777節節節節）、（）、（）、（）、（3333））））地地地地をををを滅滅滅滅ぼすぼすぼすぼす

者者者者どもをどもをどもをどもを滅滅滅滅ぼすぼすぼすぼす為為為為（（（（黙示録黙示録黙示録黙示録11111111章章章章18181818節節節節））））ですですですです。。。。これらのこれらのこれらのこれらのカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーのうちののうちののうちののうちの一一一一つつつつ、、、、もしもしもしもし

くはくはくはくは全全全全てにてにてにてに当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる人人人人はははは大患難大患難大患難大患難のののの期間期間期間期間をををを体験体験体験体験しますしますしますします。。。。 

旧約聖書旧約聖書旧約聖書旧約聖書でででで、、、、主主主主ははははアブラハムアブラハムアブラハムアブラハムにににに、、、、ソドムソドムソドムソドムととととゴモラゴモラゴモラゴモラにににに差差差差しししし迫迫迫迫っているっているっているっている裁裁裁裁きについてきについてきについてきについて語語語語りりりり

ましたましたましたました。。。。アブラハムアブラハムアブラハムアブラハムはははは応答応答応答応答するするするする中中中中でででで神神神神のののの公平公平公平公平さについてさについてさについてさについて挑戦挑戦挑戦挑戦しましたしましたしましたしました。。。。彼彼彼彼はははは尋尋尋尋ねましねましねましねまし

たたたた。「。「。「。「もしやもしやもしやもしや、、、、そのそのそのその町町町町のののの中中中中にににに五十人五十人五十人五十人のののの正正正正しいしいしいしい者者者者がいるかもしれませんがいるかもしれませんがいるかもしれませんがいるかもしれません。。。。本当本当本当本当にににに滅滅滅滅ぼしぼしぼしぼし

てしまわれるのですかてしまわれるのですかてしまわれるのですかてしまわれるのですか。。。。そのそのそのその中中中中にいるにいるにいるにいる五十人五十人五十人五十人のののの正正正正しいしいしいしい者者者者のためにのためにのためにのために、、、、そのそのそのその町町町町をおをおをおをお赦赦赦赦しにしにしにしに

はなはなはなはならないのですからないのですからないのですからないのですか。。。。正正正正しいしいしいしい者者者者をををを悪悪悪悪いいいい者者者者とととと一緒一緒一緒一緒にににに殺殺殺殺しししし、、、、そのためそのためそのためそのため、、、、正正正正しいしいしいしい者者者者とととと悪悪悪悪いいいい者者者者

とがとがとがとが同同同同じようになるというようなことをじようになるというようなことをじようになるというようなことをじようになるというようなことを、、、、あなたがなさるはずがありませんあなたがなさるはずがありませんあなたがなさるはずがありませんあなたがなさるはずがありません。。。。とてもとてもとてもとても

ありえないことですありえないことですありえないことですありえないことです。。。。全世界全世界全世界全世界をををを裁裁裁裁くおくおくおくお方方方方はははは、、、、公義公義公義公義をををを行行行行なうべきではありませんかなうべきではありませんかなうべきではありませんかなうべきではありませんか。」。」。」。」

（（（（創世記創世記創世記創世記18181818章章章章24242424----25252525節節節節））））主主主主はははは、、、、もしもしもしもし五十人五十人五十人五十人のののの正正正正しいしいしいしい者者者者がががが見見見見つかればつかればつかればつかれば、、、、そのそのそのその者達者達者達者達のためにのためにのためにのために

そのそのそのその町町町町をををを赦赦赦赦すすすす、、、、とととと答答答答えられましたえられましたえられましたえられました。。。。 

神神神神にににに対対対対するするするするアブラハムアブラハムアブラハムアブラハムのとりなしはのとりなしはのとりなしはのとりなしは、、、、もしもしもしもし裁裁裁裁きがきがきがきが神神神神からからからから行行行行なわれるのであればなわれるのであればなわれるのであればなわれるのであれば、、、、神神神神がががが

正正正正しいしいしいしい者者者者をををを悪悪悪悪いいいい者者者者とととと一緒一緒一緒一緒にににに裁裁裁裁かれるのはかれるのはかれるのはかれるのは公平公平公平公平ではないではないではないではない、、、、というというというという前提前提前提前提であるであるであるである事事事事にににに注目注目注目注目しししし

てくださいてくださいてくださいてください。。。。裁裁裁裁きがきがきがきが神神神神からからからから直接行直接行直接行直接行なわれるなわれるなわれるなわれる時時時時、、、、正正正正しいしいしいしい者者者者がががが悪悪悪悪いいいい者者者者とととと一緒一緒一緒一緒にににに裁裁裁裁かれるなかれるなかれるなかれるな

どとはどとはどとはどとは、、、、私達私達私達私達はははは聖書聖書聖書聖書のどこにものどこにものどこにものどこにも見見見見つけるつけるつけるつける事事事事ができませんができませんができませんができません。。。。 

御使御使御使御使いがいがいがいがソドムソドムソドムソドムにににに着着着着いたいたいたいた時時時時、、、、彼彼彼彼らはらはらはらはアブラハムアブラハムアブラハムアブラハムがとりなしたようながとりなしたようながとりなしたようながとりなしたような正正正正しいしいしいしい者者者者をををを十人十人十人十人もももも

見見見見つけるつけるつけるつける事事事事ができませんでしたができませんでしたができませんでしたができませんでした。。。。そこでそこでそこでそこで彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、一人一人一人一人のののの正正正正しいしいしいしい者者者者、、、、ロトロトロトロトをそのをそのをそのをその町町町町からからからから

連連連連れれれれ出出出出しましたしましたしましたしました。。。。彼彼彼彼がそのがそのがそのがその町町町町からからからから連連連連れれれれ出出出出されてしまうまでされてしまうまでされてしまうまでされてしまうまで、、、、神神神神のののの怒怒怒怒りはもたらされまりはもたらされまりはもたらされまりはもたらされま

せんでしたせんでしたせんでしたせんでした。。。。創世記創世記創世記創世記19191919章章章章22222222節節節節でででで、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、ロトロトロトロトがががが安全安全安全安全にににに連連連連れれれれ出出出出されるまではされるまではされるまではされるまでは何何何何もできもできもできもでき

ないとないとないとないと宣言宣言宣言宣言しましたしましたしましたしました。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様ははははルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書17171717章章章章でででで、、、、ロトロトロトロトがそのがそのがそのがその町町町町からからからから連連連連れれれれ出出出出されたされたされたされた同同同同じじじじ日日日日にににに神神神神のののの裁裁裁裁きがきがきがきが

下下下下されたとされたとされたとされたと指摘指摘指摘指摘されましたされましたされましたされました。。。。第二第二第二第二ペテロペテロペテロペテロのののの手紙手紙手紙手紙2222章章章章6666節節節節でででで、、、、使徒使徒使徒使徒ペテロペテロペテロペテロはははは、、、、ソドムソドムソドムソドムととととゴゴゴゴ

モラモラモラモラのののの町町町町はははは滅滅滅滅ぼされぼされぼされぼされ、「、「、「、「見見見見せしめにされているせしめにされているせしめにされているせしめにされている」」」」とととと指摘指摘指摘指摘していますしていますしていますしています。。。。しかししかししかししかし神神神神はははは、、、、周周周周

りのりのりのりの者達者達者達者達のののの生生生生きききき方方方方にににに悩悩悩悩まされていたまされていたまされていたまされていた義人義人義人義人ロトロトロトロトをををを救救救救いいいい出出出出されましたされましたされましたされました。。。。ペテロペテロペテロペテロはははは付付付付けけけけ加加加加ええええ

ていますていますていますています。「。「。「。「これらのことでわかるようにこれらのことでわかるようにこれらのことでわかるようにこれらのことでわかるように、、、、主主主主はははは、、、、敬虔敬虔敬虔敬虔なななな者者者者たちをたちをたちをたちを誘惑誘惑誘惑誘惑からからからから救救救救いいいい出出出出

しししし、、、、不義不義不義不義なななな者者者者どもをどもをどもをどもを、、、、裁裁裁裁きのきのきのきの日日日日までまでまでまで、、、、懲罰懲罰懲罰懲罰のもとにのもとにのもとにのもとに置置置置くことをくことをくことをくことを心得心得心得心得ておられるのでておられるのでておられるのでておられるので

すすすす。」（。」（。」（。」（第二第二第二第二ペテロペテロペテロペテロのののの手紙手紙手紙手紙2222章章章章9999節節節節）））） 

私達私達私達私達はははは第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙5555章章章章9999節節節節でででで、、、、神神神神はははは私達私達私達私達をををを御怒御怒御怒御怒りにりにりにりに定定定定めてはおられないめてはおられないめてはおられないめてはおられない

とととと言言言言われていわれていわれていわれていますますますます。。。。またまたまたまた、、、、ローマローマローマローマ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙5555章章章章9999節節節節でもでもでもでも、「、「、「、「キリストキリストキリストキリストのののの血血血血によってによってによってによって義義義義

とととと認認認認められためられためられためられた私達私達私達私達はははは、、、、彼彼彼彼によってによってによってによって神神神神のののの怒怒怒怒りからりからりからりから救救救救われるわれるわれるわれる」」」」とととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。 

教会教会教会教会がががが大患難大患難大患難大患難をををを通通通通りりりり、、、、神神神神のののの怒怒怒怒りをりをりをりを経験経験経験経験するというするというするというするという議論議論議論議論をををを正当化正当化正当化正当化しようとするならしようとするならしようとするならしようとするなら、、、、ここここ

れらのれらのれらのれらの質問質問質問質問にににに何何何何とかしてとかしてとかしてとかして答答答答えなくてはなりませんえなくてはなりませんえなくてはなりませんえなくてはなりません。。。。神神神神はいつはいつはいつはいつ御自身御自身御自身御自身のののの道道道道をををを変変変変えられたえられたえられたえられた

のでしょうかのでしょうかのでしょうかのでしょうか？？？？神神神神はいつはいつはいつはいつ正正正正しいしいしいしい者者者者をををを悪悪悪悪いいいい者者者者とととと一緒一緒一緒一緒にににに罪罪罪罪にににに定定定定めようとめようとめようとめようと決決決決められたのでしめられたのでしめられたのでしめられたのでし



ょうかょうかょうかょうか？？？？神神神神がががが御自身御自身御自身御自身のののの子供達子供達子供達子供達をををを神神神神のののの怒怒怒怒りにりにりにりに直面直面直面直面するようにするようにするようにするように強強強強いるとはいるとはいるとはいるとは、、、、神神神神のののの御性質御性質御性質御性質がががが

変化変化変化変化したことになりますしたことになりますしたことになりますしたことになります。。。。しかししかししかししかし、、、、神神神神ははははマラキマラキマラキマラキ書書書書3333章章章章6666節節節節でででで、「、「、「、「主主主主であるわたであるわたであるわたであるわたしはしはしはしは変変変変わわわわ

ることがないることがないることがないることがない。」。」。」。」とととと宣言宣言宣言宣言されていますされていますされていますされています。。。。 

差差差差しししし引引引引きききき論論論論においてにおいてにおいてにおいて、、、、理論付理論付理論付理論付けのけのけのけの最最最最もももも一般的一般的一般的一般的なななな方法方法方法方法はははは、、、、三段論法三段論法三段論法三段論法としてとしてとしてとして知知知知られていまられていまられていまられていま

すすすす。。。。三段論法三段論法三段論法三段論法はははは、、、、一一一一つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな主要主要主要主要なななな前提前提前提前提、、、、一一一一つのつのつのつの小小小小さなあまりさなあまりさなあまりさなあまり重要重要重要重要でないでないでないでない前提前提前提前提、、、、そそそそ

してしてしてして一一一一つのつのつのつの結論結論結論結論をををを含含含含みますみますみますみます。。。。一一一一つのつのつのつの前提前提前提前提がががが否定的否定的否定的否定的でででで、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの前提前提前提前提がががが肯定的肯定的肯定的肯定的なななな時時時時、、、、

否定的否定的否定的否定的なななな結論結論結論結論だけがだけがだけがだけが成成成成りりりり立立立立ちますちますちますちます。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、一一一一つのつのつのつの主要主要主要主要なななな前提前提前提前提がががが肯定的肯定的肯定的肯定的なものであっなものであっなものであっなものであっ

たとしましょうたとしましょうたとしましょうたとしましょう。「。「。「。「全全全全てのてのてのての鳥鳥鳥鳥にはにはにはには翼翼翼翼があるがあるがあるがある。」。」。」。」一一一一つのあまりつのあまりつのあまりつのあまり重要重要重要重要でないでないでないでない前提前提前提前提はははは否定的否定的否定的否定的

なものですなものですなものですなものです。「。「。「。「犬犬犬犬にはにはにはには翼翼翼翼がががが無無無無いいいい。」。」。」。」するとそのするとそのするとそのするとその結論結論結論結論はははは、「、「、「、「犬犬犬犬はははは鳥鳥鳥鳥ではないではないではないではない。」。」。」。」というというというという

否定的否定的否定的否定的なもなもなもなものでなければなりませんのでなければなりませんのでなければなりませんのでなければなりません。。。。 

私達私達私達私達のののの主要主要主要主要なななな前提前提前提前提はははは否定的否定的否定的否定的なものですなものですなものですなものです。「。「。「。「教会教会教会教会はははは怒怒怒怒りりりり（（（（ギリシャギリシャギリシャギリシャ語語語語ででででオーグオーグオーグオーグ＝＝＝＝orge））））

にににに定定定定められていないめられていないめられていないめられていない。」。」。」。」あまりあまりあまりあまり重要重要重要重要でないでないでないでない前提前提前提前提はははは肯定的肯定的肯定的肯定的なものですなものですなものですなものです。「。「。「。「大患難大患難大患難大患難はははは神神神神のののの

怒怒怒怒りりりり（（（（ギリシャギリシャギリシャギリシャ語語語語ででででオーグオーグオーグオーグ====orge））））のののの時時時時であるであるであるである。」「。」「。」「。」「私達私達私達私達のののの上上上上にににに倒倒倒倒れかかってれかかってれかかってれかかって、、、、御座御座御座御座にににに

あるあるあるある方方方方のののの御顔御顔御顔御顔とととと子羊子羊子羊子羊のののの怒怒怒怒りとからりとからりとからりとから、、、、私達私達私達私達をかくまってくれをかくまってくれをかくまってくれをかくまってくれ。。。。御怒御怒御怒御怒りのりのりのりの大大大大いなるいなるいなるいなる日日日日がががが来来来来

たのだたのだたのだたのだ。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録6666章章章章6666----7777節節節節））））結論結論結論結論はははは、、、、否定的否定的否定的否定的でででで簡単簡単簡単簡単なものでなくてはなりませんなものでなくてはなりませんなものでなくてはなりませんなものでなくてはなりません。。。。

「「「「教会教会教会教会はははは大患難大患難大患難大患難をををを経験経験経験経験しないしないしないしない。」。」。」。」これとこれとこれとこれと違違違違うううう事事事事をををを議論議論議論議論するならするならするならするなら、、、、論理論理論理論理をををを否定否定否定否定するするするする事事事事にににに

なりますなりますなりますなります。。。。それはそれはそれはそれは、、、、犬犬犬犬がががが鳥鳥鳥鳥であるであるであるである事事事事をををを証明証明証明証明しようとするのとしようとするのとしようとするのとしようとするのと同同同同じじじじ事事事事ですですですです。。。。教会教会教会教会がががが大患大患大患大患

難難難難をををを通通通通らないらないらないらない事事事事をををを証明証明証明証明するのにもうするのにもうするのにもうするのにもう他他他他のののの議論議論議論議論はははは必要必要必要必要ではありませんではありませんではありませんではありません（（（（第二幕参照第二幕参照第二幕参照第二幕参照）。）。）。）。

証拠証拠証拠証拠のののの比重比重比重比重はははは圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的ですですですです。。。。 

シーンシーンシーンシーン2222：：：：70707070週週週週 

紀元前約紀元前約紀元前約紀元前約538538538538年年年年、、、、預言者預言者預言者預言者ダニエルダニエルダニエルダニエルがががが祈祈祈祈ってってってって神神神神をををを待待待待ちちちち望望望望んでいたんでいたんでいたんでいた間間間間にににに、、、、彼彼彼彼はははは70707070年年年年ののののバビロバビロバビロバビロ

ニアニアニアニアでのでのでのでの捕囚期間捕囚期間捕囚期間捕囚期間がほとんどがほとんどがほとんどがほとんど終終終終わりにわりにわりにわりに近近近近づいているづいているづいているづいている事事事事にににに気付気付気付気付きましたきましたきましたきました。。。。するとするとするとすると突然突然突然突然、、、、

御使御使御使御使いいいいガブリエルガブリエルガブリエルガブリエルががががダニエルダニエルダニエルダニエルのののの前前前前にににに現現現現われましたわれましたわれましたわれました。。。。 

前前前前にもにもにもにも述述述述べたようにべたようにべたようにべたように、、、、ガブリエルガブリエルガブリエルガブリエルははははダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書9999書書書書24242424節節節節でででで、「、「、「、「あなたのあなたのあなたのあなたの民民民民とととと、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの

聖聖聖聖なるなるなるなる町町町町についてはについてはについてはについては、、、、七十週七十週七十週七十週がががが定定定定められていますめられていますめられていますめられています。。。。これはこれはこれはこれは咎咎咎咎をををを終終終終わらせわらせわらせわらせ、、、、罪罪罪罪にににに終終終終わりわりわりわり

をををを告告告告げげげげ、、、、不義不義不義不義をををを贖贖贖贖いいいい、、、、永遠永遠永遠永遠のののの義義義義をもたらしをもたらしをもたらしをもたらし、、、、幻幻幻幻とととと預言預言預言預言をををを封封封封じじじじ、、、、いといといといと聖聖聖聖なるなるなるなる所所所所（（（（至聖至聖至聖至聖

所所所所））））にににに油油油油をををを注注注注ぐためですぐためですぐためですぐためです。」。」。」。」とととと宣言宣言宣言宣言しましたしましたしましたしました。。。。 

御使御使御使御使いはいはいはいは、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムをををを再建再建再建再建せよとのせよとのせよとのせよとの命令命令命令命令がががが出出出出てからてからてからてからメシヤメシヤメシヤメシヤがががが来来来来るまでがるまでがるまでがるまでが7777のののの七七七七（（（（週週週週））））

とととと62626262のののの七七七七（（（（週週週週））））、、、、つまりつまりつまりつまり合計合計合計合計69696969のののの七七七七（（（（週週週週））））であるであるであるである、、、、とととと続続続続けてけてけてけて言言言言いましたいましたいましたいました。。。。七七七七（（（（週週週週））））はははは

七年七年七年七年をををを意味意味意味意味していますからしていますからしていますからしていますから、、、、69696969のののの七七七七（（（（週週週週））））はははは483483483483年年年年になりますになりますになりますになります。。。。ロバートロバートロバートロバート・・・・アンダーソアンダーソアンダーソアンダーソ

ンンンン氏氏氏氏はははは彼彼彼彼のののの著書著書著書著書「「「「やがてやがてやがてやがて来来来来られるられるられるられる王王王王（（（（The Coming Prince)））））のののの中中中中でででで、、、、このこのこのこの期間期間期間期間はははは、、、、一年一年一年一年

360360360360日日日日ののののバビロニアバビロニアバビロニアバビロニア歴歴歴歴にににに基基基基づづづづかれるべきであるとかれるべきであるとかれるべきであるとかれるべきであると説明説明説明説明していますしていますしていますしています。。。。ですからですからですからですから、、、、483483483483年年年年

はははは、、、、17171717万万万万3880388038803880日日日日になりますになりますになりますになります。。。。紀元紀元紀元紀元445445445445年年年年3333月月月月14141414日日日日、、、、ペルシャペルシャペルシャペルシャ帝国帝国帝国帝国ののののアルタシャスタアルタシャスタアルタシャスタアルタシャスタ王王王王

がががが、、、、ネヘミヤネヘミヤネヘミヤネヘミヤににににエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムをををを再建再建再建再建せよとのせよとのせよとのせよとの命令命令命令命令をををを出出出出しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその17171717万万万万3880388038803880日後日後日後日後はははは、、、、

（（（（アンダーソンアンダーソンアンダーソンアンダーソン氏氏氏氏のののの計算計算計算計算によればによればによればによれば））））紀元紀元紀元紀元32323232年年年年4444月月月月6666日日日日、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが歓声歓声歓声歓声をををを浴浴浴浴びながらびながらびながらびながらエエエエ

ルサレルサレルサレルサレムムムム入入入入りしたりしたりしたりした日日日日にににに当当当当たりますたりますたりますたります。。。。 

ダニエルダニエルダニエルダニエルにににに与与与与えられたえられたえられたえられた預言預言預言預言のののの初初初初めのめのめのめの部分部分部分部分はははは、、、、そのそのそのその日日日日にちまでもにちまでもにちまでもにちまでも成就成就成就成就しましたしましたしましたしました。。。。しかしかしかしか

しししし、、、、御使御使御使御使いはいはいはいは続続続続けてけてけてけて言言言言いましたいましたいましたいました。。。。メシヤメシヤメシヤメシヤはははは「「「「断断断断ちちちち切切切切られるがられるがられるがられるが、、、、彼自身彼自身彼自身彼自身のののの為為為為ではなではなではなではな

いいいい」、」、」、」、文字通文字通文字通文字通りりりり言言言言えばえばえばえば、「、「、「、「彼自身彼自身彼自身彼自身のののの為為為為にはにはにはには何何何何もももも受受受受けけけけ取取取取らないでらないでらないでらないで」」」」ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、「、「、「、「やややや

がてがてがてがて来来来来るべきるべきるべきるべき民民民民のののの君主君主君主君主がががが町町町町とととと聖所聖所聖所聖所をををを破壊破壊破壊破壊するするするする」（」（」（」（ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書9999章章章章26262626節節節節）。）。）。）。そのそのそのその町町町町のののの破壊破壊破壊破壊

はははは、、、、紀元紀元紀元紀元70707070年年年年ののののティトゥスティトゥスティトゥスティトゥスによるによるによるによるエルサレムエルサレムエルサレムエルサレム攻撃攻撃攻撃攻撃をををを言及言及言及言及していますしていますしていますしています。。。。ティトゥスティトゥスティトゥスティトゥスははははロロロロ



ーマーマーマーマのののの軍事司令官軍事司令官軍事司令官軍事司令官でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、民民民民のののの君主君主君主君主ではありませんでしたではありませんでしたではありませんでしたではありませんでした。。。。ネロネロネロネロ皇帝皇帝皇帝皇帝ががががエルサレムエルサレムエルサレムエルサレム

破壊破壊破壊破壊をををを命命命命じたじたじたじた君主君主君主君主でしたでしたでしたでした。。。。彼彼彼彼ははははエルサレムエルサレムエルサレムエルサレム崩壊崩壊崩壊崩壊がががが完了完了完了完了するするするする前前前前にににに死死死死にましたがにましたがにましたがにましたが。。。。 

エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのののの町町町町とととと聖所聖所聖所聖所はははは、、、、御使御使御使御使いがいがいがいが宣言宣言宣言宣言したようにしたようにしたようにしたように破壊破壊破壊破壊されされされされ、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人はははは離散離散離散離散させらさせらさせらさせら

れましたれましたれましたれました。。。。ですからここまでですからここまでですからここまでですからここまで、、、、私達私達私達私達はははは歴史上驚歴史上驚歴史上驚歴史上驚くほどくほどくほどくほど正確正確正確正確にこのにこのにこのにこの預言預言預言預言がががが成就成就成就成就したのをしたのをしたのをしたのを

見見見見るるるる事事事事がでがでがでができますきますきますきます。。。。しかししかししかししかしガブリエルガブリエルガブリエルガブリエルはははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにはにはにはには七十週七十週七十週七十週がががが定定定定められているとめられているとめられているとめられていると

言言言言いましたいましたいましたいました。。。。メシヤメシヤメシヤメシヤはははは69696969のののの七七七七（（（（週週週週））））のののの後後後後、、、、断断断断ちちちち切切切切られましたられましたられましたられました。。。。それではそれではそれではそれでは70707070番目番目番目番目のののの七七七七

（（（（週週週週））））はどこにあるのでしょうかはどこにあるのでしょうかはどこにあるのでしょうかはどこにあるのでしょうか？？？？ 

ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書9999章章章章27272727節節節節でででで、、、、御使御使御使御使いはいはいはいは再再再再びそのびそのびそのびその君主君主君主君主についてについてについてについて、「、「、「、「彼彼彼彼」」」」というというというという代名詞代名詞代名詞代名詞をををを使使使使ってってってって

語語語語っていますっていますっていますっています。「。「。「。「彼彼彼彼はははは1111週週週週のののの間間間間、、、、多多多多くのくのくのくの者者者者とととと堅堅堅堅いいいい契約契約契約契約をををを結結結結ぶぶぶぶ。」。」。」。」69696969「「「「週週週週」」」」はははは、、、、エルサレエルサレエルサレエルサレ

ムムムムをををを再建再建再建再建せよとのせよとのせよとのせよとの命令命令命令命令がががが出出出出てからてからてからてからイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストがががが来来来来るまでるまでるまでるまで続続続続くはずでしたくはずでしたくはずでしたくはずでした。。。。 

予期予期予期予期されたようにされたようにされたようにされたように、、、、メシヤメシヤメシヤメシヤはははは王国王国王国王国をををを受受受受けけけけ取取取取ることなくることなくることなくることなく「「「「断断断断たれたれたれたれ」、」、」、」、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人はははは散散散散らさらさらさらさ

れましたれましたれましたれました。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの預言預言預言預言のののの最後最後最後最後のののの七十七十七十七十「「「「週週週週」」」」はははは、、、、まだまだまだまだ将来将来将来将来のののの事事事事ですですですです。。。。 

弟子達弟子達弟子達弟子達がががが主主主主のののの再再再再びびびび来来来来られるられるられるられる時時時時、、、、終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時のののの前兆前兆前兆前兆についてについてについてについてイエスイエスイエスイエス様様様様にににに質問質問質問質問したしたしたした時時時時、、、、イイイイ

エスエスエスエス様様様様ははははマタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章でででで、、、、このこのこのこの預言的預言的預言的預言的「「「「週週週週」」」」についてについてについてについて言及言及言及言及されましたされましたされましたされました。。。。イエスイエスイエスイエス

様様様様はははは15151515----17171717節節節節でででで、「、「、「、「それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ、、、、預言者預言者預言者預言者ダニエルダニエルダニエルダニエルによってによってによってによって語語語語られたあのられたあのられたあのられたあの『『『『荒荒荒荒らすべきらすべきらすべきらすべき忌忌忌忌むむむむ

べきべきべきべき者者者者』』』』がががが、、、、聖聖聖聖なるなるなるなる所所所所にににに立立立立つのをつのをつのをつのを見見見見たならばたならばたならばたならば、（、（、（、（読者読者読者読者はよくはよくはよくはよく読読読読みみみみ取取取取るようにるようにるようにるように））））そのとそのとそのとそのと

きはきはきはきは、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤにいるにいるにいるにいる人人人人々々々々はははは山山山山へへへへ逃逃逃逃げなさいげなさいげなさいげなさい。。。。屋上屋上屋上屋上にいるにいるにいるにいる者者者者はははは家家家家のののの中中中中のののの物物物物をををを持持持持ちちちち出出出出そうそうそうそう

とととと下下下下にににに降降降降りてはいけませんりてはいけませんりてはいけませんりてはいけません。」。」。」。」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。 

それからそれからそれからそれからイエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、このこのこのこの世世世世がががが今今今今までまでまでまで見見見見たたたた事事事事もないようなもないようなもないようなもないような、、、、そしてこれからもそしてこれからもそしてこれからもそしてこれからも見見見見るるるる事事事事

がないようながないようながないようながないような「「「「ひどいひどいひどいひどい苦難苦難苦難苦難」」」」のののの時時時時があるとがあるとがあるとがあると預言預言預言預言されましたされましたされましたされました。。。。荒廃荒廃荒廃荒廃をををを引引引引きききき起起起起こすこのこすこのこすこのこすこの忌忌忌忌

むべきむべきむべきむべき者者者者とそのとそのとそのとその行為行為行為行為はははは、、、、七十週目七十週目七十週目七十週目のまっただのまっただのまっただのまっただ中中中中でででで起起起起こりますこりますこりますこります。。。。 

ダニエルダニエルダニエルダニエルはこのはこのはこのはこの「「「「荒荒荒荒らすべきらすべきらすべきらすべき忌忌忌忌むべきむべきむべきむべき者者者者」」」」についてについてについてについて9999章章章章でででで語語語語っていますっていますっていますっています。。。。人人人人々々々々のののの君主君主君主君主がががが

「「「「1111週週週週のののの間多間多間多間多くのくのくのくの者者者者とととと堅堅堅堅いいいい契約契約契約契約をををを結結結結ぶでしょうぶでしょうぶでしょうぶでしょう。。。。しかししかししかししかし、、、、彼彼彼彼はそのはそのはそのはその週週週週のののの半半半半ばにばにばにばに、、、、犠牲犠牲犠牲犠牲とととと

供供供供ええええ物物物物とをとをとをとを廃廃廃廃するでしょうするでしょうするでしょうするでしょう。。。。またまたまたまた荒荒荒荒らすらすらすらす者者者者がががが忌忌忌忌むべきむべきむべきむべき者者者者のののの翼翼翼翼にににに乗乗乗乗ってってってって来来来来るでしょうるでしょうるでしょうるでしょう。。。。

こうしてついにそのこうしてついにそのこうしてついにそのこうしてついにその定定定定まったまったまったまった終終終終わりがわりがわりがわりが、、、、そのそのそのその荒荒荒荒らすらすらすらす者者者者のののの上上上上にににに注注注注がれるのですがれるのですがれるのですがれるのです。」（。」（。」（。」（ダダダダ

ニエルニエルニエルニエル書書書書9999章章章章27272727節節節節）））） 

イエスイエスイエスイエス様様様様がががが当時当時当時当時まだまだまだまだ将来将来将来将来のののの事事事事であるこのであるこのであるこのであるこの最後最後最後最後のののの七年間七年間七年間七年間のののの事事事事をををを語語語語られたのでられたのでられたのでられたので、、、、またまたまたまた、、、、反反反反

キリストキリストキリストキリストがまだがまだがまだがまだイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとととと契約契約契約契約をををを結結結結んでいないのでんでいないのでんでいないのでんでいないので、、、、私達私達私達私達はそれがまだはそれがまだはそれがまだはそれがまだ将来将来将来将来のののの事事事事でででで

あるとあるとあるとあると結論付結論付結論付結論付けなくてはなりませんけなくてはなりませんけなくてはなりませんけなくてはなりません。。。。反反反反キリストキリストキリストキリストがががが七年間契約七年間契約七年間契約七年間契約をををを結結結結ぶというぶというぶというぶという事実事実事実事実がががが、、、、

最後最後最後最後のののの七年間七年間七年間七年間のののの開始開始開始開始サインサインサインサインであるであるであるである事事事事をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。 

七年間七年間七年間七年間のののの半分半分半分半分がががが経経経経つとつとつとつと、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストははははイスエラエルイスエラエルイスエラエルイスエラエルとのとのとのとの契約契約契約契約をををを破破破破りりりり、、、、神殿神殿神殿神殿でのでのでのでの日日日日々々々々のののの

犠牲犠牲犠牲犠牲とととと供供供供ええええ物物物物とをとをとをとを止止止止めさせますめさせますめさせますめさせます。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書12121212章章章章11111111節節節節によればによればによればによれば、、、、そのそのそのその特定特定特定特定のののの日日日日からからからから終終終終

わりまではわりまではわりまではわりまでは1290129012901290日日日日ですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが再再再再びびびび教会教会教会教会とととと共共共共にににに雲雲雲雲のうちにすばらしいのうちにすばらしいのうちにすばらしいのうちにすばらしい

栄光栄光栄光栄光をををを伴伴伴伴ってってってって来来来来られますられますられますられます。。。。パウロパウロパウロパウロががががコロサイコロサイコロサイコロサイ人人人人のののの手紙手紙手紙手紙3333章章章章4444節節節節でででで言言言言ったようにですったようにですったようにですったようにです。。。。

「「「「私達私達私達私達のいのちであるのいのちであるのいのちであるのいのちであるキリストキリストキリストキリストがががが現現現現われるとわれるとわれるとわれると、、、、そのときあなたがたもそのときあなたがたもそのときあなたがたもそのときあなたがたも、、、、キリストキリストキリストキリストとととととととと

もにもにもにもに、、、、栄光栄光栄光栄光のうちにのうちにのうちにのうちに現現現現われますわれますわれますわれます。」。」。」。」 

教会教会教会教会のののの時代時代時代時代はははは、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの預言預言預言預言のののの69696969週週週週とととと70707070週週週週のののの間間間間にににに当当当当てはまりますてはまりますてはまりますてはまります。。。。パウロパウロパウロパウロによれによれによれによれ

ばばばば、、、、エペソエペソエペソエペソ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙3333章章章章5555節節節節にあるようににあるようににあるようににあるように、、、、このこのこのこの奥義奥義奥義奥義はははは旧約聖書旧約聖書旧約聖書旧約聖書のののの著者達著者達著者達著者達のののの時代時代時代時代にはにはにはには

隠隠隠隠されていましたされていましたされていましたされていました。。。。 



今今今今のののの時代時代時代時代にはにはにはには、、、、神神神神はははは異邦人異邦人異邦人異邦人にににに神神神神のののの恵恵恵恵みのみのみのみの霊霊霊霊をををを注注注注がれましたがれましたがれましたがれました。。。。神神神神はそこからはそこからはそこからはそこから御自身御自身御自身御自身のひのひのひのひ

とりとりとりとり子子子子のためにのためにのためにのために花嫁花嫁花嫁花嫁をををを集集集集めていますめていますめていますめています。。。。異邦人異邦人異邦人異邦人のののの完成完成完成完成がなるとがなるとがなるとがなると、、、、神神神神はははは待待待待ちちちち望望望望んでいるんでいるんでいるんでいる花花花花

嫁嫁嫁嫁でででであるあるあるある神神神神のののの教会教会教会教会をををを引引引引きききき上上上上げますげますげますげます。。。。これがこれがこれがこれが、、、、教会教会教会教会のののの携携携携挙挙挙挙ですですですです。。。。 

地獄地獄地獄地獄のののの門門門門さえもさえもさえもさえも 

黙示録黙示録黙示録黙示録13131313章章章章でででで、、、、私達私達私達私達はははは、「、「、「、「聖徒聖徒聖徒聖徒にににに戦戦戦戦いをいをいをいを挑挑挑挑むむむむ」」」」不法不法不法不法のののの人人人人がががが現現現現われるのをわれるのをわれるのをわれるのを読読読読みますみますみますみます。。。。13131313

章章章章のののの7777節節節節はははは、「、「、「、「彼彼彼彼はははは聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達にににに戦戦戦戦いをいをいをいを挑挑挑挑んでんでんでんで打打打打ちちちち勝勝勝勝つことがつことがつことがつことが許許許許されたされたされたされた」」」」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。 

ダニエルダニエルダニエルダニエルもこのもこのもこのもこの事実事実事実事実をををを証言証言証言証言しましたしましたしましたしました。。。。7777章章章章21212121節節節節でででで、、、、彼彼彼彼はははは「「「「一本一本一本一本のののの角角角角」」」」もしくはもしくはもしくはもしくは反反反反キリスキリスキリスキリス

トトトトについてについてについてについて述述述述べていますべていますべていますべています。「。「。「。「私私私私がががが見見見見ているとているとているとていると、、、、そのそのそのその角角角角はははは、、、、聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達にににに戦戦戦戦いをいをいをいを挑挑挑挑んでんでんでんで、、、、彼彼彼彼

らにらにらにらに打打打打ちちちち勝勝勝勝ったったったった。」。」。」。」しかししかししかししかしイエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、地獄地獄地獄地獄（（（（ハデスハデスハデスハデス））））のののの門門門門もももも彼彼彼彼のののの教会教会教会教会にはにはにはには打打打打ちちちち勝勝勝勝てててて

ないとないとないとないと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。（。（。（。（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書16161616章章章章18181818節節節節））））黙示録黙示録黙示録黙示録のののの13131313章章章章ととととダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書のののの7777章章章章のののの

聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達がががが教会教会教会教会であるであるであるである事事事事はははは不可能不可能不可能不可能ですですですです。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストはははは教会教会教会教会にはにはにはには勝利勝利勝利勝利できないできないできないできない

からですからですからですからです。。。。 

このこのこのこの章章章章ののののシーンシーンシーンシーン1111でででで述述述述べたようにべたようにべたようにべたように、、、、三段論法三段論法三段論法三段論法はははは差差差差しししし引引引引きききき論論論論のののの一一一一つのつのつのつの型型型型ですですですです。。。。説明説明説明説明したよしたよしたよしたよ

うにうにうにうに、、、、否定的前提否定的前提否定的前提否定的前提とととと肯定的前提肯定的前提肯定的前提肯定的前提があるがあるがあるがある時時時時、、、、否定的結論否定的結論否定的結論否定的結論だけにだけにだけにだけに到達到達到達到達できますできますできますできます。。。。主要前提主要前提主要前提主要前提

はははは、、、、地獄地獄地獄地獄のののの門門門門はははは教会教会教会教会にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝てないというてないというてないというてないという事事事事ですですですです。。。。あまりあまりあまりあまり重要重要重要重要でないでないでないでない前提前提前提前提はははは、、、、聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達

はははは反反反反キリストキリストキリストキリストにににに打打打打ちちちち勝勝勝勝たれたというたれたというたれたというたれたという事事事事ですですですです。。。。明明明明らかならかならかならかな結論結論結論結論はははは、、、、聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達はははは教会教会教会教会ではないではないではないではない

というというというという事事事事ですですですです。。。。聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達とはとはとはとはイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民のことにのことにのことにのことに違違違違いありませんいありませんいありませんいありません。。。。またそれはまたそれはまたそれはまたそれは、、、、ママママ

タイタイタイタイのののの福福福福音書音書音書音書24242424章章章章31313131節節節節ではではではでは「「「「選民選民選民選民」」」」ですですですです。。。。 

シーンシーンシーンシーン3：：：：引引引引きききき止止止止めているめているめているめている力力力力 

第二第二第二第二テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2222章章章章でででで、、、、パウロパウロパウロパウロはははは教会教会教会教会にににに入入入入りりりり込込込込んだんだんだんだ間違間違間違間違いについていについていについていについて正正正正すすすす為為為為にににに

書書書書きましたきましたきましたきました。。。。あるあるあるある偽教師達偽教師達偽教師達偽教師達はははは、、、、主主主主のののの日日日日がががが既既既既にににに来来来来たとたとたとたと言言言言っていましたっていましたっていましたっていました。。。。パウロパウロパウロパウロははははテサロテサロテサロテサロ

ニケニケニケニケのののの人人人人々々々々にににに、、、、地上地上地上地上をををを支配支配支配支配するするするする為為為為ににににイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストがががが再再再再びびびび来来来来られるられるられるられる「「「「そのそのそのその日日日日」」」」はははは、、、、

まずまずまずまず背教背教背教背教がががが起起起起こりこりこりこり、、、、不法不法不法不法のののの人人人人、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち滅滅滅滅びのびのびのびの子子子子がががが現現現現われるまではわれるまではわれるまではわれるまでは来来来来ないとないとないとないと言言言言いましいましいましいまし

たたたた。。。。パウロパウロパウロパウロはははは、、、、自分自分自分自分がががが彼彼彼彼らのらのらのらの所所所所にいたにいたにいたにいた時時時時にににに、、、、これらのこれらのこれらのこれらの事事事事をををを話話話話しておいたしておいたしておいたしておいた事事事事をををを彼彼彼彼らにらにらにらに思思思思

いいいい出出出出させましたさせましたさせましたさせました。。。。 

2222章章章章でででで、、、、パウロパウロパウロパウロはははは「「「「あなたがたがあなたがたがあなたがたがあなたがたが知知知知っているとおりっているとおりっているとおりっているとおり、、、、彼彼彼彼がそのがそのがそのがその定定定定められためられためられためられた時時時時にににに現現現現われるわれるわれるわれる

ようにとようにとようにとようにと、、、、今引今引今引今引きききき止止止止めているめているめているめている者者者者があるのですがあるのですがあるのですがあるのです。。。。不法不法不法不法のののの秘密秘密秘密秘密はははは既既既既にににに働働働働いていますいていますいていますいています。。。。しかしかしかしか

しししし今今今今はははは引引引引きききき止止止止めるめるめるめる者者者者があってがあってがあってがあって、、、、自分自分自分自分がががが取取取取りりりり除除除除かれるかれるかれるかれる時時時時までまでまでまで引引引引きききき止止止止めているのですめているのですめているのですめているのです。。。。そそそそ

のののの時時時時になるとになるとになるとになると、、、、不法不法不法不法のののの人人人人がががが現現現現われますがわれますがわれますがわれますが、、、、主主主主はははは御口御口御口御口のののの息息息息をもってをもってをもってをもって彼彼彼彼をををを殺殺殺殺しししし、、、、来臨来臨来臨来臨のののの輝輝輝輝

きをもってきをもってきをもってきをもって滅滅滅滅ぼしてしまわれますぼしてしまわれますぼしてしまわれますぼしてしまわれます。」。」。」。」とととと宣言宣言宣言宣言しましたしましたしましたしました。（。（。（。（第二第二第二第二テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2222

章章章章6666----8888節節節節）））） 

反反反反キリストキリストキリストキリストのののの現現現現れをれをれをれを「「「「引引引引きききき止止止止めているめているめているめている（（（（抑抑抑抑えているえているえているえている）」）」）」）」力力力力とはとはとはとは何何何何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？それそれそれそれ

はははは、、、、教会教会教会教会のうちにのうちにのうちにのうちに働働働働きききき、、、、教会教会教会教会をををを通通通通してしてしてして働働働働かれているかれているかれているかれている聖霊聖霊聖霊聖霊のののの力力力力であるとであるとであるとであると私私私私はははは信信信信じますじますじますじます。。。。

聖霊聖霊聖霊聖霊にににに満満満満たさたさたさたされたれたれたれた教会教会教会教会がががが地上地上地上地上にあるにあるにあるにある限限限限りりりり、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストのののの現現現現われはわれはわれはわれは抑制抑制抑制抑制されるでしょされるでしょされるでしょされるでしょ

うううう。。。。教会教会教会教会がががが取取取取りりりり除除除除かれればかれればかれればかれれば、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストをををを阻止阻止阻止阻止するものはするものはするものはするものは何何何何もももも無無無無くなりますくなりますくなりますくなります。。。。そうすそうすそうすそうす

ればればればれば、、、、彼彼彼彼はこのはこのはこのはこの世界世界世界世界をををを自由自由自由自由にににに支配支配支配支配するようになりますするようになりますするようになりますするようになります。。。。 

聖霊聖霊聖霊聖霊はどこにでもおられるのではどこにでもおられるのではどこにでもおられるのではどこにでもおられるので、、、、聖霊聖霊聖霊聖霊がこのがこのがこのがこの世世世世からからからから取取取取りりりり除除除除かれるとかれるとかれるとかれると言言言言うううう事事事事はありませはありませはありませはありませ

んんんん。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの期間期間期間期間、、、、聖霊聖霊聖霊聖霊ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに働働働働かれますかれますかれますかれます。。。。エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書39393939章章章章29292929節節節節はははは、、、、

ロシアロシアロシアロシア軍軍軍軍がががが滅滅滅滅ぼされるぼされるぼされるぼされる時時時時、、、、神神神神がががが御自身御自身御自身御自身のののの霊霊霊霊ををををイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの上上上上にににに注注注注ぐとぐとぐとぐと言言言言われていまわれていまわれていまわれていま



すすすす。。。。このこのこのこの出来事出来事出来事出来事はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに定定定定められためられためられためられた最後最後最後最後のののの七年間七年間七年間七年間のののの始始始始まりをまりをまりをまりを記記記記すすすす事事事事になるかになるかになるかになるか

もしれませんもしれませんもしれませんもしれません。。。。 

私私私私はははは全体全体全体全体のののの絵絵絵絵がとてもがとてもがとてもがとても美美美美しくしくしくしく出来上出来上出来上出来上がってきているのをがってきているのをがってきているのをがってきているのを見見見見ますますますます。。。。教会教会教会教会がががが取取取取りりりり除除除除かれたかれたかれたかれた

後後後後、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストがががが現現現現わされますわされますわされますわされます。。。。黙示録黙示録黙示録黙示録6666章章章章でででで、、、、七七七七つのつのつのつの封印封印封印封印のあるのあるのあるのある巻巻巻巻きききき物物物物がががが解解解解かれたかれたかれたかれた

時時時時、、、、最初最初最初最初にににに起起起起こるこるこるこる出来事出来事出来事出来事はははは、、、、白白白白いいいい馬馬馬馬にににに乗乗乗乗ったったったった者者者者がががが出出出出てててて来来来来るるるる事事事事ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは明明明明らかにらかにらかにらかに、、、、

反反反反キリストキリストキリストキリストがががが地上地上地上地上にににに現現現現われるわれるわれるわれる事事事事ですですですです。。。。教会教会教会教会はははは地上地上地上地上からからからから取取取取りりりり除除除除かれかれかれかれ、、、、天天天天でででで主主主主とととと共共共共にににに喜喜喜喜んんんん

でいるのででいるのででいるのででいるので、、、、このこのこのこの悪者悪者悪者悪者がががが前進前進前進前進してしてしてして世界世界世界世界をををを支配支配支配支配するのをするのをするのをするのを引引引引きききき止止止止めるものはめるものはめるものはめるものは何何何何もありませもありませもありませもありませ

んんんん。。。。 

シーンシーンシーンシーン4：：：：ラッパラッパラッパラッパ 

教会教会教会教会がががが大患難大患難大患難大患難をををを通通通通りりりり、、、、地上地上地上地上にやがてにやがてにやがてにやがて来来来来るるるる神神神神のののの怒怒怒怒りにりにりにりに直面直面直面直面しなければならないとしなければならないとしなければならないとしなければならないと教教教教えるえるえるえる

人人人人はははは、、、、第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙15151515章章章章でででで述述述述べられているべられているべられているべられている最後最後最後最後ののののラッパラッパラッパラッパがががが、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録でででで述述述述べべべべ

られているられているられているられている第七第七第七第七ののののラッパラッパラッパラッパであるとであるとであるとであると証明証明証明証明しようとしますしようとしますしようとしますしようとします。。。。私私私私はこのはこのはこのはこの二二二二つのつのつのつのラッパラッパラッパラッパをををを同同同同じじじじ

ものとするにはものとするにはものとするにはものとするには非常非常非常非常なななな困難困難困難困難をををを覚覚覚覚えますえますえますえます。。。。 

まずまずまずまず始始始始めにめにめにめに、、、、教会教会教会教会のののの携挙携挙携挙携挙のののの時時時時にににに鳴鳴鳴鳴るるるるラッパラッパラッパラッパはははは、、、、第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4444章章章章16161616節節節節でででで

「「「「神神神神ののののラッパラッパラッパラッパ」」」」とととと呼呼呼呼ばれていますばれていますばれていますばれています。。。。黙示録黙示録黙示録黙示録のののの第七第七第七第七ののののラッパラッパラッパラッパはははは、、、、第七第七第七第七のののの御使御使御使御使いのいのいのいのラッパラッパラッパラッパ

ですですですです。。。。 

第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙15151515章章章章ののののラッパラッパラッパラッパはははは、「、「、「、「終終終終わりのわりのわりのわりのラッパラッパラッパラッパがががが鳴鳴鳴鳴るとるとるとると、、、、またたくまたたくまたたくまたたく間間間間

にににに、、、、一瞬一瞬一瞬一瞬のうちにのうちにのうちにのうちに」」」」起起起起こるこるこるこる出来事出来事出来事出来事をををを宣言宣言宣言宣言するするするする為為為為にににに用用用用いられますいられますいられますいられます。（。（。（。（第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へへへへ

のののの手紙手紙手紙手紙15151515章章章章52525252節節節節））））一方一方一方一方、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録のののの第七第七第七第七ののののラッパラッパラッパラッパはははは、、、、数日間数日間数日間数日間のののの事事事事をををを言言言言っていますっていますっていますっています。。。。黙示黙示黙示黙示

録録録録10101010書書書書7777節節節節はははは、「、「、「、「第七第七第七第七のののの御使御使御使御使いがいがいがいが吹吹吹吹きききき鳴鳴鳴鳴らそうとしているらそうとしているらそうとしているらそうとしているラッパラッパラッパラッパのののの音音音音がががが響響響響くそのくそのくそのくその日日日日にににに

はははは、、、、神神神神のののの奥義奥義奥義奥義はははは、、、、神神神神がごがごがごがご自身自身自身自身のしもべであるのしもべであるのしもべであるのしもべである預言者預言者預言者預言者たちにたちにたちにたちに告告告告げられたとおりにげられたとおりにげられたとおりにげられたとおりに成就成就成就成就すすすす

るるるる。」。」。」。」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。 

第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙15151515章章章章とととと第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4444章章章章でででで述述述述べられているべられているべられているべられている終終終終わりわりわりわり

ののののラッパラッパラッパラッパはははは、、、、栄光栄光栄光栄光ののののラッパラッパラッパラッパですですですです。。。。私達私達私達私達はははは主主主主のののの似姿似姿似姿似姿へとへとへとへと変変変変えられえられえられえられ、、、、空中空中空中空中でででで主主主主とととと出会出会出会出会うううう為為為為

にににに引引引引きききき上上上上げられますげられますげられますげられます。。。。しかししかししかししかし、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録でででで述述述述べられているべられているべられているべられている第七第七第七第七ののののラッパラッパラッパラッパはははは、、、、続続続続けてわざけてわざけてわざけてわざ

わいであるとわいであるとわいであるとわいであると言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。 

黙示録黙示録黙示録黙示録8888章章章章13131313節節節節でででで、、、、御使御使御使御使いはいはいはいは「「「「わざわいだわざわいだわざわいだわざわいだ、、、、わざわいわざわいわざわいわざわい、、、、わざわいがわざわいがわざわいがわざわいが来来来来るるるる。。。。地地地地にににに住住住住むむむむ人人人人々々々々

にににに。。。。あとあとあとあと三人三人三人三人のののの御使御使御使御使いがいがいがいがラッパラッパラッパラッパをををを吹吹吹吹きききき鳴鳴鳴鳴らそうとしているらそうとしているらそうとしているらそうとしている。」。」。」。」とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。御使御使御使御使いいいい

はははは第四第四第四第四ののののラッパラッパラッパラッパがががが吹吹吹吹きききき鳴鳴鳴鳴らされたらされたらされたらされた後後後後にこうにこうにこうにこう言言言言うのですうのですうのですうのです。。。。ですからですからですからですから、、、、3333回繰回繰回繰回繰りりりり返返返返されたされたされたされた

「「「「わざわいわざわいわざわいわざわい」」」」はははは、、、、第五第五第五第五、、、、第六第六第六第六、、、、第七第七第七第七ののののラッパラッパラッパラッパのののの事事事事をををを言言言言っていますっていますっていますっています。。。。第五第五第五第五ののののラッパラッパラッパラッパのののの後後後後

（（（（黙示録黙示録黙示録黙示録9999章章章章12121212節節節節））））でででで、、、、御使御使御使御使いはこういはこういはこういはこう宣言宣言宣言宣言しましたしましたしましたしました。「。「。「。「第一第一第一第一のわざわいはのわざわいはのわざわいはのわざわいは過過過過ぎぎぎぎ去去去去ったったったった。。。。

見見見見よよよよ。。。。このこのこのこの後後後後なおなおなおなお二二二二つのわざわいがつのわざわいがつのわざわいがつのわざわいが来来来来るるるる。」。」。」。」これはこれはこれはこれは、、、、第六第六第六第六とととと第七第七第七第七ののののラッパラッパラッパラッパをををを言及言及言及言及してしてしてして

いますいますいますいます。。。。黙示録黙示録黙示録黙示録11111111章章章章14141414節節節節でででで、、、、御使御使御使御使いはいはいはいは「「「「第二第二第二第二のわざわいはのわざわいはのわざわいはのわざわいは過過過過ぎぎぎぎ去去去去ったったったった。。。。見見見見よよよよ。。。。第三第三第三第三のののの

わざわいがすぐにわざわいがすぐにわざわいがすぐにわざわいがすぐに来来来来るるるる。」。」。」。」とととと宣言宣言宣言宣言していますしていますしていますしています。。。。そしてすぐにそしてすぐにそしてすぐにそしてすぐに15151515節節節節でででで、、、、実際実際実際実際にににに第三第三第三第三のわのわのわのわ

ざわいであるざわいであるざわいであるざわいである第七第七第七第七ののののラッパラッパラッパラッパにににに入入入入りますりますりますります。。。。 

携携携携挙挙挙挙でででで引引引引きききき上上上上げられげられげられげられ、、、、栄光栄光栄光栄光あるあるあるある主主主主のののの似姿似姿似姿似姿へとへとへとへと変変変変えられるのはえられるのはえられるのはえられるのは、、、、わざわいとはわざわいとはわざわいとはわざわいとは遠遠遠遠くかけくかけくかけくかけ

離離離離れていますれていますれていますれています。。。。もしもしもしもし私私私私がががが携携携携挙挙挙挙でででで引引引引きききき上上上上げられなかったらげられなかったらげられなかったらげられなかったら、、、、それはわざわいですそれはわざわいですそれはわざわいですそれはわざわいです。。。。このこのこのこの

ようにようにようにように、、、、私私私私はははは、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録11111111章章章章のののの第七第七第七第七ののののラッパラッパラッパラッパとととと第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙15151515章章章章のののの終終終終わりのわりのわりのわりの

ラッパラッパラッパラッパをををを同同同同じものであるとするにはじものであるとするにはじものであるとするにはじものであるとするには、、、、非常非常非常非常なななな困難困難困難困難をををを覚覚覚覚えますえますえますえます。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、そのそのそのその結果結果結果結果とととと

時間的事実時間的事実時間的事実時間的事実があまりにもがあまりにもがあまりにもがあまりにも違違違違っているからですっているからですっているからですっているからです。。。。 



ディーンディーンディーンディーン・・・・ヘンリーヘンリーヘンリーヘンリー・・・・アルフォードアルフォードアルフォードアルフォード氏氏氏氏はははは、、、、彼彼彼彼ののののギリシャギリシャギリシャギリシャ語新約聖書解説語新約聖書解説語新約聖書解説語新約聖書解説のののの中中中中でででで、、、、第一第一第一第一

コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙15151515章章章章52525252節節節節のののの終終終終わりのわりのわりのわりのラッパラッパラッパラッパをををを黙示録黙示録黙示録黙示録のののの第七第七第七第七ののののラッパラッパラッパラッパとととと定義付定義付定義付定義付けすけすけすけす

るるるる理由理由理由理由はははは全全全全くくくく存在存在存在存在しないとしないとしないとしないと宣言宣言宣言宣言していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた彼彼彼彼はははは、、、、第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙15151515章章章章

のののの終終終終わりのわりのわりのわりのラッパラッパラッパラッパのののの後後後後にはにはにはには何何何何ののののラッパラッパラッパラッパもももも無無無無いいいい、、、、とととと推測推測推測推測するするするする理由理由理由理由もないともないともないともないと言言言言っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。 

第一第一第一第一のののの復活復活復活復活 

教会教会教会教会がががが大患難大患難大患難大患難をををを通通通通るとるとるとると教教教教えるえるえるえる人達人達人達人達によってによってによってによって使使使使われるもうわれるもうわれるもうわれるもう一一一一つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな議論議論議論議論はははは、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録

20202020章章章章4444----5555節節節節ですですですです。。。。ヨハネヨハネヨハネヨハネはそこでこうはそこでこうはそこでこうはそこでこう言言言言っていますっていますっていますっています。「。「。「。「またまたまたまた私私私私はははは、、、、多多多多くのくのくのくの座座座座をををを見見見見たたたた。。。。彼彼彼彼

らはそのらはそのらはそのらはその上上上上にににに座座座座ったったったった。。。。そしてそしてそしてそして裁裁裁裁きをきをきをきを行行行行なうなうなうなう権威権威権威権威がががが彼彼彼彼らにらにらにらに与与与与えられたえられたえられたえられた。。。。またまたまたまた私私私私はははは、、、、イエイエイエイエ

ススススのあかしとのあかしとのあかしとのあかしと神神神神のことばとのゆえにのことばとのゆえにのことばとのゆえにのことばとのゆえに首首首首をはねられたをはねられたをはねられたをはねられた人達人達人達人達のたましいとのたましいとのたましいとのたましいと、、、、獣獣獣獣やそのやそのやそのやその像像像像をををを

拝拝拝拝まずまずまずまず、、、、そのそのそのその額額額額やややや手手手手にににに獣獣獣獣のののの刻印刻印刻印刻印をををを押押押押されなかったされなかったされなかったされなかった人達人達人達人達をををを見見見見たたたた。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは生生生生きききき返返返返ってってってって、、、、キキキキ

リストリストリストリストとともにとともにとともにとともに、、、、千年千年千年千年のののの間王間王間王間王となったとなったとなったとなった。。。。そのそのそのその他他他他のののの死者死者死者死者はははは、、、、千年千年千年千年のののの終終終終わるまではわるまではわるまではわるまでは、、、、生生生生きききき

返返返返らなかったらなかったらなかったらなかった。。。。これがこれがこれがこれが第一第一第一第一のののの復活復活復活復活であるであるであるである。」。」。」。」 

ここでのここでのここでのここでの議論議論議論議論はははは、、、、「「「「第一第一第一第一のののの復活復活復活復活」」」」とととと言言言言われているのでわれているのでわれているのでわれているので、、、、これこれこれこれ以前以前以前以前にはにはにはには復活復活復活復活はははは無無無無かったかったかったかった

というというというという意味意味意味意味であるであるであるである、、、、というというというという議論議論議論議論ですですですです。。。。第一第一第一第一とととと言言言言うのはうのはうのはうのは初初初初めであってめであってめであってめであって、、、、そのそのそのその前前前前にはにはにはには何何何何もももも

無無無無いといういといういといういという事事事事ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが、、、、第一第一第一第一のののの復活復活復活復活がががが全全全全てててて黙示録黙示録黙示録黙示録20202020章章章章でででで、、、、サタンサタンサタンサタンがががが千千千千

年年年年のののの間間間間底知底知底知底知れぬれぬれぬれぬ所所所所にににに縛縛縛縛られられられられ投投投投げられたげられたげられたげられた後後後後にににに起起起起こるとするならばこるとするならばこるとするならばこるとするならば、、、、あなたはなぜあなたはなぜあなたはなぜあなたはなぜイエスイエスイエスイエス

様様様様がががが死死死死からよみがえったからよみがえったからよみがえったからよみがえった初穂初穂初穂初穂とととと呼呼呼呼ばれているのかばれているのかばれているのかばれているのか何何何何とかしてとかしてとかしてとかして説明説明説明説明しなくてはなりませしなくてはなりませしなくてはなりませしなくてはなりませ

んんんん。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは既既既既によみがえられたのではありませんかによみがえられたのではありませんかによみがえられたのではありませんかによみがえられたのではありませんか？？？？ 

またまたまたまた、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録7777章章章章10101010節節節節でででで、「、「、「、「救救救救いはいはいはいは、、、、御座御座御座御座におられるにおられるにおられるにおられる私達私達私達私達のののの神神神神にありにありにありにあり、、、、子羊子羊子羊子羊にあるにあるにあるにある。」。」。」。」

とととと叫叫叫叫んでいるんでいるんでいるんでいる大勢大勢大勢大勢のののの群衆群衆群衆群衆がががが天天天天にいますにいますにいますにいます。。。。長老長老長老長老のののの一人一人一人一人ががががヨハネヨハネヨハネヨハネにににに、「、「、「、「白白白白いいいい衣衣衣衣をををを着着着着ているているているている

このこのこのこの人達人達人達人達はははは、、、、一体誰一体誰一体誰一体誰ですかですかですかですか。。。。どこからどこからどこからどこから来来来来たのですかたのですかたのですかたのですか。」。」。」。」とととと聞聞聞聞いたいたいたいた時時時時、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネはわからはわからはわからはわから

ないとないとないとないと答答答答えましたえましたえましたえました。。。。長老長老長老長老はははは答答答答ええええ、「、「、「、「彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、大大大大きなきなきなきな患難患難患難患難からからからから抜抜抜抜けけけけ出出出出てててて来来来来たたたた者達者達者達者達でででで、、、、そそそそ

のののの衣衣衣衣をををを子羊子羊子羊子羊のののの血血血血でででで洗洗洗洗ってってってって、、、、白白白白くしたのですくしたのですくしたのですくしたのです。。。。だからだからだからだから彼彼彼彼らはらはらはらは神神神神のののの御座御座御座御座のののの前前前前にいてにいてにいてにいて、、、、聖所聖所聖所聖所

でででで昼昼昼昼もももも夜夜夜夜もももも、、、、神神神神にににに仕仕仕仕えているのですえているのですえているのですえているのです。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録7777章章章章14141414----15151515章章章章））））とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。7777章章章章のののの

このこのこのこの箇所箇所箇所箇所でででで、、、、大患難大患難大患難大患難からからからから抜抜抜抜けけけけ出出出出てててて来来来来たたたた群衆群衆群衆群衆がががが天天天天にいますにいますにいますにいます。。。。ですからですからですからですから、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは黙示録黙示録黙示録黙示録20202020

章章章章のののの前前前前にににに復活復活復活復活したわけですしたわけですしたわけですしたわけです。。。。 

黙示録黙示録黙示録黙示録15151515章章章章でででで、、、、私達私達私達私達はははは天天天天にもうにもうにもうにもう一一一一つのつのつのつのグループグループグループグループをををを見見見見ますますますます。。。。ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは火火火火のののの混混混混じったじったじったじったガラガラガラガラ

ススススのののの海海海海のようなものをのようなものをのようなものをのようなものを描写描写描写描写していますしていますしていますしています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、獣獣獣獣とととと、、、、そのそのそのその像像像像とととと、、、、そのそのそのその刻印刻印刻印刻印とととと、、、、そのそのそのその

名名名名をををを示示示示すすすす数字数字数字数字とにとにとにとに打打打打ちちちち勝勝勝勝ったったったった人人人人々々々々をををを見見見見ますますますます。。。。これらのこれらのこれらのこれらの人人人人々々々々はははは、、、、神神神神のののの立琴立琴立琴立琴をををを手手手手にしてにしてにしてにして、、、、

ガラスガラスガラスガラスのののの海海海海のほとりにのほとりにのほとりにのほとりに立立立立っていますっていますっていますっています。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは神神神神のしもべのしもべのしもべのしもべモーセモーセモーセモーセのののの歌歌歌歌をををを歌歌歌歌っていますっていますっていますっています。。。。

ですからですからですからですから、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは獣獣獣獣にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝ちちちち贖贖贖贖いいいい出出出出されたされたされたされたイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは、、、、最後最後最後最後

のののの七七七七つのつのつのつの鉢鉢鉢鉢のののの神神神神のののの怒怒怒怒りがりがりがりが注注注注がれるがれるがれるがれる前前前前にににに、、、、彼彼彼彼らをらをらをらを天天天天でででで見見見見ますますますます。。。。 

これらはこれらはこれらはこれらは、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネがががが黙示録黙示録黙示録黙示録20202020章章章章でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様のあかしのゆえにのあかしのゆえにのあかしのゆえにのあかしのゆえに首首首首をはねられたをはねられたをはねられたをはねられた人達人達人達人達をををを

見見見見てててて「「「「第一第一第一第一のののの復活復活復活復活」」」」についてについてについてについて言及言及言及言及するするするする前前前前にににに、、、、第一第一第一第一のののの復活復活復活復活にあずかったにあずかったにあずかったにあずかった、、、、天天天天にいるにいるにいるにいる二二二二つつつつ

のののの復活復活復活復活したしたしたしたグループグループグループグループですですですです。。。。 

黙示録黙示録黙示録黙示録20202020章章章章4444節節節節でででで、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは二二二二つのつのつのつの明明明明らかにらかにらかにらかに異異異異なるなるなるなるグループグループグループグループをををを見見見見ますますますます。。。。まずまずまずまず、、、、彼彼彼彼はははは、、、、多多多多

くのくのくのくの王座王座王座王座とそのとそのとそのとその上上上上にににに座座座座っているっているっているっている者達者達者達者達をををを見見見見ますますますます。。。。彼彼彼彼らにはらにはらにはらには裁裁裁裁きをきをきをきを行行行行なうなうなうなう権権権権威威威威がががが与与与与えられえられえられえられ

ましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは疑疑疑疑うううう余地余地余地余地もなくもなくもなくもなく教会教会教会教会ですですですです。。。。主主主主はははは、、、、ラオデキヤラオデキヤラオデキヤラオデキヤのののの教会教会教会教会でででで勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる者者者者にににに

約束約束約束約束されましたされましたされましたされました。。。。主主主主はははは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが勝利勝利勝利勝利をををを得得得得てててて、、、、彼彼彼彼のののの父父父父とととと共共共共にににに父父父父のののの御座御座御座御座にににに着着着着いたのといたのといたのといたのと

同同同同じようにじようにじようにじように、、、、彼彼彼彼らをらをらをらを共共共共にににに彼彼彼彼のののの座座座座にににに着着着着かせるとかせるとかせるとかせると約束約束約束約束されましたされましたされましたされました。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章21212121節節節節））））それそれそれそれ



からからからから、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは黙示録黙示録黙示録黙示録20202020章章章章4444節節節節でででで、、、、二番目二番目二番目二番目ののののグループグループグループグループをををを見見見見ますますますます。。。。これらはこれらはこれらはこれらは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様のののの

あかしのゆえにあかしのゆえにあかしのゆえにあかしのゆえに首首首首をはねられたをはねられたをはねられたをはねられた人達人達人達人達のたましいとのたましいとのたましいとのたましいと、、、、獣獣獣獣やそのやそのやそのやその像像像像をををを拝拝拝拝まずまずまずまず、、、、そのそのそのその額額額額やややや手手手手

にににに獣獣獣獣のののの刻印刻印刻印刻印をををを押押押押されなかったされなかったされなかったされなかった人達人達人達人達ですですですです。。。。これらはこれらはこれらはこれらは二二二二つのつのつのつの明明明明らかにらかにらかにらかに異異異異なるなるなるなるグループグループグループグループでででで

すすすす。。。。一一一一方方方方はははは王座王座王座王座にににに座座座座っておりっておりっておりっており、、、、もうもうもうもう一一一一方方方方はははは反反反反キリストキリストキリストキリストのののの支配支配支配支配にににに屈屈屈屈せずせずせずせず、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストのののの

力力力力からからからから救救救救いいいい出出出出されされされされ、、、、大患難大患難大患難大患難からからからから抜抜抜抜けけけけ出出出出てててて来来来来たたたた者達者達者達者達ですですですです。。。。 

第一第一第一第一のののの復活復活復活復活はははは一定期間一定期間一定期間一定期間をををを超超超超えてえてえてえて起起起起こりますこりますこりますこります。。。。教会教会教会教会がこのがこのがこのがこの神神神神のののの怒怒怒怒りのりのりのりの時時時時をををを通通通通るとるとるとると主張主張主張主張すすすす

るるるる人達人達人達人達はははは、、、、第一第一第一第一のののの復活復活復活復活はははは最後最後最後最後のののの日日日日のののの復活復活復活復活であるとであるとであるとであると言言言言いますいますいますいます。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは文字通文字通文字通文字通りりりり24242424時間時間時間時間のののの

一日一日一日一日にににに起起起起こるこるこるこる事事事事であるとであるとであるとであると主張主張主張主張しますしますしますします。。。。第一第一第一第一のののの復活復活復活復活はははは、、、、実際実際実際実際にはしばらくのにはしばらくのにはしばらくのにはしばらくの期間期間期間期間にににに起起起起ここここ

るのでありるのでありるのでありるのであり、、、、多多多多くのくのくのくの異異異異なったなったなったなった出来事出来事出来事出来事をををを含含含含んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様がががが死死死死からよみがえられからよみがえられからよみがえられからよみがえられ

たたたた時時時時にににに生生生生きききき返返返返ったったったった人達人達人達人達がおりがおりがおりがおり（（（（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書27272727章章章章52525252節節節節）、）、）、）、空中空中空中空中でででで主主主主とととと出会出会出会出会うううう為為為為にににに主主主主

がががが私達私達私達私達をををを引引引引きききき上上上上げにげにげにげに来来来来られるられるられるられる時時時時ににににキリスキリスキリスキリストトトトとととと共共共共にやってにやってにやってにやって来来来来るるるる人達人達人達人達がおりがおりがおりがおり（（（（第一第一第一第一テサロテサロテサロテサロ

ニケニケニケニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4444章章章章14141414節節節節）、）、）、）、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのあかしのゆえにのあかしのゆえにのあかしのゆえにのあかしのゆえに殺殺殺殺されされされされ、、、、大患難大患難大患難大患難のののの間間間間にににに

生生生生きききき返返返返るるるる人達人達人達人達がいますがいますがいますがいます。。。。これらはみなこれらはみなこれらはみなこれらはみな第一第一第一第一のののの復活復活復活復活のののの一部一部一部一部ですですですです。。。。第一第一第一第一のののの復活復活復活復活はははは、、、、神神神神のののの大大大大

きなきなきなきな白白白白いいいい御座御座御座御座のののの裁裁裁裁きにきにきにきに立立立立つつつつ為為為為にににに不義不義不義不義なななな者達者達者達者達がががが復活復活復活復活するするするする第二第二第二第二のののの復活復活復活復活とととと対比対比対比対比してしてしてして存在存在存在存在しましましましま

すすすす。。。。 

シーンシーンシーンシーン6：：：：目目目目をををを覚覚覚覚ましてましてましてまして準備準備準備準備していなさいしていなさいしていなさいしていなさい 

イエスイエスイエスイエス様様様様がががが、、、、弟子達弟子達弟子達弟子達やややや全全全全てのてのてのての時代時代時代時代のののの教会教会教会教会がががが、、、、主主主主のののの再臨再臨再臨再臨がががが近近近近いといといといと期待期待期待期待してしてしてして待待待待ちちちち望望望望むようむようむようむよう

にににに願願願願っておられたのはっておられたのはっておられたのはっておられたのは明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。主主主主のののの弟子達弟子達弟子達弟子達にににに対対対対することばはすることばはすることばはすることばは、、、、主主主主のののの来来来来られるそのられるそのられるそのられるその

日日日日、、、、そのそのそのその時時時時をををを誰誰誰誰もももも知知知知らないのでらないのでらないのでらないので、、、、またまたまたまた、、、、主主主主はははは思思思思いがけないいがけないいがけないいがけない時時時時にににに来来来来られるのでられるのでられるのでられるので、、、、目目目目をををを覚覚覚覚

ましてましてましてまして準備準備準備準備しているようにとしているようにとしているようにとしているようにと言言言言うううう事事事事でしたでしたでしたでした。。。。ですからですからですからですから、、、、彼彼彼彼らはいつでもらはいつでもらはいつでもらはいつでも目目目目をををを覚覚覚覚ましてましてましてまして

準備準備準備準備しているべきですしているべきですしているべきですしているべきです。。。。 

もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが教会教会教会教会はははは大患難大患難大患難大患難をををを通通通通らなければならないとらなければならないとらなければならないとらなければならないと議論議論議論議論するならばするならばするならばするならば、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリキリキリキリ

ストストストストのののの再臨再臨再臨再臨をををを間近間近間近間近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして待待待待ちちちち望望望望むことむことむことむこと自体自体自体自体、、、、意味意味意味意味のないものになってしまいまのないものになってしまいまのないものになってしまいまのないものになってしまいま

すすすす。。。。もしもしもしもし私達私達私達私達がまずがまずがまずがまず初初初初めにめにめにめに大患難大患難大患難大患難をををを通通通通らなければならないのなららなければならないのなららなければならないのなららなければならないのなら、、、、教会教会教会教会はははは目目目目をををを覚覚覚覚ましましましまし

てよくてよくてよくてよく見見見見ていないでしょうしていないでしょうしていないでしょうしていないでしょうし、、、、私達私達私達私達はははは主主主主のののの再臨再臨再臨再臨をををを目目目目をををを覚覚覚覚ましてましてましてまして待待待待っているっているっているっている必要必要必要必要もないもないもないもない

でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。そのそのそのその場合場合場合場合、、、、私達私達私達私達はははは大患難大患難大患難大患難かかかか反反反反キリストキリストキリストキリストのののの現現現現われをわれをわれをわれを注意注意注意注意してしてしてして見見見見ていることていることていることていることにににに

なりますなりますなりますなります。。。。教会教会教会教会はもっとはもっとはもっとはもっと注意深注意深注意深注意深くくくく終終終終わりのわりのわりのわりの出来事出来事出来事出来事をたどっていくをたどっていくをたどっていくをたどっていく事事事事ができるでしょができるでしょができるでしょができるでしょ

うううう。。。。 

まずまずまずまず始始始始めにめにめにめに起起起起こるこるこるこる大大大大きなきなきなきな出来事出来事出来事出来事はははは、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストのののの現現現現れですれですれですれです。。。。そのそのそのその時時時時、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストはははは自自自自

分分分分のののの支配支配支配支配とととと新新新新しいしいしいしい金融金融金融金融システムシステムシステムシステムをををを設立設立設立設立しますしますしますします。。。。クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンはははは売売売売りりりり買買買買いしないでいしないでいしないでいしないで生生生生きききき

残残残残るるるる為為為為のののの方法方法方法方法をををを何何何何とかしてとかしてとかしてとかして考考考考ええええ出出出出さなくてはなりませんさなくてはなりませんさなくてはなりませんさなくてはなりません。。。。次次次次にににに、、、、私達私達私達私達はははは地上地上地上地上にもたらにもたらにもたらにもたら

されるとされるとされるとされると預言預言預言預言されたされたされたされた大大大大きなきなきなきな裁裁裁裁きをきをきをきを待待待待つつつつ事事事事になりますになりますになりますになります。。。。私達私達私達私達はははは特特特特にににに、、、、再建再建再建再建されたされたされたされた神殿神殿神殿神殿のののの

至聖所至聖所至聖所至聖所にににに反反反反キリストキリストキリストキリストがががが立立立立ちちちち、、、、自分自分自分自分こそがこそがこそがこそが神神神神であるとであるとであるとであると宣言宣言宣言宣言しししし、、、、日日日日ごとのごとのごとのごとの犠牲犠牲犠牲犠牲のいけにえのいけにえのいけにえのいけにえ

とととと祈祈祈祈りをりをりをりを止止止止めさせるのをめさせるのをめさせるのをめさせるのを注意注意注意注意してしてしてして見見見見ているているているている事事事事になりますになりますになりますになります。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエルによればによればによればによれば、、、、そのそのそのその時時時時

点点点点からからからから主主主主がががが来来来来られるまではられるまではられるまではられるまでは1290129012901290日日日日であるとであるとであるとであると私達私達私達私達はははは知知知知っていますっていますっていますっています。（。（。（。（ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書12121212章章章章11111111

節節節節）））） 

聖書聖書聖書聖書はははは、、、、そのそのそのその日日日日、、、、そのそのそのその時時時時はははは誰誰誰誰もももも知知知知らないらないらないらない（（（（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章36363636節節節節））））とととと言言言言っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。これはこれはこれはこれは、、、、キリストキリストキリストキリストがががが地上地上地上地上をををを支配支配支配支配するするするする為為為為にににに来来来来られるられるられるられる日日日日のののの事事事事をををを言言言言っているのではありっているのではありっているのではありっているのではあり

得得得得ませんませんませんません。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、そのそのそのその正確正確正確正確なななな日日日日ががががダニエルダニエルダニエルダニエルのののの預言預言預言預言のののの中中中中でででで私達私達私達私達にににに与与与与えられているかえられているかえられているかえられているか

らですらですらですらです。。。。主主主主がががが彼彼彼彼のののの教会教会教会教会をこのをこのをこのをこの地上地上地上地上からからからから取取取取られるそのられるそのられるそのられるその日日日日、、、、そのそのそのその時時時時はははは、、、、誰誰誰誰もももも知知知知りませんりませんりませんりません。。。。



ですからですからですからですから、、、、私達私達私達私達はははは、、、、大患難大患難大患難大患難やややや反反反反キリストキリストキリストキリストのののの現現現現れではなくてれではなくてれではなくてれではなくて、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストがががが私達私達私達私達

のののの為為為為にににに来来来来られるられるられるられるのをいつでものをいつでものをいつでものをいつでも注意注意注意注意してしてしてして見見見見ていなくてはなりませんていなくてはなりませんていなくてはなりませんていなくてはなりません！！！！ 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章42424242節節節節でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はいくつかのたとえはいくつかのたとえはいくつかのたとえはいくつかのたとえ話話話話をををを与与与与えるえるえるえる事事事事によってによってによってによって、、、、目目目目

をををを覚覚覚覚ましてましてましてまして用意用意用意用意しているようにとしているようにとしているようにとしているようにと勧勧勧勧めをめをめをめを始始始始めますめますめますめます。。。。 

まずまずまずまず、、、、家家家家のののの主人主人主人主人にににに関関関関するたとえですするたとえですするたとえですするたとえです。。。。もしもしもしもし家家家家のののの主人主人主人主人がががが、、、、何時何時何時何時にどろぼうがにどろぼうがにどろぼうがにどろぼうが来来来来るとるとるとると知知知知っっっっ

ていたならていたならていたならていたなら、、、、目目目目をををを見張見張見張見張っていたでしょうしっていたでしょうしっていたでしょうしっていたでしょうし、、、、自分自分自分自分のののの家家家家にににに押押押押しししし入入入入るるるる事事事事をををを許許許許さなかったでさなかったでさなかったでさなかったで

しょうしょうしょうしょう。「。「。「。「だからだからだからだから」」」」とととと、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは言言言言われましたわれましたわれましたわれました。「。「。「。「あなたがたもあなたがたもあなたがたもあなたがたも用意用意用意用意をしていなさをしていなさをしていなさをしていなさ

いいいい。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、人人人人のののの子子子子はははは、、、、思思思思いがけないいがけないいがけないいがけない時時時時にににに来来来来るのですからるのですからるのですからるのですから。」（。」（。」（。」（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424

章章章章44444444節節節節）））） 

次次次次にににに、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、家家家家のしもべたちをのしもべたちをのしもべたちをのしもべたちを任任任任されたされたされたされた忠実忠実忠実忠実でででで思慮深思慮深思慮深思慮深いしもべのたとえをいしもべのたとえをいしもべのたとえをいしもべのたとえを与与与与ええええ

られましたられましたられましたられました。。。。彼彼彼彼のののの主人主人主人主人がががが帰帰帰帰ってってってって来来来来たたたた時時時時にににに、、、、彼彼彼彼がよくやっているのをがよくやっているのをがよくやっているのをがよくやっているのを見見見見てててて、、、、主人主人主人主人はははは彼彼彼彼にににに

自分自分自分自分のののの全財産全財産全財産全財産をををを任任任任せるようになりますせるようになりますせるようになりますせるようになります。（。（。（。（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章45454545----47474747節節節節）））） 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、心心心心のののの中中中中でででで「「「「自分自分自分自分のののの主人主人主人主人のののの帰帰帰帰りはりはりはりは遅遅遅遅いいいい」」」」とととと思思思思っているっているっているっている悪悪悪悪いしもべについていしもべについていしもべについていしもべについて

のののの警告警告警告警告をををを与与与与えましたえましたえましたえました。。。。あなたがあなたがあなたがあなたが、、、、携挙携挙携挙携挙はははは大患難大患難大患難大患難のののの後後後後かかかか反反反反キリストキリストキリストキリストのののの現現現現れのれのれのれの後後後後にしかにしかにしかにしか起起起起

こらないとこらないとこらないとこらないと教教教教えるのならえるのならえるのならえるのなら、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも反反反反キリストキリストキリストキリストのののの現現現現れまでかれまでかれまでかれまでか大患難大患難大患難大患難がががが

終終終終わるまではわるまではわるまではわるまでは、、、、主主主主がががが帰帰帰帰りをりをりをりを遅遅遅遅らせているらせているらせているらせている、、、、とととと言言言言っているっているっているっている事事事事になるとになるとになるとになると私私私私はははは信信信信じますじますじますじます。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、そのようなそのようなそのようなそのような信仰信仰信仰信仰がそのしもべをものぐさへとがそのしもべをものぐさへとがそのしもべをものぐさへとがそのしもべをものぐさへと導導導導いたといたといたといたと言言言言っておられまっておられまっておられまっておられま

すすすす。。。。そのしもべのそのしもべのそのしもべのそのしもべの主人主人主人主人がががが思思思思いがけないいがけないいがけないいがけない時時時時にににに帰帰帰帰ってってってって来来来来ましたましたましたました。。。。そのしもべはそのしもべはそのしもべはそのしもべは不信者達不信者達不信者達不信者達とととと

同同同同じじじじ報報報報いをいをいをいを与与与与えられましたえられましたえられましたえられました。。。。対照的対照的対照的対照的にににに、、、、主主主主がすぐにでもがすぐにでもがすぐにでもがすぐにでも来来来来られるとられるとられるとられると信信信信じるじるじるじる事事事事はははは、、、、熱熱熱熱

心心心心、、、、聖聖聖聖さへとさへとさへとさへと導導導導くくくく傾向傾向傾向傾向がありますがありますがありますがあります。。。。私達私達私達私達はははは第一第一第一第一ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの手紙手紙手紙手紙3333章章章章2222節節節節でででで、「、「、「、「私達私達私達私達はははは今今今今すすすす

でにでにでにでに神神神神のののの子供子供子供子供ですですですです。。。。後後後後のののの状態状態状態状態はまだはまだはまだはまだ明明明明らかにされていませんらかにされていませんらかにされていませんらかにされていません。。。。しかししかししかししかし、、、、キリストキリストキリストキリストがががが現現現現

われたならわれたならわれたならわれたなら、、、、私達私達私達私達ははははキリストキリストキリストキリストにににに似似似似たたたた者者者者となることがわかっていますとなることがわかっていますとなることがわかっていますとなることがわかっています。。。。なぜならそのなぜならそのなぜならそのなぜならその

時時時時、、、、私達私達私達私達ははははキリストキリストキリストキリストのありのままののありのままののありのままののありのままの姿姿姿姿をををを見見見見るからでするからでするからでするからです。」。」。」。」とととと言言言言われわれわれわれていますていますていますています。。。。またまたまたまた続続続続

けてけてけてけて「「「「キリストキリストキリストキリストにににに対対対対するこのするこのするこのするこの望望望望みをいだくみをいだくみをいだくみをいだく者者者者はみなはみなはみなはみな、、、、キリストキリストキリストキリストがががが聖聖聖聖くあられるようくあられるようくあられるようくあられるよう

にににに、、、、自分自分自分自分をををを聖聖聖聖くしますくしますくしますくします。」。」。」。」とととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。（。（。（。（第一第一第一第一ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの手紙手紙手紙手紙3333章章章章3333節節節節））））私達私達私達私達がががが、、、、

患難患難患難患難やそのやそのやそのやその始始始始まりまりまりまり、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストやそのやそのやそのやその現現現現われをわれをわれをわれを見見見見ているのではなくているのではなくているのではなくているのではなく、、、、主主主主のののの来臨来臨来臨来臨のののの為為為為にににに

目目目目をををを覚覚覚覚ましてましてましてまして用意用意用意用意しているようにとしているようにとしているようにとしているようにと主主主主がががが望望望望んでおられるのはんでおられるのはんでおられるのはんでおられるのは明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。 

私達私達私達私達のののの為為為為にににに今今今今すぐにでもすぐにでもすぐにでもすぐにでも来来来来られるられるられるられるイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストをををを見見見見ているようにしてくださいているようにしてくださいているようにしてくださいているようにしてください。。。。

教会教会教会教会のののの為為為為ににににキリストキリストキリストキリストがががが来来来来られるられるられるられる前前前前にににに、、、、何何何何かかかか別別別別のののの出来事出来事出来事出来事がががが起起起起こるとこるとこるとこると言言言言うのはうのはうのはうのは、、、、基本的基本的基本的基本的

にににに、、、、そのそのそのその出来事出来事出来事出来事がががが起起起起こるまではこるまではこるまではこるまでは主主主主がががが来臨来臨来臨来臨をををを遅遅遅遅らせるとらせるとらせるとらせると言言言言っているっているっているっている事事事事になりますになりますになりますになります。。。。このこのこのこの

ようにようにようにように教教教教えたりえたりえたりえたり信信信信じたりするのはじたりするのはじたりするのはじたりするのは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様ごごごご自身自身自身自身がががが警告警告警告警告されたようにされたようにされたようにされたように、、、、非常非常非常非常にににに危険危険危険危険

ですですですです。。。。 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書25252525章章章章でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは準備準備準備準備しているしているしているしている事事事事のののの必要性必要性必要性必要性をををを強調強調強調強調なさいましたなさいましたなさいましたなさいました。。。。十十十十

人人人人のののの娘娘娘娘のたとえののたとえののたとえののたとえの中中中中でででで、、、、五人五人五人五人のののの愚愚愚愚かなかなかなかな娘娘娘娘はははは、、、、主主主主がががが来来来来られたられたられたられた時時時時にににに用意用意用意用意ができていませんができていませんができていませんができていません

でしたでしたでしたでした。「。「。「。「そらそらそらそら、、、、花婿花婿花婿花婿だだだだ。。。。迎迎迎迎えにえにえにえに出出出出よよよよ。」。」。」。」とととと叫叫叫叫ぶぶぶぶ声声声声がしたがしたがしたがした時時時時、、、、用意用意用意用意ができていたができていたができていたができていた者者者者はははは

彼彼彼彼とととと一緒一緒一緒一緒にににに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは13131313節節節節でででで、「、「、「、「だからだからだからだから、、、、目目目目をををを覚覚覚覚ましていなさいましていなさいましていなさいましていなさい。。。。あなあなあなあな

たがたはたがたはたがたはたがたは人人人人のののの子子子子がががが来来来来るそのるそのるそのるその日日日日、、、、そのそのそのその時時時時をををを知知知知らないからですらないからですらないからですらないからです。」。」。」。」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。 

私達私達私達私達ははははキリストキリストキリストキリストがががが来来来来らららられるのがれるのがれるのがれるのが近近近近いといといといと堅堅堅堅くくくく信信信信じていますじていますじていますじています。。。。主主主主がががが教会教会教会教会をををを取取取取られるられるられるられる前前前前にににに

はははは、、、、たったたったたったたった一一一一つのつのつのつの患難患難患難患難のののの預言預言預言預言もももも成就成就成就成就するするするする事事事事はないはないはないはない、、、、またまたまたまた主主主主はははは、、、、全全全全てのてのてのての時代時代時代時代のののの教会教会教会教会がががが、、、、

目目目目をををを覚覚覚覚ましてましてましてまして主主主主のののの来臨来臨来臨来臨をををを待待待待ちちちち望望望望んでいるようにんでいるようにんでいるようにんでいるようにとととと意図意図意図意図されたされたされたされた、、、、とととと堅堅堅堅くくくく信信信信じていますじていますじていますじています。。。。

マルコマルコマルコマルコのののの福音書福音書福音書福音書13131313章章章章35353535----37373737節節節節でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はこうはこうはこうはこう言言言言われましたわれましたわれましたわれました。「。「。「。「だからだからだからだから、、、、目目目目をををを覚覚覚覚ましましましまし

ていなさいていなさいていなさいていなさい。。。。家家家家のののの主人主人主人主人がいつがいつがいつがいつ帰帰帰帰ってってってって来来来来るかるかるかるか、、、、夕方夕方夕方夕方かかかか、、、、夜中夜中夜中夜中かかかか、、、、鶏鶏鶏鶏のののの鳴鳴鳴鳴くころかくころかくころかくころか、、、、明明明明けけけけ



方方方方かかかか、、、、わからないからですわからないからですわからないからですわからないからです。。。。主人主人主人主人がががが不意不意不意不意にににに帰帰帰帰ってってってって来来来来たときたときたときたとき眠眠眠眠っているのをっているのをっているのをっているのを見見見見られないられないられないられない

ようにしなさいようにしなさいようにしなさいようにしなさい。。。。わたしがあなたがたにわたしがあなたがたにわたしがあなたがたにわたしがあなたがたに話話話話していることはしていることはしていることはしていることは、、、、全全全全てのてのてのての人人人人にににに言言言言ってってってっているのいるのいるのいるの

ですですですです。。。。目目目目をををを覚覚覚覚ましていなさいましていなさいましていなさいましていなさい。」。」。」。」 

シーンシーンシーンシーン7：：：：終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時 

主主主主はははは大患難大患難大患難大患難とととと教会教会教会教会にににに関関関関するするするする特別特別特別特別なななな約束約束約束約束をををを私達私達私達私達にににに与与与与えてくださいましたえてくださいましたえてくださいましたえてくださいました。。。。最初最初最初最初のののの約束約束約束約束

はははは、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章10101010節節節節のののの中中中中にありますにありますにありますにあります。。。。そこでそこでそこでそこで主主主主はははは、、、、忠実忠実忠実忠実なななな教会教会教会教会であるであるであるであるフィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィアフィラデルフィア

のののの教会教会教会教会にににに、「、「、「、「あなたがあなたがあなたがあなたが、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの忍耐忍耐忍耐忍耐についてについてについてについて言言言言ったことばをったことばをったことばをったことばを守守守守ったからったからったからったから、、、、わたしわたしわたしわたし

もももも、、、、地上地上地上地上にににに住住住住むむむむ者者者者たちをたちをたちをたちを試試試試みるためにみるためにみるためにみるために、、、、全世界全世界全世界全世界にににに来来来来ようとしているようとしているようとしているようとしている試練試練試練試練のののの時時時時にはにはにはには、、、、ああああ

なたをなたをなたをなたを守守守守ろうろうろうろう。」。」。」。」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。このこのこのこの箇所箇所箇所箇所をををを、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが私達私達私達私達（（（（教会教会教会教会））））をををを大患難大患難大患難大患難のののの

中中中中でででで守守守守りりりり、、、、特別特別特別特別なななな神神神神のののの守守守守りによってりによってりによってりによって大患難大患難大患難大患難をををを通通通通るとるとるとると意味意味意味意味するのだとするのだとするのだとするのだと解釈解釈解釈解釈するのはするのはするのはするのは、、、、聖聖聖聖

書的基盤書的基盤書的基盤書的基盤がががが全全全全くなくくなくくなくくなく、、、、きちんとしたきちんとしたきちんとしたきちんとした学識学識学識学識にもにもにもにも欠欠欠欠けていますけていますけていますけています。。。。そのようなそのようなそのようなそのような解釈解釈解釈解釈はははは、、、、聖書聖書聖書聖書

がまるでがまるでがまるでがまるで前提条件前提条件前提条件前提条件をををを持持持持ってってってって調和調和調和調和するものではないかのようにするものではないかのようにするものではないかのようにするものではないかのように読読読読んでいくんでいくんでいくんでいく事事事事ですですですです。。。。教会教会教会教会

のののの為為為為のののの特別特別特別特別なななな神神神神のののの守守守守りについてはりについてはりについてはりについては黙示録黙示録黙示録黙示録のどこにものどこにものどこにものどこにも語語語語られていませんられていませんられていませんられていません。。。。神神神神のののの特別特別特別特別なななな守守守守

りはりはりはりは、、、、印印印印をををを押押押押されたされたされたされた十四万四千人十四万四千人十四万四千人十四万四千人ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人のののの為為為為だけでありだけでありだけでありだけであり、、、、彼彼彼彼らはやがてらはやがてらはやがてらはやがて来来来来るるるる

裁裁裁裁きのきのきのきの一部一部一部一部からからからから守守守守られますられますられますられます。。。。またまたまたまた12121212章章章章でもこのでもこのでもこのでもこの事事事事についてについてについてについて語語語語られていますられていますられていますられています。。。。三年半三年半三年半三年半のののの

間間間間、、、、竜竜竜竜のののの攻撃攻撃攻撃攻撃からからからから逃逃逃逃れてれてれてれて荒野荒野荒野荒野へへへへ逃逃逃逃げるためにげるためにげるためにげるために、、、、ひとりのひとりのひとりのひとりの女女女女にににに大鷲大鷲大鷲大鷲のののの翼翼翼翼がががが与与与与えられまえられまえられまえられま

すすすす。。。。 

パウロパウロパウロパウロはははは第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙5555章章章章9999節節節節でででで、、、、キキキキリストリストリストリストがががが彼彼彼彼のののの教会教会教会教会のののの為為為為にやってにやってにやってにやって来来来来らららら

れるれるれるれる事事事事についてについてについてについて書書書書いていますいていますいていますいています。「。「。「。「神神神神はははは、、、、私達私達私達私達がががが御怒御怒御怒御怒りにりにりにりに会会会会うようにおうようにおうようにおうようにお定定定定めになったのめになったのめになったのめになったの

ではなくではなくではなくではなく、、、、主主主主イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストにあってにあってにあってにあって救救救救いをいをいをいを得得得得るようにおるようにおるようにおるようにお定定定定めになったからでめになったからでめになったからでめになったからで

すすすす。」。」。」。」イエスイエスイエスイエス様様様様がががが私私私私のののの罪罪罪罪のののの為為為為のののの裁裁裁裁きをきをきをきを完全完全完全完全にににに負負負負ってってってってくださったくださったくださったくださった後後後後でででで、、、、神神神神がががが私私私私をををを悪悪悪悪いいいい世世世世

のののの中中中中とととと一緒一緒一緒一緒にににに裁裁裁裁かれるとかれるとかれるとかれると考考考考えるのはえるのはえるのはえるのは、、、、神神神神のののの御性質御性質御性質御性質とととと全全全全くくくく一貫一貫一貫一貫していませんしていませんしていませんしていません。。。。神神神神のののの怒怒怒怒りりりり

とととと裁裁裁裁きはきはきはきは、、、、キリストキリストキリストキリストをををを拒否拒否拒否拒否するするするする世世世世のののの中中中中にににに注注注注がれるのですがれるのですがれるのですがれるのです。。。。神神神神のののの子供子供子供子供としてとしてとしてとして、、、、一体一体一体一体どうどうどうどう

してしてしてして神神神神がががが私私私私をををを不義不義不義不義なななな者者者者とととと共共共共にににに数数数数えるようなえるようなえるようなえるような事事事事をされるのでしょうかをされるのでしょうかをされるのでしょうかをされるのでしょうか。。。。神神神神はははは私達私達私達私達がががが御怒御怒御怒御怒

りにりにりにりに会会会会うようにはうようにはうようにはうようには定定定定めておられめておられめておられめておられませんませんませんません。。。。 

もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの興味深興味深興味深興味深いいいい約束約束約束約束はははは、、、、イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書26262626章章章章19191919----21212121節節節節にににに見見見見つけられますつけられますつけられますつけられます。。。。主主主主はまずはまずはまずはまず死者死者死者死者のののの

復活復活復活復活についてについてについてについて語語語語られますられますられますられます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、主主主主はこうはこうはこうはこう言言言言われますわれますわれますわれます。「。「。「。「さあさあさあさあ、、、、わがわがわがわが民民民民よよよよ。。。。あなあなあなあな

たのたのたのたの部屋部屋部屋部屋にににに入入入入りりりり、、、、後後後後ろのろのろのろの戸戸戸戸をををを閉閉閉閉じよじよじよじよ。。。。憤憤憤憤りのりのりのりの過過過過ぎるまでぎるまでぎるまでぎるまで、、、、ほんのしばらくほんのしばらくほんのしばらくほんのしばらく身身身身をををを隠隠隠隠せせせせ。。。。

見見見見よよよよ。。。。主主主主はごはごはごはご自分自分自分自分のののの住住住住まいからまいからまいからまいから出出出出てててて来来来来てててて、、、、地地地地にににに住住住住むむむむ者者者者のののの罪罪罪罪をををを罰罰罰罰せられるからだせられるからだせられるからだせられるからだ。。。。地地地地はははは

そのそのそのその上上上上にににに流流流流されたされたされたされた血血血血をををを現現現現わしわしわしわし、、、、そのそのそのその上上上上でででで殺殺殺殺されたされたされたされた者者者者たちをたちをたちをたちを、、、、もうおおうことをしなもうおおうことをしなもうおおうことをしなもうおおうことをしな

いいいい。」。」。」。」 

イザヤイザヤイザヤイザヤはははは、、、、地地地地にににに住住住住むむむむ者者者者をををを罰罰罰罰するするするする為為為為にににに主主主主がががが来来来来られるられるられるられる日日日日、、、、大患難大患難大患難大患難のののの時時時時のののの事事事事をををを預言預言預言預言していましていましていましていま

すすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、神神神神はははは神神神神のののの民民民民にににに、、、、神神神神のののの部部部部屋屋屋屋にににに入入入入ってってってって戸戸戸戸をををを閉閉閉閉じるようにじるようにじるようにじるように、、、、そうしてそうしてそうしてそうして神神神神のののの憤憤憤憤りりりり

（（（（大患難大患難大患難大患難））））がががが過過過過ぎるまでぎるまでぎるまでぎるまで、、、、しばらくのしばらくのしばらくのしばらくの間隠間隠間隠間隠れているようにれているようにれているようにれているように、、、、とととと呼呼呼呼びかけておられまびかけておられまびかけておられまびかけておられま

すすすす。。。。 

これはこれはこれはこれは、、、、ペトラペトラペトラペトラのののの岩岩岩岩のののの町町町町にににに逃逃逃逃れれれれ、、、、大患難大患難大患難大患難からからからから守守守守られるられるられるられるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人のののの事事事事をををを言言言言っているっているっているっている

とととと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。イザヤイザヤイザヤイザヤはははは16161616章章章章でもこのでもこのでもこのでもこの事事事事についてについてについてについて触触触触れていますれていますれていますれています。。。。「「「「モアブモアブモアブモアブよよよよ、、、、わたわたわたわた

しのさすらいしのさすらいしのさすらいしのさすらい人人人人をあなたのうちにをあなたのうちにをあなたのうちにをあなたのうちに宿宿宿宿らせらせらせらせ、、、、荒荒荒荒らすらすらすらす者者者者からからからから逃逃逃逃れてれてれてれて来来来来るるるる彼彼彼彼らのらのらのらの隠隠隠隠れれれれ家家家家となとなとなとな

れれれれ。。。。しいたげるしいたげるしいたげるしいたげる者者者者がががが死死死死にににに、、、、破壊破壊破壊破壊もももも終終終終わりわりわりわり、、、、踏踏踏踏みつけるみつけるみつけるみつける者者者者がががが地地地地からからからから消消消消ええええ失失失失せるせるせるせる時時時時、、、、一一一一つつつつ

のののの王座王座王座王座がががが恵恵恵恵みによってみによってみによってみによって堅堅堅堅くくくく立立立立てられてられてられてられ、、、、裁裁裁裁きをなしきをなしきをなしきをなし、、、、公正公正公正公正をををを求求求求めめめめ、、、、正義正義正義正義をををを速速速速やかにやかにやかにやかに行行行行なななな



うおうおうおうお方方方方がががが、、、、ダビデダビデダビデダビデのののの天幕天幕天幕天幕でででで、、、、真実真実真実真実をををを持持持持ってそこにってそこにってそこにってそこに座座座座るるるる。（。（。（。（訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳）」（）」（）」（）」（イザヤイザヤイザヤイザヤ

書書書書16161616章章章章4444----5555節節節節）））） 

このこのこのこの箇所箇所箇所箇所でででで、、、、モアブモアブモアブモアブのののの人人人人々々々々ははははユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれ、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストががががユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人をををを滅滅滅滅ぼそうぼそうぼそうぼそう

とするとするとするとする期間期間期間期間、、、、セイラセイラセイラセイラでででで、、、、つまりつまりつまりつまりペトラペトラペトラペトラのののの地地地地でででで彼彼彼彼らをかくまうようにらをかくまうようにらをかくまうようにらをかくまうように言言言言われますわれますわれますわれます。。。。主主主主はははは

なぜなぜなぜなぜユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人をををを大患難大患難大患難大患難からかくまいからかくまいからかくまいからかくまい、、、、教会教会教会教会をかくまおうとはされないのでしょうかをかくまおうとはされないのでしょうかをかくまおうとはされないのでしょうかをかくまおうとはされないのでしょうか？？？？ 

もしもしもしもし、、、、主主主主がががが教会教会教会教会をををを大患難大患難大患難大患難からかくまうからかくまうからかくまうからかくまう別別別別のののの計画計画計画計画をををを持持持持っておられるならばっておられるならばっておられるならばっておられるならば、、、、それらのそれらのそれらのそれらの約約約約

束束束束はどこにあるのでしょうかはどこにあるのでしょうかはどこにあるのでしょうかはどこにあるのでしょうか？？？？教会教会教会教会がががが大患難大患難大患難大患難のののの間間間間にににに障害障害障害障害をををを受受受受けることがないようにけることがないようにけることがないようにけることがないように、、、、

封封封封じられじられじられじられ、、、、守守守守られられられられ、、、、印印印印をををを押押押押されるとされるとされるとされると示示示示していしていしていしているるるる箇所箇所箇所箇所はははは、、、、一体聖書一体聖書一体聖書一体聖書のどこにあるでしょのどこにあるでしょのどこにあるでしょのどこにあるでしょ

うかうかうかうか？？？？ヨハネヨハネヨハネヨハネがががが終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時にににに起起起起こるこるこるこる全全全全てのてのてのての出来事出来事出来事出来事のののの詳細詳細詳細詳細をををを黙示録黙示録黙示録黙示録のののの中中中中ではっきりとではっきりとではっきりとではっきりと記記記記

録録録録したしたしたした時時時時、、、、大患難大患難大患難大患難のののの中中中中でででで教会教会教会教会がががが守守守守られるとられるとられるとられると言言言言っているっているっているっている箇所箇所箇所箇所はあるでしょうかはあるでしょうかはあるでしょうかはあるでしょうか？？？？ 

ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書21212121章章章章34343434----36363636節節節節でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは大患難大患難大患難大患難とととと来臨来臨来臨来臨についてについてについてについて語語語語られましたられましたられましたられました。。。。イエスイエスイエスイエス

様様様様はははは私達私達私達私達にこうにこうにこうにこう言言言言っておられますっておられますっておられますっておられます。「。「。「。「あなたがたのあなたがたのあなたがたのあなたがたの心心心心がががが、、、、放蕩放蕩放蕩放蕩やややや深酒深酒深酒深酒やこのやこのやこのやこの世世世世のののの思思思思いいいい

煩煩煩煩いのためにいのためにいのためにいのために沈沈沈沈みみみみ込込込込んでいるところにんでいるところにんでいるところにんでいるところに、、、、そのそのそのその日日日日がわなのようにがわなのようにがわなのようにがわなのように、、、、突然突然突然突然あなたがたにあなたがたにあなたがたにあなたがたに臨臨臨臨

むことのないようにむことのないようにむことのないようにむことのないように、、、、よくよくよくよく気気気気をつけていなさいをつけていなさいをつけていなさいをつけていなさい。。。。そのそのそのその日日日日はははは、、、、全地全地全地全地のののの表表表表にににに住住住住むむむむ全全全全てのてのてのての人人人人

にににに臨臨臨臨むからですむからですむからですむからです。。。。しかししかししかししかし、、、、あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは、、、、やがてやがてやがてやがて起起起起ころうとしているこれらころうとしているこれらころうとしているこれらころうとしているこれら全全全全てのてのてのての事事事事

からからからから逃逃逃逃れれれれ、、、、人人人人のののの子子子子のののの前前前前にににに立立立立つことができるようにつことができるようにつことができるようにつことができるように、、、、いつもいつもいつもいつも油断油断油断油断せずにせずにせずにせずに祈祈祈祈っていなさっていなさっていなさっていなさ

いいいい。」。」。」。」 

やがてやがてやがてやがて起起起起ころうとしているころうとしているころうとしているころうとしている何何何何のののの全全全全てのてのてのての事事事事からからからから逃逃逃逃れるのでしょうかれるのでしょうかれるのでしょうかれるのでしょうか？？？？私私私私はははは教会教会教会教会のののの為為為為にやにやにやにや

ってってってって来来来来られるられるられるられる主主主主のののの来臨来臨来臨来臨からはからはからはからは絶対逃絶対逃絶対逃絶対逃れたくありませんれたくありませんれたくありませんれたくありません。。。。それではそれではそれではそれでは意味意味意味意味をををを成成成成しませんしませんしませんしません。。。。

いいえいいえいいえいいえ、、、、そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はやがてはやがてはやがてはやがて起起起起ころうとしているころうとしているころうとしているころうとしている大患難大患難大患難大患難についてについてについてについて言言言言っっっっ

ておられたのですておられたのですておられたのですておられたのです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、私私私私はははは確確確確かにそれからはかにそれからはかにそれからはかにそれからは逃逃逃逃れたいですれたいですれたいですれたいです！！！！ですからですからですからですから、、、、私私私私ははははイイイイ

エスエスエスエス様様様様がががが私私私私にするようににするようににするようににするように言言言言われたわれたわれたわれた通通通通りりりり、、、、目目目目をををを覚覚覚覚ましてましてましてまして祈祈祈祈っていますっていますっていますっています。。。。 

私私私私はははは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが御座御座御座御座にににに座座座座っておられるおっておられるおっておられるおっておられるお方方方方のののの右手右手右手右手からからからから巻巻巻巻きききき物物物物をををを取取取取られるられるられるられる時時時時、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録5555

章章章章にににに書書書書かれているかれているかれているかれている神神神神のののの御座御座御座御座のののの前前前前にににに立立立立っているっているっているっている大勢大勢大勢大勢のののの群衆群衆群衆群衆のののの中中中中にいるにいるにいるにいる事事事事をををを期待期待期待期待していましていましていましていま

すすすす。。。。私私私私はははは、、、、封印封印封印封印がががが解解解解かれかれかれかれ、、、、神神神神がががが神神神神のののの怒怒怒怒りとりとりとりと憤憤憤憤りをりをりをりを、、、、神神神神をををを認認認認めずめずめずめずキリストキリストキリストキリストをををを拒絶拒絶拒絶拒絶していしていしていしてい

るこのるこのるこのるこの世界世界世界世界にににに注注注注ぎぎぎぎ始始始始められるめられるめられるめられる時時時時にににに、、、、このこのこのこの地上地上地上地上にいるとはにいるとはにいるとはにいるとは思思思思っていませんっていませんっていませんっていません。。。。これはこれはこれはこれは、、、、キキキキ

リストリストリストリストのののの来臨来臨来臨来臨をををを信者信者信者信者にとってにとってにとってにとって祝福祝福祝福祝福されたされたされたされた希望希望希望希望としますとしますとしますとします。。。。私達私達私達私達はははは熱心熱心熱心熱心にこのにこのにこのにこの祝福祝福祝福祝福されたされたされたされた

希望希望希望希望であるであるであるである私達私達私達私達のののの偉大偉大偉大偉大なななな神神神神、、、、救救救救いいいい主主主主、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの栄光栄光栄光栄光あるあるあるある現現現現れをれをれをれを待待待待ちちちち望望望望んでんでんでんで

いますいますいますいます。。。。 

旧約聖書旧約聖書旧約聖書旧約聖書はははは、、、、このこのこのこの世世世世がががが二回神二回神二回神二回神によってによってによってによって裁裁裁裁かれたかれたかれたかれた時時時時のののの事事事事をををを私達私達私達私達にににに語語語語っていますっていますっていますっています。。。。ノアノアノアノアのののの

時代時代時代時代のののの洪水洪水洪水洪水とととと、、、、ロトロトロトロトのののの時時時時ににににソドムソドムソドムソドムをををを破壊破壊破壊破壊したしたしたした火火火火とととと硫黄硫黄硫黄硫黄ですですですです。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はごはごはごはご自身自身自身自身のののの再臨再臨再臨再臨

のののの時時時時をこれらをこれらをこれらをこれら両方両方両方両方のののの類推類推類推類推にににに関連付関連付関連付関連付けられましたけられましたけられましたけられました。。。。「「「「人人人人のののの子子子子がががが来来来来るのはるのはるのはるのは、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど、、、、ノノノノ

アアアアのののの日日日日のようだからですのようだからですのようだからですのようだからです。。。。」（」（」（」（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章37373737節節節節）））） 

私達私達私達私達ははははルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書17171717章章章章28282828----29292929節節節節でででで、「、「、「、「またまたまたまた、、、、ロトロトロトロトのののの時代時代時代時代にあったこととにあったこととにあったこととにあったことと同様同様同様同様ですですですです。。。。人人人人

々々々々はははは食食食食べたりべたりべたりべたり、、、、飲飲飲飲んだりんだりんだりんだり、、、、売売売売ったりったりったりったり、、、、買買買買ったりったりったりったり、、、、植植植植えたりえたりえたりえたり、、、、建建建建てたりしていたがてたりしていたがてたりしていたがてたりしていたが、、、、ロロロロ

トトトトががががソドムソドムソドムソドムからからからから出出出出てててて行行行行くとくとくとくと、、、、そのそのそのその日日日日にににに、、、、火火火火とととと硫黄硫黄硫黄硫黄がががが天天天天からからからから降降降降ってってってって、、、、全全全全てのてのてのての人人人人をををを滅滅滅滅ぼしぼしぼしぼし

てしまいましたてしまいましたてしまいましたてしまいました。」。」。」。」とととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。両方両方両方両方のののの場合場合場合場合でででで、、、、神神神神のののの裁裁裁裁きがきがきがきが来来来来るるるる前前前前にににに、、、、正正正正しいしいしいしい

者者者者はははは救救救救いいいい出出出出されましたされましたされましたされました。。。。 

ノアノアノアノアはははは、、、、言言言言わばわばわばわば、、、、神神神神によってによってによってによって印印印印をををを押押押押されたされたされたされた十四万四千人十四万四千人十四万四千人十四万四千人ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人のののの型型型型ですですですです。。。。彼彼彼彼

はははは裁裁裁裁きのきのきのきの中中中中、、、、箱舟箱舟箱舟箱舟のののの中中中中でででで守守守守られましたられましたられましたられました。。。。ロトロトロトロトはははは裁裁裁裁きからきからきからきから救救救救いいいい出出出出されるされるされるされる教会教会教会教会のののの型型型型ですですですです。。。。

またまたまたまた、、、、私達私達私達私達にはにはにはには、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書のののの中中中中でででで、、、、燃燃燃燃えるえるえるえる炉炉炉炉のののの中中中中でででで守守守守られたられたられたられた三人三人三人三人ののののヘブルヘブルヘブルヘブル人人人人のののの若者若者若者若者



ののののケースケースケースケースがありますがありますがありますがあります。。。。質問質問質問質問はははは、「、「、「、「ダニエルダニエルダニエルダニエルはどこにいたのかはどこにいたのかはどこにいたのかはどこにいたのか？」？」？」？」ですですですです。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは彼彼彼彼がががが

ネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルネブカデネザルのののの像像像像をををを拝拝拝拝んだとんだとんだとんだと思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？ 

私私私私はそうはそうはそうはそう思思思思いませんいませんいませんいません。。。。彼彼彼彼はははは不思議不思議不思議不思議なななな事事事事にそこにいませんでしたにそこにいませんでしたにそこにいませんでしたにそこにいませんでした。。。。多多多多くのくのくのくの人人人人がががが、、、、ネブカネブカネブカネブカ

デネザルデネザルデネザルデネザルのののの像像像像はははは黙示録黙示録黙示録黙示録13131313章章章章にににに出出出出てててて来来来来るるるる獣獣獣獣のののの像像像像のののの型型型型であったとであったとであったとであったと信信信信じていますじていますじていますじています。。。。三人三人三人三人ののののヘヘヘヘ

ブルブルブルブル人人人人のののの若者若者若者若者はははは、、、、大患難大患難大患難大患難のののの中中中中でででで守守守守られるられるられるられる忠実忠実忠実忠実ななななイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人のののの型型型型でありでありでありであり、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエルはははは

大患難大患難大患難大患難からからからから守守守守られるられるられるられる教会教会教会教会のののの型型型型ですですですです。。。。 

携挙携挙携挙携挙はははは歴史的歴史的歴史的歴史的にににに伝統的伝統的伝統的伝統的なななな教会教会教会教会のののの教義教義教義教義ではないというではないというではないというではないという議論議論議論議論にににに関関関関してしてしてして、、、、一言一言一言一言われるべきでわれるべきでわれるべきでわれるべきで

すすすす。。。。主主主主のののの間近間近間近間近なななな来臨来臨来臨来臨へのへのへのへの期待感期待感期待感期待感がががが、、、、教会教会教会教会のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でででで、、、、特特特特ににににダークエイジダークエイジダークエイジダークエイジのののの間間間間にににに薄薄薄薄れれれれ

てててて行行行行ったったったった事事事事はははは確確確確かですがかですがかですがかですが、、、、初初初初代代代代教会教会教会教会（（（（新約聖書時代新約聖書時代新約聖書時代新約聖書時代のののの教会教会教会教会））））がががが教会教会教会教会のののの歴史歴史歴史歴史のののの一部一部一部一部であであであであ

るるるる事事事事もももも確確確確かですかですかですかです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、聖書聖書聖書聖書はははは明明明明らかにらかにらかにらかに初初初初代代代代教会教会教会教会ががががイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの間近間近間近間近なななな来臨来臨来臨来臨

をををを待待待待ちちちち望望望望んでいたんでいたんでいたんでいた事事事事をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。それらのそれらのそれらのそれらのクリクリクリクリスチャンスチャンスチャンスチャン達達達達はははは、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの為為為為にににに主主主主がががが今今今今

すぐにでもすぐにでもすぐにでもすぐにでも来来来来られるとられるとられるとられると期待期待期待期待していましたしていましたしていましたしていました。。。。第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4444章章章章でででで、、、、自分自分自分自分のののの愛愛愛愛

するするするする者者者者がががが主主主主のののの来臨来臨来臨来臨のののの前前前前にににに死死死死んでしまったのでんでしまったのでんでしまったのでんでしまったので、、、、神神神神のののの御国御国御国御国にににに入入入入りりりり損損損損なったとなったとなったとなったと考考考考えてえてえてえて悲悲悲悲しししし

んでいたんでいたんでいたんでいた信者達信者達信者達信者達のののの事事事事をををを思思思思いいいい出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

さらにさらにさらにさらに、、、、歴史的教会歴史的教会歴史的教会歴史的教会のののの教義教義教義教義のののの中中中中にはにはにはには、、、、私私私私がががが同意同意同意同意できないできないできないできない多多多多くのくのくのくの事事事事がありますがありますがありますがあります。。。。歴史的歴史的歴史的歴史的

教会教会教会教会のののの教義教義教義教義のののの中中中中ではではではでは、、、、幼児幼児幼児幼児ののののバプテスマバプテスマバプテスマバプテスマによるによるによるによる新生新生新生新生がががが教教教教えられていますえられていますえられていますえられています。。。。私私私私はははは、、、、聖書聖書聖書聖書

はははは幼児幼児幼児幼児ののののバプテスマバプテスマバプテスマバプテスマによるによるによるによる新生新生新生新生についてについてについてについて教教教教えていないとえていないとえていないとえていないと信信信信じますじますじますじます。。。。歴史的教会歴史的教会歴史的教会歴史的教会はははは、、、、ママママ

リヤリヤリヤリヤとととと死死死死んでしまったんでしまったんでしまったんでしまった聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達とのとのとのとの仲介仲介仲介仲介やとりなしをやとりなしをやとりなしをやとりなしを教教教教えていますえていますえていますえています。。。。私私私私はははは、、、、聖書聖書聖書聖書がががが死死死死んんんん

だだだだ聖徒聖徒聖徒聖徒ややややマリヤマリヤマリヤマリヤとのとのとのとの仲介仲介仲介仲介をををを教教教教えているとはえているとはえているとはえているとは信信信信じませんじませんじませんじません。。。。歴史的教会歴史的教会歴史的教会歴史的教会ははははローマローマローマローマ教皇教皇教皇教皇のののの絶絶絶絶

対的確実性対的確実性対的確実性対的確実性をををを教教教教えていますえていますえていますえています。。。。私私私私ははははローマローマローマローマ教皇教皇教皇教皇のののの絶対的絶対的絶対的絶対的なななな権威権威権威権威をををを信信信信じていませんじていませんじていませんじていません。。。。 

あるあるあるある歴史的教会歴史的教会歴史的教会歴史的教会のののの教義教義教義教義はははは、、、、私私私私のののの意見意見意見意見としてはとしてはとしてはとしては、、、、聖書的聖書的聖書的聖書的ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。私私私私はははは歴史的教歴史的教歴史的教歴史的教

会会会会のののの教義教義教義教義がががが全全全全てのてのてのての形式形式形式形式やややや概念概念概念概念においてにおいてにおいてにおいて正正正正しいとはしいとはしいとはしいとは見見見見ていませんしていませんしていませんしていませんし、、、、歴史的教会歴史的教会歴史的教会歴史的教会がががが実施実施実施実施

してしてしてして見習見習見習見習ってってってって行行行行くべきくべきくべきくべき私達私達私達私達のののの模範模範模範模範であるともであるともであるともであるとも見見見見ていませんていませんていませんていません。。。。唯一唯一唯一唯一のののの真実真実真実真実なるなるなるなる模範模範模範模範はははは、、、、

使徒使徒使徒使徒のののの働働働働きのきのきのきの中中中中にににに見見見見つけられますつけられますつけられますつけられます。。。。ヨハネヨハネヨハネヨハネがががが黙示録黙示録黙示録黙示録をををを書書書書いたいたいたいた頃頃頃頃にはにはにはには、、、、既既既既にににに多多多多くのくのくのくの偽偽偽偽りりりり

のののの教義教義教義教義がががが忍忍忍忍びびびび込込込込んでんでんでんでいましたいましたいましたいました。。。。ですからですからですからですから、、、、イイイイエスエスエスエス様様様様はははは何度何度何度何度もももも繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして教会教会教会教会にににに悔悔悔悔いいいい改改改改

めるようにめるようにめるようにめるように呼呼呼呼びかけましたびかけましたびかけましたびかけました。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録2222、、、、3333章章章章）））） 

あるあるあるある人達人達人達人達はははは、、、、携携携携挙挙挙挙のののの教教教教えやえやえやえや興味興味興味興味がががが、、、、1820182018201820年代後期年代後期年代後期年代後期のののの清教徒達清教徒達清教徒達清教徒達（（（（プリモスプリモスプリモスプリモス号号号号のののの兄弟達兄弟達兄弟達兄弟達））））

からからからから広広広広がったとがったとがったとがったと主張主張主張主張していますしていますしていますしています。。。。イギリスイギリスイギリスイギリスのののの集会集会集会集会でででで、、、、あるあるあるある一人一人一人一人のののの女性女性女性女性がががが預言預言預言預言のののの賜物賜物賜物賜物をををを

通通通通してしてしてして教会教会教会教会へのへのへのへの勧勧勧勧めをめをめをめを始始始始めめめめ、、、、主主主主がががが来来来来られられられられ、、、、教会教会教会教会をををを引引引引きききき上上上上げげげげ、、、、やがてやがてやがてやがて来来来来るるるる神神神神のののの怒怒怒怒りからりからりからりから

教会教会教会教会をををを救救救救いいいい出出出出されるとされるとされるとされると言言言言ったったったった、、、、というというというという話話話話ですですですです。。。。私達私達私達私達ははははジョンジョンジョンジョン・・・・ネルソンネルソンネルソンネルソン・・・・ダービーダービーダービーダービーやややや

サイラスサイラスサイラスサイラス・・・・スコフィールドスコフィールドスコフィールドスコフィールドのようなのようなのようなのような人物人物人物人物についてについてについてについて聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このようなこのようなこのようなこのような

見方見方見方見方ががががポピュラーポピュラーポピュラーポピュラーになりになりになりになり始始始始めましためましためましためました。。。。 

ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書12121212章章章章4444節節節節でででで、、、、預言者預言者預言者預言者ダニエルダニエルダニエルダニエルはははは終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時についてのについてのについてのについての理解理解理解理解をををを神神神神にににに求求求求めましめましめましめまし

たたたた。。。。主主主主ははははダニエルダニエルダニエルダニエルにににに、「、「、「、「あなたはあなたはあなたはあなたは終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時までこのまでこのまでこのまでこの言葉言葉言葉言葉をををを秘秘秘秘めておきめておきめておきめておき、、、、このこのこのこの書書書書をををを封封封封

じておきなさいじておきなさいじておきなさいじておきなさい。。。。多多多多くのくのくのくの者者者者はははは、、、、あちこちとあちこちとあちこちとあちこちと探探探探りりりり調調調調べべべべ、、、、そしてそしてそしてそして知識知識知識知識がががが増増増増すでしょうすでしょうすでしょうすでしょう。」。」。」。」

とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。このこのこのこの箇所箇所箇所箇所のののの内容内容内容内容でででで、、、、知識知識知識知識がががが増増増増すとはすとはすとはすとは、、、、終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時までまでまでまで封封封封じられていじられていじられていじられてい

たたたた預言預言預言預言のののの真理真理真理真理についてのについてのについてのについての知識知識知識知識ですですですです。。。。 

主主主主がががが教会教会教会教会をこのをこのをこのをこの世世世世からからからから取取取取りりりり出出出出さささされるれるれるれる日日日日がががが近近近近づくにつれづくにつれづくにつれづくにつれ、、、、大患難大患難大患難大患難のののの前前前前にににに教会教会教会教会がががが引引引引きききき上上上上げげげげ

られるというられるというられるというられるという約束約束約束約束についてについてについてについて、、、、私達私達私達私達がもっとよくがもっとよくがもっとよくがもっとよく理解理解理解理解できるようにできるようにできるようにできるように主主主主がなさってくださがなさってくださがなさってくださがなさってくださ

っているっているっているっている、、、、というのがぴったりとというのがぴったりとというのがぴったりとというのがぴったりと当当当当てはまりますてはまりますてはまりますてはまります。。。。主主主主はなぜはなぜはなぜはなぜマルティンマルティンマルティンマルティン・・・・ルタールタールタールターややややジジジジ

ョンョンョンョン・・・・カルバンカルバンカルバンカルバンのようなのようなのようなのような宗教改革指導者達宗教改革指導者達宗教改革指導者達宗教改革指導者達にそれをにそれをにそれをにそれを明明明明らかにされなかったのでしょうらかにされなかったのでしょうらかにされなかったのでしょうらかにされなかったのでしょう

かかかか？？？？彼彼彼彼らはらはらはらは教会教会教会教会がががが取取取取りりりり出出出出さささされるれるれるれる時代時代時代時代にはにはにはには生生生生きていなかったのですきていなかったのですきていなかったのですきていなかったのです。。。。 



ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書はははは終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時までまでまでまで封封封封じられているじられているじられているじられている事事事事になっていましたになっていましたになっていましたになっていました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、私達私達私達私達はははは

今今今今、、、、そのそのそのその時時時時にににに生生生生きていますきていますきていますきています。。。。ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書12121212章章章章4444節節節節はははは、、、、預言預言預言預言のののの知識知識知識知識がががが明明明明らかにらかにらかにらかに増増増増しししし加加加加えらえらえらえら

れるとれるとれるとれると約束約束約束約束していますしていますしていますしています。。。。それをそれをそれをそれを知知知知ることによってることによってることによってることによって、、、、私達私達私達私達はこのはこのはこのはこの終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時にににに、、、、神神神神のののの約約約約

束束束束とととと神神神神のみことばののみことばののみことばののみことばの理解理解理解理解においてにおいてにおいてにおいて、、、、神神神神がががが私達私達私達私達にににに新新新新しいしいしいしい情報情報情報情報をををを与与与与えてくださるとえてくださるとえてくださるとえてくださると安心安心安心安心しししし

てててて考考考考えるえるえるえる事事事事ができますができますができますができます。。。。 

 

反反反反キリストキリストキリストキリスト    忌忌忌忌むべきむべきむべきむべき者者者者 

ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書9章章章章27節節節節、、、、12章章章章11節節節節 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章15151515節節節節 

第二第二第二第二テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2章章章章4節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録11章章章章2節節節節 

反反反反キリストキリストキリストキリスト    独裁者独裁者独裁者独裁者のののの現現現現われわれわれわれ 

黙示録黙示録黙示録黙示録13章章章章 

反反反反キリストキリストキリストキリスト    七年七年七年七年    イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとのとのとのとの契約契約契約契約 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書28章章章章18節節節節 

ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書9章章章章27節節節節 

バビロンバビロンバビロンバビロン経済経済経済経済とととと政治政治政治政治のののの崩壊崩壊崩壊崩壊 

黙示録黙示録黙示録黙示録18章章章章 

ハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンのののの戦戦戦戦いいいい 

詩篇詩篇詩篇詩篇2篇篇篇篇1-5、、、、9節節節節 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書34章章章章1-6節節節節、、、、63章章章章3-4,6節節節節 

ヨエルヨエルヨエルヨエル書書書書3章章章章2、、、、9-16節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書12章章章章2節節節節、、、、14章章章章2-3、、、、12節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録14章章章章14-20節節節節、、、、16章章章章16節節節節、、、、19章章章章11-21節節節節 

教会教会教会教会のののの売春売春売春売春（（（（偽偽偽偽りのりのりのりの教会教会教会教会）））） 

第一第一第一第一テモテテモテテモテテモテのののの手紙手紙手紙手紙4章章章章1-3節節節節 

第二第二第二第二テモテテモテテモテテモテのののの手紙手紙手紙手紙3章章章章1-5節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録17章章章章 

暗闇暗闇暗闇暗闇とととと全全全全くのくのくのくの絶望絶望絶望絶望 

ヨエルヨエルヨエルヨエル書書書書2章章章章2節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録16章章章章10節節節節 

主主主主のののの日日日日 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書2章章章章12節節節節、、、、13章章章章6、、、、9節節節節 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書13章章章章5節節節節、、、、30章章章章3節節節節 

ヨエルヨエルヨエルヨエル書書書書1章章章章15節節節節、、、、2章章章章1、、、、11、、、、31節節節節、、、、3章章章章14節節節節 

アモスアモスアモスアモス書書書書5章章章章18、、、、20節節節節 

オバデヤオバデヤオバデヤオバデヤ書書書書15節節節節 

ゼパニヤゼパニヤゼパニヤゼパニヤ書書書書1章章章章7、、、、14節節節節 



ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書14章章章章1節節節節 

マラキマラキマラキマラキ書書書書4章章章章5節節節節 

使徒使徒使徒使徒のののの働働働働きききき2章章章章20節節節節 

第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙5章章章章2節節節節 

第二第二第二第二テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2章章章章2節節節節 

第二第二第二第二ペテペテペテペテロロロロのののの手紙手紙手紙手紙3章章章章10節節節節 

悪霊悪霊悪霊悪霊のののの侵略侵略侵略侵略 

黙示録黙示録黙示録黙示録9章章章章3-20節節節節 

悪魔礼拝悪魔礼拝悪魔礼拝悪魔礼拝とととと偶像礼拝偶像礼拝偶像礼拝偶像礼拝 

黙示録黙示録黙示録黙示録9章章章章20節節節節、、、、13章章章章11-17節節節節 

 

泥酔泥酔泥酔泥酔、、、、麻薬麻薬麻薬麻薬、、、、乱交乱交乱交乱交 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章38383838節節節節 

ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書17171717章章章章27272727節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録9章章章章21節節節節 

偽偽偽偽メシヤメシヤメシヤメシヤとととと偽預言者偽預言者偽預言者偽預言者 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章5555、、、、11111111----24242424節節節節 

神神神神のののの言葉言葉言葉言葉のききんのききんのききんのききん 

アモスアモスアモスアモス書書書書8888章章章章11111111----12121212節節節節 

火火火火とととと激激激激しいしいしいしい炎熱炎熱炎熱炎熱 

黙示録黙示録黙示録黙示録16章章章章8-9節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録18章章章章8-9、、、、18節節節節 

異邦人異邦人異邦人異邦人へのへのへのへの刑罰刑罰刑罰刑罰 

ローマローマローマローマ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙1章章章章18節節節節 

第二第二第二第二テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2章章章章11-12節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録19章章章章15節節節節 

神神神神のののの憤憤憤憤りりりり 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書26章章章章20節節節節、、、、34章章章章2節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録6章章章章17節節節節 

神神神神のののの復讐復讐復讐復讐 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書34章章章章8節節節節、、、、63章章章章1-6節節節節 

ゴグゴグゴグゴグととととマゴグマゴグマゴグマゴグののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル侵略侵略侵略侵略 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書38-39章章章章 

大患難大患難大患難大患難 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章21212121節節節節 

神神神神ととととサタンサタンサタンサタンによるによるによるによる収穫収穫収穫収穫 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書13131313章章章章 



神神神神のののの裁裁裁裁きのきのきのきの時時時時 

黙示録黙示録黙示録黙示録14章章章章7節節節節 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル：：：：イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル破壊破壊破壊破壊のののの試試試試みみみみ 

黙示録黙示録黙示録黙示録12章章章章 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの清清清清めめめめ 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書20章章章章23、、、、38節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書13章章章章8-9節節節節 

マラキマラキマラキマラキ書書書書3章章章章3節節節節 

ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル回帰回帰回帰回帰 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書43章章章章5-6節節節節 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書34章章章章11-13節節節節、、、、36章章章章24節節節節、、、、37章章章章1-14節節節節 

天天天天にいるにいるにいるにいる殉教殉教殉教殉教ししししたたたた群衆群衆群衆群衆 

黙示録黙示録黙示録黙示録7章章章章9、、、、14節節節節 

終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代のののの物物物物質質質質主義主義主義主義 

ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書17171717章章章章28282828節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録18章章章章12-14節節節節 

千年王国千年王国千年王国千年王国のためののためののためののための群衆群衆群衆群衆 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書25252525章章章章32323232----34343434節節節節 

神神神神のののの激激激激しいしいしいしい裁裁裁裁きからきからきからきから逃逃逃逃れられないれられないれられないれられない 

アモスアモスアモスアモス書書書書9章章章章2-3節節節節 

人人人人々々々々がががが神神神神をををを恐恐恐恐れるれるれるれる 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書2章章章章19-21節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録6章章章章15-17節節節節 

信者信者信者信者へのへのへのへの迫害迫害迫害迫害 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章10101010節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録16章章章章6節節節節、、、、17章章章章6節節節節 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルへのへのへのへの迫害迫害迫害迫害 

ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書12章章章章1節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ11章章章章16節節節節 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章21212121節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録12章章章章13節節節節 

疫病疫病疫病疫病 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ14章章章章12節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録16章章章章2節節節節 

千年王国千年王国千年王国千年王国のののの準備準備準備準備 

黙示録黙示録黙示録黙示録16章章章章20節節節節 

ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国のののの復興復興復興復興 



ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書2章章章章41節節節節、、、、7章章章章7節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録13章章章章1節節節節、、、、17章章章章12節節節節 

サタンサタンサタンサタンがががが天天天天からからからから投投投投げげげげ落落落落とされるとされるとされるとされる 

 黙示録黙示録黙示録黙示録12章章章章3-15節節節節 

サタンサタンサタンサタンのののの偽偽偽偽りりりり 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書14章章章章12-15節節節節 

七七七七つのつのつのつの鉢鉢鉢鉢のののの裁裁裁裁きききき 

黙示録黙示録黙示録黙示録16章章章章 

第七十週第七十週第七十週第七十週 

ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書9章章章章24-27節節節節 

天天天天とととと星星星星とととと月月月月とととと太陽太陽太陽太陽のしるしのしるしのしるしのしるし 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書13章章章章10、、、、13節節節節、、、、24章章章章1、、、、19-20節節節節、、、、34章章章章10節節節節 

ヨエルヨエルヨエルヨエル書書書書2章章章章10、、、、30-31節節節節、、、、3章章章章15節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録6章章章章12-14節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録8888章章章章7777----11111111節節節節、、、、16161616章章章章21212121節節節節 

六六六六つのつのつのつの封印封印封印封印のののの裁裁裁裁きききき 

マタイマタイマタイマタイのののの福音福音福音福音書書書書24242424章章章章4444----8888節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録6章章章章 

黙示録黙示録黙示録黙示録8-9章章章章、、、、11章章章章15-19節節節節 

死死死死のののの悲悲悲悲しみしみしみしみ 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書13章章章章8節節節節 

エレミヤエレミヤエレミヤエレミヤ書書書書30章章章章6節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録6章章章章8節節節節 

三人三人三人三人のののの御使御使御使御使いのいのいのいの知知知知らせらせらせらせ 

黙示録黙示録黙示録黙示録14章章章章6-12節節節節 

ヤコブヤコブヤコブヤコブのののの苦難苦難苦難苦難のののの時時時時 

エレミヤエレミヤエレミヤエレミヤ書書書書30章章章章7節節節節 

終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時 

ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書12章章章章9節節節節 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書13131313章章章章40404040、、、、49494949節節節節 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル部族部族部族部族のののの召召召召しししし、、、、改信改信改信改信、、、、殉教殉教殉教殉教 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章14141414節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録7章章章章1-4節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録14章章章章1-5節節節節 

大患難大患難大患難大患難でのでのでのでの死死死死 

ゼパニヤゼパニヤゼパニヤゼパニヤ書書書書1章章章章17節節節節 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書34章章章章3節節節節、、、、66章章章章24節節節節 



マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章28282828節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録14章章章章20節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録19章章章章17-19節節節節 

大患難大患難大患難大患難でででで生生生生きききき残残残残るるるる者者者者 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書13章章章章12節節節節 

二人二人二人二人のののの証人証人証人証人 

黙示録黙示録黙示録黙示録11章章章章3-13節節節節 

戦争戦争戦争戦争、、、、ききんききんききんききん、、、、地震地震地震地震、、、、災害災害災害災害 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章6666----7777節節節節 

ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書21212121章章章章25252525節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録6章章章章2-6、、、、8節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録9章章章章1-2節節節節、、、、14章章章章20節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録6章章章章12節節節節、、、、11章章章章13節節節節、、、、16章章章章18節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録8章章章章7-12節節節節、、、、16章章章章3節節節節 

世界的統一宗教世界的統一宗教世界的統一宗教世界的統一宗教、、、、政治政治政治政治、、、、経済経済経済経済 

黙示録黙示録黙示録黙示録13章章章章4-8、、、、16-17節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録17章章章章1-18節節節節、、、、18章章章章1-24節節節節 

全世界全世界全世界全世界のののの苦難苦難苦難苦難のののの時時時時 

ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書12章章章章1節節節節 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章21212121----22222222節節節節 

 

 



第四第四第四第四幕幕幕幕 

再臨再臨再臨再臨  
 

 

私達私達私達私達はははは第三幕第三幕第三幕第三幕でででで、、、、このこのこのこの世世世世のののの苦難苦難苦難苦難とととと患難患難患難患難をををを読読読読みましたみましたみましたみました。。。。それはそれはそれはそれは全全全全くくくく硬直硬直硬直硬直するようなするようなするようなするようなシーシーシーシー

ンンンンでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、第四幕第四幕第四幕第四幕でででで現現現現わされようとしているわされようとしているわされようとしているわされようとしているドラマドラマドラマドラマののののワームアップワームアップワームアップワームアップにすぎませんにすぎませんにすぎませんにすぎません。。。。

大患難大患難大患難大患難のののの暗暗暗暗いいいい背景幕背景幕背景幕背景幕とはとはとはとは対照対照対照対照にににに、、、、キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨はははは、、、、目目目目がががが開開開開かれたこのかれたこのかれたこのかれたこの世世世世ににににキリストキリストキリストキリスト

のののの威厳威厳威厳威厳をををを明明明明らかにしますらかにしますらかにしますらかにします。。。。 

イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨はははは、、、、大患難大患難大患難大患難のののの終終終終わりにわりにわりにわりに起起起起こりますこりますこりますこります。。。。このこのこのこの時時時時、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はこのはこのはこのはこの

地上地上地上地上にににに、、、、千年王国千年王国千年王国千年王国としてとしてとしてとして知知知知られるられるられるられる千年間千年間千年間千年間のののの支配支配支配支配をををを設立設立設立設立しますしますしますします。。。。しかししかししかししかし、、、、芝居芝居芝居芝居はそこではそこではそこではそこで

終終終終わりませんわりませんわりませんわりません。。。。このこのこのこの千年王国千年王国千年王国千年王国のののの終終終終わりにわりにわりにわりに、、、、サタンサタンサタンサタンとととと彼彼彼彼にににに従従従従うううう軍勢軍勢軍勢軍勢がががが、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様とのとのとのとの最最最最

後後後後のののの戦戦戦戦いのいのいのいの為為為為にににに立立立立ちちちち上上上上がりますがりますがりますがります。。。。そのそのそのその戦戦戦戦いのいのいのいの結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、私達私達私達私達ははははサタンサタンサタンサタンのののの消滅消滅消滅消滅とととと大大大大きききき

なななな白白白白いいいい御座御座御座御座のさばきをのさばきをのさばきをのさばきを見見見見ますますますます。。。。 

シーンシーンシーンシーン：：：：あなたはこれらのあなたはこれらのあなたはこれらのあなたはこれらの石石石石をををを見見見見ているのでているのでているのでているのですかすかすかすか？？？？ 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書23232323、、、、24242424章章章章でででで、、、、マタイマタイマタイマタイははははイエスイエスイエスイエス様様様様がががが宮宮宮宮ででででパリサイパリサイパリサイパリサイ人人人人とととと論争論争論争論争しししし、、、、彼彼彼彼らをらをらをらを厳厳厳厳

しくしくしくしく非難非難非難非難しているしているしているしている時時時時のののの事事事事をををを述述述述べていますべていますべていますべています。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様とととと弟子達弟子達弟子達弟子達がががが宮宮宮宮からからからから出出出出てててて行行行行くくくく時時時時、、、、弟弟弟弟

子達子達子達子達ははははヘロデヘロデヘロデヘロデがががが神殿神殿神殿神殿をををを再建再建再建再建したしたしたした時時時時にににに用用用用いたいたいたいた大大大大きなきなきなきな石石石石についてについてについてについて語語語語りりりり始始始始めましためましためましためました。。。。これらこれらこれらこれら

巨大巨大巨大巨大なななな石石石石についてについてについてについて言言言言うにはうにはうにはうには、「、「、「、「巨大巨大巨大巨大」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉ではまだではまだではまだではまだ言言言言いいいい表表表表せないほどですせないほどですせないほどですせないほどです。。。。神神神神

殿殿殿殿のののの最最最最もももも小小小小さなさなさなさな石石石石でもでもでもでも、、、、象象象象のののの体重体重体重体重とほぼとほぼとほぼとほぼ同同同同じじじじ、、、、2222〜〜〜〜3333トントントントンのののの重重重重さがありまさがありまさがありまさがありましたしたしたした。。。。多多多多くのくのくのくの

石石石石はははは50505050トントントントンのののの重重重重さでしたさでしたさでしたさでした。。。。そしてそしてそしてそして、、、、最最最最もももも大大大大きなきなきなきな石石石石はははは、、、、570570570570トントントントンというというというという途方途方途方途方もないもないもないもない重重重重さでさでさでさで

あるとあるとあるとあると見積見積見積見積もられてきましたもられてきましたもられてきましたもられてきました。。。。そのそのそのその石石石石はははは今今今今でもでもでもでも存在存在存在存在しておりしておりしておりしており、、、、あなたはそれをあなたはそれをあなたはそれをあなたはそれをエルサエルサエルサエルサ

レムレムレムレムののののラビラビラビラビののののトンネルトンネルトンネルトンネルでででで見見見見るるるる事事事事ができますができますができますができます。。。。弟子達弟子達弟子達弟子達がこれらのがこれらのがこれらのがこれらの巨大巨大巨大巨大なななな石石石石についてについてについてについて語語語語っっっっ

ていたていたていたていた時時時時、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは驚驚驚驚かせるようなかせるようなかせるようなかせるような事事事事をををを言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは石石石石をををを指指指指してしてしてして、、、、

「「「「まことにまことにまことにまことに、、、、あなたあなたあなたあなた方方方方にににに告告告告げますげますげますげます。。。。ここではここではここではここでは、、、、石石石石がくずされずにがくずされずにがくずされずにがくずされずに、、、、積積積積まれたまままれたまままれたまままれたまま残残残残るるるる

ことはことはことはことは決決決決してありませんしてありませんしてありませんしてありません。」（。」（。」（。」（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章2222節節節節）））） 

私私私私はははは弟子達弟子達弟子達弟子達はははは困惑困惑困惑困惑しただろうとしただろうとしただろうとしただろうと思思思思いますいますいますいます。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは一体何一体何一体何一体何をををを意味意味意味意味してしてしてして言言言言われたのだわれたのだわれたのだわれたのだ

ろうかろうかろうかろうか？？？？一体誰一体誰一体誰一体誰がこれらがこれらがこれらがこれら巨大巨大巨大巨大なななな石石石石をををを一一一一つでもつでもつでもつでも動動動動かすかすかすかす事事事事ができるのかができるのかができるのかができるのか？？？？彼彼彼彼らはらはらはらはキドランキドランキドランキドラン

のののの谷谷谷谷をををを通通通通ってってってってオリーブオリーブオリーブオリーブ山山山山にににに向向向向かってかってかってかって歩歩歩歩きききき続続続続けながらけながらけながらけながら尋尋尋尋ねましたねましたねましたねました。「。「。「。「おおおお話話話話しくださいしくださいしくださいしください。。。。

いついついついつ、、、、そのようなそのようなそのようなそのような事事事事がががが起起起起こるのでしょうこるのでしょうこるのでしょうこるのでしょう。」（。」（。」（。」（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章3333節節節節））））彼彼彼彼らはらはらはらは自分達自分達自分達自分達

がどのようなしるしやがどのようなしるしやがどのようなしるしやがどのようなしるしや前兆前兆前兆前兆をををを見見見見るべきなのかるべきなのかるべきなのかるべきなのか、、、、神殿神殿神殿神殿のののの破壊破壊破壊破壊につながるにつながるにつながるにつながる前兆前兆前兆前兆についてについてについてについて知知知知

りたかったのですりたかったのですりたかったのですりたかったのです。。。。しかししかししかししかし、、、、彼彼彼彼らはこのらはこのらはこのらはこの世世世世のののの終終終終わりについてもわりについてもわりについてもわりについても知知知知りたかったのですりたかったのですりたかったのですりたかったのです。。。。

「「「「あなたのあなたのあなたのあなたの来来来来られるられるられるられる時時時時やややや世世世世のののの終終終終わりにはわりにはわりにはわりには、、、、どんなどんなどんなどんな前兆前兆前兆前兆があるのでしょうがあるのでしょうがあるのでしょうがあるのでしょう。」（。」（。」（。」（マタイマタイマタイマタイ

のののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章3333節節節節）））） 

このこのこのこの世世世世のののの時代時代時代時代のののの終終終終わりわりわりわり 

人人人人々々々々はしばしばはしばしばはしばしばはしばしば、、、、なぜなぜなぜなぜクリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンはいつもこのはいつもこのはいつもこのはいつもこの世世世世のののの終終終終わりについてわりについてわりについてわりについて話話話話しているのかしているのかしているのかしているのか

とととと不思議不思議不思議不思議にににに思思思思いますいますいますいます。。。。真実真実真実真実にはにはにはには、、、、私達私達私達私達はははは通常通常通常通常このこのこのこの世世世世のののの終終終終わりについてわりについてわりについてわりについて話話話話しているのでしているのでしているのでしているので

はなくはなくはなくはなく、、、、このこのこのこの世世世世のののの時代時代時代時代のののの終終終終わりについてわりについてわりについてわりについて話話話話しているのですしているのですしているのですしているのです。。。。このこのこのこの世世世世のののの終終終終わりはまだわりはまだわりはまだわりはまだ遠遠遠遠

いいいい先先先先のののの事事事事ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの世世世世ののののシステムシステムシステムシステムのののの終終終終わりわりわりわり、、、、つまりつまりつまりつまり人間人間人間人間がががが堕落堕落堕落堕落せずにせずにせずにせずに人間人間人間人間をををを

支配支配支配支配しようとするしようとするしようとするしようとする貧弱貧弱貧弱貧弱でででで無駄無駄無駄無駄なななな試試試試みのみのみのみの終終終終わりがわりがわりがわりが、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどのクリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンがががが言言言言っていっていっていってい



るるるる「「「「終終終終わりわりわりわり」」」」なのですなのですなのですなのです。。。。さてさてさてさて、、、、質問質問質問質問はははは、、、、このこのこのこの世世世世のののの時代時代時代時代はいつはいつはいつはいつ終終終終わるのかですわるのかですわるのかですわるのかです。。。。そのそのそのその前前前前

兆兆兆兆はははは何何何何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？第一幕第一幕第一幕第一幕でででで、、、、私達私達私達私達はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの質問質問質問質問にににに対対対対するするするするイエスイエスイエスイエス様様様様のののの特定特定特定特定のののの答答答答えをえをえをえを

いくつかいくつかいくつかいくつか説明説明説明説明しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、ごごごご自身自身自身自身のののの再臨再臨再臨再臨がががが近近近近いいいい事事事事とととと、、、、このこのこのこの世世世世のののの時代時代時代時代

のののの終終終終わりがわりがわりがわりが来来来来るるるる事事事事をををを示示示示すすすす、、、、いくつかのたとえいくつかのたとえいくつかのたとえいくつかのたとえ話話話話をををを与与与与えられましたえられましたえられましたえられました。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは再再再再びびびび来来来来られるとられるとられるとられると約束約束約束約束されましたされましたされましたされました。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは弟子達弟子達弟子達弟子達にににに言言言言われましたわれましたわれましたわれました。「。「。「。「ああああ

なたがたはなたがたはなたがたはなたがたは心心心心をををを騒騒騒騒がしてはなりませんがしてはなりませんがしてはなりませんがしてはなりません。。。。神神神神をををを信信信信じじじじ、、、、またわたしをまたわたしをまたわたしをまたわたしを信信信信じなさいじなさいじなさいじなさい。。。。わたしわたしわたしわたし

のののの父父父父のののの家家家家にはにはにはには、、、、住住住住まいがたくさんありますまいがたくさんありますまいがたくさんありますまいがたくさんあります。。。。もしなかったらもしなかったらもしなかったらもしなかったら、、、、あなたがたにあなたがたにあなたがたにあなたがたに言言言言っておっておっておってお

いたでしょういたでしょういたでしょういたでしょう。。。。あなたがたのためにあなたがたのためにあなたがたのためにあなたがたのために、、、、わたしはわたしはわたしはわたしは場所場所場所場所をををを備備備備えにえにえにえに行行行行くのですくのですくのですくのです。。。。わたしがわたしがわたしがわたしが行行行行

ってってってって、、、、あなたがたにあなたがたにあなたがたにあなたがたに場所場所場所場所をををを備備備備えたらえたらえたらえたら、、、、またまたまたまた来来来来てててて、、、、あなたがたをわたしのもとにあなたがたをわたしのもとにあなたがたをわたしのもとにあなたがたをわたしのもとに迎迎迎迎えまえまえまえま

すすすす。。。。わたしのいるわたしのいるわたしのいるわたしのいる所所所所にににに、、、、あなたがたをもおらせるためですあなたがたをもおらせるためですあなたがたをもおらせるためですあなたがたをもおらせるためです。」（。」（。」（。」（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書14141414章章章章

1111----3333節節節節））））このこのこのこの箇所箇所箇所箇所でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、教会教会教会教会のののの携携携携挙挙挙挙としてとしてとしてとして知知知知られるられるられるられる、、、、主主主主がががが教会教会教会教会のためにのためにのためにのために来来来来らららら

れるれるれるれる来臨来臨来臨来臨のののの事事事事をををを言言言言っておられますっておられますっておられますっておられます。（。（。（。（第二幕参照第二幕参照第二幕参照第二幕参照）））） 

しかししかししかししかし、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はまたはまたはまたはまた、、、、あるあるあるある日日日日、、、、彼彼彼彼のののの教会教会教会教会とととと共共共共にににに神神神神のののの御国御国御国御国をこのをこのをこのをこの地上地上地上地上にににに確確確確立立立立するするするする為為為為

にににに戻戻戻戻ってってってって来来来来られますられますられますられます。。。。 

シーンシーンシーンシーン2：：：：イエスイエスイエスイエス様様様様のののの再臨再臨再臨再臨 

聖書聖書聖書聖書ははははイエスイエスイエスイエス様様様様のののの再臨再臨再臨再臨にににに関関関関するするするする約束約束約束約束とととと預言預言預言預言でいっぱいですでいっぱいですでいっぱいですでいっぱいです。。。。旧約聖書旧約聖書旧約聖書旧約聖書とととと新約聖書新約聖書新約聖書新約聖書のののの両両両両

方方方方のみことばがのみことばがのみことばがのみことばが、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がこのがこのがこのがこの地上地上地上地上にににに神神神神のののの御国御国御国御国をををを確確確確立立立立してくださるしてくださるしてくださるしてくださる時時時時についてについてについてについて語語語語っっっっ

ていますていますていますています。。。。そのようなそのようなそのようなそのような旧約聖書旧約聖書旧約聖書旧約聖書のみことばののみことばののみことばののみことばの一一一一つがつがつがつが、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書7777章章章章13131313----14141414節節節節にありまにありまにありまにありま

すすすす。。。。そこでそこでそこでそこで預言者預言者預言者預言者ダニエルダニエルダニエルダニエルはははは、「、「、「、「私私私私がまたがまたがまたがまた、、、、夜夜夜夜のののの幻幻幻幻をををを見見見見ているとているとているとていると、、、、見見見見よよよよ、、、、人人人人のののの子子子子のよのよのよのよ

うなうなうなうな方方方方がががが天天天天のののの雲雲雲雲にににに乗乗乗乗ってってってって来来来来られられられられ、、、、年年年年をををを経経経経たたたた方方方方のもとにのもとにのもとにのもとに進進進進みみみみ、、、、そのそのそのその前前前前にににに導導導導かれたかれたかれたかれた。。。。このこのこのこの

方方方方にににに、、、、主権主権主権主権とととと光栄光栄光栄光栄とととと国国国国がががが与与与与えられえられえられえられ、、、、諸民諸民諸民諸民、、、、諸国諸国諸国諸国、、、、諸国語諸国語諸国語諸国語のののの者達者達者達者達がことごとくがことごとくがことごとくがことごとく、、、、彼彼彼彼にににに仕仕仕仕

えることになったえることになったえることになったえることになった。。。。そのそのそのその主権主権主権主権はははは永遠永遠永遠永遠のののの主権主権主権主権でででで、、、、過過過過ぎぎぎぎ去去去去ることがなくることがなくることがなくることがなく、、、、そのそのそのその国国国国はははは滅滅滅滅びるびるびるびる

ことがないことがないことがないことがない。」。」。」。」とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。 

またまたまたまた、、、、ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤももももイエスイエスイエスイエス様様様様のののの再臨再臨再臨再臨をををを預言預言預言預言していますしていますしていますしています。「。「。「。「わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、ダビデダビデダビデダビデのののの家家家家ととととエルエルエルエル

サレムサレムサレムサレムのののの住民住民住民住民のののの上上上上にににに、、、、恵恵恵恵みとみとみとみと哀願哀願哀願哀願のののの霊霊霊霊をををを注注注注ぐぐぐぐ。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、自分自分自分自分たちがたちがたちがたちが突突突突きききき刺刺刺刺したしたしたした者者者者、、、、わわわわ

たしをたしをたしをたしを仰仰仰仰ぎぎぎぎ見見見見、、、、ひとりひとりひとりひとり子子子子をををを失失失失ってってってって嘆嘆嘆嘆くようにくようにくようにくように、、、、そのそのそのその者者者者のためにのためにのためにのために泣泣泣泣きききき、、、、初子初子初子初子をををを失失失失ってってってって激激激激

しくしくしくしく泣泣泣泣くようにくようにくようにくように、、、、そのそのそのその者者者者のためにのためにのためにのために激激激激しくしくしくしく泣泣泣泣くくくく。」（。」（。」（。」（ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書12121212章章章章11111111節節節節））））ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤはははは

私達私達私達私達にににに、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが再臨再臨再臨再臨されるされるされるされる時時時時、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人ははははイエスイエスイエスイエス様様様様ががががメシヤメシヤメシヤメシヤであるとわかりであるとわかりであるとわかりであるとわかり認認認認めめめめ

るとるとるとると言言言言っていますっていますっていますっています。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは自分達自分達自分達自分達がががが突突突突きききき刺刺刺刺したおしたおしたおしたお方方方方をををを仰仰仰仰ぎぎぎぎ見見見見、、、、神神神神がががが彼彼彼彼らのらのらのらの先祖達先祖達先祖達先祖達にににに遣遣遣遣

わされたわされたわされたわされた真実真実真実真実ののののメシヤメシヤメシヤメシヤ、「、「、「、「彼彼彼彼はははは侮侮侮侮られてられてられてられて人人人人にににに捨捨捨捨てられてられてられてられ、、、、悲悲悲悲しみのしみのしみのしみの人人人人でででで、、、、病病病病をををを知知知知っていっていっていってい

たたたた。」（。」（。」（。」（イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書53535353章章章章3333節節節節））））とととと預言預言預言預言されたされたされたされた通通通通りにりにりにりに拒絶拒絶拒絶拒絶されたされたされたされたメシヤメシヤメシヤメシヤにあまにあまにあまにあまりにもりにもりにもりにも長長長長いいいい年年年年

月月月月のののの間盲目間盲目間盲目間盲目であったというであったというであったというであったという事実事実事実事実にににに嘆嘆嘆嘆きききき悲悲悲悲しみますしみますしみますしみます。。。。 

これとこれとこれとこれと似似似似たみことばであるたみことばであるたみことばであるたみことばである黙示録黙示録黙示録黙示録1111章章章章7777節節節節はははは、「、「、「、「見見見見よよよよ。。。。彼彼彼彼がががが雲雲雲雲にににに乗乗乗乗ってってってって来来来来られるられるられるられる。。。。全全全全てててて

のののの目目目目、、、、ことにことにことにことに彼彼彼彼をををを突突突突きききき刺刺刺刺したしたしたした者者者者たちがたちがたちがたちが、、、、彼彼彼彼をををを見見見見るるるる。。。。地上地上地上地上のののの諸族諸族諸族諸族はみなはみなはみなはみな、、、、彼彼彼彼のゆえにのゆえにのゆえにのゆえに嘆嘆嘆嘆

くくくく。。。。しかりしかりしかりしかり、、、、アーメンアーメンアーメンアーメン。」。」。」。」とととと宣言宣言宣言宣言していますしていますしていますしています。。。。 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章30303030節節節節でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、「、「、「、「そのそのそのその時時時時、、、、人人人人のののの子子子子のしるしがのしるしがのしるしがのしるしが天天天天にににに現現現現われまわれまわれまわれま

すすすす。。。。するとするとするとすると、、、、地上地上地上地上のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる種族種族種族種族はははは、、、、悲悲悲悲しみながらしみながらしみながらしみながら、、、、人人人人のののの子子子子がががが大能大能大能大能とととと輝輝輝輝かしいかしいかしいかしい栄光栄光栄光栄光をををを

帯帯帯帯びてびてびてびて天天天天のののの雲雲雲雲にににに乗乗乗乗ってってってって来来来来るのをるのをるのをるのを見見見見るのでするのでするのでするのです。」。」。」。」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様ががががオリーブオリーブオリーブオリーブ

山山山山からからからから天天天天にににに上上上上られるられるられるられる前前前前にににに、、、、弟子達弟子達弟子達弟子達がががが最後最後最後最後ににににイエスイエスイエスイエス様様様様をををを見見見見たたたた時時時時のののの事事事事がががが、、、、使徒使徒使徒使徒のののの働働働働きのきのきのきの1111章章章章

9999----11111111節節節節にににに記録記録記録記録されていますされていますされていますされています。。。。そこにはこうそこにはこうそこにはこうそこにはこう書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。「。「。「。「こうこうこうこう言言言言ってからってからってからってから、、、、イエイエイエイエ

ススススはははは彼彼彼彼らがらがらがらが見見見見ているているているている間間間間にににに上上上上げられげられげられげられ、、、、雲雲雲雲にににに包包包包まれてまれてまれてまれて、、、、見見見見えなくなられたえなくなられたえなくなられたえなくなられた。。。。イエスイエスイエスイエスがががが上上上上っっっっ



てててて行行行行かれるかれるかれるかれる時時時時、、、、弟子弟子弟子弟子たちはたちはたちはたちは天天天天をををを見見見見つめていたつめていたつめていたつめていた。。。。するとするとするとすると、、、、見見見見よよよよ。。。。白白白白いいいい衣衣衣衣をををを着着着着たたたた人人人人がふたがふたがふたがふた

りりりり、、、、彼彼彼彼らのそばにらのそばにらのそばにらのそばに立立立立っていたっていたっていたっていた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、こうこうこうこう言言言言ったったったった。『。『。『。『ガリラヤガリラヤガリラヤガリラヤのののの人人人人たちたちたちたち。。。。なぜなぜなぜなぜ天天天天をををを

見上見上見上見上げてげてげてげて立立立立っているのですかっているのですかっているのですかっているのですか。。。。あなたがたをあなたがたをあなたがたをあなたがたを離離離離れてれてれてれて天天天天にににに上上上上げられたこのげられたこのげられたこのげられたこのイエスイエスイエスイエスはははは、、、、天天天天

にににに上上上上ってってってって行行行行かれるのをあなたがたがかれるのをあなたがたがかれるのをあなたがたがかれるのをあなたがたが見見見見たたたた時時時時とととと同同同同じじじじ有様有様有様有様でででで、、、、またおいでになりままたおいでになりままたおいでになりままたおいでになりま

すすすす。』」。』」。』」。』」 

またまたまたまた、、、、ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書にににに戻戻戻戻るとるとるとると、、、、14141414章章章章4444節節節節でででで、、、、主主主主がががが戻戻戻戻ってってってって来来来来られるられるられるられる時時時時にはにはにはには、「、「、「、「そのそのそのその日日日日、、、、主主主主のののの

足足足足はははは、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのののの東東東東にににに面面面面するするするするオリーブオリーブオリーブオリーブ山山山山のののの上上上上にににに立立立立つつつつ。。。。オリーブオリーブオリーブオリーブ山山山山はははは、、、、そのそのそのその真真真真んんんん中中中中でででで

二二二二つにつにつにつに裂裂裂裂けけけけ、、、、東西東西東西東西にににに延延延延びるびるびるびる非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな谷谷谷谷ができるができるができるができる。。。。山山山山のののの半分半分半分半分はははは北北北北へへへへ移移移移りりりり、、、、他他他他のののの半分半分半分半分

はははは南南南南へへへへ移移移移るるるる。」。」。」。」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。コロサイコロサイコロサイコロサイ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙3333章章章章4444節節節節でででで、、、、パウロパウロパウロパウロはははは「「「「私達私達私達私達のいのいのいのい

のちであるのちであるのちであるのちであるキリストキリストキリストキリストがががが現現現現われるとわれるとわれるとわれると、、、、そのそのそのその時時時時あなたがたもあなたがたもあなたがたもあなたがたも、、、、キリストキリストキリストキリストとともにとともにとともにとともに、、、、栄光栄光栄光栄光のののの

うちにうちにうちにうちに現現現現われますわれますわれますわれます。」。」。」。」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。ユダユダユダユダのののの手紙手紙手紙手紙14141414節節節節ではではではでは、「、「、「、「アダムアダムアダムアダムからからからから七代目七代目七代目七代目のののの

エノクエノクエノクエノクもももも、、、、彼彼彼彼らについてらについてらについてらについて預言預言預言預言してこうしてこうしてこうしてこう言言言言ってってってっていますいますいますいます。『。『。『。『見見見見よよよよ。。。。主主主主はははは千万千万千万千万のののの聖徒聖徒聖徒聖徒をををを引引引引きききき

連連連連れてれてれてれて来来来来られるられるられるられる。』」。』」。』」。』」黙示録黙示録黙示録黙示録のののの19191919章章章章11111111----15151515節節節節でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが再再再再びびびび来来来来られるられるられるられる事事事事についてについてについてについて、、、、

ヨハネヨハネヨハネヨハネはこうはこうはこうはこう言言言言いましたいましたいましたいました。「。「。「。「またまたまたまた、、、、私私私私はははは開開開開かれたかれたかれたかれた天天天天をををを見見見見たたたた。。。。見見見見よよよよ。。。。白白白白いいいい馬馬馬馬がいるがいるがいるがいる。。。。そそそそ

れにれにれにれに乗乗乗乗ったったったった方方方方はははは、『、『、『、『忠実忠実忠実忠実、、、、またまたまたまた真実真実真実真実』』』』とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる方方方方でありでありでありであり、、、、義義義義をもってをもってをもってをもって裁裁裁裁きをしきをしきをしきをし、、、、戦戦戦戦

いをされるいをされるいをされるいをされる。。。。そのそのそのその目目目目はははは燃燃燃燃えるえるえるえる炎炎炎炎でありでありでありであり、、、、そのそのそのその頭頭頭頭にはにはにはには多多多多くのくのくのくの王冠王冠王冠王冠があってがあってがあってがあって、、、、ごごごご自身自身自身自身のほのほのほのほ

かだれもかだれもかだれもかだれも知知知知らないらないらないらない名名名名がががが書書書書かれていたかれていたかれていたかれていた。。。。そのそのそのその方方方方はははは血血血血にににに染染染染まったまったまったまった衣衣衣衣をををを着着着着ていてていてていてていて、、、、そのそのそのその名名名名はははは

『『『『神神神神のことばのことばのことばのことば』』』』とととと呼呼呼呼ばれたばれたばれたばれた。。。。天天天天にあるにあるにあるにある軍勢軍勢軍勢軍勢はははは真真真真っっっっ白白白白なななな、、、、きよいきよいきよいきよい麻布麻布麻布麻布をををを着着着着てててて、、、、白白白白いいいい馬馬馬馬にににに

乗乗乗乗ってってってって彼彼彼彼につにつにつにつきききき従従従従ったったったった。。。。このこのこのこの方方方方のののの口口口口からはからはからはからは諸国諸国諸国諸国のののの民民民民をををを打打打打つつつつ為為為為にににに、、、、鋭鋭鋭鋭いいいい剣剣剣剣がががが出出出出ていたていたていたていた。。。。

このこのこのこの方方方方はははは、、、、鉄鉄鉄鉄のののの杖杖杖杖をををを持持持持ってってってって彼彼彼彼らをらをらをらを牧牧牧牧されるされるされるされる。。。。このこのこのこの方方方方はまたはまたはまたはまた、、、、万物万物万物万物のののの支配者支配者支配者支配者であるであるであるである神神神神のののの

激激激激しいしいしいしい怒怒怒怒りのりのりのりの酒酒酒酒ぶねをぶねをぶねをぶねを踏踏踏踏まれるまれるまれるまれる。」。」。」。」 

キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨についてについてについてについてのののの詳細詳細詳細詳細 

ですからですからですからですから、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨にににに関関関関するするするする預言預言預言預言はははは聖書中聖書中聖書中聖書中にたくさんありますにたくさんありますにたくさんありますにたくさんあります。。。。これこれこれこれ

らのらのらのらの預言預言預言預言はははは、、、、主主主主がががが再再再再びやってびやってびやってびやって来来来来られるられるられるられる事事事事についてについてについてについて、、、、私達私達私達私達にににに何何何何とととと言言言言っているでしょうっているでしょうっているでしょうっているでしょう

かかかか？？？？ 

まずまずまずまず、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは天天天天のののの雲雲雲雲にににに乗乗乗乗ってってってって来来来来られますられますられますられます。。。。 

第二第二第二第二にににに、、、、全世界全世界全世界全世界ががががイエスイエスイエスイエス様様様様をををを見見見見ますますますます。。。。 

第三第三第三第三にににに、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人ががががイエスイエスイエスイエス様様様様をををを認識認識認識認識しししし、「、「、「、「自分達自分達自分達自分達がががが突突突突きききき刺刺刺刺したおしたおしたおしたお方方方方をををを見見見見ますますますます。」。」。」。」 

第四第四第四第四にににに、、、、聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達がががが主主主主とととと共共共共にににに戻戻戻戻ってってってって来来来来ますますますます。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様がががが神神神神のののの御国御国御国御国をををを地上地上地上地上にににに設立設立設立設立するするするする為為為為にににに

来来来来られるられるられるられる時時時時、、、、携挙携挙携挙携挙でででで引引引引きききき上上上上げられたげられたげられたげられた者者者者たちがたちがたちがたちが主主主主にににに伴伴伴伴ってってってって来来来来ますますますます。。。。「「「「私達私達私達私達のいのちであのいのちであのいのちであのいのちであ

るるるるキリストキリストキリストキリストがががが現現現現われるとわれるとわれるとわれると、、、、そのそのそのその時時時時あなたがたもあなたがたもあなたがたもあなたがたも、、、、キリストキリストキリストキリストとととと共共共共にににに、、、、栄光栄光栄光栄光のうちにのうちにのうちにのうちに現現現現わわわわ

れますれますれますれます。」（。」（。」（。」（コロサイコロサイコロサイコロサイ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙3333章章章章4444節節節節）））） 

第五第五第五第五にににに、、、、主主主主ははははオリーブオリーブオリーブオリーブ山山山山からからからから天天天天にににに昇昇昇昇られたのとられたのとられたのとられたのと同同同同じようにじようにじようにじように、、、、オリーブオリーブオリーブオリーブ山山山山にににに下下下下ってってってって来来来来らららら

れますれますれますれます。。。。主主主主のののの足足足足がそこにがそこにがそこにがそこに立立立立つつつつ時時時時、、、、オリーブオリーブオリーブオリーブ山山山山はそこをはそこをはそこをはそこを中央中央中央中央にしてにしてにしてにして二二二二つにつにつにつに裂裂裂裂けけけけ、、、、新新新新しいしいしいしい

渓谷渓谷渓谷渓谷がががが形成形成形成形成されされされされ、、、、山山山山のののの一部一部一部一部はははは北北北北にににに、、、、一部一部一部一部はははは南南南南にににに動動動動きますきますきますきます。。。。 

タイミングタイミングタイミングタイミング 

主主主主のののの再臨再臨再臨再臨ののののタイミングタイミングタイミングタイミングはははは何何何何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？私達私達私達私達がががが第二幕第二幕第二幕第二幕とととと第三幕第三幕第三幕第三幕でででで論論論論じてじてじてじて来来来来たようにたようにたようにたように、、、、

キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨にににに先駆先駆先駆先駆けてけてけてけて、、、、二二二二つのつのつのつの出来事出来事出来事出来事がががが起起起起こりますこりますこりますこります。。。。携挙携挙携挙携挙とととと大患難大患難大患難大患難ですですですです。。。。さてさてさてさて、、、、

教会教会教会教会のののの携挙携挙携挙携挙のののの前前前前にににに、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの預言預言預言預言がががが成就成就成就成就するするするする可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある

前兆前兆前兆前兆はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを滅滅滅滅ぼしぼしぼしぼし、、、、このこのこのこの地上地上地上地上からからからから絶滅絶滅絶滅絶滅させようとさせようとさせようとさせようと試試試試みるみるみるみるイスラムイスラムイスラムイスラム諸国諸国諸国諸国によによによによ

るるるるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル侵略侵略侵略侵略ですですですです。。。。 



聖書聖書聖書聖書はははは終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時にこのにこのにこのにこの事事事事がががが起起起起こるとこるとこるとこると預言預言預言預言していますしていますしていますしています。。。。聖書聖書聖書聖書によればによればによればによれば、、、、これらこれらこれらこれらイスライスライスライスラ

ムムムム諸国諸国諸国諸国ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを侵略侵略侵略侵略するするするする時時時時、、、、ロシアロシアロシアロシアががががイスラムイスラムイスラムイスラム諸国諸国諸国諸国をををを援護援護援護援護しますしますしますします。（。（。（。（第一幕参第一幕参第一幕参第一幕参

照照照照））））聖書聖書聖書聖書はははは、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはにはイスラムイスラムイスラムイスラム諸国諸国諸国諸国ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル絶滅戦争絶滅戦争絶滅戦争絶滅戦争をををを試試試試みるとみるとみるとみると言言言言っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。 

このこのこのこの戦争戦争戦争戦争はははは神神神神のののの介入介入介入介入によってさえぎられますによってさえぎられますによってさえぎられますによってさえぎられます。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにとってにとってにとってにとって完全完全完全完全にににに不可能不可能不可能不可能にににに見見見見

えるえるえるえる時時時時、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが生生生生きききき残残残残るるるる道道道道がないようにがないようにがないようにがないように見見見見えるちょうどそのえるちょうどそのえるちょうどそのえるちょうどその時時時時、、、、神神神神がががが介入介入介入介入しししし、、、、このこのこのこの侵侵侵侵

略軍略軍略軍略軍のののの六分六分六分六分のののの五五五五をををを滅滅滅滅ぼしますぼしますぼしますぼします。。。。神神神神はははは、、、、自分達自分達自分達自分達をををを救救救救ったのはったのはったのはったのは神神神神のののの御介入以外御介入以外御介入以外御介入以外にはないとにはないとにはないとにはないと

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがわかるようながわかるようながわかるようながわかるような方法方法方法方法でででで御自身御自身御自身御自身のののの力力力力をををを現現現現わされますわされますわされますわされます。。。。 

これらこれらこれらこれらイスラムイスラムイスラムイスラム諸国諸国諸国諸国（（（（そしてそしてそしてそして背後背後背後背後でででで援護援護援護援護したしたしたしたロシアロシアロシアロシアのののの力力力力））））のののの敗北敗北敗北敗北にににに続続続続きききき、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ

共同体共同体共同体共同体をををを導導導導きききき指導指導指導指導するするするする、、、、非常非常非常非常にににに力強力強力強力強いいいい、、、、非常非常非常非常にににに有能有能有能有能なななな人物人物人物人物がががが登場登場登場登場しますしますしますします。。。。彼彼彼彼はははは圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的

ななななカリスマカリスマカリスマカリスマをををを持持持持ちちちち、、、、このこのこのこの世界世界世界世界からからからから世世世世のののの救救救救いいいい主主主主としてとしてとしてとして崇崇崇崇められるでしょうめられるでしょうめられるでしょうめられるでしょう。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、

彼彼彼彼はははは、、、、アイデンティティアイデンティティアイデンティティアイデンティティのののの危機危機危機危機にににに対対対対するするするする解決策解決策解決策解決策、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪のののの問題問題問題問題にににに対対対対するするするする解決策解決策解決策解決策、、、、アラブアラブアラブアラブ

人人人人ととととユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人とのとのとのとの間間間間のののの中東敵対心中東敵対心中東敵対心中東敵対心にににに対対対対するするするする解決策解決策解決策解決策、、、、というようなというようなというようなというような、、、、誰誰誰誰にもにもにもにも見見見見いだせないだせないだせないだせな

かったかったかったかった解決策解決策解決策解決策をををを持持持持っているようにっているようにっているようにっているように見見見見えるからですえるからですえるからですえるからです。。。。 

1,290日日日日 

ロシアロシアロシアロシアががががイスラムイスラムイスラムイスラム諸国諸国諸国諸国ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル侵略侵略侵略侵略をををを援護援護援護援護するこのするこのするこのするこの期間中期間中期間中期間中のいつかにのいつかにのいつかにのいつかに、、、、主主主主がこのがこのがこのがこの

地上地上地上地上からからからから教会教会教会教会をををを携挙携挙携挙携挙でででで取取取取られられられられ、、、、神神神神のののの霊霊霊霊ををををイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家にににに注注注注がれますがれますがれますがれます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、神神神神がががが

神神神神のののの民民民民、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを取取取取りりりり扱扱扱扱われるわれるわれるわれる最後最後最後最後のののの七年間七年間七年間七年間がががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。 

このこのこのこの期間期間期間期間にににに、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人ははははエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムにににに彼彼彼彼らのらのらのらの神殿神殿神殿神殿をををを再建再建再建再建しますしますしますします。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは再再再再びびびび日日日日ごとのごとのごとのごとの

祈祈祈祈りとりとりとりと犠牲犠牲犠牲犠牲のののの捧捧捧捧げげげげ物物物物をををを設立設立設立設立しますしますしますします。。。。現時点現時点現時点現時点ではではではでは一体一体一体一体どのようにしてどのようにしてどのようにしてどのようにして神殿再建神殿再建神殿再建神殿再建がががが起起起起こりこりこりこり

得得得得るのかわからないにもかかわらずるのかわからないにもかかわらずるのかわからないにもかかわらずるのかわからないにもかかわらず、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人がががが祭司祭司祭司祭司のののの装束装束装束装束とととと神殿神殿神殿神殿でのでのでのでの礼拝礼拝礼拝礼拝でででで用用用用いらいらいらいら

れるれるれるれる多多多多くのくのくのくの物物物物をををを既既既既にににに用意用意用意用意しておりしておりしておりしており、、、、神殿再建神殿再建神殿再建神殿再建のののの為為為為にににに準備準備準備準備しているのはしているのはしているのはしているのは興味深興味深興味深興味深いいいい事事事事でででで

すすすす。。。。 

しかししかししかししかし、、、、幸幸幸幸せなせなせなせな三年半三年半三年半三年半のののの後後後後、、、、このこのこのこの人物人物人物人物、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパのののの指導者指導者指導者指導者はははは、、、、再建再建再建再建されたされたされたされたエルサレエルサレエルサレエルサレ

ムムムムのののの神殿神殿神殿神殿にやってにやってにやってにやって来来来来てててて、、、、日日日日ごとのごとのごとのごとの祈祈祈祈りとりとりとりと犠牲犠牲犠牲犠牲のののの捧捧捧捧げげげげ物物物物をををを止止止止めさせますめさせますめさせますめさせます。。。。そればかりでそればかりでそればかりでそればかりで

なくなくなくなく、、、、彼彼彼彼はははは聖所聖所聖所聖所にににに立立立立ちちちち、、、、自分自分自分自分こそがこそがこそがこそが神神神神であるとであるとであるとであると宣言宣言宣言宣言しししし、、、、自分自分自分自分をををを神神神神としてとしてとしてとして礼拝礼拝礼拝礼拝するようするようするようするよう

にににに要求要求要求要求しますしますしますします。。。。もしまだあなたがこのもしまだあなたがこのもしまだあなたがこのもしまだあなたがこの地上地上地上地上にいてにいてにいてにいて、、、、このこのこのこの時点時点時点時点までまでまでまで生生生生きききき残残残残っていたならっていたならっていたならっていたなら

ばばばば、、、、このこのこのこの日日日日からからからからカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーにににに印印印印をつけをつけをつけをつけ始始始始めてくださいめてくださいめてくださいめてください。。。。千二百九十日数千二百九十日数千二百九十日数千二百九十日数えてくださえてくださえてくださえてくださ

いいいい。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば、、、、あなたはあなたはあなたはあなたはイエスイエスイエスイエス様様様様のののの再臨再臨再臨再臨のののの正確正確正確正確なななな日日日日にちがわかりますにちがわかりますにちがわかりますにちがわかります。。。。前前前前でででで述述述述べたべたべたべた

ようにようにようにように、、、、このこのこのこの期間期間期間期間についてはについてはについてはについてはダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書のののの12121212章章章章にあるようににあるようににあるようににあるように、、、、預言者預言者預言者預言者ダニエルダニエルダニエルダニエルにににに啓示啓示啓示啓示

されましたされましたされましたされました。。。。そこにはそこにはそこにはそこには、、、、日日日日ごとのごとのごとのごとの捧捧捧捧げげげげ物物物物がががが止止止止めさせられてからめさせられてからめさせられてからめさせられてから、、、、メシヤメシヤメシヤメシヤのののの来来来来るまでがるまでがるまでがるまでが

千二百九十日千二百九十日千二百九十日千二百九十日とととと書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。 

このこのこのこの前前前前のののの段落段落段落段落をををを読読読読むとむとむとむと、、、、あるあるあるある人人人人はははは「「「「あなたはあなたはあなたはあなたはキリストキリストキリストキリストがががが戻戻戻戻ってってってって来来来来られるそのられるそのられるそのられるその日日日日、、、、そのそのそのその

時時時時はははは誰誰誰誰もももも知知知知らないとらないとらないとらないと言言言言ったではないかったではないかったではないかったではないか」」」」とととと議論議論議論議論するでしょうするでしょうするでしょうするでしょう。。。。思思思思いいいい出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

私達私達私達私達はははは教会教会教会教会のののの携挙携挙携挙携挙ととととキリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨をををを混同混同混同混同させてはいけませんさせてはいけませんさせてはいけませんさせてはいけません。。。。携挙携挙携挙携挙はもういつでもはもういつでもはもういつでもはもういつでも

起起起起こりこりこりこり得得得得ますますますます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、あなたがこのあなたがこのあなたがこのあなたがこの段落段落段落段落をををを読読読読みみみみ終終終終わるわるわるわる前前前前にもにもにもにも起起起起こりこりこりこり得得得得ますますますます。。。。私達私達私達私達にににに

はそのはそのはそのはその出来事出来事出来事出来事のののの日日日日やややや時時時時はわかりませんはわかりませんはわかりませんはわかりません。。。。しかししかししかししかし私達私達私達私達はははは、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストがががが神殿神殿神殿神殿でのでのでのでの日日日日ごとごとごとごと

のののの祈祈祈祈りとりとりとりと捧捧捧捧げものをげものをげものをげものを止止止止めさせためさせためさせためさせた時時時時からからからから、、、、千二百九十日数千二百九十日数千二百九十日数千二百九十日数えればえればえればえれば、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの

再臨再臨再臨再臨のののの正確正確正確正確なななな日日日日にちがわかるとにちがわかるとにちがわかるとにちがわかると知知知知っていますっていますっていますっています。。。。このこのこのこの神聖神聖神聖神聖冒冒冒冒瀆瀆瀆瀆、、、、つまりつまりつまりつまり神殿神殿神殿神殿にににに立立立立ちちちち、、、、自自自自

分分分分こそこそこそこそ神神神神であるとであるとであるとであると宣言宣言宣言宣言しししし、、、、自分自分自分自分をををを神神神神としてとしてとしてとして拝拝拝拝むようにむようにむようにむように要求要求要求要求するするするする事事事事はははは、「、「、「、「最後最後最後最後のののの綱綱綱綱がががが切切切切

れるれるれるれる」」」」とととと言言言言うううう所所所所のののの「「「「最後最後最後最後のののの綱綱綱綱」」」」とととと呼呼呼呼べるでべるでべるでべるでしょうしょうしょうしょう。。。。このこのこのこの神神神神へのへのへのへの冒冒冒冒瀆瀆瀆瀆、、、、神神神神をををを汚汚汚汚すすすす行為行為行為行為

がががが、、、、神神神神のののの忍耐忍耐忍耐忍耐とととと寛容寛容寛容寛容にににに終終終終わりをもたらしわりをもたらしわりをもたらしわりをもたらし、、、、大患難大患難大患難大患難へとへとへとへと進進進進ませますませますませますませます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、信信信信じられじられじられじられ



ないないないない、、、、またまたまたまた測測測測りりりり知知知知れないれないれないれない力力力力をををを持持持持ってってってって、、、、神神神神のののの怒怒怒怒りとりとりとりと裁裁裁裁きがついにこのきがついにこのきがついにこのきがついにこの地上地上地上地上にににに注注注注がれまがれまがれまがれま

すすすす。。。。（（（（第三幕参照第三幕参照第三幕参照第三幕参照）））） 

シーンシーンシーンシーン3：：：：千年王国千年王国千年王国千年王国 

あなたはこのあなたはこのあなたはこのあなたはこの世世世世とこのとこのとこのとこの世世世世をををを支配支配支配支配しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている政治政治政治政治にうんざりしていますかにうんざりしていますかにうんざりしていますかにうんざりしていますか？？？？もしもしもしもし

そうならそうならそうならそうなら、、、、心心心心にににに留留留留めてくださいめてくださいめてくださいめてください。。。。千年王国千年王国千年王国千年王国としてとしてとしてとして知知知知られるられるられるられる期間期間期間期間のののの地上地上地上地上でのでのでのでの人生人生人生人生はははは異異異異なななな

っていますっていますっていますっています。。。。このこのこのこの千年千年千年千年のののの期間期間期間期間、、、、地上地上地上地上はついにはついにはついにはついに義義義義をををを持持持持ってってってって支配支配支配支配されるおされるおされるおされるお方方方方によってによってによってによって治治治治めめめめ

られるようになりますられるようになりますられるようになりますられるようになります。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様がこのがこのがこのがこの地上地上地上地上にににに神神神神のののの御国御国御国御国をををを設立設立設立設立しししし、、、、私達私達私達私達とととと私達私達私達私達のののの前前前前にににに

生生生生きたきたきたきた全全全全てのてのてのての聖徒達聖徒達聖徒達聖徒達がががが主主主主とととと共共共共にににに治治治治めるようになりますめるようになりますめるようになりますめるようになります。。。。今日今日今日今日とはとはとはとは違違違違ってってってって、、、、人人人人がががが法律法律法律法律をををを

無視無視無視無視したしたしたした時時時時、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは法律法律法律法律をををを見下見下見下見下してしてしてして傷傷傷傷つけるつけるつけるつける為為為為にににに、「、「、「、「反抗反抗反抗反抗」」」」のののの運動運動運動運動をををを起起起起こしたりこしたりこしたりこしたり、、、、そそそそ

れにれにれにれに同意同意同意同意したりしませんしたりしませんしたりしませんしたりしません。。。。キリストキリストキリストキリストののののルールルールルールルールがががが鉄鉄鉄鉄のののの杖杖杖杖となりますとなりますとなりますとなります。。。。彼彼彼彼のことばがのことばがのことばがのことばが律法律法律法律法

となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

社会主義社会主義社会主義社会主義、、、、共産主義共産主義共産主義共産主義、、、、民主主義民主主義民主主義民主主義、、、、君主主義君主主義君主主義君主主義などなどなどなど、、、、このこのこのこの世世世世がががが試試試試みたみたみたみた数数数数々々々々のののの異異異異なったなったなったなった政治政治政治政治

体制体制体制体制のののの中中中中でででで、、、、最最最最もももも効率的効率的効率的効率的なななな政治体制政治体制政治体制政治体制はははは君主制君主制君主制君主制ですですですです。。。。もしもしもしもし君主君主君主君主がががが良良良良ければければければければ、、、、君主制君主制君主制君主制はははは非非非非

常常常常にににに良良良良いいいい制度制度制度制度にににに成成成成りりりり得得得得ますますますます。。。。しかししかししかししかし、、、、もしもしもしもし君主君主君主君主がひどいがひどいがひどいがひどい暴君暴君暴君暴君ならばならばならばならば、、、、君主制君主制君主制君主制はひどいはひどいはひどいはひどい

ものにものにものにものに成成成成ってしまいますってしまいますってしまいますってしまいます。。。。王王王王のののの王王王王であられるであられるであられるであられるイエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、義義義義のののの法律法律法律法律とととと義義義義のののの支配支配支配支配をををを持持持持っっっっ

てててて治治治治められますめられますめられますめられます。。。。従従従従いたくないいたくないいたくないいたくない者者者者はははは厳厳厳厳しくしくしくしく取取取取りりりり扱扱扱扱われますわれますわれますわれます。。。。私私私私のののの理解理解理解理解ではではではでは、、、、キリストキリストキリストキリスト

とととと共共共共にににに彼彼彼彼のののの新新新新しいしいしいしい王国王国王国王国をををを治治治治めるめるめるめる為為為為にやってにやってにやってにやって来来来来るるるる私達私達私達私達にはにはにはには、、、、あるあるあるある特定特定特定特定のののの領域領域領域領域をををを治治治治めるめるめるめる権権権権

威威威威がががが与与与与えられますえられますえられますえられます。。。。私達私達私達私達はははは義義義義のののの執行者執行者執行者執行者となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

地上地上地上地上はどのようになるのかはどのようになるのかはどのようになるのかはどのようになるのか？？？？ 

私達私達私達私達がががが第二幕第二幕第二幕第二幕でででで論論論論じたようにじたようにじたようにじたように、、、、エデンエデンエデンエデンのののの園園園園でのでのでのでのアダムアダムアダムアダムのののの罪罪罪罪がががが、、、、このこのこのこの世世世世のののの支配権支配権支配権支配権のののの変更変更変更変更

をもたらしましたをもたらしましたをもたらしましたをもたらしました。。。。アダムアダムアダムアダムがががが神神神神のののの命令命令命令命令にににに反抗反抗反抗反抗するするするする事事事事をををを選選選選んだんだんだんだ時時時時、、、、彼彼彼彼はははは地球地球地球地球のののの所有権証所有権証所有権証所有権証

書書書書をををを失失失失ってしまいましたってしまいましたってしまいましたってしまいました。。。。サタンサタンサタンサタンがががが所有権所有権所有権所有権をををを取取取取りりりり、、、、それそれそれそれ以来以来以来以来このこのこのこの世世世世はずっとはずっとはずっとはずっと苦苦苦苦しんでしんでしんでしんで

きまきまきまきましたしたしたした。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは十字架十字架十字架十字架にかかられたにかかられたにかかられたにかかられた時時時時にににに、、、、地球地球地球地球をををを買買買買いいいい戻戻戻戻すすすす価格価格価格価格をををを支払支払支払支払ってくださいましってくださいましってくださいましってくださいまし

たたたた。。。。彼彼彼彼はこのはこのはこのはこの地球地球地球地球をををを神神神神へとへとへとへと買買買買いいいい戻戻戻戻してくださいましたしてくださいましたしてくださいましたしてくださいました。。。。そしてそしてそしてそして彼彼彼彼がががが再再再再びこのびこのびこのびこの地上地上地上地上にににに戻戻戻戻

ってってってって来来来来られるられるられるられる時時時時、、、、彼彼彼彼はごはごはごはご自身自身自身自身のののの死死死死をををを通通通通してしてしてして買買買買いいいい戻戻戻戻されたものをされたものをされたものをされたものを請求請求請求請求されるされるされるされる為為為為にににに戻戻戻戻ってってってって

来来来来られますられますられますられます。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様がこのがこのがこのがこの地球地球地球地球のののの所有権証書所有権証書所有権証書所有権証書をををを取取取取りりりり戻戻戻戻されるされるされるされる時時時時、、、、いくつかのいくつかのいくつかのいくつかの事事事事がががが起起起起こりますこりますこりますこります。。。。まままま

ずずずず初初初初めにめにめにめに、、、、サタンサタンサタンサタンがががが千年王国千年王国千年王国千年王国のののの間縛間縛間縛間縛られますられますられますられます。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、私達私達私達私達はそのはそのはそのはその千年千年千年千年のののの間間間間ははははサタンサタンサタンサタン

とととと関関関関わるわるわるわる必要必要必要必要がありませんがありませんがありませんがありません。。。。 

それからそれからそれからそれから、、、、地球地球地球地球はははは洪水前洪水前洪水前洪水前のののの状態状態状態状態にににに、、、、エデンエデンエデンエデンのののの園園園園のようにのようにのようにのように修復修復修復修復されますされますされますされます。。。。地球地球地球地球ははははパラダパラダパラダパラダ

イスイスイスイスになになになになりますりますりますります。。。。気候気候気候気候はははは均等化均等化均等化均等化されされされされ、、、、もはやもはやもはやもはやハリケーンハリケーンハリケーンハリケーンもももも竜巻竜巻竜巻竜巻もなくなりますもなくなりますもなくなりますもなくなります。。。。私達私達私達私達

はははは、、、、現在現在現在現在のののの北極北極北極北極のののの氷河氷河氷河氷河のののの下下下下にににに、、、、かつてはかつてはかつてはかつては森林森林森林森林がががが存在存在存在存在していたとしていたとしていたとしていたと知知知知っていますっていますっていますっています。。。。石炭石炭石炭石炭のののの

堆積堆積堆積堆積がががが私達私達私達私達にそのにそのにそのにその事事事事をををを語語語語っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた、、、、シベリヤシベリヤシベリヤシベリヤ北極圏北極圏北極圏北極圏のののの氷氷氷氷ののののツンドラツンドラツンドラツンドラのののの中中中中かかかか

らららら、、、、何頭何頭何頭何頭ものものものものマンモスマンモスマンモスマンモスのののの死骸死骸死骸死骸がががが発見発見発見発見されましたされましたされましたされました。。。。それらそれらそれらそれらマンモスマンモスマンモスマンモスがががが解剖解剖解剖解剖されたされたされたされた時時時時、、、、そそそそ

れらのれらのれらのれらの消化器官消化器官消化器官消化器官にはにはにはにはトロピカルトロピカルトロピカルトロピカル植物植物植物植物がががが含含含含まれていましたまれていましたまれていましたまれていました。。。。それらのそれらのそれらのそれらの発見発見発見発見はははは、、、、かつてのかつてのかつてのかつての

地球地球地球地球のののの気候気候気候気候がががが、、、、現在現在現在現在のののの気候気候気候気候とはとはとはとは大大大大きくきくきくきく異異異異なっていたなっていたなっていたなっていた事事事事をををを語語語語っていますっていますっていますっています。。。。北極北極北極北極はははは氷河氷河氷河氷河でででで

はなくはなくはなくはなく、、、、トロピカルトロピカルトロピカルトロピカルなななな動物動物動物動物がががが住住住住んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。北極北極北極北極のののの氷河氷河氷河氷河がががが無無無無ければければければければ、、、、ももももっとっとっとっと多多多多くのくのくのくの

土地表面土地表面土地表面土地表面がががが水水水水でででで覆覆覆覆われておりわれておりわれておりわれており、、、、海海海海とととと陸地陸地陸地陸地のののの割合割合割合割合がががが今日今日今日今日のののの割合割合割合割合とはとはとはとは異異異異なっていたなっていたなっていたなっていた事事事事になになになにな

りますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、北極北極北極北極のののの氷河氷河氷河氷河がががが無無無無ければければければければ、、、、過激過激過激過激なななな気候気候気候気候のののの変化変化変化変化がががが無無無無いいいい事事事事になりますになりますになりますになります。。。。 



現在現在現在現在、、、、地球地球地球地球のののの地軸地軸地軸地軸はははは23.323.323.323.3度傾度傾度傾度傾いていますいていますいていますいています。。。。それによってそれによってそれによってそれによって私達私達私達私達にはにはにはには季節季節季節季節がありますがありますがありますがあります。。。。しししし

かしかしかしかし、、、、神神神神がこのがこのがこのがこの傾斜傾斜傾斜傾斜をををを再調整再調整再調整再調整されるされるされるされる事事事事はありはありはありはあり得得得得ますますますます。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、聖書聖書聖書聖書はははは、、、、地球地球地球地球がががが酔酔酔酔っっっっ

たたたた男男男男のようによろめきのようによろめきのようによろめきのようによろめき、、、、そのそのそのその場所場所場所場所からからからから動動動動かされるとかされるとかされるとかされると言言言言っているからですっているからですっているからですっているからです。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、

主主主主はははは地球地球地球地球のののの傾斜傾斜傾斜傾斜をををを太陽太陽太陽太陽にににに垂直垂直垂直垂直になるようにになるようにになるようにになるように直直直直されるでしょうされるでしょうされるでしょうされるでしょう。。。。そうするそうするそうするそうする事事事事によってによってによってによって季季季季

節節節節はははは無無無無くなりくなりくなりくなり、、、、日照時間日照時間日照時間日照時間とととと夜時間夜時間夜時間夜時間のののの均等化均等化均等化均等化がもたがもたがもたがもたらされますらされますらされますらされます。。。。もしそうなればもしそうなればもしそうなればもしそうなれば、、、、全地全地全地全地

球球球球ははははハワイハワイハワイハワイのようになるでしょうのようになるでしょうのようになるでしょうのようになるでしょう。。。。それによってそれによってそれによってそれによって命命命命もももも長生長生長生長生きになりますきになりますきになりますきになります。。。。 

海水海水海水海水がががが多多多多くなるくなるくなるくなる事事事事はははは水水水水のののの蒸発蒸発蒸発蒸発もももも多多多多くなるくなるくなるくなる事事事事をををを意味意味意味意味しししし、、、、大気中大気中大気中大気中にににに多多多多くのくのくのくの水分水分水分水分があるがあるがあるがある事事事事をををを

意味意味意味意味しますしますしますします。。。。このこのこのこの大気中大気中大気中大気中のののの水分水分水分水分のののの増加増加増加増加はははは、、、、有害有害有害有害なななな紫外線紫外線紫外線紫外線からからからからフィルターフィルターフィルターフィルターとしてのとしてのとしてのとしての保護保護保護保護

をよりをよりをよりをより多多多多くくくく得得得得られるられるられるられる事事事事をををを意味意味意味意味していますしていますしていますしています。。。。想像想像想像想像できるあらゆるできるあらゆるできるあらゆるできるあらゆる点点点点でででで、、、、地球地球地球地球はよりはよりはよりはより良良良良くくくく

なりますなりますなりますなります。。。。美美美美しくなりますしくなりますしくなりますしくなります。。。。全地全地全地全地がががが主主主主のののの栄光栄光栄光栄光でででで満満満満たされるでしょうたされるでしょうたされるでしょうたされるでしょう。。。。水水水水がががが海海海海をををを覆覆覆覆うようようようよ

うにうにうにうに、、、、義義義義がががが地上地上地上地上をををを覆覆覆覆うでしょううでしょううでしょううでしょう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、私達私達私達私達はここにいてはここにいてはここにいてはここにいて、、、、キリストキリストキリストキリストとととと共共共共にににに生生生生きききき、、、、

治治治治めめめめ、、、、神神神神がががが意図意図意図意図されたされたされたされた世界世界世界世界をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ事事事事でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様がががが戻戻戻戻ってってってって来来来来られたられたられたられた時時時時、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは何何何何をなされるのかをなされるのかをなされるのかをなされるのか？？？？ 

イエスイエスイエスイエス様様様様がががが神神神神のののの御国御国御国御国をををを設立設立設立設立するするするする為為為為にににに戻戻戻戻ってってってって来来来来られるられるられるられる時時時時、、、、まずまずまずまず初初初初めになされるめになされるめになされるめになされる事事事事はははは、、、、国国国国

民民民民をををを裁裁裁裁きのきのきのきの為為為為にににに集集集集めめめめ、、、、大患難大患難大患難大患難のののの期間期間期間期間をををを生生生生きききき残残残残ったったったった人人人人々々々々のののの中中中中でででで、、、、誰誰誰誰がががが神神神神のののの御国御国御国御国にににに生生生生きるきるきるきる

特権特権特権特権がががが与与与与えられるかをえられるかをえられるかをえられるかを決決決決められられるめられられるめられられるめられられる事事事事ですですですです。。。。 

獣獣獣獣のののの刻印刻印刻印刻印をををを受受受受けけけけ取取取取ったったったった者者者者はははは神神神神のののの御国御国御国御国にににに入入入入るるるる事事事事をををを許許許許されませんされませんされませんされません。。。。実際実際実際実際、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは即座即座即座即座にににに除除除除

外外外外されますされますされますされます。。。。このこのこのこの時時時時、、、、羊飼羊飼羊飼羊飼いがいがいがいが羊羊羊羊とととと山羊山羊山羊山羊をををを分分分分けるようにけるようにけるようにけるように、、、、主主主主がががが人人人人々々々々をををを分分分分けられますけられますけられますけられます。。。。

主主主主はははは御自身御自身御自身御自身のののの右右右右にいるにいるにいるにいる者者者者たちにたちにたちにたちに言言言言われますわれますわれますわれます。「。「。「。「そうしてそうしてそうしてそうして、、、、王王王王はははは、、、、そのそのそのその右右右右にいるにいるにいるにいる者者者者たちたちたちたち

にににに言言言言いますいますいますいます。『。『。『。『ささささああああ、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの父父父父にににに祝福祝福祝福祝福されたされたされたされた人達人達人達人達。。。。世世世世のののの初初初初めからめからめからめから、、、、あなたがたのたあなたがたのたあなたがたのたあなたがたのた

めにめにめにめに備備備備えられたえられたえられたえられた御国御国御国御国をををを継継継継ぎなさいぎなさいぎなさいぎなさい。』」（。』」（。』」（。』」（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書25252525章章章章34343434節節節節））））しかししかししかししかし、、、、主主主主はははは御御御御

自身自身自身自身のののの左左左左にいるにいるにいるにいる者達者達者達者達にはこうにはこうにはこうにはこう言言言言われるでしょうわれるでしょうわれるでしょうわれるでしょう。「。「。「。「それからそれからそれからそれから、、、、王王王王はまたはまたはまたはまた、、、、そのそのそのその左左左左にいにいにいにい

るるるる者者者者たちにたちにたちにたちに言言言言いますいますいますいます。『。『。『。『のろわれたのろわれたのろわれたのろわれた者者者者どもどもどもども。。。。わたしからわたしからわたしからわたしから離離離離れてれてれてれて、、、、悪魔悪魔悪魔悪魔とそのとそのとそのとその使使使使いたちいたちいたちいたち

のためにのためにのためにのために用意用意用意用意されたされたされたされた永遠永遠永遠永遠のののの火火火火にににに入入入入れれれれ。』」（。』」（。』」（。』」（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書25252525章章章章41414141節節節節））））それからそれからそれからそれから、、、、イイイイ

エスエスエスエス様様様様がががが千年千年千年千年のののの間支配間支配間支配間支配されされされされ、、、、私達私達私達私達もももも主主主主とととと共共共共にににに地上地上地上地上のののの王国王国王国王国のののの祭司祭司祭司祭司としてとしてとしてとして治治治治めるめるめるめる事事事事になりになりになりになり

ますますますます。。。。私達私達私達私達はははは主主主主にににに会会会会いにいにいにいに年年年年にににに一度一度一度一度エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムへへへへ行行行行くくくく、、、、とととと聖書聖書聖書聖書はははは言言言言っていっていっていっていますますますます。。。。 

千年王国千年王国千年王国千年王国はははは気候気候気候気候のののの変化変化変化変化だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、人間人間人間人間にもにもにもにも変化変化変化変化をもたらしますをもたらしますをもたらしますをもたらします。。。。病気病気病気病気はははは無無無無くなりまくなりまくなりまくなりま

すすすす。。。。ハンディキャップハンディキャップハンディキャップハンディキャップもももも無無無無くなりますくなりますくなりますくなります。。。。イザヤイザヤイザヤイザヤはははは、、、、足足足足なえがなえがなえがなえが喜喜喜喜びびびび踊踊踊踊りりりり、、、、おしがおしがおしがおしが喜喜喜喜びびびび叫叫叫叫

びびびび、、、、盲人盲人盲人盲人がががが主主主主のののの栄光栄光栄光栄光をををを仰仰仰仰ぎぎぎぎ見見見見るるるる、、、、このこのこのこの栄光栄光栄光栄光あるあるあるある時代時代時代時代のののの事事事事をををを語語語語っていますっていますっていますっています。。。。私達私達私達私達はもははもははもははもは

やややや悲悲悲悲しみもしみもしみもしみも痛痛痛痛みもみもみもみも苦苦苦苦しみもしみもしみもしみも味味味味わうわうわうわう事事事事がありませんがありませんがありませんがありません。。。。 

人人人人々々々々はははは病気病気病気病気からからからから癒癒癒癒されされされされ、、、、罪罪罪罪のののの性質性質性質性質にににに従従従従うううう事事事事からからからから制限制限制限制限されますされますされますされます。。。。イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの千千千千

年年年年のののの支配支配支配支配のののの間間間間、、、、人人人人々々々々はははは正正正正しくしくしくしく義義義義なるなるなるなる生活生活生活生活をををを送送送送るるるる以外以外以外以外のののの選択選択選択選択はありませんはありませんはありませんはありません。。。。このこのこのこの理想的理想的理想的理想的

なななな環境環境環境環境のののの中中中中ではではではでは、、、、悪悪悪悪いいいい願望願望願望願望をををを実行実行実行実行にににに移移移移すすすす機会機会機会機会はありませんはありませんはありませんはありません。。。。私達私達私達私達はそこにいてそれをはそこにいてそれをはそこにいてそれをはそこにいてそれを

見見見見ますますますます。。。。私達私達私達私達はははは特別特別特別特別なななな力力力力とととと栄光栄光栄光栄光のののの体体体体をををを持持持持ってそこにいるでしょうってそこにいるでしょうってそこにいるでしょうってそこにいるでしょう。。。。全人類全人類全人類全人類がががが義義義義にににに従従従従うううう

ようにようにようにように強要強要強要強要されますされますされますされます。。。。そしてそしてそしてそして私達私達私達私達はそのはそのはそのはその千年間千年間千年間千年間、、、、人人人人々々々々がががが義義義義なるなるなるなる人生人生人生人生をををを送送送送るるるる時時時時、、、、それがそれがそれがそれが

どんなにすばらしいかをどんなにすばらしいかをどんなにすばらしいかをどんなにすばらしいかを見見見見ますますますます。。。。私達私達私達私達にはにはにはには警察警察警察警察もももも法廷法廷法廷法廷もももも牢獄牢獄牢獄牢獄もももも必要必要必要必要がなくなりますがなくなりますがなくなりますがなくなります。。。。

人人人人々々々々がががが義義義義なるなるなるなる人生人生人生人生をををを送送送送るるるる事事事事はははは、、、、神神神神とのとのとのとの調和調和調和調和をををを持持持持ってってってって生生生生きるきるきるきる事事事事のののの祝福祝福祝福祝福とととと益益益益とをとをとをとを経験経験経験経験するするするする

事事事事になりますになりますになりますになります。。。。 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書25252525章章章章にあるにあるにあるにあるタラントタラントタラントタラントのののの例例例例えをえをえをえを覚覚覚覚えていますかえていますかえていますかえていますか。。。。五五五五タラントタラントタラントタラントをををを預預預預かったかったかったかった

者者者者がもうがもうがもうがもう五五五五タラントタラントタラントタラント増増増増やしてやしてやしてやして戻戻戻戻ってってってって来来来来ましたましたましたました。。。。そしてそしてそしてそして、「、「、「、「ごごごご主人様主人様主人様主人様。。。。私私私私にににに五五五五タラントタラントタラントタラント

預預預預けてくださいましたがけてくださいましたがけてくださいましたがけてくださいましたが、、、、ごごごご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。私私私私はさらにはさらにはさらにはさらに五五五五タラントタラントタラントタラントもうけましたもうけましたもうけましたもうけました。」。」。」。」とととと言言言言

いましたいましたいましたいました。（。（。（。（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書25252525章章章章20202020節節節節））））彼彼彼彼のののの主人主人主人主人はははは言言言言いましたいましたいましたいました。「。「。「。「よくやったよくやったよくやったよくやった。。。。良良良良いいいい



忠実忠実忠実忠実なしもべだなしもべだなしもべだなしもべだ。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、わずかなわずかなわずかなわずかな物物物物にににに忠実忠実忠実忠実だったからだったからだったからだったから、、、、私私私私はあなたにたくさんのはあなたにたくさんのはあなたにたくさんのはあなたにたくさんの

物物物物をををを任任任任せようせようせようせよう。。。。主人主人主人主人のののの喜喜喜喜びをびをびをびを共共共共にににに喜喜喜喜んでくれんでくれんでくれんでくれ。」（。」（。」（。」（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書25252525章章章章21212121節節節節）））） 

これはこれはこれはこれは信者信者信者信者にとってにとってにとってにとって現実現実現実現実ですですですです。。。。私達私達私達私達がこのがこのがこのがこの世世世世でででで私達私達私達私達のののの信仰信仰信仰信仰をををを現現現現わしたわしたわしたわした分分分分にににに応応応応じじじじ、、、、イエイエイエイエ

スススス様様様様はははは千年王国千年王国千年王国千年王国でででで私達私達私達私達にににに責任責任責任責任をををを預預預預けられますけられますけられますけられます。。。。私達私達私達私達はははは、、、、主主主主がががが私達私達私達私達にににに委委委委ねられたねられたねられたねられた場所場所場所場所のののの

王王王王としてとしてとしてとして仕仕仕仕えながらえながらえながらえながら、、、、キリストキリストキリストキリストのののの治世治世治世治世をををを手伝手伝手伝手伝いいいいますますますます。。。。私達私達私達私達ははははゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書14141414章章章章でででで、、、、このこのこのこの

期間期間期間期間にににに生生生生きてきてきてきているいるいるいる者者者者はははは皆皆皆皆、、、、毎年毎年毎年毎年、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様をををを礼拝礼拝礼拝礼拝しししし、、、、仮廬仮廬仮廬仮廬のののの祭祭祭祭りをりをりをりを祝祝祝祝うううう為為為為ににににエルサレエルサレエルサレエルサレ

ムムムムへへへへ上上上上ってってってって来来来来るとるとるとると言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書2222章章章章はははは、、、、私達私達私達私達がががが主主主主のののの家家家家にににに来来来来てててて主主主主のののの足下足下足下足下にににに座座座座

るるるる時時時時、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが私達私達私達私達にににに主主主主のののの道道道道をををを教教教教えてくださるとえてくださるとえてくださるとえてくださると付付付付けけけけ加加加加えていますえていますえていますえています。「『。「『。「『。「『さあさあさあさあ、、、、主主主主

のののの山山山山、、、、ヤコブヤコブヤコブヤコブのののの神神神神のののの家家家家にににに上上上上ろうろうろうろう。。。。主主主主はごはごはごはご自分自分自分自分のののの道道道道をををを、、、、私達私達私達私達にににに教教教教えてくださるえてくださるえてくださるえてくださる。。。。私達私達私達私達はははは

そのそのそのその小道小道小道小道をををを歩歩歩歩もうもうもうもう。』。』。』。』それはそれはそれはそれは、、、、シオンシオンシオンシオンからみおしえがからみおしえがからみおしえがからみおしえが出出出出、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムからからからから主主主主のことばのことばのことばのことば

がががが出出出出るからだるからだるからだるからだ。」（。」（。」（。」（イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書2222章章章章3333節節節節））））このこのこのこのエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムでのでのでのでの毎年毎年毎年毎年のののの集会集会集会集会をををを考考考考えてみてくえてみてくえてみてくえてみてく

ださいださいださいださい。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様のののの足下足下足下足下にににに座座座座ってってってって主主主主からからからから直接学直接学直接学直接学ぶぶぶぶ事事事事をををを考考考考えてみてくださえてみてくださえてみてくださえてみてくださいいいい！！！！ 

死者死者死者死者とととと救救救救われていないわれていないわれていないわれていない者者者者 

このこのこのこの千年千年千年千年のののの支配支配支配支配のののの間間間間、、、、私達私達私達私達（（（（教会教会教会教会））））はははは栄光栄光栄光栄光のののの体体体体にににに変変変変えられてえられてえられてえられて生生生生きていますきていますきていますきています。。。。大患難大患難大患難大患難をををを

生生生生きききき残残残残ったったったった人達人達人達人達はははは、、、、完全完全完全完全なるなるなるなる気候気候気候気候とととと完全完全完全完全なるなるなるなる状態状態状態状態のののの中中中中でででで、、、、生生生生まれつきのまれつきのまれつきのまれつきの自然自然自然自然のののの体体体体のののの中中中中

にににに生生生生きていますきていますきていますきています。。。。もはやもはやもはやもはや病気病気病気病気もももも病病病病もももも天候天候天候天候のののの災害災害災害災害もないもないもないもない状態状態状態状態でででで、、、、これらのこれらのこれらのこれらの人人人人々々々々がどんながどんながどんながどんな

にににに健康健康健康健康であるかであるかであるかであるか想像想像想像想像してみてくださいしてみてくださいしてみてくださいしてみてください。。。。 

ではではではでは、、、、私達私達私達私達ががががキリストキリストキリストキリストとととと共共共共にににに支配支配支配支配しているしているしているしている間間間間、、、、救救救救われていないわれていないわれていないわれていない者者者者にはにはにはには何何何何がががが起起起起こるのでこるのでこるのでこるので

しょうかしょうかしょうかしょうか？？？？聖書聖書聖書聖書はははは私達私達私達私達にににに「「「「そのほかのそのほかのそのほかのそのほかの死者死者死者死者はははは、、、、千年千年千年千年のののの終終終終わるまではわるまではわるまではわるまでは、、、、生生生生きききき返返返返らなかっらなかっらなかっらなかっ

たたたた。。。。これがこれがこれがこれが第一第一第一第一のののの復活復活復活復活であるであるであるである。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録20202020章章章章5555節節節節））））とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。第一第一第一第一のののの復活復活復活復活はははは長長長長

いいいい時時時時のののの間間間間のののの事事事事をををを意味意味意味意味していますしていますしていますしています。。。。それはそれはそれはそれはイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストにににに始始始始まりまりまりまり、、、、最後最後最後最後にににに殉教殉教殉教殉教するするするする

聖徒聖徒聖徒聖徒がががが栄光栄光栄光栄光にににに入入入入れられるれられるれられるれられる時時時時にににに終終終終わりますわりますわりますわります。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその他他他他のののの死者死者死者死者はははは千年千年千年千年がががが終終終終わるまでわるまでわるまでわるまで

はははは生生生生きききき返返返返りませんりませんりませんりません。。。。 

シーンシーンシーンシーン4444：：：：サタンサタンサタンサタンのののの最後最後最後最後のののの反抗反抗反抗反抗 

地上地上地上地上からからからから疫病疫病疫病疫病、、、、病病病病、、、、戦争戦争戦争戦争、、、、争争争争いいいい、、、、災害災害災害災害がががが無無無無くなったくなったくなったくなった平和平和平和平和とととと義義義義のののの千年間千年間千年間千年間のののの後後後後、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録20202020

章章章章がががが進進進進むにつれてむにつれてむにつれてむにつれて、、、、私達私達私達私達はははは芝居芝居芝居芝居のののの背後背後背後背後にににに流流流流れるれるれるれる音楽音楽音楽音楽のののの緊迫緊迫緊迫緊迫したしたしたした変化変化変化変化をををを聞聞聞聞くくくく事事事事ができるができるができるができる

でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。照明照明照明照明がががが消消消消ええええ、、、、背後背後背後背後にににに流流流流れるれるれるれるフルートフルートフルートフルートととととギターギターギターギターのののの穏穏穏穏やかなやかなやかなやかな音楽音楽音楽音楽がががが止止止止まりままりままりままりま

すすすす。。。。どこかどこかどこかどこか舞台舞台舞台舞台からからからから外外外外れたれたれたれた所所所所からからからから、、、、気味気味気味気味のののの悪悪悪悪いいいいピアノピアノピアノピアノのののの音色音色音色音色とととと、、、、低低低低くくくく騒騒騒騒ががががしいしいしいしいドラムドラムドラムドラム

のののの音音音音がががが、、、、舞台舞台舞台舞台シーンシーンシーンシーンのののの変化変化変化変化をををを予告予告予告予告しししし始始始始めますめますめますめます。。。。悪役悪役悪役悪役がががが再登場再登場再登場再登場してきますしてきますしてきますしてきます。。。。 

解解解解きききき放放放放たれるたれるたれるたれる 

しかししかししかししかし千年千年千年千年のののの終終終終わりにわりにわりにわりに、、、、サタンサタンサタンサタンはそのはそのはそのはその牢牢牢牢からからからから解解解解きききき放放放放されるされるされるされる。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録20202020章章章章7777節節節節）））） 

このこのこのこの節節節節がががが「「「「サタンサタンサタンサタンはははは解放解放解放解放されるされるされるされる」」」」とととと明明明明らかにらかにらかにらかに語語語語っているっているっているっている事事事事にににに注目注目注目注目してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。サタサタサタサタ

ンンンンはははは逃逃逃逃げげげげ出出出出したりしたりしたりしたり悪霊悪霊悪霊悪霊のののの軍勢軍勢軍勢軍勢によってによってによってによって助助助助けられてけられてけられてけられて逃逃逃逃れたりするのではありませんれたりするのではありませんれたりするのではありませんれたりするのではありません。。。。ササササ

タンタンタンタンはははは自由自由自由自由にされるのですにされるのですにされるのですにされるのです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、サタンサタンサタンサタンをををを解放解放解放解放するのはするのはするのはするのは神神神神ですですですです。。。。 

しかししかししかししかし、、、、主主主主はどうしてはどうしてはどうしてはどうして再再再再びびびびサタンサタンサタンサタンをををを解解解解きききき放放放放つのでしょうかつのでしょうかつのでしょうかつのでしょうか？？？？あるあるあるある人人人人はははは、「、「、「、「神神神神はははは既既既既ににににササササ

タンタンタンタンをををを鎖鎖鎖鎖でででで縛縛縛縛りりりり、、、、底知底知底知底知れぬれぬれぬれぬ所所所所にににに投投投投げげげげ込込込込まれたのにまれたのにまれたのにまれたのに、、、、どうしどうしどうしどうしてててて神神神神はそのままはそのままはそのままはそのままサタンサタンサタンサタンをそをそをそをそ

こにこにこにこに閉閉閉閉じじじじ込込込込めておかれなかったのかめておかれなかったのかめておかれなかったのかめておかれなかったのか？？？？なぜなぜなぜなぜサタンサタンサタンサタンをををを自由自由自由自由にされたのかにされたのかにされたのかにされたのか？？？？またまたまたまた、、、、もしもしもしもしササササ

タンタンタンタンのののの最終目的最終目的最終目的最終目的がががが破壊破壊破壊破壊ならばならばならばならば、、、、なぜなぜなぜなぜ神神神神ははははサタンサタンサタンサタンをずっとをずっとをずっとをずっと前前前前にににに滅滅滅滅ぼしぼしぼしぼし、、、、サタンサタンサタンサタンがこのがこのがこのがこの地地地地

上上上上にもたらしたにもたらしたにもたらしたにもたらした全全全全てのてのてのての悲悲悲悲しみやしみやしみやしみや苦苦苦苦しみからしみからしみからしみから私達私達私達私達をををを救救救救われなかったのかわれなかったのかわれなかったのかわれなかったのか？」？」？」？」とととと尋尋尋尋ねるでねるでねるでねるで

しょうしょうしょうしょう。。。。答答答答えはえはえはえは、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、神神神神はははは主権者主権者主権者主権者であられであられであられであられ、、、、このこのこのこの地上地上地上地上とそこにとそこにとそこにとそこに生息生息生息生息するするするする生生生生きききき物物物物



のののの為為為為にににに最高最高最高最高のののの計画計画計画計画をををを持持持持っておられるとっておられるとっておられるとっておられると言言言言うううう事事事事ですですですです。。。。サタンサタンサタンサタンにはにはにはには特別特別特別特別なななな神神神神のののの目的目的目的目的があがあがあがあ

りりりり、、、、サタンサタンサタンサタンがそのがそのがそのがその特別特別特別特別なななな神神神神のののの目的目的目的目的をををを果果果果たすたすたすたす為為為為にににに、、、、神神神神ははははサタンサタンサタンサタンにににに一時的一時的一時的一時的なななな自由自由自由自由をををを許許許許されされされされ

ますますますます。。。。 

理想的理想的理想的理想的なななな状態状態状態状態のののの中中中中でででで生生生生きたきたきたきた人人人人々、々、々、々、そしてそしてそしてそしてイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの完全完全完全完全なるなるなるなる義義義義のののの支配支配支配支配のののの下下下下でででで

生生生生きたきたきたきた人人人人々々々々がががが、、、、一体一体一体一体どうしてどうしてどうしてどうしてイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストにににに反抗反抗反抗反抗するようになるのでしょうかするようになるのでしょうかするようになるのでしょうかするようになるのでしょうか？？？？

どうしてこのようなどうしてこのようなどうしてこのようなどうしてこのような事事事事がありがありがありがあり得得得得ましょうかましょうかましょうかましょうか？？？？それはそれはそれはそれは起起起起こりますこりますこりますこります。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、反抗心反抗心反抗心反抗心はははは

人間人間人間人間のののの心心心心のののの中中中中にににに潜在潜在潜在潜在しているからですしているからですしているからですしているからです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、神神神神はははは、、、、人間人間人間人間がいつでもがいつでもがいつでもがいつでも永遠永遠永遠永遠にににに罪罪罪罪のののの問問問問

題題題題はははは自分達自分達自分達自分達のののの内側内側内側内側にににに滞在滞在滞在滞在しているのだとしているのだとしているのだとしているのだと思思思思いいいい知知知知ることができるようにることができるようにることができるようにることができるように、、、、このこのこのこの最後最後最後最後のののの反反反反

抗抗抗抗とととと不従順不従順不従順不従順のののの表示表示表示表示をををを許許許許されますされますされますされます。。。。誰誰誰誰もももも「「「「環境環境環境環境がががが私私私私をををを悪悪悪悪くしたのだくしたのだくしたのだくしたのだ」」」」とととと言言言言うううう事事事事はできまはできまはできまはできま

せんせんせんせん。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様にににに対対対対するするするする最後最後最後最後のののの反抗反抗反抗反抗をををを通通通通してしてしてして、、、、人人人人のののの心心心心がどうしようもないがどうしようもないがどうしようもないがどうしようもない悪悪悪悪であるであるであるである事事事事

がががが明明明明ららららかにされたかにされたかにされたかにされた後後後後ではではではでは、、、、このようなこのようなこのようなこのような議論議論議論議論はははは永遠永遠永遠永遠にににに無無無無くなりますくなりますくなりますくなります。。。。キリストキリストキリストキリストのののの義義義義なるなるなるなる

支配支配支配支配のののの下下下下でででで生生生生きるきるきるきる祝福祝福祝福祝福とととと益益益益をををを受受受受けているけているけているけている間間間間でさえでさえでさえでさえ、、、、罪罪罪罪はははは彼彼彼彼らのらのらのらの心心心心にににに潜在潜在潜在潜在していまししていまししていまししていまし

たたたた。。。。 

愛愛愛愛ののののテストテストテストテスト 

私達私達私達私達にとってにとってにとってにとって、「、「、「、「主主主主よよよよ、、、、私私私私はあなたをはあなたをはあなたをはあなたを心心心心からからからから愛愛愛愛していますしていますしていますしています。。。。あなたがあなたがあなたがあなたが第一第一第一第一ですですですです。。。。私私私私はははは

あなたをあなたをあなたをあなたを他他他他のののの誰誰誰誰よりもよりもよりもよりも、、、、またまたまたまた他他他他のののの何物何物何物何物よりもよりもよりもよりも愛愛愛愛していますしていますしていますしています。」。」。」。」とととと言言言言うのはとてもうのはとてもうのはとてもうのはとても簡単簡単簡単簡単

なななな事事事事ですですですです。。。。そのそのそのその言葉言葉言葉言葉をををを発言発言発言発言するのにするのにするのにするのに費用費用費用費用やややや犠牲犠牲犠牲犠牲はははは何何何何もももも伴伴伴伴いませんいませんいませんいません。。。。しかししかししかししかし、、、、私達私達私達私達はしはしはしはし

ばしばばしばばしばばしば本当本当本当本当のののの誠実誠実誠実誠実さにさにさにさに欠欠欠欠けてそのけてそのけてそのけてその言葉言葉言葉言葉をををを言言言言いますいますいますいます。。。。私達私達私達私達がががが神神神神にににに対対対対するするするする愛愛愛愛をををを告白告白告白告白するするするする

時時時時、、、、神神神神はしばしばはしばしばはしばしばはしばしば、、、、私達私達私達私達がががが本当本当本当本当にどれだけにどれだけにどれだけにどれだけ神神神神をををを愛愛愛愛してしてしてしているのかいるのかいるのかいるのか、、、、限界限界限界限界までまでまでまで私達私達私達私達ををををテステステステス

トトトトなさいますなさいますなさいますなさいます。。。。そしてそしてそしてそして時時時時々、々、々、々、サタンサタンサタンサタンはそのはそのはそのはその神神神神ののののテストテストテストテストのののの道具道具道具道具となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

ヨブヨブヨブヨブはこのはこのはこのはこの事事事事をををを私達私達私達私達にににに示示示示していますしていますしていますしています。。。。神神神神のののの子子子子らがらがらがらが神神神神のののの御前御前御前御前にににに集集集集まったまったまったまった時時時時、、、、サタンサタンサタンサタンもそもそもそもそ

のののの中中中中にいましたにいましたにいましたにいました。。。。神神神神ははははサタンサタンサタンサタンにどこにいてどこからにどこにいてどこからにどこにいてどこからにどこにいてどこから来来来来たのかとたのかとたのかとたのかと尋尋尋尋ねられましたねられましたねられましたねられました。。。。サタサタサタサタ

ンンンンはははは、「、「、「、「地地地地をををを行行行行きききき巡巡巡巡りりりり、、、、あちらこちらあちらこちらあちらこちらあちらこちら歩歩歩歩きききき回回回回ってってってって来来来来ましたましたましたました。。。。」」」」とととと答答答答えましたえましたえましたえました。（。（。（。（ヨブヨブヨブヨブ

記記記記1111章章章章7777節節節節）））） 

サタンサタンサタンサタンはははは祈祈祈祈りのりのりのりの散歩散歩散歩散歩にににに出出出出かけたのではありませんでしたかけたのではありませんでしたかけたのではありませんでしたかけたのではありませんでした。。。。サタンサタンサタンサタンはははは誰誰誰誰をつまずかせをつまずかせをつまずかせをつまずかせ、、、、

誰誰誰誰をををを責責責責めてやろうかとめてやろうかとめてやろうかとめてやろうかと、、、、人人人人々々々々をををを観察観察観察観察してしてしてして調査調査調査調査していたのですしていたのですしていたのですしていたのです。。。。 

そこでそこでそこでそこで、、、、神神神神ははははサタンサタンサタンサタンにににに、、、、ヨブヨブヨブヨブにににに目目目目をををを留留留留めるよめるよめるよめるようにうにうにうに仰仰仰仰せられましたせられましたせられましたせられました。「。「。「。「おまえはわたしおまえはわたしおまえはわたしおまえはわたし

のしもべのしもべのしもべのしもべヨブヨブヨブヨブにににに心心心心をををを留留留留めたかめたかめたかめたか。。。。彼彼彼彼はははは良良良良いいいい人間人間人間人間だだだだ。。。。彼彼彼彼はははは私私私私をををを愛愛愛愛しししし、、、、悪悪悪悪をををを憎憎憎憎んでいるんでいるんでいるんでいる。」。」。」。」 

サタンサタンサタンサタンはあざけはあざけはあざけはあざけ笑笑笑笑いましたいましたいましたいました。「。「。「。「もちろんもちろんもちろんもちろん彼彼彼彼はあなたをはあなたをはあなたをはあなたを愛愛愛愛していますよしていますよしていますよしていますよ。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは彼彼彼彼のののの

回回回回りにりにりにりに垣垣垣垣をををを巡巡巡巡らしらしらしらし、、、、誰誰誰誰もももも彼彼彼彼にににに触触触触れられないようにされたではありませんかれられないようにされたではありませんかれられないようにされたではありませんかれられないようにされたではありませんか。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは

彼彼彼彼をををを祝福祝福祝福祝福しししし、、、、繁栄繁栄繁栄繁栄させられましたさせられましたさせられましたさせられました。。。。あなたがあなたがあなたがあなたがヨブヨブヨブヨブをををを繁栄繁栄繁栄繁栄なされたようになされたようになされたようになされたように人人人人をををを栄栄栄栄えさせえさせえさせえさせ

るならばるならばるならばるならば、、、、人人人人はははは誰誰誰誰でもあなたにでもあなたにでもあなたにでもあなたに仕仕仕仕えるでしょうえるでしょうえるでしょうえるでしょう。。。。しかししかししかししかし、、、、しばらくのしばらくのしばらくのしばらくの間間間間そのそのそのその垣垣垣垣をををを取取取取りりりり

除除除除いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。私私私私にににに彼彼彼彼をををを取取取取りりりり扱扱扱扱わせてくださいわせてくださいわせてくださいわせてください。。。。私私私私はははは彼彼彼彼があなたをがあなたをがあなたをがあなたを呪呪呪呪うようにするうようにするうようにするうようにする

事事事事ができますができますができますができます。」。」。」。」 

そこでそこでそこでそこで、、、、ヨブヨブヨブヨブがががが確確確確かにかにかにかに神神神神をををを愛愛愛愛しているしているしているしている事事事事をををを証明証明証明証明するするするする為為為為にににに、、、、神神神神ははははヨブヨブヨブヨブのののの所有物所有物所有物所有物をはぎをはぎをはぎをはぎ取取取取

るるるる事事事事ををををサタンサタンサタンサタンにににに許許許許されましたされましたされましたされました。。。。神神神神はただはただはただはただ一一一一つつつつサタンサタンサタンサタンにににに制限制限制限制限をををを与与与与えられましたえられましたえられましたえられました。。。。サタンサタンサタンサタン

ははははヨブヨブヨブヨブのののの命命命命にににに触触触触れるれるれるれる事事事事はできませんでしたはできませんでしたはできませんでしたはできませんでした。。。。 

サタンサタンサタンサタンはははは、、、、ヨブヨブヨブヨブはははは神神神神がががが与与与与えてくださったえてくださったえてくださったえてくださった特典特典特典特典とととと利益利益利益利益のののの為為為為だけにだけにだけにだけに神神神神にににに仕仕仕仕えたえたえたえた、、、、ただのただのただのただの報報報報

酬目当酬目当酬目当酬目当てててて・・・・御利益主義御利益主義御利益主義御利益主義のののの人物人物人物人物にすぎないとにすぎないとにすぎないとにすぎないと信信信信じていましたじていましたじていましたじていました。。。。サタンサタンサタンサタンはははは、「、「、「、「特典特典特典特典をををを取取取取りりりり

上上上上げればげればげればげれば、、、、ヨブヨブヨブヨブはもうあなたにはもうあなたにはもうあなたにはもうあなたに仕仕仕仕えませんよえませんよえませんよえませんよ。」。」。」。」というというというという態度態度態度態度でしたでしたでしたでした。。。。神神神神がががが神神神神のののの子供達子供達子供達子供達

にたくさんのすばらしいにたくさんのすばらしいにたくさんのすばらしいにたくさんのすばらしい特典特典特典特典をををを与与与与えてくださるえてくださるえてくださるえてくださる事事事事はははは真実真実真実真実ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、私達私達私達私達はそれらはそれらはそれらはそれら



のののの祝福祝福祝福祝福やややや利得利得利得利得のののの為為為為にににに神神神神にににに仕仕仕仕えるのでしょうかえるのでしょうかえるのでしょうかえるのでしょうか？？？？それともそれともそれともそれとも、、、、私達私達私達私達がががが心心心心からからからから神神神神をををを愛愛愛愛していしていしていしてい

るのでるのでるのでるので神神神神にににに仕仕仕仕えるのでしょうかえるのでしょうかえるのでしょうかえるのでしょうか？？？？ 

神神神神ははははサタンサタンサタンサタンがががが自分自分自分自分のののの理論理論理論理論ををををテストテストテストテストするのをするのをするのをするのを許許許許されましたされましたされましたされました。。。。ヨブヨブヨブヨブはははは自分自分自分自分のののの家族家族家族家族とととと富富富富がはがはがはがは

ぎぎぎぎ取取取取られたられたられたられた時時時時、、、、地地地地にひれにひれにひれにひれ伏伏伏伏してしてしてして言言言言いましたいましたいましたいました。「。「。「。「私私私私はははは裸裸裸裸でででで母母母母のののの胎胎胎胎をををを出出出出たたたた。。。。またまたまたまた裸裸裸裸でかしでかしでかしでかし

こにこにこにこに帰帰帰帰ろうろうろうろう。。。。主主主主がががが与与与与ええええ、、、、主主主主がががが取取取取られたのだられたのだられたのだられたのだ。。。。主主主主のののの御名御名御名御名はほむべきかなはほむべきかなはほむべきかなはほむべきかな。」（。」（。」（。」（ヨブヨブヨブヨブ記記記記1111章章章章

21212121節節節節））））次次次次のののの節節節節はははは私達私達私達私達にこうにこうにこうにこう言言言言っていますっていますっていますっています。「。「。「。「ヨブヨブヨブヨブはこのようになってもはこのようになってもはこのようになってもはこのようになっても罪罪罪罪をををを犯犯犯犯さずさずさずさず、、、、

神神神神にににに愚痴愚痴愚痴愚痴をこぼさなかったをこぼさなかったをこぼさなかったをこぼさなかった。」。」。」。」ヨブヨブヨブヨブはははは神神神神がががが彼彼彼彼のののの人生人生人生人生にもたらしたにもたらしたにもたらしたにもたらした事事事事はははは何何何何でもでもでもでも受受受受けけけけ入入入入れれれれ

ましたましたましたました。。。。サタンサタンサタンサタンはははは、、、、ヨブヨブヨブヨブのののの神神神神にににに対対対対するするするする愛愛愛愛のののの誠実誠実誠実誠実さをさをさをさを試試試試しししし、、、、示示示示すすすす為為為為のののの道具道具道具道具としてとしてとしてとして使使使使われわれわれわれ

ましたましたましたました。。。。 

強制強制強制強制されたされたされたされた愛愛愛愛はははは全然愛全然愛全然愛全然愛などではありませんなどではありませんなどではありませんなどではありません。。。。私私私私がががが息子息子息子息子にににに、「、「、「、「街街街街にににに机机机机をををを買買買買いにいにいにいに行行行行くくくく。。。。帰帰帰帰

ってってってって来来来来たらたらたらたら、、、、机机机机をををを二階二階二階二階のののの仕事部屋仕事部屋仕事部屋仕事部屋にににに運運運運ぶのにぶのにぶのにぶのに助助助助けがけがけがけが必要必要必要必要だだだだ。。。。だからだからだからだから、、、、私私私私がががが帰帰帰帰ってくるってくるってくるってくる

までまでまでまで庭庭庭庭にいてほしいにいてほしいにいてほしいにいてほしい。」。」。」。」とととと言言言言ったとしましょうったとしましょうったとしましょうったとしましょう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、私私私私がががが息子息子息子息子をををを外外外外にににに連連連連れてれてれてれて行行行行

きききき、、、、裏庭裏庭裏庭裏庭にあるにあるにあるにある大大大大きなきなきなきな木木木木にににに鎖鎖鎖鎖でつないだとしましょうでつないだとしましょうでつないだとしましょうでつないだとしましょう。。。。私私私私はははは街街街街へへへへ行行行行ってってってって机机机机をををを買買買買ってってってって家家家家

にににに帰帰帰帰ってってってって来来来来てててて、、、、息子息子息子息子がまだがまだがまだがまだ鎖鎖鎖鎖でででで木木木木につながれていてにつながれていてにつながれていてにつながれていて、、、、そのそのそのその鎖鎖鎖鎖をほどいてをほどいてをほどいてをほどいて私私私私のののの新新新新しいしいしいしい机机机机

をををを運運運運ぶのをぶのをぶのをぶのを無理矢理助無理矢理助無理矢理助無理矢理助けるようにけるようにけるようにけるように強制強制強制強制したとしましょうしたとしましょうしたとしましょうしたとしましょう。。。。私私私私がががが、「、「、「、「私私私私はははは何何何何とすばらしとすばらしとすばらしとすばらし

いいいい従順従順従順従順なななな息子息子息子息子をををを持持持持っているっているっているっている事事事事だろうだろうだろうだろう。。。。私私私私はははは彼彼彼彼をををを誇誇誇誇りにりにりにりに思思思思うううう。。。。私私私私がいないがいないがいないがいない間間間間、、、、息子息子息子息子はずはずはずはず

っとっとっとっと裏庭裏庭裏庭裏庭にににに留留留留まっていたまっていたまっていたまっていた。」。」。」。」とととと言言言言ったとしましょうったとしましょうったとしましょうったとしましょう。。。。私私私私のののの隣隣隣隣のののの家家家家のののの人人人人はははは窓窓窓窓からからからから見見見見ていていていてい

てててて、「、「、「、「あなたがいないあなたがいないあなたがいないあなたがいない間間間間にあなたのにあなたのにあなたのにあなたの息子息子息子息子があなたのがあなたのがあなたのがあなたの事事事事をわめきをわめきをわめきをわめき叫叫叫叫んでいたのをんでいたのをんでいたのをんでいたのを聞聞聞聞くべくべくべくべ

きでしたよきでしたよきでしたよきでしたよ。」。」。」。」とととと思思思思うでしょううでしょううでしょううでしょう。。。。 

しかししかししかししかし、、、、それとはそれとはそれとはそれとは対照対照対照対照にににに、、、、私私私私がががが、「、「、「、「息子息子息子息子よよよよ、、、、私私私私はははは机机机机をををを買買買買いにいにいにいに行行行行くくくく。。。。私私私私がいないがいないがいないがいない間間間間、、、、庭庭庭庭

にいてほしいにいてほしいにいてほしいにいてほしい。。。。家家家家からからからから離離離離れるなれるなれるなれるな。。。。私私私私がががが帰帰帰帰ってってってって来来来来たたたた時時時時、、、、おおおお前前前前にいてほしいからにいてほしいからにいてほしいからにいてほしいから。」。」。」。」とととと言言言言

ったとしましょうったとしましょうったとしましょうったとしましょう。。。。そしてそしてそしてそして私私私私がががが家家家家をををを出出出出るるるる時時時時、、、、隣隣隣隣のののの人人人人がががが芝生芝生芝生芝生にににに水水水水をまいているのををまいているのををまいているのををまいているのを見見見見つつつつ

けてけてけてけて、「、「、「、「ジョーンズジョーンズジョーンズジョーンズさんさんさんさん、、、、私私私私のののの息息息息子子子子をををを隣隣隣隣からからからから見見見見ていてくれますかていてくれますかていてくれますかていてくれますか？？？？私私私私がいないがいないがいないがいない時時時時にににに何何何何

がががが起起起起こるかちょっとこるかちょっとこるかちょっとこるかちょっと興味興味興味興味がありますがありますがありますがあります。。。。私私私私はははは息子息子息子息子にににに庭庭庭庭にいるようにとにいるようにとにいるようにとにいるようにと言言言言っておきましっておきましっておきましっておきまし

たたたた。。。。息子息子息子息子がどうするかちょっとがどうするかちょっとがどうするかちょっとがどうするかちょっと興味興味興味興味があるんですがあるんですがあるんですがあるんです。」。」。」。」とととと言言言言いますいますいますいます。。。。 

そこでそこでそこでそこで、、、、私私私私はははは机机机机をををを買買買買いにいにいにいに行行行行きききき、、、、家家家家にににに帰帰帰帰ってってってって来来来来てててて隣隣隣隣のののの人人人人にににに聞聞聞聞きますきますきますきます。「。「。「。「どうでしたどうでしたどうでしたどうでした

かかかか？」？」？」？」 

彼彼彼彼はははは言言言言いますいますいますいます。「。「。「。「スミススミススミススミスさんさんさんさん、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは良良良良いいいい息子息子息子息子さんをおさんをおさんをおさんをお持持持持ちですよちですよちですよちですよ。。。。彼彼彼彼のののの事事事事をををを心配心配心配心配

するするするする必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。あなたがいないあなたがいないあなたがいないあなたがいない間間間間、、、、彼彼彼彼はずっとはずっとはずっとはずっと庭庭庭庭にいましたにいましたにいましたにいました。。。。それだけではそれだけではそれだけではそれだけでは

なくなくなくなく、、、、子供子供子供子供がやってがやってがやってがやって来来来来てててて一緒一緒一緒一緒ににににバスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボールをしようとをしようとをしようとをしようと言言言言ったったったった時時時時、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの息子息子息子息子

さんはさんはさんはさんは『『『『いやいやいやいや、、、、僕僕僕僕はははは行行行行けけけけないないないない。。。。おおおお父父父父さんはさんはさんはさんは僕僕僕僕にこのにこのにこのにこの庭庭庭庭にいてほしいんだにいてほしいんだにいてほしいんだにいてほしいんだ。。。。おおおお父父父父さんがさんがさんがさんが

帰帰帰帰ってってってって来来来来たたたた時時時時、、、、おおおお父父父父さんはさんはさんはさんは僕僕僕僕にここにいてほしいんだにここにいてほしいんだにここにいてほしいんだにここにいてほしいんだ。』。』。』。』とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。そのそのそのその子供子供子供子供

はははは、『、『、『、『いいじゃないかいいじゃないかいいじゃないかいいじゃないか。。。。行行行行こうよこうよこうよこうよ。。。。君君君君のおのおのおのお父父父父さんがさんがさんがさんが帰帰帰帰ってってってって来来来来るるるる前前前前にここににここににここににここに帰帰帰帰ってってってって来来来来れれれれ

ばいいじゃないかばいいじゃないかばいいじゃないかばいいじゃないか。。。。君君君君のおのおのおのお父父父父さんはさんはさんはさんは君君君君がががが家家家家をををを離離離離れたなんてれたなんてれたなんてれたなんて絶対絶対絶対絶対わからないよわからないよわからないよわからないよ。。。。さあさあさあさあ、、、、

来来来来いよいよいよいよ。。。。行行行行こうよこうよこうよこうよ。』。』。』。』としつこくとしつこくとしつこくとしつこく言言言言いましたいましたいましたいました。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの息子息子息子息子さんはさんはさんはさんは、『、『、『、『いやいやいやいや、、、、おおおお父父父父ささささ

んがんがんがんが僕僕僕僕にここにいるようににここにいるようににここにいるようににここにいるように言言言言ったんだったんだったんだったんだ。。。。僕僕僕僕はおはおはおはお父父父父さんがさんがさんがさんが帰帰帰帰ってってってって来来来来るまでここにいるつるまでここにいるつるまでここにいるつるまでここにいるつ

もりだもりだもりだもりだ。。。。』』』』とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。それでもそのそれでもそのそれでもそのそれでもその近所近所近所近所のののの子供子供子供子供はあきらめずにはあきらめずにはあきらめずにはあきらめずに、『、『、『、『いいじゃないいいじゃないいいじゃないいいじゃない

かかかか、、、、来来来来いよいよいよいよ。。。。君君君君はははは臆病者臆病者臆病者臆病者だなあだなあだなあだなあ。』。』。』。』とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。するとするとするとすると、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの息子息子息子息子さんはさんはさんはさんは彼彼彼彼のののの

鼻鼻鼻鼻をををを殴殴殴殴りましたりましたりましたりました。。。。そのそのそのその子供子供子供子供はははは鼻鼻鼻鼻からからからから血血血血をををを流流流流してしてしてして家家家家にににに帰帰帰帰ってってってって行行行行きましたきましたきましたきました。。。。スミススミススミススミスさんさんさんさん、、、、

あなたはあなたはあなたはあなたは良良良良いいいい息子息子息子息子さんをおさんをおさんをおさんをお持持持持ちですよちですよちですよちですよ。。。。」」」」 

これならばこれならばこれならばこれならば、、、、私私私私はははは息子息子息子息子がががが私私私私にににに従従従従わないわないわないわない機会機会機会機会およびおよびおよびおよび自由自由自由自由があったにもかかわらずがあったにもかかわらずがあったにもかかわらずがあったにもかかわらず、、、、私私私私にににに

従従従従ったったったった事事事事をををを誇誇誇誇りにりにりにりに思思思思えますえますえますえます。。。。 



私達私達私達私達ににににテストテストテストテストがががが必要必要必要必要であるであるであるである事事事事がわかりますかがわかりますかがわかりますかがわかりますか？？？？神神神神はははは私達私達私達私達にににに特定特定特定特定のののの事事事事をおをおをおをお求求求求めになりまめになりまめになりまめになりま

したしたしたした。。。。そしてそしてそしてそして、、、、神神神神はははは、、、、私達私達私達私達をををを縛縛縛縛ったりったりったりったり鎖鎖鎖鎖につないだりするにつないだりするにつないだりするにつないだりする代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、私達私達私達私達をををを自由自由自由自由にしにしにしにし

ておかれますておかれますておかれますておかれます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、サタンサタンサタンサタンがやってがやってがやってがやって来来来来てててて、、、、私達私達私達私達をををを不従順不従順不従順不従順へとへとへとへと誘惑誘惑誘惑誘惑しますしますしますします。。。。そのそのそのその誘誘誘誘

惑惑惑惑にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、私私私私がががが神神神神にににに対対対対してしてしてして忠実忠実忠実忠実をををを保保保保つつつつ時時時時、、、、特特特特にににに、、、、従従従従わないわないわないわない機会機会機会機会がそこにあっがそこにあっがそこにあっがそこにあっ

たとたとたとたと言言言言うううう事実事実事実事実にににに照照照照らしてらしてらしてらして、、、、私私私私がががが神神神神にににに従順従順従順従順であるであるであるである時時時時、、、、神神神神はははは私私私私をををを喜喜喜喜びびびび、、、、栄光栄光栄光栄光をおをおをおをお受受受受けになけになけになけにな

りますりますりますります。。。。ヨブヨブヨブヨブにににに関関関関してしてしてして言言言言われたようにわれたようにわれたようにわれたように、、、、神神神神はははは、「、「、「、「わたしはわたしはわたしはわたしは良良良良いいいい息子息子息子息子をををを持持持持っているっているっているっている。」。」。」。」

とととと言言言言われますわれますわれますわれます。。。。 

これがこれがこれがこれが、、、、神神神神ががががサタンサタンサタンサタンにもうにもうにもうにもう一度自由一度自由一度自由一度自由をををを許許許許されるされるされるされる理由理由理由理由ですですですです。。。。現在現在現在現在、、、、神神神神がががが私達私達私達私達のののの神神神神にににに対対対対すすすす

るるるる愛愛愛愛とととと献身献身献身献身をををを試試試試されるようにされるようにされるようにされるように、、、、神神神神はははは、、、、千年王国千年王国千年王国千年王国のののの終終終終わりにわりにわりにわりに地上地上地上地上にににに住住住住むむむむ人人人人々々々々をををを試試試試されるされるされるされる

為為為為にににに、、、、サタンサタンサタンサタンのののの自由自由自由自由をををを用用用用いますいますいますいます。。。。 

明明明明らかにらかにらかにらかに、、、、サタンサタンサタンサタンはははは大大大大したしたしたした努力努力努力努力もせずにもせずにもせずにもせずに大軍勢大軍勢大軍勢大軍勢をををを召集召集召集召集しししし、、、、正正正正しいしいしいしい者達者達者達者達をををを滅滅滅滅ぼすぼすぼすぼす為為為為にににに彼彼彼彼

らのらのらのらの回回回回りをりをりをりを取取取取りりりり囲囲囲囲むようにむようにむようにむように説得説得説得説得しますしますしますします。。。。「「「「彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、地上地上地上地上のののの広広広広いいいい平地平地平地平地にににに上上上上ってってってって来来来来てててて、、、、聖聖聖聖

徒徒徒徒たちのたちのたちのたちの陣営陣営陣営陣営とととと愛愛愛愛されたされたされたされた都都都都とをとをとをとを取取取取りりりり囲囲囲囲んだんだんだんだ。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録20202020章章章章9999節前半節前半節前半節前半））））しかししかししかししかし、、、、神神神神はそはそはそはそ

のののの反抗反抗反抗反抗がほとんどがほとんどがほとんどがほとんど始始始始まるまるまるまる前前前前にににに踏踏踏踏みつぶしますみつぶしますみつぶしますみつぶします。。。。「「「「するとするとするとすると、、、、天天天天からからからから火火火火がががが降降降降ってってってって来来来来てててて、、、、彼彼彼彼

らをらをらをらを焼焼焼焼きききき尽尽尽尽くしたくしたくしたくした。。。。」（」（」（」（黙示録黙示録黙示録黙示録20202020章章章章9999節後半節後半節後半節後半）））） 

それはそれはそれはそれは瞬間瞬間瞬間瞬間にしてにしてにしてにして終終終終わりますわりますわりますわります。。。。それはそれはそれはそれは、、、、本当本当本当本当にににに短短短短くくくく哀哀哀哀れなれなれなれな反抗反抗反抗反抗なのでなのでなのでなので、、、、戦戦戦戦いといといといと呼呼呼呼ぶぶぶぶ事事事事

すらできませんすらできませんすらできませんすらできません。。。。しかししかししかししかし、、、、目的目的目的目的をををを果果果果たしますたしますたしますたします。。。。神神神神がががが悪者悪者悪者悪者のののの上上上上にににに怒怒怒怒りをりをりをりを注注注注がれるがれるがれるがれる時時時時、、、、人人人人

のののの心心心心のどうしようもないのどうしようもないのどうしようもないのどうしようもない悪悪悪悪とととと、、、、神神神神のののの完全完全完全完全なるなるなるなる義義義義のののの裁裁裁裁きをきをきをきを現現現現わしますわしますわしますわします。。。。 

そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの背後背後背後背後でででで働働働働いたいたいたいた惑惑惑惑わしのわしのわしのわしの源源源源であるであるであるであるサタンサタンサタンサタンはどうなるのでしょうかはどうなるのでしょうかはどうなるのでしょうかはどうなるのでしょうか？「？「？「？「彼彼彼彼らららら

をををを惑惑惑惑わしたわしたわしたわした悪魔悪魔悪魔悪魔はははは、、、、火火火火とととと硫黄硫黄硫黄硫黄とのとのとのとの池池池池にににに投投投投げげげげ込込込込まれたまれたまれたまれた。。。。そこはそこはそこはそこは獣獣獣獣もももも偽預言者偽預言者偽預言者偽預言者もいるもいるもいるもいる所所所所

でででで、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは永遠永遠永遠永遠にににに昼昼昼昼もももも夜夜夜夜もももも苦苦苦苦しみをしみをしみをしみを受受受受けるけるけるける。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録20202020章章章章10101010節節節節）））） 

火火火火のののの池池池池 

聖書中聖書中聖書中聖書中、、、、燃燃燃燃えるえるえるえる火火火火のののの池池池池ははははゲヘナゲヘナゲヘナゲヘナとしてとしてとしてとして知知知知られていますられていますられていますられています。。。。ゲヘナゲヘナゲヘナゲヘナははははエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのののの南南南南にあにあにあにあ

るるるる谷谷谷谷でででで、、、、ヒノムヒノムヒノムヒノムのののの谷谷谷谷としてもとしてもとしてもとしても知知知知られていますられていますられていますられています。。。。背教背教背教背教のののの時代時代時代時代、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの国民国民国民国民ががががバアバアバアバア

ルルルルのののの神神神神ととととモレクモレクモレクモレクのののの神神神神をををを礼拝礼拝礼拝礼拝したしたしたした時時時時、、、、民民民民はそれらのはそれらのはそれらのはそれらの神神神神々々々々にににに火火火火をたきをたきをたきをたき、、、、礼拝礼拝礼拝礼拝としてとしてとしてとして彼彼彼彼らのらのらのらの

赤赤赤赤ちゃんたちをちゃんたちをちゃんたちをちゃんたちを火火火火にににに投投投投げげげげ込込込込みましたみましたみましたみました。。。。彼彼彼彼らはこれをらはこれをらはこれをらはこれを「「「「子供達子供達子供達子供達にににに火火火火をををを通通通通らせるらせるらせるらせる」」」」とととと言言言言いいいい

まままましたしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは、、、、礼拝礼拝礼拝礼拝のののの行行行行ないとないとないとないと考考考考えられましたがえられましたがえられましたがえられましたが、、、、欲欲欲欲しくないしくないしくないしくない子供達子供達子供達子供達をををを取取取取りりりり除除除除くくくく便便便便

利利利利なななな方法方法方法方法でもありましたでもありましたでもありましたでもありました。。。。当時当時当時当時、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは妊娠中絶妊娠中絶妊娠中絶妊娠中絶をどのようにをどのようにをどのようにをどのように行行行行なうかなうかなうかなうか知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった

のでのでのでので、、、、子供子供子供子供がががが生生生生まれるまでまれるまでまれるまでまれるまで待待待待ちちちち、、、、それからそれからそれからそれから快楽快楽快楽快楽のののの神神神神へのへのへのへの礼拝礼拝礼拝礼拝としてとしてとしてとして燃燃燃燃えるえるえるえる火火火火のののの中中中中にににに投投投投

げげげげ込込込込みましたみましたみましたみました。。。。 

後後後後ののののキリストキリストキリストキリストのののの時代時代時代時代、、、、ヒノヒノヒノヒノムムムムのののの谷谷谷谷ははははエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのののの街街街街ののののゴミゴミゴミゴミ捨捨捨捨てててて場場場場になりましたになりましたになりましたになりました。。。。彼彼彼彼らららら

ははははゴミゴミゴミゴミをををを常常常常にににに燃燃燃燃やしてやしてやしてやしていましたいましたいましたいました。。。。ヒノヒノヒノヒノムムムムのののの谷谷谷谷のののの方方方方をををを見見見見るとるとるとると、、、、昼昼昼昼もももも夜夜夜夜ももももヒノヒノヒノヒノムムムムののののゴミゴミゴミゴミをををを

燃燃燃燃やすやすやすやす煙煙煙煙がががが立立立立ちちちち昇昇昇昇ってってってっているのがいるのがいるのがいるのが見見見見えましたえましたえましたえました。。。。 

ですからですからですからですから、、、、ゲヘナゲヘナゲヘナゲヘナとととと言言言言うううう名前名前名前名前はははは、、、、常常常常にににに永遠永遠永遠永遠にににに燃燃燃燃えているとえているとえているとえていると言言言言うううう意味意味意味意味をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。

それはそれはそれはそれは火火火火とととと硫黄硫黄硫黄硫黄とのとのとのとの池池池池とととと述述述述べられていますべられていますべられていますべられています。。。。 

さてさてさてさて、、、、最初最初最初最初ににににゲヘナゲヘナゲヘナゲヘナにににに行行行行くのはくのはくのはくのは反反反反キリストキリストキリストキリストとととと偽預言者偽預言者偽預言者偽預言者ですですですです。。。。最初最初最初最初のののの千年間千年間千年間千年間、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは燃燃燃燃

えるえるえるえる池池池池のののの唯一唯一唯一唯一のののの住民住民住民住民となりますとなりますとなりますとなります。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、そのそのそのその間間間間サタンサタンサタンサタンはははは縛縛縛縛られられられられ、、、、アブソアブソアブソアブソとととと呼呼呼呼ばればればればれ

るるるる底知底知底知底知れぬれぬれぬれぬ所所所所にににに閉閉閉閉じじじじ込込込込められるからですめられるからですめられるからですめられるからです。。。。神神神神にににに対対対対するするするする短短短短いむだないむだないむだないむだな抵抗抵抗抵抗抵抗のののの後後後後、、、、サタンサタンサタンサタンはははは

ゲヘナゲヘナゲヘナゲヘナにいるにいるにいるにいる反反反反キリストキリストキリストキリストとととと偽預言者偽預言者偽預言者偽預言者にににに加加加加わりますわりますわりますわります。。。。黙示録黙示録黙示録黙示録20202020章章章章10101010節節節節でででで、、、、彼彼彼彼がががが「「「「そこはそこはそこはそこは

獣獣獣獣もももも偽預言者偽預言者偽預言者偽預言者もいるもいるもいるもいる所所所所」」」」にににに行行行行くとくとくとくと言言言言っているのにっているのにっているのにっているのに注目注目注目注目してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。これはこれはこれはこれは、「、「、「、「そこそこそこそこ

はははは獣獣獣獣もももも偽預言者偽預言者偽預言者偽預言者もももも焼焼焼焼くくくく尽尽尽尽くされたくされたくされたくされた所所所所」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「滅滅滅滅ぼされたぼされたぼされたぼされた所所所所」」」」とはとはとはとは言言言言っていませんっていませんっていませんっていません。。。。

それはそれはそれはそれは、「、「、「、「彼彼彼彼らがいるらがいるらがいるらがいる所所所所」」」」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。あるあるあるある人達人達人達人達はははは、、、、ゲヘナゲヘナゲヘナゲヘナのののの恐怖恐怖恐怖恐怖をををを把握把握把握把握するのするのするのするの



にににに非常非常非常非常なななな困難困難困難困難をををを持持持持ちちちち、、、、そのそのそのその代代代代わりにわりにわりにわりに悪者悪者悪者悪者のののの絶滅絶滅絶滅絶滅をををを教教教教えていますえていますえていますえています。。。。そのそのそのその方方方方がががが簡単簡単簡単簡単だからだからだからだから

ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、それはそれはそれはそれは真実真実真実真実ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。あなたはそのようなあなたはそのようなあなたはそのようなあなたはそのような教教教教えをえをえをえを聖書聖書聖書聖書のののの中中中中にににに見見見見

つけないでしょうつけないでしょうつけないでしょうつけないでしょう。。。。代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、聖書聖書聖書聖書はははは悪者悪者悪者悪者についてについてについてについて、「、「、「、「彼彼彼彼らはらはらはらは聖聖聖聖なるなるなるなる御使御使御使御使いたちといたちといたちといたちと子子子子

羊羊羊羊とのとのとのとの前前前前でででで、、、、火火火火とととと硫黄硫黄硫黄硫黄とでとでとでとで苦苦苦苦しめられるしめられるしめられるしめられる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの苦苦苦苦しみのしみのしみのしみの煙煙煙煙はははは、、、、永遠永遠永遠永遠にまでにまでにまでにまで

もももも立立立立ちちちち上上上上るるるる。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは昼昼昼昼もももも夜夜夜夜もももも休休休休みをみをみをみを得得得得ないないないない。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録14141414章章章章10101010----11111111節節節節））））とととと言言言言っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。 

裁裁裁裁きききき 

サタンサタンサタンサタンのののの短短短短いいいい抵抗抵抗抵抗抵抗がががが砕砕砕砕かれるとかれるとかれるとかれると、、、、黙示録黙示録黙示録黙示録20202020章章章章11111111----15151515節節節節にににに記録記録記録記録されているようにされているようにされているようにされているように、、、、主主主主がががが大大大大

きなきなきなきな白白白白いいいい御座御座御座御座のののの裁裁裁裁きをきをきをきを始始始始められますめられますめられますめられます。。。。 

神神神神はははは正確正確正確正確でででで細細細細かいかいかいかい全全全全てのてのてのての記録記録記録記録をををを保保保保たれますたれますたれますたれます。。。。あなたがしたあなたがしたあなたがしたあなたがした事事事事、、、、考考考考えたえたえたえた事事事事のののの全全全全てがてがてがてが記録記録記録記録

されていますされていますされていますされています。。。。それはそれはそれはそれは、「、「、「、「音音音音」」」」のののの科学科学科学科学とととと似似似似ているかもしれませんているかもしれませんているかもしれませんているかもしれません。。。。科学者達科学者達科学者達科学者達はははは、、、、音音音音はははは

永遠永遠永遠永遠にににに流流流流れれれれ続続続続けているとけているとけているとけていると理論付理論付理論付理論付けていますけていますけていますけています。。。。私達私達私達私達はははは、、、、音音音音がががが一時間一時間一時間一時間にににに727727727727マイルマイルマイルマイル（（（（約約約約1170117011701170

キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））移動移動移動移動するとするとするとすると知知知知っていますっていますっていますっています。。。。科学者達科学者達科学者達科学者達はははは、、、、今今今今までにまでにまでにまでに発発発発せられたせられたせられたせられた全全全全てのてのてのての音音音音

はははは移動移動移動移動しししし続続続続けておりけておりけておりけており、、、、今今今今までにまでにまでにまでに語語語語られたられたられたられた言葉言葉言葉言葉はははは全全全全てどこかにあるはずであるとてどこかにあるはずであるとてどこかにあるはずであるとてどこかにあるはずであると推測推測推測推測しししし

ていますていますていますています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、もしあなたがそこにもしあなたがそこにもしあなたがそこにもしあなたがそこに行行行行けるならけるならけるならけるなら、、、、あなあなあなあなたはたはたはたは自分自分自分自分のののの両親両親両親両親がゆりかごがゆりかごがゆりかごがゆりかご

のののの中中中中にいるあなたをにいるあなたをにいるあなたをにいるあなたを初初初初めてめてめてめて見見見見たたたた時時時時、、、、あなたにあなたにあなたにあなたに向向向向かってかってかってかって話話話話しかけているしかけているしかけているしかけている声声声声をををを再生再生再生再生するするするする事事事事

ができるでしょうができるでしょうができるでしょうができるでしょう。。。。 

そのそのそのその理論理論理論理論がががが真実真実真実真実であるかどうかにであるかどうかにであるかどうかにであるかどうかに関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、私達私達私達私達はははは聖書聖書聖書聖書からからからから、、、、私達私達私達私達がががが言言言言ったったったった事事事事、、、、考考考考ええええ

たたたた事事事事、、、、行行行行なったなったなったなった事事事事のののの全全全全てがてがてがてが、、、、神神神神によってによってによってによって記録記録記録記録されているとされているとされているとされていると知知知知っていますっていますっていますっています。。。。神神神神はははは全全全全てをてをてをてを

御存知御存知御存知御存知でででで、、、、全全全全てをいのちのてをいのちのてをいのちのてをいのちの書書書書とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる書物書物書物書物にににに記録記録記録記録されていますされていますされていますされています。。。。神神神神がそのがそのがそのがその書物書物書物書物をををを開開開開

かれるかれるかれるかれる時時時時、、、、あなたはそこにあなたはそこにあなたはそこにあなたはそこに書書書書かれたかれたかれたかれた事柄事柄事柄事柄にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、それらのそれらのそれらのそれらの考考考考えやえやえやえや言葉言葉言葉言葉やややや行動行動行動行動によによによによ

ってってってって裁裁裁裁かれますかれますかれますかれます。。。。 

聖書聖書聖書聖書はこのいのちのはこのいのちのはこのいのちのはこのいのちの書書書書についてについてについてについて何度何度何度何度もももも触触触触れていますれていますれていますれています。。。。私私私私にとってにとってにとってにとって、、、、それらそれらそれらそれら参照参照参照参照箇所箇所箇所箇所のののの

うちのうちのうちのうちの半分半分半分半分がががが、、、、書物書物書物書物からからからから消消消消しししし去去去去られてしまうられてしまうられてしまうられてしまう人人人人についてについてについてについて語語語語っているのはっているのはっているのはっているのは興味深興味深興味深興味深いいいい事事事事でででで

すすすす。。。。モーセモーセモーセモーセががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの民民民民のののの為為為為にとりなしにとりなしにとりなしにとりなし、、、、神神神神がががが彼彼彼彼らをらをらをらを赦赦赦赦してくださるようにしてくださるようにしてくださるようにしてくださるように求求求求めめめめ

たたたた時時時時、、、、彼彼彼彼はもしはもしはもしはもし神神神神がそうしてくださらないならがそうしてくださらないならがそうしてくださらないならがそうしてくださらないなら、、、、自分自分自分自分のののの名前名前名前名前をををを書物書物書物書物からからからから消消消消しししし去去去去ってほってほってほってほ

しいとしいとしいとしいと付付付付けけけけ加加加加えましたえましたえましたえました。（。（。（。（出出出出エジプトエジプトエジプトエジプト記記記記32323232章章章章32323232節節節節））））主主主主ははははモーセモーセモーセモーセにににに、「、「、「、「わたしにわたしにわたしにわたしに罪罪罪罪をををを犯犯犯犯

したしたしたした者者者者はははは誰誰誰誰であれであれであれであれ、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの書物書物書物書物からからからから消消消消しししし去去去去ろうろうろうろう」（」（」（」（出出出出エジプトエジプトエジプトエジプト記記記記32323232章章章章33333333節節節節））））とととと仰仰仰仰せせせせ

られましたられましたられましたられました。。。。詩篇詩篇詩篇詩篇69696969篇篇篇篇28282828節節節節ではではではでは、、、、ダビデダビデダビデダビデががががメシヤメシヤメシヤメシヤにににに代代代代わってわってわってわって語語語語りりりり、「、「、「、「彼彼彼彼らがいのちのらがいのちのらがいのちのらがいのちの

書書書書からからからから消消消消しししし去去去去られられられられ、、、、正正正正しいしいしいしい者者者者とととと並並並並べてべてべてべて、、、、書書書書きききき記記記記されることがありませんようにされることがありませんようにされることがありませんようにされることがありませんように。」。」。」。」とととと

言言言言っていますっていますっていますっています。。。。 

黙示録黙示録黙示録黙示録3333章章章章でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様ががががサルデスサルデスサルデスサルデスのののの教会教会教会教会にににに語語語語っているっているっているっているメッセージメッセージメッセージメッセージのののの中中中中でででで、、、、勝利勝利勝利勝利をををを得得得得るるるる

者者者者はははは白白白白いいいい衣衣衣衣をををを着着着着せられせられせられせられ、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの名名名名はいのちのはいのちのはいのちのはいのちの書書書書からからからから消消消消されることはないされることはないされることはないされることはない、、、、とととと主主主主はははは約束約束約束約束

されましたされましたされましたされました。。。。そのそのそのその代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの名名名名をををを神神神神のののの御前御前御前御前とととと御使御使御使御使いたちのいたちのいたちのいたちの前前前前でででで言言言言

いいいい表表表表すとすとすとすと約束約束約束約束なさいましたなさいましたなさいましたなさいました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、私達私達私達私達はははは黙示録黙示録黙示録黙示録22222222章章章章19191919節節節節でででで、「、「、「、「もしこのもしこのもしこのもしこの預言預言預言預言のののの言言言言

葉葉葉葉をををを取取取取りりりり除除除除くくくく者者者者があればがあればがあればがあれば、、、、神神神神はははは、、、、いのちのいのちのいのちのいのちの書書書書からからからから、、、、聖聖聖聖なるなるなるなる都都都都からからからから、、、、そしてこのそしてこのそしてこのそしてこの書書書書にににに書書書書

かれているかれているかれているかれている事事事事からからからから、、、、彼彼彼彼のののの分分分分をををを取取取取りりりり除除除除かれるかれるかれるかれる。」（。」（。」（。」（訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳））））とととと警告警告警告警告されていされていされていされていまままま

すすすす。。。。 

第二第二第二第二のののの死死死死 

もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが第一第一第一第一のののの復活復活復活復活にあずかるならばにあずかるならばにあずかるならばにあずかるならば、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは第二第二第二第二のののの死死死死にににに直面直面直面直面することはありすることはありすることはありすることはあり

ませんませんませんません。。。。聖書的定義聖書的定義聖書的定義聖書的定義ではではではでは、、、、死死死死とはとはとはとは、、、、人人人人のののの意識意識意識意識がががが神神神神からからからから離離離離れるれるれるれる事事事事ですですですです。。。。もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが神神神神

をををを意識意識意識意識しないでしないでしないでしないで生生生生きているならきているならきているならきているなら、、、、もしあなたのもしあなたのもしあなたのもしあなたの人生人生人生人生にににに神神神神のののの居場所居場所居場所居場所がないのならがないのならがないのならがないのなら、、、、神神神神とととと



のののの親親親親しいしいしいしい交交交交わりわりわりわり、、、、神神神神とととと共共共共にいることにいることにいることにいること、、、、神神神神へのへのへのへの思思思思いがいがいがいが無無無無いのならばいのならばいのならばいのならば、、、、聖書聖書聖書聖書によればによればによればによれば、、、、ああああ

なたはなたはなたはなたは既既既既にににに死死死死んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。将来将来将来将来のあるのあるのあるのある日日日日、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは肉体的肉体的肉体的肉体的にににに死死死死にますがにますがにますがにますが、、、、今現在今現在今現在今現在、、、、ああああ

なたはなたはなたはなたは既既既既にににに霊的霊的霊的霊的にににに死死死死んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。あなたがあなたがあなたがあなたが大大大大きなきなきなきな白白白白いいいい御座御座御座御座のののの裁裁裁裁きのきのきのきの際際際際にににに神神神神のののの御前御前御前御前にににに立立立立

つつつつ時時時時、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの名前名前名前名前がいのちのがいのちのがいのちのがいのちの書書書書にににに書書書書かれかれかれかれているのがているのがているのがているのが見見見見つけられずつけられずつけられずつけられず、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは火火火火のののの池池池池

にににに投投投投げげげげ込込込込まれますまれますまれますまれます。。。。これがこれがこれがこれが、、、、第二第二第二第二のののの死死死死ですですですです。。。。 

黙示録黙示録黙示録黙示録20202020章章章章6666節節節節はははは、「、「、「、「このこのこのこの第一第一第一第一のののの復活復活復活復活にあずかるにあずかるにあずかるにあずかる者者者者はははは幸幸幸幸いないないないな者者者者、、、、聖聖聖聖なるなるなるなる者者者者であるであるであるである。。。。このこのこのこの

人人人人々々々々にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、第二第二第二第二のののの死死死死はははは、、、、何何何何のののの力力力力もももも持持持持っていないっていないっていないっていない。」。」。」。」とととと私達私達私達私達にににに言言言言っていますっていますっていますっています。。。。イイイイ

エスエスエスエス様様様様はははは、「、「、「、「肉肉肉肉によってによってによってによって生生生生まれたまれたまれたまれた者者者者はははは肉肉肉肉ですですですです。。。。御霊御霊御霊御霊によってによってによってによって生生生生まれたまれたまれたまれた者者者者はははは霊霊霊霊ですですですです。。。。ああああ

なたがたはなたがたはなたがたはなたがたは新新新新しくしくしくしく生生生生まれなければならないまれなければならないまれなければならないまれなければならない、、、、とわたしがとわたしがとわたしがとわたしが言言言言ったことをったことをったことをったことを不思議不思議不思議不思議にににに思思思思ってってってって

はなりませんはなりませんはなりませんはなりません。」（。」（。」（。」（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書3333章章章章6666----7777節節節節））））とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは第二第二第二第二のののの誕誕誕誕

生生生生、、、、霊的誕生霊的誕生霊的誕生霊的誕生をしなくてはなりませんをしなくてはなりませんをしなくてはなりませんをしなくてはなりません。。。。二度生二度生二度生二度生まれまれまれまれたならたならたならたなら、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは一度死一度死一度死一度死にますにますにますにます。。。。

一度一度一度一度しかしかしかしか生生生生まれていないのならまれていないのならまれていないのならまれていないのなら、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは二度死二度死二度死二度死にますにますにますにます。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは肉体的肉体的肉体的肉体的にににに死死死死にににに、、、、そそそそ

れかられかられかられから燃燃燃燃えるえるえるえる火火火火のののの池池池池にににに投投投投げげげげ込込込込まれますまれますまれますまれます。。。。永遠永遠永遠永遠にににに神神神神からからからから離離離離れてしまうれてしまうれてしまうれてしまう第二第二第二第二のののの死死死死ですですですです。。。。 

しかししかししかししかし、、、、少少少少しししし前前前前にににに戻戻戻戻ってくださいってくださいってくださいってください。。。。新新新新しくしくしくしく生生生生まれたまれたまれたまれた者者者者、、、、一度一度一度一度だけだけだけだけ死死死死ぬぬぬぬ者者者者はどうなるのはどうなるのはどうなるのはどうなるの

でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。 

彼彼彼彼らはらはらはらはアンコールアンコールアンコールアンコールをををを味味味味わうことができますわうことができますわうことができますわうことができます。。。。 

 

オリーブオリーブオリーブオリーブ山山山山からからからから流流流流れるれるれるれる川川川川 

ヨエルヨエルヨエルヨエル書書書書3333章章章章18181818節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書14141414章章章章4444、、、、8888、、、、10101010節節節節 

全全全全てのてのてのての国民国民国民国民がががが神神神神のののの栄光栄光栄光栄光をををを見見見見るるるる 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書60606060章章章章1111----3333節節節節 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書39393939章章章章21212121節節節節 

ミカミカミカミカ書書書書4444章章章章1111----5555節節節節 

ハバククハバククハバククハバクク書書書書2222章章章章14141414節節節節 

動物動物動物動物のののの行動行動行動行動 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書11111111章章章章6666----7777節節節節、、、、65656565章章章章25252525節節節節 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書11111111章章章章8888節節節節 

創造物創造物創造物創造物へののろいがへののろいがへののろいがへののろいが取取取取りりりり除除除除かれるかれるかれるかれる 

創世記創世記創世記創世記3333章章章章17171717----19191919節節節節 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書11111111章章章章6666----9999節節節節、、、、35353535章章章章9999節節節節、、、、65656565章章章章25252525節節節節 

ヨエルヨエルヨエルヨエル書書書書3333章章章章18181818節節節節 

アモスアモスアモスアモス書書書書9999章章章章13131313----15151515節節節節 

死死死死がががが勝利勝利勝利勝利にににに飲飲飲飲みみみみ込込込込まれるまれるまれるまれる 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書25252525章章章章8888節節節節 

神神神神のののの証人証人証人証人としてのとしてのとしてのとしてのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書44444444章章章章8888節節節節、、、、61616161章章章章6666節節節節、、、、66666666章章章章21212121節節節節 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書3333章章章章17171717節節節節 

ミカミカミカミカ書書書書5555章章章章7777節節節節 



ゼパニヤゼパニヤゼパニヤゼパニヤ書書書書3333章章章章20202020節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書8888章章章章3333節節節節 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが清清清清められるめられるめられるめられる 

エレミヤエレミヤエレミヤエレミヤ書書書書33章章章章8節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書13章章章章1節節節節 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの拡大拡大拡大拡大とととと変化変化変化変化 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書26262626章章章章13131313節節節節 

オバデヤオバデヤオバデヤオバデヤ書書書書17171717----21212121節節節節 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが異邦人異邦人異邦人異邦人のののの上上上上にににに高高高高められるめられるめられるめられる 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書14141414章章章章1111----2222節節節節 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書49494949章章章章22222222----23232323節節節節 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書60606060章章章章14141414----17171717節節節節、、、、61616161章章章章6666----7777節節節節 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルががががメシヤメシヤメシヤメシヤをををを認識認識認識認識するするするする 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書8888章章章章17171717節節節節、、、、25252525章章章章9999節節節節、、、、26262626章章章章8888節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書12121212章章章章10101010----12121212節節節節 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが再再再再びびびび集集集集められるめられるめられるめられる 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書43434343章章章章5555----6666節節節節 

エレミヤエレミヤエレミヤエレミヤ書書書書24242424章章章章6666節節節節、、、、29292929章章章章14141414節節節節、、、、31313131章章章章8888----10101010節節節節 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書11111111章章章章17171717節節節節、、、、36363636章章章章24242424----25252525、、、、28282828節節節節 

アモスアモスアモスアモス書書書書9999章章章章14141414----15151515節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書8888章章章章6666----8888節節節節 

マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章31313131節節節節 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが改心改心改心改心させられるさせられるさせられるさせられる 

エレミヤエレミヤエレミヤエレミヤ書書書書31313131章章章章31313131----34343434節節節節、、、、32323232章章章章39393939節節節節 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書11111111章章章章19191919----20202020節節節節、、、、36363636章章章章26262626節節節節 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが結婚結婚結婚結婚によってによってによってによって神神神神につながるにつながるにつながるにつながる 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書54545454章章章章、、、、62626262章章章章2222----5555節節節節 

ホセアホセアホセアホセア書書書書2222章章章章14141414----23232323節節節節 

天国天国天国天国のののの街街街街、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレム 

エレミヤエレミヤエレミヤエレミヤ書書書書33333333章章章章16161616節節節節 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書2222章章章章2222----3333節節節節 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書48484848章章章章35353535節節節節 

ミカミカミカミカ書書書書4444章章章章1111節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書8888章章章章5555節節節節、、、、14141414章章章章10101010節節節節 

黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章10101010、、、、16161616節節節節 

イエスイエスイエスイエス様様様様ががががエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムをををを治治治治められるめられるめられるめられる 

詩篇詩篇詩篇詩篇2222篇篇篇篇6666----8888節節節節，，，，11111111篇篇篇篇 



イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書2222章章章章3333節節節節、、、、11111111章章章章4444節節節節 

良良良良いいいい羊飼羊飼羊飼羊飼いいいい、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書40404040章章章章11111111節節節節、、、、49494949章章章章10101010節節節節、、、、58585858章章章章11111111節節節節 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書34343434章章章章11111111----16161616節節節節 

神神神神のののの知識知識知識知識がががが増増増増しししし加加加加わるわるわるわる 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書41414141章章章章19191919----20202020節節節節、、、、54545454章章章章13131313節節節節 

ハバククハバククハバククハバクク書書書書2222章章章章14141414節節節節 

人人人人のののの長寿長寿長寿長寿がががが回復回復回復回復されるされるされるされる 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書65656565章章章章20202020節節節節 

聖霊聖霊聖霊聖霊のののの働働働働きききき 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書32323232章章章章15151515節節節節、、、、59595959章章章章21212121節節節節 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書36363636章章章章27272727節節節節、、、、37373737章章章章14141414節節節節 

ヨエルヨエルヨエルヨエル書書書書2222章章章章28282828----29292929節節節節 

圧迫圧迫圧迫圧迫がががが無無無無くなるくなるくなるくなる 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書14141414章章章章3333----6666節節節節、、、、49494949章章章章8888----9999節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書9999章章章章11111111----12121212節節節節 

病気病気病気病気がががが取取取取りりりり除除除除かれるかれるかれるかれる 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書33333333章章章章24242424節節節節 

エレミヤエレミヤエレミヤエレミヤ書書書書30303030章章章章17171717節節節節 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書34343434章章章章16161616節節節節 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書29292929章章章章18181818節節節節、、、、35353535章章章章5555----6666節節節節、、、、61616161章章章章1111----2222節節節節 

エレミヤエレミヤエレミヤエレミヤ書書書書31313131章章章章8888節節節節 

太陽太陽太陽太陽とととと月月月月のののの光光光光のののの増加増加増加増加 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書4444章章章章5555節節節節、、、、30303030章章章章26262626節節節節、、、、60606060章章章章19191919----20202020節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書2222書書書書5555節節節節 

涙涙涙涙がぬぐわれるがぬぐわれるがぬぐわれるがぬぐわれる 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書25252525章章章章8888節節節節、、、、30303030章章章章19191919節節節節 

神殿再建神殿再建神殿再建神殿再建 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書2222章章章章2222節節節節 

エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書40404040----48484848章章章章 

ヨエルヨエルヨエルヨエル書書書書3333章章章章18181818節節節節 

ハガイハガイハガイハガイ書書書書2222章章章章7777----9999節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書6666章章章章12121212----13131313節節節節 

統一言語統一言語統一言語統一言語 

ゼパニヤゼパニヤゼパニヤゼパニヤ書書書書3333章章章章9999節節節節 

世界的聖世界的聖世界的聖世界的聖ささささ 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書14141414章章章章20202020----21212121節節節節 



世界的平和世界的平和世界的平和世界的平和 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書2222章章章章4444節節節節、、、、32323232章章章章18181818節節節節 

世界的祈世界的祈世界的祈世界的祈りりりり 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書56565656章章章章7777節節節節、、、、65656565章章章章24242424節節節節 

ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書8888章章章章22222222節節節節 

世界世界世界世界的歌声的歌声的歌声的歌声 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書35353535章章章章6666節節節節、、、、52525252章章章章9999節節節節、、、、54545454章章章章1111節節節節、、、、55555555章章章章12121212節節節節 

エレミヤエレミヤエレミヤエレミヤ書書書書33333333章章章章11111111節節節節 

荒野荒野荒野荒野とととと砂漠砂漠砂漠砂漠がががが花咲花咲花咲花咲くくくく 

イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書35353535章章章章1111----2222節節節節 

 

 



アンコールアンコールアンコールアンコール 

天国天国天国天国 
 

 

さてさてさてさて、、、、芝居芝居芝居芝居はははは終了終了終了終了しましたしましたしましたしました。。。。前前前前のののの四幕四幕四幕四幕でででで、、、、私達私達私達私達はははは、、、、反反反反キリストキリストキリストキリストのののの台頭台頭台頭台頭、、、、教会教会教会教会のののの携携携携挙挙挙挙、、、、

大患難大患難大患難大患難のののの恐怖恐怖恐怖恐怖、、、、キリストキリストキリストキリストのののの栄光栄光栄光栄光あるあるあるある再臨再臨再臨再臨とととと千年王国千年王国千年王国千年王国のののの設立設立設立設立をををを見見見見ましたましたましたました。。。。私達私達私達私達はははは、、、、サタサタサタサタ

ンンンンがががが神神神神にににに対対対対してしてしてして最後最後最後最後のののの弱弱弱弱々々々々しいしいしいしい抵抗抵抗抵抗抵抗をををを試試試試みようとするのをみようとするのをみようとするのをみようとするのを見見見見、、、、それがそれがそれがそれが始始始始まるまるまるまる前前前前にににに神神神神がががが

それをそれをそれをそれを打打打打ちちちち砕砕砕砕かれたのをかれたのをかれたのをかれたのを見見見見ましたましたましたました。。。。私達私達私達私達はついにはついにはついにはついに、、、、サタンサタンサタンサタンのののの権威喪失権威喪失権威喪失権威喪失とととと大大大大きなきなきなきな白白白白いいいい御御御御

座座座座のののの裁裁裁裁きをきをきをきを見見見見ましたましたましたました。。。。第四幕第四幕第四幕第四幕のののの結論結論結論結論としてとしてとしてとして、、、、悲悲悲悲しみしみしみしみとととと破壊破壊破壊破壊のののの終終終終わりがやってわりがやってわりがやってわりがやって来来来来ましましましまし

たたたた。。。。しかししかししかししかし、、、、最後最後最後最後のののの舞台舞台舞台舞台のののの幕幕幕幕がががが閉閉閉閉じられじられじられじられ、、、、最後最後最後最後のののの音楽音楽音楽音楽もももも消消消消えてえてえてえて静静静静かになったとかになったとかになったとかになったと思思思思ったったったった

時時時時、、、、再再再再びびびび幕幕幕幕がががが上上上上がりがりがりがり音楽音楽音楽音楽がががが流流流流れれれれ始始始始めますめますめますめます。。。。 

全全全全てのすばらしいてのすばらしいてのすばらしいてのすばらしい演劇演劇演劇演劇ははははアンコールアンコールアンコールアンコールにににに値値値値しますしますしますします。。。。そしてそしてそしてそして、、、、過去過去過去過去どのようなどのようなどのようなどのような演劇演劇演劇演劇もももも、、、、ここここ

ののののイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストののののドラマドラマドラマドラマ以上以上以上以上ににににアンコールアンコールアンコールアンコールにににに値値値値するものはありませんするものはありませんするものはありませんするものはありません。。。。私達私達私達私達がががが見見見見

つめるべきつめるべきつめるべきつめるべき更更更更なるなるなるなる美美美美しさしさしさしさ、、、、発見発見発見発見すべきすべきすべきすべき更更更更なるなるなるなる興奮興奮興奮興奮がありますがありますがありますがあります。。。。私達私達私達私達はこのはこのはこのはこの最後最後最後最後のののの箇所箇所箇所箇所

でででで、、、、主主主主とととと共共共共にににに過過過過ごすごすごすごす天国天国天国天国でででで私達私達私達私達をををを待待待待っているっているっているっている栄光栄光栄光栄光あるあるあるある将来将来将来将来をををを垣間見垣間見垣間見垣間見ますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、永永永永

遠遠遠遠にににに続続続続くくくくアンコールアンコールアンコールアンコールですですですです。。。。 

新新新新しいしいしいしい天天天天とととと新新新新しいしいしいしい地地地地 

私達私達私達私達がががが今知今知今知今知っているっているっているっている地地地地とととと天天天天はははは過過過過ぎぎぎぎ去去去去ることにることにることにることに関関関関してしてしてして、、、、聖書聖書聖書聖書はははは非常非常非常非常にににに明明明明らかにらかにらかにらかに述述述述べていべていべていべてい

ますますますます。。。。私達私達私達私達はははは詩篇詩篇詩篇詩篇102102102102篇篇篇篇25252525----26262626節節節節でこうでこうでこうでこう読読読読みますみますみますみます。「。「。「。「あなたははるかあなたははるかあなたははるかあなたははるか以前以前以前以前にににに地地地地のののの基基基基をををを据据据据

えられましたえられましたえられましたえられました。。。。天天天天もももも、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの御手御手御手御手のわざですのわざですのわざですのわざです。。。。これらのもはこれらのもはこれらのもはこれらのもは滅滅滅滅びるでしょうびるでしょうびるでしょうびるでしょう。。。。しかしかしかしか

しししし、、、、あなたはながらえますあなたはながらえますあなたはながらえますあなたはながらえます。。。。全全全全てのものはてのものはてのものはてのものは衣衣衣衣のようにすりのようにすりのようにすりのようにすり切切切切れますれますれますれます。。。。あなたがあなたがあなたがあなたが着物着物着物着物のののの

ようにようにようにように取取取取りりりり替替替替えられるとえられるとえられるとえられると、、、、それらはそれらはそれらはそれらは変変変変わってしまいますわってしまいますわってしまいますわってしまいます。。。。」」」」 

宇宙宇宙宇宙宇宙さえもがさえもがさえもがさえもが熱力学熱力学熱力学熱力学ととととエントロピーエントロピーエントロピーエントロピーのののの法則法則法則法則にににに従従従従っていますっていますっていますっています。。。。科学者科学者科学者科学者ハーシェルハーシェルハーシェルハーシェル・・・・ジージージージー

ンズンズンズンズ氏氏氏氏はははは、、、、地球地球地球地球はははは大大大大きなきなきなきな巻巻巻巻きききき時計時計時計時計のようにのようにのようにのように、、、、それがいっぱいまでそれがいっぱいまでそれがいっぱいまでそれがいっぱいまで巻巻巻巻かれたかれたかれたかれた状態状態状態状態からからからから、、、、

ゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりと巻巻巻巻きききき戻戻戻戻っているのだっているのだっているのだっているのだ、、、、とととと説明説明説明説明しましたしましたしましたしました。。。。太陽太陽太陽太陽はははは百万二百百万二百百万二百百万二百トントントントンのののの質量質量質量質量をををを毎秒毎秒毎秒毎秒

発散発散発散発散していますがしていますがしていますがしていますが、、、、そのそのそのその巨大巨大巨大巨大なななな大大大大きさのきさのきさのきさの為為為為にににに、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは家家家家にににに帰帰帰帰ってってってって、、、、太陽太陽太陽太陽がもうじきがもうじきがもうじきがもうじき

全焼全焼全焼全焼してしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうと心配心配心配心配するするするする必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。 

私私私私はかつてはかつてはかつてはかつて、、、、あるあるあるある宇宙学宇宙学宇宙学宇宙学のののの講義講義講義講義をををを聞聞聞聞いたいたいたいた事事事事がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその中中中中でででで教授教授教授教授はははは、、、、太陽太陽太陽太陽のもののもののもののもの

すごいすごいすごいすごい還元率還元率還元率還元率のののの為為為為、、、、もうもうもうもう十億年十億年十億年十億年すればすればすればすれば、、、、地球上地球上地球上地球上のののの生生生生命命命命ををををサポートサポートサポートサポートするするするする為為為為にににに十分十分十分十分なななな太陽太陽太陽太陽

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーがががが無無無無くなってしまうとくなってしまうとくなってしまうとくなってしまうと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。半分寝半分寝半分寝半分寝ていたていたていたていた一人一人一人一人のののの学生学生学生学生がががが突然目突然目突然目突然目をををを覚覚覚覚

ましてましてましてまして尋尋尋尋ねましたねましたねましたねました。。。。「「「「何何何何てててて言言言言いましたかいましたかいましたかいましたか？」？」？」？」そのそのそのその教授教授教授教授はははは繰繰繰繰りりりり返返返返しましたしましたしましたしました。「。「。「。「もうもうもうもう十億十億十億十億

年経年経年経年経てばてばてばてば、、、、太陽太陽太陽太陽はもうはもうはもうはもう地地地地球上球上球上球上のののの生生生生命命命命ををををサポートサポートサポートサポートできなくなるとできなくなるとできなくなるとできなくなると言言言言ったんだったんだったんだったんだ。。。。」」」」するとするとするとすると

そのそのそのその学生学生学生学生はははは明明明明らかにらかにらかにらかに安心安心安心安心してしてしてして言言言言いましたいましたいましたいました。「。「。「。「ああああああああ良良良良かったかったかったかった。。。。私私私私はあなたがはあなたがはあなたがはあなたが一千万年一千万年一千万年一千万年とととと

言言言言ったとったとったとったと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。」」」」 

主主主主ははははイザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書65656565章章章章でででで、「、「、「、「見見見見よよよよ。。。。まことにわたしはまことにわたしはまことにわたしはまことにわたしは新新新新しいしいしいしい天天天天とととと新新新新しいしいしいしい地地地地をををを創造創造創造創造するするするする。。。。先先先先

のののの事事事事はははは思思思思いいいい出出出出されずされずされずされず、、、、心心心心にににに上上上上ることもないることもないることもないることもない。。。。だからだからだからだから、、、、私私私私のののの創造創造創造創造するものをするものをするものをするものを、、、、いついついついついついついついつ

までもまでもまでもまでも楽楽楽楽しみしみしみしみ喜喜喜喜べべべべ。。。。見見見見よよよよ。。。。わたしはわたしはわたしはわたしはエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムをををを創造創造創造創造してしてしてして喜喜喜喜びとしびとしびとしびとし、、、、そのそのそのその民民民民をををを楽楽楽楽しみしみしみしみ

とするとするとするとする。。。。わたしはわたしはわたしはわたしはエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムをををを喜喜喜喜びびびび、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの民民民民をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ。。。。そこにはもうそこにはもうそこにはもうそこにはもう、、、、泣泣泣泣きききき声声声声もももも

叫叫叫叫びびびび声声声声もももも聞聞聞聞かれないかれないかれないかれない。。。。」（」（」（」（イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書65656565章章章章17171717----19191919節節節節））））とととと仰仰仰仰されましたされましたされましたされました。。。。 



17171717節節節節のののの「「「「創造創造創造創造」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉ははははヘブルヘブルヘブルヘブル語語語語でででで「「「「バラバラバラバラ」」」」ですですですです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、創世記創世記創世記創世記1111章章章章1111節節節節、「、「、「、「初初初初

めにめにめにめに、、、、神神神神がががが天天天天とととと地地地地をををを創造創造創造創造したしたしたした。」。」。」。」でででで用用用用いられたのといられたのといられたのといられたのと同同同同じじじじ言葉言葉言葉言葉ですですですです。。。。バラバラバラバラというというというという言葉言葉言葉言葉

はははは、、、、何何何何もももも無無無無いいいい所所所所からからからから何何何何かをかをかをかを存在存在存在存在するようにするするようにするするようにするするようにする、、、、無無無無からからからから有有有有をををを造造造造りりりり出出出出すすすす、、、、というというというという意味意味意味意味でででで

すすすす。。。。神神神神はははは何何何何もももも無無無無いいいい所所所所からからからから天天天天とととと地地地地のののの存在存在存在存在をもたらしましたをもたらしましたをもたらしましたをもたらしました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、神神神神はこのはこのはこのはこのイザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書

のののの箇所箇所箇所箇所でででで、、、、再再再再びびびび何何何何もももも無無無無いいいい所所所所からからからから何何何何かをかをかをかを創造創造創造創造するするするする、、、、新新新新しいしいしいしい天天天天とととと新新新新しいしいしいしい地地地地をををを創造創造創造創造するとするとするとすると宣宣宣宣

言言言言されていますされていますされていますされています。。。。 

他他他他ののののヘブルヘブルヘブルヘブル語語語語でででで「「「「創造創造創造創造するするするする」」」」またはまたはまたはまたは「「「「造造造造るるるる」」」」はははは、「、「、「、「アサアサアサアサ」」」」でででで、、、、これはこれはこれはこれは、、、、既既既既にににに存在存在存在存在するするするする

物質物質物質物質をををを組組組組みみみみ合合合合わせるわせるわせるわせるというというというという意味意味意味意味ですですですです。。。。興味深興味深興味深興味深いことにいことにいことにいことに、、、、人間人間人間人間がががが現在現在現在現在のののの形態形態形態形態でででで住住住住めるよめるよめるよめるよ

うにうにうにうに地球地球地球地球がががが創造創造創造創造されたのをされたのをされたのをされたのを私達私達私達私達がががが創世記第一章創世記第一章創世記第一章創世記第一章でででで読読読読むむむむ時時時時、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの部分部分部分部分でででで「「「「アサアサアサアサ」」」」

がががが使使使使われていますわれていますわれていますわれています。。。。しかししかししかししかし、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、神神神神がががが創造創造創造創造（（（（バラバラバラバラ））））しししし、、、、何何何何もももも無無無無いいいい所所所所からからからから天天天天とととと地地地地のののの

存在存在存在存在をもたらしましたをもたらしましたをもたらしましたをもたらしました。。。。そしてそしてそしてそして神神神神はははは、、、、何何何何もももも無無無無いいいい所所所所からからからから新新新新しいしいしいしい天天天天とととと新新新新しいしいしいしい地地地地ををををバラバラバラバラ、、、、創創創創

造造造造するとするとするとすると約束約束約束約束されていますされていますされていますされています。。。。 

私達私達私達私達はははは、、、、第二第二第二第二ペテロペテロペテロペテロのののの手紙手紙手紙手紙3333章章章章10101010----13131313節節節節でででで、、、、これがどのようにしてこれがどのようにしてこれがどのようにしてこれがどのようにして起起起起こるのかをこるのかをこるのかをこるのかを垣間見垣間見垣間見垣間見

ますますますます。。。。「「「「しかししかししかししかし、、、、主主主主のののの日日日日はははは、、、、盗人盗人盗人盗人のようにやってのようにやってのようにやってのようにやって来来来来ますますますます。。。。そのそのそのその日日日日にはにはにはには、、、、天天天天はははは大大大大きなきなきなきな響響響響

きをきをきをきを立立立立てててててててて消消消消ええええ失失失失せせせせ、、、、天天天天のののの万象万象万象万象（（（（英語欽定訳英語欽定訳英語欽定訳英語欽定訳ではではではでは、、、、elementselementselementselements====化学物質化学物質化学物質化学物質をををを構成構成構成構成するするするする基礎基礎基礎基礎

的要素的要素的要素的要素でありでありでありであり、、、、実際実際実際実際にはにはにはには人間人間人間人間のののの肉眼肉眼肉眼肉眼でででで見見見見えないえないえないえない諸元素諸元素諸元素諸元素：：：：訳者注釈訳者注釈訳者注釈訳者注釈））））はははは焼焼焼焼けてけてけてけて崩崩崩崩れれれれ去去去去

りりりり、、、、地地地地とととと地地地地のいろいろなわざはのいろいろなわざはのいろいろなわざはのいろいろなわざは焼焼焼焼きききき尽尽尽尽くされますくされますくされますくされます。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、これらのものはみこれらのものはみこれらのものはみこれらのものはみ

なななな、、、、崩崩崩崩れれれれ落落落落ちるものだとすればちるものだとすればちるものだとすればちるものだとすれば、、、、あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは、、、、どれほどどれほどどれほどどれほど聖聖聖聖いいいい生生生生きききき方方方方をするをするをするをする敬虔敬虔敬虔敬虔なななな人人人人

でなければならないことでしょうでなければならないことでしょうでなければならないことでしょうでなければならないことでしょう。。。。そのようにしてそのようにしてそのようにしてそのようにして、、、、神神神神のののの日日日日のののの来来来来るのをるのをるのをるのを待待待待ちちちち望望望望みみみみ、、、、そそそそ

のののの日日日日のののの来来来来るのをるのをるのをるのを早早早早めなければなりませんめなければなりませんめなければなりませんめなければなりません。。。。そのそのそのその日日日日がががが来来来来ればればればれば、、、、そのためにそのためにそのためにそのために、、、、天天天天はははは焼焼焼焼けてけてけてけて

くすれくすれくすれくすれ、、、、天天天天のののの万象万象万象万象（（（（諸元素諸元素諸元素諸元素））））はははは焼焼焼焼けけけけ溶溶溶溶けてしまいますけてしまいますけてしまいますけてしまいます。。。。しかししかししかししかし、、、、私達私達私達私達はははは、、、、神神神神のののの約束約束約束約束にににに

従従従従ってってってって、、、、正義正義正義正義のののの住住住住むむむむ新新新新しいしいしいしい天天天天とととと新新新新しいしいしいしい地地地地をををを待待待待ちちちち望望望望んでいますんでいますんでいますんでいます。」。」。」。」 

さてさてさてさて、、、、私達私達私達私達はははは原子原子原子原子とととと分子分子分子分子のののの構造構造構造構造についてについてについてについて少少少少しししし知知知知っていますっていますっていますっています。。。。私達私達私達私達はははは陽子陽子陽子陽子、、、、電子電子電子電子、、、、中性中性中性中性

子子子子についてについてについてについて、、、、そのようなそのようなそのようなそのような宇宙宇宙宇宙宇宙をををを組組組組みみみみ立立立立てているてているてているてている基礎的要素基礎的要素基礎的要素基礎的要素とととと構造構造構造構造、、、、性質性質性質性質についてについてについてについて理解理解理解理解

するようになりましたするようになりましたするようになりましたするようになりました。。。。私達私達私達私達はははは、、、、原子原子原子原子のののの中中中中にはまだにはまだにはまだにはまだ私達私達私達私達がががが測測測測りりりり知知知知ることのできないることのできないることのできないることのできない不不不不

思議思議思議思議があるとがあるとがあるとがあると知知知知っていますっていますっていますっています。。。。原子原子原子原子のののの核核核核はははは、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、陽子陽子陽子陽子のののの塊塊塊塊とととと核核核核のののの回回回回りをりをりをりを回転回転回転回転してしてしてして

いるいるいるいる電子電子電子電子によってによってによってによって構成構成構成構成されていますされていますされていますされています。。。。またまたまたまた私達私達私達私達はははは関連関連関連関連してしてしてして、、、、核核核核のののの中中中中にはにはにはには固体物質固体物質固体物質固体物質よりよりよりより

もももも空間空間空間空間のののの方方方方がががが多多多多いといといといと知知知知っていますっていますっていますっています。。。。 

原子原子原子原子のののの不思議不思議不思議不思議のののの一一一一つはつはつはつは、、、、一体何一体何一体何一体何がががが陽子陽子陽子陽子をををを塊塊塊塊としてつなげてとしてつなげてとしてつなげてとしてつなげているのかといるのかといるのかといるのかと言言言言うううう事事事事ですですですです。。。。ココココ

ロンボロンボロンボロンボのののの電気電気電気電気のののの法則法則法則法則によればによればによればによれば、、、、同同同同じじじじ粒子粒子粒子粒子はははは互互互互いにいにいにいに反発反発反発反発しししし合合合合いますいますいますいます。。。。陽子陽子陽子陽子はははは互互互互いにいにいにいに押押押押しししし

合合合合うはずでうはずでうはずでうはずで、、、、ものすごいものすごいものすごいものすごい力力力力でででで反発反発反発反発しししし合合合合うはずですうはずですうはずですうはずです。。。。それなのにそれなのにそれなのにそれなのに、、、、なぜなぜなぜなぜ原子核原子核原子核原子核のののの中中中中ではではではでは

固固固固まっているのでしょうかまっているのでしょうかまっているのでしょうかまっているのでしょうか？？？？人間人間人間人間はははは、、、、原子核原子核原子核原子核をををを、、、、ゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりと動動動動くくくく中性子中性子中性子中性子とととと共共共共にににに爆発爆発爆発爆発ささささ

せることによってせることによってせることによってせることによって学学学学んできましたんできましたんできましたんできました。。。。中性子中性子中性子中性子によってによってによってによって原子核原子核原子核原子核をををを刺激刺激刺激刺激しししし、、、、ものすごいものすごいものすごいものすごい力力力力をををを

作作作作りりりり出出出出すすすす事事事事ができますができますができますができます。。。。原子核原子核原子核原子核をををを刺激刺激刺激刺激しししし、、、、陽子陽子陽子陽子がががが自然自然自然自然のののの性質性質性質性質にににに従従従従ってってってって互互互互いにいにいにいに反発反発反発反発しししし合合合合

うようにうようにうようにうように反応反応反応反応させることによってさせることによってさせることによってさせることによって、、、、原子原子原子原子はははは大大大大きくかききくかききくかききくかき乱乱乱乱されされされされ、、、、それによってそれによってそれによってそれによって生生生生みみみみ出出出出ささささ

れるれるれるれる結果結果結果結果がががが原子力原子力原子力原子力ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、原原原原子力子力子力子力がものすごくがものすごくがものすごくがものすごく強力強力強力強力であるとであるとであるとであると同様同様同様同様にににに、、、、陽子陽子陽子陽子がががが共共共共

につながりにつながりにつながりにつながり合合合合うううう為為為為にはにはにはには、、、、陽子陽子陽子陽子をををを解散解散解散解散させるさせるさせるさせる以上以上以上以上のののの力力力力をををを必要必要必要必要とするととするととするととすると推測推測推測推測されていまされていまされていまされていま

すすすす。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、質問質問質問質問はははは、「、「、「、「何何何何がががが宇宙宇宙宇宙宇宙をををを一一一一つにつなげてつにつなげてつにつなげてつにつなげて保保保保っているのかっているのかっているのかっているのか？」？」？」？」ですですですです。。。。 

パウロパウロパウロパウロははははコロサイコロサイコロサイコロサイ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙1111章章章章16161616----17171717節節節節でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは全全全全てのものをてのものをてのものをてのものを造造造造られただけでられただけでられただけでられただけで

はなくはなくはなくはなく、、、、万物万物万物万物ががががイエスイエスイエスイエス様様様様によってによってによってによって「「「「成成成成りりりり立立立立っているっているっているっている」、」、」、」、またはまたはまたはまたはギリシャギリシャギリシャギリシャ語語語語でででで「「「「一一一一つにつにつにつに

つなげられているつなげられているつなげられているつなげられている」」」」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。主主主主はあるはあるはあるはある日日日日、、、、主主主主がががが簡単簡単簡単簡単にににに握握握握っておられるそのっておられるそのっておられるそのっておられるその手手手手

をををを離離離離されますされますされますされます。。。。するとするとするとすると、、、、全宇宙全宇宙全宇宙全宇宙がががが直直直直ちにちにちにちに分解分解分解分解されされされされ崩崩崩崩れれれれ去去去去りますりますりますります。。。。主主主主がなされるがなされるがなされるがなされる事事事事はははは、、、、



ただただただただ単単単単にににに手手手手をををを離離離離されるされるされるされる事事事事だけですだけですだけですだけです。。。。そしてそうなればそしてそうなればそしてそうなればそしてそうなれば、、、、私達私達私達私達がががが知知知知っているっているっているっている天天天天とととと地地地地はははは何何何何

もももも無無無無くなりますくなりますくなりますくなります。。。。このこのこのこの時点時点時点時点でででで、、、、神神神神はははは新新新新しいしいしいしい天天天天とととと新新新新しいしいしいしい地地地地をををを創造創造創造創造「「「「バラバラバラバラ」」」」されますされますされますされます。。。。 

新新新新しいしいしいしいエルサレムエルサレムエルサレムエルサレム 

あなたがこのあなたがこのあなたがこのあなたがこの地球上地球上地球上地球上でででで見見見見たことのあるたことのあるたことのあるたことのある最最最最もももも美美美美しいしいしいしい景色景色景色景色、、、、まだまだまだまだ人間人間人間人間によってによってによってによって汚染汚染汚染汚染されてされてされてされて

いないいないいないいない場所場所場所場所をををを考考考考えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。汚染汚染汚染汚染されていないされていないされていないされていない場所場所場所場所はあまりはあまりはあまりはあまり残残残残されていませんがされていませんがされていませんがされていませんが、、、、

私達私達私達私達はそれらはそれらはそれらはそれら数少数少数少数少ないないないない、、、、まだまだまだまだ人間人間人間人間にににに触触触触れられていないれられていないれられていないれられていない場所場所場所場所のののの栄光栄光栄光栄光にににに驚驚驚驚かされますかされますかされますかされます。。。。ささささ

てててて、、、、すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい設計主設計主設計主設計主でありでありでありであり、、、、創造主創造主創造主創造主であるであるであるである神神神神のののの思思思思いからいからいからいから来来来来るるるる新新新新しいしいしいしい地地地地とととと新新新新しいしいしいしい天天天天をををを

創造創造創造創造してみてくださいしてみてくださいしてみてくださいしてみてください。。。。神神神神のののの新新新新しいしいしいしい創造創造創造創造はははは汚染汚染汚染汚染されないされないされないされないばかりでなくばかりでなくばかりでなくばかりでなく、、、、永遠永遠永遠永遠にににに創造創造創造創造ささささ

れたばかりのれたばかりのれたばかりのれたばかりの状態状態状態状態でででで保保保保たれますたれますたれますたれます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、神神神神がががが神神神神のののの民民民民とととと共共共共にににに住住住住まわれますまわれますまわれますまわれます。。。。 

痛痛痛痛みやみやみやみや苦苦苦苦しみをもたらすしみをもたらすしみをもたらすしみをもたらす全全全全てのものがてのものがてのものがてのものが無無無無くなりますくなりますくなりますくなります。。。。私達私達私達私達はははは神神神神のののの永遠永遠永遠永遠のののの御国御国御国御国でででで神神神神とととと共共共共

にににに住住住住むむむむ時時時時、、、、全全全全きききき喜喜喜喜びとびとびとびと非常非常非常非常なななな幸福幸福幸福幸福をををを経験経験経験経験しますしますしますします。。。。真実真実真実真実であるにはすばらしすぎるようであるにはすばらしすぎるようであるにはすばらしすぎるようであるにはすばらしすぎるよう

にににに聞聞聞聞こえませんかこえませんかこえませんかこえませんか？？？？まるでまるでまるでまるで美美美美しいしいしいしい夢夢夢夢のようにのようにのようにのように聞聞聞聞こえますがこえますがこえますがこえますが、、、、神神神神はそれがはそれがはそれがはそれが真実真実真実真実であるとであるとであるとであると

宣言宣言宣言宣言されていますされていますされていますされています。。。。そしてそしてそしてそして神神神神のことばはのことばはのことばはのことばは真実真実真実真実ですですですです。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは完全完全完全完全にににに信頼信頼信頼信頼することがですることがですることがですることがで

きますきますきますきます。。。。 

「「「「またまたまたまた、、、、最後最後最後最後のののの七七七七つのつのつのつの災害災害災害災害のののの満満満満ちているあのちているあのちているあのちているあの七七七七つのつのつのつの鉢鉢鉢鉢をををを持持持持っていたっていたっていたっていた七人七人七人七人のののの御使御使御使御使いのいのいのいの一一一一

人人人人がががが来来来来たたたた。。。。彼彼彼彼はははは私私私私にににに話話話話してしてしてして、、、、こうこうこうこう言言言言ったったったった。『。『。『。『ここにここにここにここに来来来来なさいなさいなさいなさい。。。。私私私私はあなたにはあなたにはあなたにはあなたに、、、、子羊子羊子羊子羊のののの

妻妻妻妻であるであるであるである花嫁花嫁花嫁花嫁をををを見見見見せましょうせましょうせましょうせましょう。』」（。』」（。』」（。』」（黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章9999節節節節））））ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは神神神神のののの都都都都であるであるであるである新新新新しいしいしいしいエエエエ

ルサレムルサレムルサレムルサレムをををを観察観察観察観察するようにするようにするようにするように招招招招かれましたかれましたかれましたかれました。。。。これがこれがこれがこれが花嫁花嫁花嫁花嫁のののの住住住住むむむむ所所所所、、、、神神神神ががががキリストキリストキリストキリストのののの花嫁花嫁花嫁花嫁

のののの為為為為にににに用意用意用意用意されたされたされたされた所所所所ですですですです。。。。私達私達私達私達のののの神神神神はははは豊豊豊豊かさにかさにかさにかさに満満満満ちあふれたちあふれたちあふれたちあふれた神神神神なのでなのでなのでなので、、、、・・・・・・・・・・・・赦赦赦赦しにしにしにしに

富富富富みみみみ、、、、愛愛愛愛にににに富富富富みみみみ、、、、豊豊豊豊かにかにかにかに祝福祝福祝福祝福してくださるしてくださるしてくださるしてくださる神神神神なのでなのでなのでなので、、、、・・・・・・・・・・・・私達私達私達私達はははは神神神神がががが私達私達私達私達のののの為為為為にににに用用用用

意意意意してくださったしてくださったしてくださったしてくださった所所所所のののの美美美美しさをしさをしさをしさを十分十分十分十分にににに想像想像想像想像するするするする事事事事ができませんができませんができませんができません。。。。しかししかししかししかし、、、、ヨハネヨハネヨハネヨハネはははは、、、、

何何何何がががが私達私達私達私達をををを待待待待っているのかをっているのかをっているのかをっているのかを垣間見垣間見垣間見垣間見せていますせていますせていますせています。。。。 

「「「「そしてそしてそしてそして、、、、御使御使御使御使いはいはいはいは御霊御霊御霊御霊によってによってによってによって私私私私をををを大大大大きなきなきなきな高高高高いいいい山山山山にににに連連連連れてれてれてれて行行行行ってってってって、、、、聖聖聖聖なるなるなるなる都都都都エルサエルサエルサエルサ

レムレムレムレムがががが神神神神のみもとをのみもとをのみもとをのみもとを出出出出てててて、、、、天天天天からからからから下下下下ってってってって来来来来るのをるのをるのをるのを見見見見せたせたせたせた。。。。都都都都にはにはにはには神神神神のののの栄光栄光栄光栄光があったがあったがあったがあった。。。。

そのそのそのその輝輝輝輝きはきはきはきは高価高価高価高価なななな宝石宝石宝石宝石にににに似似似似ておりておりておりており、（、（、（、（水晶水晶水晶水晶のようにのようにのようにのように））））透透透透きききき通通通通ったったったった碧玉碧玉碧玉碧玉のようであっのようであっのようであっのようであっ

たたたた。。。。」（」（」（」（黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章10101010----11111111節節節節））））このこのこのこの宝石宝石宝石宝石はははは碧玉碧玉碧玉碧玉とととと訳訳訳訳されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、碧玉碧玉碧玉碧玉はははは水晶水晶水晶水晶のようのようのようのよう

にににに透透透透きききき通通通通っていないのでっていないのでっていないのでっていないので、、、、このこのこのこの宝石宝石宝石宝石ははははギリシャギリシャギリシャギリシャ語語語語ではではではではダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドにににに相当相当相当相当するかもしするかもしするかもしするかもし

れませんれませんれませんれません。。。。ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドがががが光光光光のののの中中中中でどんなにでどんなにでどんなにでどんなに輝輝輝輝くかをあなたはくかをあなたはくかをあなたはくかをあなたは知知知知っているでしょうっているでしょうっているでしょうっているでしょう。。。。

あなたがあなたがあなたがあなたが近近近近づいたづいたづいたづいた時時時時、、、、そのそのそのその都都都都はそれはそれはそれはそれ程程程程まぶしくまぶしくまぶしくまぶしく光輝光輝光輝光輝くのですくのですくのですくのです。。。。 

黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章12121212----16161616節節節節はははは、「、「、「、「都都都都にはにはにはには大大大大きなきなきなきな高高高高いいいい城壁城壁城壁城壁とととと十二十二十二十二のののの門門門門があってがあってがあってがあって、、、、それらのそれらのそれらのそれらの門門門門にはにはにはには

十二人十二人十二人十二人のののの御使御使御使御使いがおりいがおりいがおりいがおり、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの子子子子らのらのらのらの十二部族十二部族十二部族十二部族のののの名名名名がががが書書書書いてあったいてあったいてあったいてあった。。。。東東東東にににに三三三三つつつつ

のののの門門門門、、、、北北北北にににに三三三三つのつのつのつの門門門門、、、、南南南南にににに三三三三つのつのつのつの門門門門、、、、西西西西にににに三三三三つのつのつのつの門門門門があったがあったがあったがあった。。。。またまたまたまた、、、、都都都都のののの城壁城壁城壁城壁にはにはにはには十十十十

二二二二のののの土台土台土台土台がありがありがありがあり、、、、それにはそれにはそれにはそれには子羊子羊子羊子羊のののの十二使徒十二使徒十二使徒十二使徒のののの十二十二十二十二のののの名名名名がががが書書書書いてあったいてあったいてあったいてあった。。。。またまたまたまた、、、、私私私私とととと話話話話

していたしていたしていたしていた者者者者はははは都都都都とそのとそのとそのとその門門門門とそのとそのとそのとその城壁城壁城壁城壁とをとをとをとを測測測測るるるる金金金金のののの測測測測りざおをりざおをりざおをりざおを持持持持っていたっていたっていたっていた。。。。都都都都はははは四角四角四角四角

でででで、、、、そのそのそのその長長長長さとさとさとさと幅幅幅幅とはとはとはとは同同同同じであるじであるじであるじである。。。。彼彼彼彼がそのがそのがそのがその測測測測りざおでりざおでりざおでりざおで都都都都をををを測測測測るとるとるとると、、、、一万二千一万二千一万二千一万二千ファーファーファーファー

ロングロングロングロング（（（（約約約約2414241424142414キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））であったであったであったであった。。。。長長長長さもさもさもさも幅幅幅幅もももも高高高高さもさもさもさも同同同同じであるじであるじであるじである。」。」。」。」とととと私達私達私達私達にににに

言言言言っていますっていますっていますっています。。。。 

一万二千一万二千一万二千一万二千ファーロングファーロングファーロングファーロング（（（（約約約約2414241424142414キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））はははは、、、、約千五百約千五百約千五百約千五百マイルマイルマイルマイルにににに当当当当たりますたりますたりますたります。。。。都都都都

はははは、、、、長長長長さもさもさもさも幅幅幅幅もももも高高高高さもさもさもさも約千五百約千五百約千五百約千五百マイルマイルマイルマイル（（（（約約約約2414241424142414キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））のののの立方体立方体立方体立方体のようなのようなのようなのような形形形形をををを

しているとしているとしているとしていると思思思思われますわれますわれますわれます。。。。 

私達私達私達私達はははは、、、、私達私達私達私達がががが受受受受けけけけ取取取取るるるる新新新新しいからだについてあまりわかりませんしいからだについてあまりわかりませんしいからだについてあまりわかりませんしいからだについてあまりわかりません。。。。それはすばらしそれはすばらしそれはすばらしそれはすばらし

いものであるいものであるいものであるいものである事事事事にはにはにはには違違違違いありませんいありませんいありませんいありません。。。。それでもそれでもそれでもそれでも、、、、神神神神がががが私達私達私達私達のののの為為為為にににに用意用意用意用意してくださってしてくださってしてくださってしてくださって



いるいるいるいる驚驚驚驚きをきをきをきを測測測測りりりり知知知知ることはできませんることはできませんることはできませんることはできません。。。。第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2222章章章章9999章章章章はははは、「、「、「、「目目目目がまがまがまがま

だだだだ見見見見ずずずず、、、、耳耳耳耳がまだがまだがまだがまだ聞聞聞聞かずかずかずかず、、、、人人人人のののの心心心心にににに思思思思いいいい浮浮浮浮かびもしなかったことをかびもしなかったことをかびもしなかったことをかびもしなかったことを、、、、神神神神はははは、、、、ごごごご自分自分自分自分をををを

愛愛愛愛するするするする者者者者たちのためにたちのためにたちのためにたちのために備備備備えられたえられたえられたえられた。」。」。」。」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。私達私達私達私達ははははイエスイエスイエスイエス様様様様がががが死死死死からよみからよみからよみからよみ

がえられたがえられたがえられたがえられた時時時時、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは肉体肉体肉体肉体のからだをのからだをのからだをのからだを持持持持っておられたとっておられたとっておられたとっておられたと知知知知っていますっていますっていますっています。。。。しかししかししかししかし、、、、

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは「「「「血血血血」」」」とはとはとはとは言言言言われませんでしたわれませんでしたわれませんでしたわれませんでした。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは霊霊霊霊だけでもなかったとだけでもなかったとだけでもなかったとだけでもなかったと言言言言ってってってって

いますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様のののの新新新新しいからだはしいからだはしいからだはしいからだは、、、、異異異異なったなったなったなった分子構造分子構造分子構造分子構造をををを持持持持っていたとっていたとっていたとっていたと思思思思わわわわ

れますれますれますれます。。。。なぜならばなぜならばなぜならばなぜならば、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは壁壁壁壁をををを通通通通りりりり抜抜抜抜けることがおできになったからですけることがおできになったからですけることがおできになったからですけることがおできになったからです。。。。私私私私

達達達達のののの新新新新しいからだはしいからだはしいからだはしいからだはイエスイエスイエスイエス様様様様のののの新新新新しいからだとしいからだとしいからだとしいからだと似似似似たものになるのでしょうかたものになるのでしょうかたものになるのでしょうかたものになるのでしょうか？？？？私達私達私達私達のののの

新新新新しいからだはしいからだはしいからだはしいからだは質量質量質量質量をををを持持持持っているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうか、、、、それともそれともそれともそれとも霊的霊的霊的霊的なものなのでしょうなものなのでしょうなものなのでしょうなものなのでしょう

かかかか？？？？もしもしもしもし私達私達私達私達がががが霊的霊的霊的霊的なものだとしたらなものだとしたらなものだとしたらなものだとしたら、、、、私達私達私達私達のからだにはのからだにはのからだにはのからだには重力重力重力重力のののの引力引力引力引力がががが無無無無いでしょいでしょいでしょいでしょ

うううう。。。。それはそれはそれはそれは人生人生人生人生をををを非常非常非常非常にににに興味深興味深興味深興味深くしますくしますくしますくします。。。。 

さてさてさてさて、、、、私達私達私達私達のからだがのからだがのからだがのからだが質量質量質量質量をををを持持持持っているとっているとっているとっていると推測推測推測推測してしてしてして、、、、もうもうもうもう一度千五百一度千五百一度千五百一度千五百マイルマイルマイルマイル（（（（約約約約2414241424142414

キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））のののの立方体立方体立方体立方体をををを見見見見てみましょうてみましょうてみましょうてみましょう。。。。私達私達私達私達はははは地球上地球上地球上地球上ではこのではこのではこのではこの惑星惑星惑星惑星のののの表面積表面積表面積表面積だけだけだけだけ

にににに限限限限られていますられていますられていますられています。。。。しかししかししかししかし、、、、もしもしもしもし私達私達私達私達がそのがそのがそのがその巨大巨大巨大巨大なななな立方体立方体立方体立方体のののの中中中中にににに住住住住むのだとしたらどむのだとしたらどむのだとしたらどむのだとしたらど

うでしょうかうでしょうかうでしょうかうでしょうか？？？？そのそのそのその立方体立方体立方体立方体のののの各層各層各層各層がががが1111マイルマイルマイルマイル（（（（約約約約1.61.61.61.6キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル））））のののの高高高高さでさでさでさで、、、、全全全全てのてのてのての

人人人人がががが1111平方平方平方平方マイルマイルマイルマイル（（（（1.61.61.61.6キロキロキロキロ平方平方平方平方メートルメートルメートルメートル））））のののの場所場所場所場所をををを自分達自分達自分達自分達がががが住住住住むむむむ所所所所としとしとしとしてててて与与与与えられたえられたえられたえられた

としましょうとしましょうとしましょうとしましょう。。。。あなたはどれだけのあなたはどれだけのあなたはどれだけのあなたはどれだけの人人人人がそのがそのがそのがその立方体立方体立方体立方体のののの中中中中にににに住住住住めるかわかりますかめるかわかりますかめるかわかりますかめるかわかりますか？？？？私私私私

たちたちたちたち全員全員全員全員にとってにとってにとってにとって十分十分十分十分なななな場所場所場所場所があるでしょうがあるでしょうがあるでしょうがあるでしょう。。。。 

またまたまたまた、、、、城壁城壁城壁城壁をををを測測測測るとるとるとると、、、、百四十四百四十四百四十四百四十四キュビトキュビトキュビトキュビトであったであったであったであった。。。。これはこれはこれはこれは人間人間人間人間のののの、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、御使御使御使御使いいいい

のののの尺度尺度尺度尺度によるのであるによるのであるによるのであるによるのである。。。。城壁城壁城壁城壁はははは碧玉碧玉碧玉碧玉でででで築築築築かれかれかれかれ、、、、都都都都はははは透透透透きききき通通通通ったったったったガラスガラスガラスガラスのようなのようなのようなのような純金純金純金純金でででで

造造造造られていたられていたられていたられていた。。。。都都都都のののの城壁城壁城壁城壁のののの土台土台土台土台はははは様様様様々々々々なななな宝石宝石宝石宝石でででで飾飾飾飾られていたられていたられていたられていた。。。。第一第一第一第一のののの土台土台土台土台はははは碧玉碧玉碧玉碧玉、、、、・・・・

・・・・・・・・（（（（黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章17171717----19191919節節節節）））） 

そのそのそのその都都都都のののの土台土台土台土台ははははカラフルカラフルカラフルカラフルでででで美美美美しいものでしょうしいものでしょうしいものでしょうしいものでしょう。。。。碧玉碧玉碧玉碧玉はははは、、、、前前前前にににに述述述述べたようにべたようにべたようにべたように、、、、透明透明透明透明でででで

透透透透きききき通通通通っていますっていますっていますっています。。。。ですからですからですからですから、、、、これはこれはこれはこれはダイヤモダイヤモダイヤモダイヤモンドンドンドンドのののの事事事事をををを言言言言っているとっているとっているとっていると思思思思われますわれますわれますわれます。。。。

それはそれはそれはそれは水晶水晶水晶水晶のようにのようにのようにのように透透透透きききき通通通通っていてっていてっていてっていて、、、、太陽太陽太陽太陽のののの光光光光のののの中中中中でででで透明透明透明透明のののの氷氷氷氷のようにきれいでのようにきれいでのようにきれいでのようにきれいで純粋純粋純粋純粋

でででで明明明明るくてるくてるくてるくて、、、、光光光光とととと色色色色をををを反射反射反射反射するするするする役目役目役目役目をををを果果果果たしますたしますたしますたします。。。。 

「「「「・・・・・・・・・・・・第二第二第二第二はははは、、、、サファイヤサファイヤサファイヤサファイヤ、、、、・・・・・・・・・・・・」（」（」（」（黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章19191919節節節節）））） 

サファイヤサファイヤサファイヤサファイヤはははは青色青色青色青色ですですですです。。。。このこのこのこの石石石石はははは出出出出エジプトエジプトエジプトエジプト記記記記24242424章章章章10101010節節節節でででで神神神神のののの（（（（御足御足御足御足のののの下下下下のののの））））土台土台土台土台とととと

してしてしてして述述述述べられていますべられていますべられていますべられています。「。「。「。「御足御足御足御足のののの下下下下にはにはにはにはサファイヤサファイヤサファイヤサファイヤのののの敷石敷石敷石敷石のようなものがありのようなものがありのようなものがありのようなものがあり、、、、透透透透きききき

通通通通っていてっていてっていてっていて青空青空青空青空のようであったのようであったのようであったのようであった。」。」。」。」 

「「「「・・・・・・・・・・・・第三第三第三第三はめのうはめのうはめのうはめのう（（（（玉随玉随玉随玉随））））・・・・・・・・・・・・」（」（」（」（黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章19191919節節節節））））めのうはめのうはめのうはめのうは緑緑緑緑っぽいっぽいっぽいっぽい色色色色でででで

すすすす。。。。それはそれはそれはそれは鉱物鉱物鉱物鉱物でででで、、、、様様様様々々々々なななな種種種種類類類類ののののエメラルドエメラルドエメラルドエメラルドががががカルセドンカルセドンカルセドンカルセドンのののの山山山山にににに集集集集まっているようにまっているようにまっているようにまっているように

説明説明説明説明していますしていますしていますしています。。。。 

「「「「第四第四第四第四はははは緑玉緑玉緑玉緑玉（（（（エメラルドエメラルドエメラルドエメラルド）、）、）、）、第五第五第五第五はははは縞縞縞縞めのうめのうめのうめのう、、、、第六第六第六第六はははは赤赤赤赤めのうめのうめのうめのう、、、、第七第七第七第七はははは貴貴貴貴かんらんかんらんかんらんかんらん

石石石石、、、、第八第八第八第八はははは緑柱石緑柱石緑柱石緑柱石、、、、第九第九第九第九はははは黄玉石黄玉石黄玉石黄玉石（（（（トパーズトパーズトパーズトパーズ）、）、）、）、第十第十第十第十はひすいはひすいはひすいはひすい（（（（緑玉随緑玉随緑玉随緑玉随）、）、）、）、第十一第十一第十一第十一はははは

青玉青玉青玉青玉、、、、第十二第十二第十二第十二はははは紫水晶紫水晶紫水晶紫水晶であったであったであったであった。。。。」（」（」（」（黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章19191919----20202020節節節節））））ここでここでここでここで述述述述べられたべられたべられたべられた色色色色のののの絵絵絵絵をををを

あなたにあなたにあなたにあなたに見見見見せるとせるとせるとせると、、、、エメラルドエメラルドエメラルドエメラルドはははは緑色緑色緑色緑色、、、、縞縞縞縞めのうはめのうはめのうはめのうは赤色赤色赤色赤色、、、、赤赤赤赤めのうはめのうはめのうはめのうは燃燃燃燃えるようなえるようなえるようなえるような赤赤赤赤

色色色色、、、、貴貴貴貴かんらんかんらんかんらんかんらん石石石石はははは金色金色金色金色のようなのようなのようなのような黄色黄色黄色黄色、、、、緑柱石緑柱石緑柱石緑柱石はははは異異異異なるなるなるなる色合色合色合色合いのいのいのいの緑色緑色緑色緑色、、、、トパーズトパーズトパーズトパーズはははは緑緑緑緑

っぽいっぽいっぽいっぽい黄色黄色黄色黄色、、、、ひすいはひすいはひすいはひすいは金色金色金色金色っぽいっぽいっぽいっぽい緑色緑色緑色緑色、、、、青玉青玉青玉青玉はははは濃紺色濃紺色濃紺色濃紺色、、、、紫水晶紫水晶紫水晶紫水晶はははは紫色紫色紫色紫色ですですですです。。。。これらにこれらにこれらにこれらに

明明明明るくるくるくるく透透透透きききき通通通通ったったったった碧玉碧玉碧玉碧玉ととととサファイヤサファイヤサファイヤサファイヤのののの青色青色青色青色、、、、めのうのめのうのめのうのめのうのエメラルドグリーンエメラルドグリーンエメラルドグリーンエメラルドグリーンをををを加加加加えてくえてくえてくえてく

ださいださいださいださい。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば、、、、あなたはこのあなたはこのあなたはこのあなたはこの都都都都のののの土台土台土台土台をををを造造造造っているこれらのっているこれらのっているこれらのっているこれらの宝石宝石宝石宝石のののの美美美美しさがしさがしさがしさが想想想想

像像像像できるでしょうできるでしょうできるでしょうできるでしょう。。。。 



今日今日今日今日、、、、金金金金ととととダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドはははは、、、、このこのこのこの地上地上地上地上でででで非常非常非常非常にににに価値価値価値価値がありますがありますがありますがあります。。。。それらはそれらはそれらはそれらは非常非常非常非常にににに価値価値価値価値

があるとがあるとがあるとがあると考考考考えられているのでえられているのでえられているのでえられているので、、、、人人人人はそれらをはそれらをはそれらをはそれらを得得得得るるるる為為為為にににに働働働働きききき、、、、あるあるあるある人人人人はそれらをはそれらをはそれらをはそれらを得得得得るるるる為為為為

にににに戦戦戦戦ったりったりったりったり殺殺殺殺したりさえしますしたりさえしますしたりさえしますしたりさえします。。。。しかししかししかししかし、、、、これらこれらこれらこれら高価高価高価高価なななな価値価値価値価値あるこのあるこのあるこのあるこの地上地上地上地上のののの品物品物品物品物はははは、、、、

天国天国天国天国ではではではでは非常非常非常非常にありふれたにありふれたにありふれたにありふれた普遍的普遍的普遍的普遍的なものになりますなものになりますなものになりますなものになります。。。。私達私達私達私達はははは、、、、天国天国天国天国ではではではでは道道道道がががが金金金金でできでできでできででき

ているとているとているとていると言言言言われてわれてわれてわれていますいますいますいます。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、このこのこのこの地上地上地上地上のののの宝物宝物宝物宝物がががが、、、、天国天国天国天国ではではではではアスファルトアスファルトアスファルトアスファルトになるになるになるになる

のですのですのですのです。。。。私達私達私達私達がががが新新新新しいしいしいしい都都都都にににに到着到着到着到着したしたしたした時時時時、、、、神神神神はははは金金金金やややや銀銀銀銀ややややダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドやややや宝石宝石宝石宝石にはにはにはには感動感動感動感動ささささ

れないということがはっきりとわかるでしょうれないということがはっきりとわかるでしょうれないということがはっきりとわかるでしょうれないということがはっきりとわかるでしょう。。。。それらはそれらはそれらはそれらは神神神神にとってあまりにもにとってあまりにもにとってあまりにもにとってあまりにも一般一般一般一般

的的的的なものですなものですなものですなものです。。。。神神神神はそれらをはそれらをはそれらをはそれらを建築資材建築資材建築資材建築資材としてとしてとしてとして使用使用使用使用されますされますされますされます。。。。 

神神神神はははは金銀金銀金銀金銀やややや宝石宝石宝石宝石にはにはにはには心心心心をををを動動動動かされはしませんかされはしませんかされはしませんかされはしません。。。。このこのこのこの地上地上地上地上のののの全全全全てのてのてのての金金金金はははは神神神神によってによってによってによって造造造造らららら

れましたれましたれましたれました。。。。私達私達私達私達がががが持持持持っているっているっているっている全全全全てのてのてのての銀銀銀銀もももも神神神神によってによってによってによって造造造造られましたられましたられましたられました。。。。全全全全てのてのてのてのダイヤモンダイヤモンダイヤモンダイヤモン

ドドドド、、、、サファイヤサファイヤサファイヤサファイヤ、、、、碧玉碧玉碧玉碧玉、、、、エメラルドエメラルドエメラルドエメラルドはははは神神神神がががが造造造造られたのでここにられたのでここにられたのでここにられたのでここに存在存在存在存在していますしていますしていますしています。。。。ですですですです

からからからから、、、、神神神神はははは私達私達私達私達ががががそれらにそれらにそれらにそれらに感銘感銘感銘感銘するようにはそれらにするようにはそれらにするようにはそれらにするようにはそれらに感銘感銘感銘感銘されませんされませんされませんされません。。。。神神神神はそれらをはそれらをはそれらをはそれらを

宝物宝物宝物宝物とはとはとはとは考考考考えられませんえられませんえられませんえられません。。。。みことばがみことばがみことばがみことばが私達私達私達私達にににに言言言言っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、そしてそしてそしてそして、、、、神神神神がががが私達私達私達私達のののの為為為為

にににに用意用意用意用意されたされたされたされた都都都都にににに私達私達私達私達がががが入入入入ったったったった時時時時にににに、、、、私達私達私達私達がががが自分自身自分自身自分自身自分自身のののの目目目目でででで見見見見るであろうるであろうるであろうるであろう事事事事はははは、、、、神神神神がががが

宝物宝物宝物宝物とみなしてくださっているのはとみなしてくださっているのはとみなしてくださっているのはとみなしてくださっているのは私達私達私達私達であるであるであるである、、、、とととと言言言言うううう事事事事ですですですです。。。。 

神神神神はははは出出出出エジプトエジプトエジプトエジプト記記記記19191919章章章章5555節節節節でででで、、、、神神神神のののの民民民民をををを「「「「宝宝宝宝」」」」とととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。欽定訳欽定訳欽定訳欽定訳ではではではでは「「「「特異特異特異特異なななな

変変変変わったわったわったわった宝宝宝宝」」」」というというというという言言言言いいいい方方方方がががが使使使使われていますわれていますわれていますわれています。。。。そしてそしてそしてそして私私私私はそのはそのはそのはその訳訳訳訳にににに同意同意同意同意しますしますしますします。。。。神神神神がががが

私私私私をををを宝宝宝宝とみなしてくださるとみなしてくださるとみなしてくださるとみなしてくださるとはとはとはとは不思議不思議不思議不思議ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、私達私達私達私達はははは神神神神のののの宝宝宝宝ですですですです。。。。神神神神がががが価値価値価値価値をををを

置置置置かれるかれるかれるかれるはははは金金金金やややや銀銀銀銀やややや宝石宝石宝石宝石ではなくではなくではなくではなく、、、、神神神神のののの民民民民ですですですです。。。。もっともっともっともっと特定特定特定特定してしてしてして言言言言えばえばえばえば、、、、それはあなそれはあなそれはあなそれはあな

たですたですたですたです。。。。神神神神はあなたをたったはあなたをたったはあなたをたったはあなたをたった一人一人一人一人だけだけだけだけ、、、、あなたをあなたをあなたをあなたを唯一唯一唯一唯一のののの者者者者としてとしてとしてとして造造造造られましたられましたられましたられました。。。。そしそしそしそし

てててて、、、、価値価値価値価値はははは通常通常通常通常それがどれだけそれがどれだけそれがどれだけそれがどれだけ稀稀稀稀であるかによってであるかによってであるかによってであるかによって決定決定決定決定されますされますされますされます。。。。ですからですからですからですから、、、、あなたあなたあなたあなた

はははは神神神神のののの変変変変わったわったわったわった宝宝宝宝であるだけでなくであるだけでなくであるだけでなくであるだけでなく、、、、めずらしいめずらしいめずらしいめずらしい稀稀稀稀なななな宝宝宝宝でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。 

「「「「十二十二十二十二のののの門門門門はははは十二十二十二十二のののの真珠真珠真珠真珠であったであったであったであった。。。。どのどのどのどの門門門門もそれぞれもそれぞれもそれぞれもそれぞれ一一一一つのつのつのつの真珠真珠真珠真珠からできていたからできていたからできていたからできていた。。。。都都都都

のののの大通大通大通大通りはりはりはりは、、、、透透透透きききき通通通通ったったったったガラスガラスガラスガラスのようなのようなのようなのような純金純金純金純金であったであったであったであった。。。。私私私私はこのはこのはこのはこの都都都都のののの中中中中にににに神殿神殿神殿神殿をををを見見見見なななな

かったかったかったかった。。。。それはそれはそれはそれは、、、、万物万物万物万物のののの支配者支配者支配者支配者であるであるであるである、、、、神神神神であられるであられるであられるであられる主主主主とととと、、、、子羊子羊子羊子羊とがとがとがとが都都都都のののの神殿神殿神殿神殿だかだかだかだからららら

であるであるであるである。」（。」（。」（。」（黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章21212121----22222222節節節節））））さてさてさてさて、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様がががが教会教会教会教会のののの為為為為にやってにやってにやってにやって来来来来られられられられ、、、、私達私達私達私達をををを

天国天国天国天国へとへとへとへと引引引引きききき上上上上げられるげられるげられるげられる時時時時、、、、私達私達私達私達はそのはそのはそのはその最初最初最初最初のののの天国天国天国天国にににに神殿神殿神殿神殿をををを見見見見つけますつけますつけますつけます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、神神神神

ががががモーセモーセモーセモーセにににに建建建建てるようにてるようにてるようにてるように命命命命じられたじられたじられたじられた地上地上地上地上のののの幕屋幕屋幕屋幕屋とととと全全全全くくくく同同同同じものでしょうじものでしょうじものでしょうじものでしょう。。。。神神神神がそれらがそれらがそれらがそれら

のののの指示指示指示指示をををを与与与与えられたえられたえられたえられた時時時時、、、、それはそれはそれはそれは天天天天のののの物物物物のののの模型模型模型模型であるのでであるのでであるのでであるので、、、、計画計画計画計画にににに従従従従ってってってって正確正確正確正確にににに作作作作るよるよるよるよ

うううう注意注意注意注意するようにするようにするようにするように、、、、とととと神神神神ははははモーセモーセモーセモーセにににに仰仰仰仰せられましたせられましたせられましたせられました。。。。 

私達私達私達私達はははは神殿神殿神殿神殿についてについてについてについて、、、、黙示録中黙示録中黙示録中黙示録中のののの数箇所数箇所数箇所数箇所でででで読読読読むことができますむことができますむことができますむことができます。。。。7777章章章章のののの15151515節節節節ではではではでは、「、「、「、「だだだだ

からからからから彼彼彼彼らはらはらはらは神神神神のののの御座御座御座御座のののの前前前前にいてにいてにいてにいて、、、、昼昼昼昼もももも夜夜夜夜もももも聖所聖所聖所聖所（（（（英語欽定訳英語欽定訳英語欽定訳英語欽定訳ではではではではTemplTemplTemplTemple=e=e=e=神殿神殿神殿神殿））））でででで神神神神にににに

仕仕仕仕えているのですえているのですえているのですえているのです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、御座御座御座御座にににに着着着着いておられるいておられるいておられるいておられる方方方方はははは彼彼彼彼らとらとらとらと共共共共にににに住住住住まわれますまわれますまわれますまわれます。。。。

（（（（訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳）」）」）」）」とととと書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。黙示録黙示録黙示録黙示録11111111章章章章19191919節節節節はははは、「、「、「、「それからそれからそれからそれから、、、、天天天天にあるにあるにあるにある、、、、

神神神神のののの神殿神殿神殿神殿がががが開開開開かれたかれたかれたかれた。。。。神殿神殿神殿神殿のののの中中中中にににに、、、、契約契約契約契約のののの箱箱箱箱がががが見見見見えたえたえたえた。。。。またまたまたまた、、、、いなずまいなずまいなずまいなずま、、、、声声声声、、、、雷鳴雷鳴雷鳴雷鳴、、、、

地震地震地震地震がががが起起起起こりこりこりこり、、、、大大大大きなきなきなきな雹雹雹雹がががが降降降降ったったったった。」。」。」。」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。15151515章章章章のののの5555、、、、6666、、、、8888節節節節はははは、「、「、「、「そのそのそのその

後後後後、、、、またまたまたまた私私私私はははは見見見見たたたた。。。。天天天天にあるにあるにあるにある、、、、あかしのあかしのあかしのあかしの幕屋幕屋幕屋幕屋のののの聖所聖所聖所聖所がががが開開開開いたいたいたいた。。。。そしてそのそしてそのそしてそのそしてその聖所聖所聖所聖所からからからから、、、、

七七七七つのつのつのつの災害災害災害災害とととと携携携携えたえたえたえた七人七人七人七人のののの御使御使御使御使いがいがいがいが出出出出てててて来来来来たたたた。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、きよいきよいきよいきよい光光光光りりりり輝輝輝輝くくくく亜麻布亜麻布亜麻布亜麻布をををを着着着着

てててて、、、、胸胸胸胸にはにはにはには金金金金のののの帯帯帯帯をををを締締締締めていためていためていためていた。。。。・・・・・・・・・・・・聖所聖所聖所聖所はははは神神神神のののの栄光栄光栄光栄光とととと神神神神のののの大能大能大能大能からからからから立立立立ちちちち上上上上るるるる煙煙煙煙でででで

満満満満たされたされたされたされ、、、、七人七人七人七人のののの御使御使御使御使いたちのいたちのいたちのいたちの七七七七つのつのつのつの災害災害災害災害がががが終終終終わるまではわるまではわるまではわるまでは、、、、誰誰誰誰もそのもそのもそのもその聖所聖所聖所聖所にににに、、、、入入入入るるるる事事事事

ができなかったができなかったができなかったができなかった。」（。」（。」（。」（聖所聖所聖所聖所とととと訳訳訳訳されているされているされているされている言葉言葉言葉言葉はははは英語欽定訳英語欽定訳英語欽定訳英語欽定訳ではではではではTemple=Temple=Temple=Temple=神殿神殿神殿神殿：：：：訳者注訳者注訳者注訳者注

解解解解））））とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。 



最初最初最初最初のののの天天天天にににに神殿神殿神殿神殿があるのはがあるのはがあるのはがあるのは顕著顕著顕著顕著にわかりますにわかりますにわかりますにわかります。。。。しかししかししかししかし、、、、新新新新しいしいしいしい天天天天ではではではでは私達私達私達私達にににに神殿神殿神殿神殿はははは必必必必

要要要要ありませんありませんありませんありません。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、神神神神とととと子羊子羊子羊子羊がががが私達私達私達私達のののの神殿神殿神殿神殿だからですだからですだからですだからです。。。。 

同様同様同様同様にににに、、、、私達私達私達私達にはにはにはには外側外側外側外側からのからのからのからの光光光光のののの源源源源はははは必要必要必要必要ありませんありませんありませんありません。「。「。「。「都都都都にはにはにはには、、、、これをこれをこれをこれを照照照照らすらすらすらす太陽太陽太陽太陽

もももも月月月月もいらないもいらないもいらないもいらない。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、神神神神のののの栄光栄光栄光栄光がががが都都都都をををを照照照照らしらしらしらし、、、、子羊子羊子羊子羊がががが都都都都のあかりだからであのあかりだからであのあかりだからであのあかりだからであ

るるるる。。。。」（」（」（」（黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章23232323節節節節））））イエスイエスイエスイエス様様様様はははは「「「「わたしはわたしはわたしはわたしは世世世世のののの光光光光ですですですです。」（。」（。」（。」（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書8888章章章章

12121212節節節節））））とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。新新新新しいしいしいしいエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムではではではでは、、、、昼間昼間昼間昼間のののの太陽太陽太陽太陽もももも必要必要必要必要なくなくなくなく、、、、太陽太陽太陽太陽をををを反映反映反映反映

するするするする夜夜夜夜のののの月月月月もももも必要必要必要必要ありませんありませんありませんありません。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様のののの臨在臨在臨在臨在がががが、、、、私達私達私達私達にににに必要必要必要必要なななな全全全全てのてのてのての光光光光をををを供給供給供給供給してしてしてして

くださいますくださいますくださいますくださいます。。。。 

諸国諸国諸国諸国のののの民民民民がががが、、、、都都都都のののの光光光光によってによってによってによって歩歩歩歩みみみみ、、、、地地地地のののの王王王王たちはそのたちはそのたちはそのたちはその栄光栄光栄光栄光をををを携携携携えてえてえてえて都都都都にににに来来来来るるるる。。。。都都都都のののの門門門門

はははは一日中決一日中決一日中決一日中決してしてしてして閉閉閉閉じることがないじることがないじることがないじることがない。。。。そこにはそこにはそこにはそこには夜夜夜夜がないからであるがないからであるがないからであるがないからである。。。。こうしてこうしてこうしてこうして、、、、人人人人々々々々はははは

諸国諸国諸国諸国のののの民民民民のののの栄光栄光栄光栄光とととと誉誉誉誉れとをれとをれとをれとを、、、、そこにそこにそこにそこに携携携携えてえてえてえて来来来来るるるる。。。。しかししかししかししかし、、、、すべてすべてすべてすべて汚汚汚汚れたれたれたれた者者者者やややや、、、、憎憎憎憎むべむべむべむべ

きことときことときことときことと偽偽偽偽りをりをりをりを行行行行なうなうなうなう者者者者はははは、、、、決決決決してしてしてして都都都都にににに入入入入れないれないれないれない。。。。子羊子羊子羊子羊のいのちののいのちののいのちののいのちの書書書書にににに名名名名がががが書書書書いてあいてあいてあいてあ

るものだけがるものだけがるものだけがるものだけが入入入入ることができるることができるることができるることができる。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章24242424----27272727節節節節）））） 

新新新新しいしいしいしいエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムでででで他他他他にすばらしいのはにすばらしいのはにすばらしいのはにすばらしいのは、、、、何何何何もこのもこのもこのもこの都都都都をををを汚染汚染汚染汚染しないということですしないということですしないということですしないということです。。。。

汚染汚染汚染汚染するものがするものがするものがするものが何何何何もももも存在存在存在存在せずせずせずせず、、、、純粋純粋純粋純粋なものだけがなものだけがなものだけがなものだけが存在存在存在存在しますしますしますします。。。。私達私達私達私達はこのはこのはこのはこの中中中中にににに、、、、イエイエイエイエ

スススス様様様様のののの山上山上山上山上のののの垂訓垂訓垂訓垂訓でのでのでのでの約束約束約束約束、「、「、「、「義義義義にににに飢飢飢飢ええええ渇渇渇渇くくくく者者者者はははは幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。そのそのそのその人人人人はははは満満満満たされるからたされるからたされるからたされるから

ですですですです。」（。」（。」（。」（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書5555章章章章6666節節節節））））のののの成就成就成就成就をををを見見見見ますますますます。。。。 

神神神神がががが将来将来将来将来についてについてについてについて語語語語りりりり、、、、やがてやがてやがてやがて来来来来たるべきたるべきたるべきたるべき事事事事についてについてについてについて預言預言預言預言されるされるされるされる時時時時、、、、神神神神はははは聖書聖書聖書聖書のののの中中中中でででで

頻繁頻繁頻繁頻繁にににに、「、「、「、「これらはこれらはこれらはこれらは真実真実真実真実でででで信頼信頼信頼信頼すべきことばであるすべきことばであるすべきことばであるすべきことばである。。。。わたしがわたしがわたしがわたしがこれをこれをこれをこれを語語語語りりりり、、、、わたしがわたしがわたしがわたしが

これをこれをこれをこれを行行行行なうなうなうなう。」。」。」。」とととと断言断言断言断言されますされますされますされます。。。。私私私私はははは、、、、私達私達私達私達のののの想像想像想像想像ではではではでは神神神神がががが約束約束約束約束されているされているされているされている事事事事をををを理理理理

解解解解しきれないとしきれないとしきれないとしきれないと神神神神はははは御存知御存知御存知御存知であるのでであるのでであるのでであるので、、、、神神神神はははは私達私達私達私達にこのようなにこのようなにこのようなにこのような確証確証確証確証をををを与与与与えられたとえられたとえられたとえられたと思思思思

いますいますいますいます。。。。私達私達私達私達がそれらをがそれらをがそれらをがそれらを想像想像想像想像できないのでできないのでできないのでできないので、、、、私達私達私達私達はははは神神神神のみことばをそののみことばをそののみことばをそののみことばをその通通通通りにりにりにりに受受受受けけけけ取取取取

らなくてはなりませんらなくてはなりませんらなくてはなりませんらなくてはなりません。。。。しかししかししかししかし、、、、神神神神はそのみことばにはそのみことばにはそのみことばにはそのみことばに忠実忠実忠実忠実なおなおなおなお方方方方であられるのでであられるのでであられるのでであられるので、、、、私私私私

達達達達はははは確確確確かにかにかにかに神神神神のののの約束約束約束約束にににに信頼信頼信頼信頼することができますすることができますすることができますすることができます。。。。新新新新しいしいしいしいエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのののの描写描写描写描写はははは「「「「地球地球地球地球らららら

しくないしくないしくないしくない」（」（」（」（実際実際実際実際にそうですにそうですにそうですにそうです））））ようにようにようにように思思思思われますがわれますがわれますがわれますが、、、、私達私達私達私達はそれぞれのはそれぞれのはそれぞれのはそれぞれの詳細詳細詳細詳細がががが、、、、神神神神がががが

聖書聖書聖書聖書でででで約束約束約束約束されたされたされたされた通通通通りにりにりにりに存在存在存在存在するようにするようにするようにするようになるとなるとなるとなると信信信信じるじるじるじる事事事事ができますができますができますができます。。。。 

非現実的非現実的非現実的非現実的でででで別別別別のののの世界世界世界世界のようなのようなのようなのような描写描写描写描写にににに直面直面直面直面したしたしたした時時時時のののの質問質問質問質問はははは、「、「、「、「神神神神はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの事事事事をををを成成成成りりりり立立立立

たせるたせるたせるたせる事事事事がおできるになるのだろうかがおできるになるのだろうかがおできるになるのだろうかがおできるになるのだろうか？」？」？」？」ではありませんではありませんではありませんではありません。「。「。「。「あなたはあなたはあなたはあなたは神神神神のことばをのことばをのことばをのことばを

そのままそのままそのままそのまま受受受受けけけけ取取取取りますかりますかりますかりますか？」？」？」？」がががが質問質問質問質問ですですですです。。。。あるあるあるある人達人達人達人達はははは神神神神をををを信信信信じるのにじるのにじるのにじるのに「「「「知的知的知的知的なななな」」」」困難困難困難困難

をををを持持持持ちますちますちますちます。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは自分達自分達自分達自分達のののの問題問題問題問題はははは知的知的知的知的なものであるとなものであるとなものであるとなものであると言言言言いますいますいますいます。。。。しかしかしかしか

しししし、、、、問題問題問題問題はははは知的知的知的知的なものではないとなものではないとなものではないとなものではないと私私私私はははは思思思思いますいますいますいます。。。。問題問題問題問題はははは霊的霊的霊的霊的なものですなものですなものですなものです。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様はははは

霊的不信心霊的不信心霊的不信心霊的不信心についてはかなりきつくあられましたについてはかなりきつくあられましたについてはかなりきつくあられましたについてはかなりきつくあられました。。。。ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書のののの3333章章章章でででで、、、、全全全全てのてのてのての者者者者

がががが生生生生まれまれまれまれ変変変変わるわるわるわる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあるとニコデモニコデモニコデモニコデモにににに話話話話されたされたされたされた時時時時、、、、神神神神がががが御子御子御子御子をををを世世世世にににに遣遣遣遣わされたのわされたのわされたのわされたの

はははは、、、、世世世世をををを裁裁裁裁くくくく為為為為ではなくではなくではなくではなく、、、、御子御子御子御子をををを通通通通してしてしてして世世世世がががが救救救救われるわれるわれるわれる為為為為であるとであるとであるとであると言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。それそれそれそれ

からからからから、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは事実事実事実事実のののの問題問題問題問題としてとしてとしてとして、「、「、「、「御子御子御子御子をををを信信信信じるじるじるじる者者者者はははは裁裁裁裁かれないかれないかれないかれない。。。。信信信信じないじないじないじない者者者者はははは

神神神神のひとりのひとりのひとりのひとり子子子子のののの御名御名御名御名をををを信信信信じなかったのでじなかったのでじなかったのでじなかったので、、、、すでにすでにすでにすでに裁裁裁裁かれているかれているかれているかれている。。。。そのそのそのその裁裁裁裁きというのきというのきというのきというの

はははは、、、、こうであるこうであるこうであるこうである。。。。光光光光がががが世世世世にににに来来来来ているのにているのにているのにているのに、、、、人人人人々々々々はははは光光光光よりもやみをよりもやみをよりもやみをよりもやみを愛愛愛愛したしたしたした。。。。そのそのそのその行行行行ないないないない

がががが悪悪悪悪かったからであるかったからであるかったからであるかったからである。」（。」（。」（。」（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書3333章章章章18181818----19191919節節節節））））ととととニコデモニコデモニコデモニコデモにににに言言言言われましわれましわれましわれまし

たたたた。。。。 

信信信信じないというのはじないというのはじないというのはじないというのは道徳道徳道徳道徳のののの問題問題問題問題ですですですです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、闇闇闇闇をををを非常非常非常非常にににに愛愛愛愛しているのでしているのでしているのでしているので光光光光をををを拒絶拒絶拒絶拒絶すすすす

るるるる人人人人のののの状態状態状態状態ですですですです。。。。これとはこれとはこれとはこれとは対照的対照的対照的対照的にににに、、、、信仰信仰信仰信仰はははは、、、、闇闇闇闇をををを拒絶拒絶拒絶拒絶しししし光光光光をををを愛愛愛愛するするするする人人人人のののの自然自然自然自然のののの状態状態状態状態

ですですですです。。。。事実事実事実事実、、、、私私私私ははははイエスイエスイエスイエス様様様様とととと共共共共にににに歩歩歩歩めばめばめばめば歩歩歩歩むほどむほどむほどむほど、、、、信仰信仰信仰信仰がががが強強強強くくくく大大大大きくなりましたきくなりましたきくなりましたきくなりました。。。。私私私私



はははは神神神神がががが仰仰仰仰せられることにせられることにせられることにせられることに何何何何のののの知的問題知的問題知的問題知的問題もありませんもありませんもありませんもありません。。。。私私私私はははは信信信信じないことにじないことにじないことにじないことに知的困難知的困難知的困難知的困難をををを

持持持持ちますちますちますちます。。。。神神神神からからからから切切切切りりりり離離離離してしてしてして私私私私のののの存在存在存在存在をををを説明説明説明説明しようとするしようとするしようとするしようとする事事事事はははは知的知的知的知的にににに難難難難しいしいしいしい事事事事ですですですです。。。。

聖書聖書聖書聖書のののの預言預言預言預言のののの成就成就成就成就をををを説明説明説明説明しようとするのはしようとするのはしようとするのはしようとするのは非常非常非常非常なななな知的困難知的困難知的困難知的困難をををを与与与与えますえますえますえます。。。。しかししかししかししかし、、、、神神神神をををを

信信信信じることはじることはじることはじることは？？？？全然困難全然困難全然困難全然困難ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは預言預言預言預言されるされるされるされる時時時時、「、「、「、「まことにまことにまことにまことに、、、、まことにまことにまことにまことに」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉をよくをよくをよくをよく使使使使われましたわれましたわれましたわれました。。。。

二回繰二回繰二回繰二回繰りりりり返返返返してしてしてして使使使使われたのはわれたのはわれたのはわれたのは強調強調強調強調するするするする為為為為ですですですです。。。。それはまるでそれはまるでそれはまるでそれはまるで、「、「、「、「本当本当本当本当にににに、、、、本当本当本当本当にににに」」」」とととと

言言言言われていたようですわれていたようですわれていたようですわれていたようです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はごはごはごはご自身自身自身自身がががが言言言言われたことをわれたことをわれたことをわれたことを本当本当本当本当にににに意味意味意味意味してしてしてして

おられたとおられたとおられたとおられたと私私私私にににに言言言言っていますっていますっていますっています。。。。私達私達私達私達がががが、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの花嫁花嫁花嫁花嫁のののの為為為為のののの、、、、神神神神のののの将来将来将来将来のののの

ごごごご計画計画計画計画のののの真理真理真理真理にににに信頼信頼信頼信頼できるできるできるできる事事事事はははは、、、、何何何何とすばらしいことでしょうとすばらしいことでしょうとすばらしいことでしょうとすばらしいことでしょう。。。。神神神神のののの子子子子どものためにどものためにどものためにどものために

はははは栄光栄光栄光栄光あるものがあるものがあるものがあるものが用意用意用意用意されていますされていますされていますされています。。。。私私私私がががが、、、、神神神神のののの愛愛愛愛とととと神神神神のののの御国御国御国御国のののの栄光栄光栄光栄光がががが私私私私のののの上上上上にににに永遠永遠永遠永遠

にににに注注注注がれるがれるがれるがれる、、、、というというというという神神神神のののの永遠永遠永遠永遠のごのごのごのご計画計画計画計画のののの一部一部一部一部であることにであることにであることにであることに、、、、私私私私はははは何何何何とととと感謝感謝感謝感謝しているこしているこしているこしているこ

とでしょうとでしょうとでしょうとでしょう。。。。 

いのちのいのちのいのちのいのちの木木木木 

御使御使御使御使いはまたいはまたいはまたいはまた、、、、私私私私にににに水晶水晶水晶水晶のようにのようにのようにのように光光光光るいのちのるいのちのるいのちのるいのちの水水水水のののの川川川川をををを見見見見せたせたせたせた。。。。それはそれはそれはそれは神神神神とととと子羊子羊子羊子羊とのとのとのとの

御座御座御座御座からからからから出出出出てててて、、、、都都都都のののの大通大通大通大通りのりのりのりの中央中央中央中央をををを流流流流れていたれていたれていたれていた。。。。川川川川のののの両岸両岸両岸両岸にはにはにはには、、、、いのちのいのちのいのちのいのちの木木木木があっがあっがあっがあっ

てててて、、、、十二種十二種十二種十二種のののの実実実実がなりがなりがなりがなり、、、、毎月毎月毎月毎月、、、、実実実実ができたができたができたができた。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその木木木木のののの葉葉葉葉はははは諸国諸国諸国諸国のののの民民民民をいやしをいやしをいやしをいやし

たたたた。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録22222222章章章章1111----2222節節節節）））） 

神神神神ががががアダムアダムアダムアダムととととエバエバエバエバのののの為為為為ににににエデンエデンエデンエデンのののの園園園園をををを創造創造創造創造されたされたされたされた時時時時、、、、神神神神はははは実実実実をつけるをつけるをつけるをつける様様様様々々々々なななな木木木木々々々々でででで園園園園

をををを満満満満たされましたたされましたたされましたたされました。。。。アダムアダムアダムアダムととととエバエバエバエバはそれらのはそれらのはそれらのはそれらの木木木木々々々々からからからから自由自由自由自由にににに取取取取ってってってって食食食食べるようにべるようにべるようにべるように勧勧勧勧めめめめ

られましたられましたられましたられました。。。。しかししかししかししかし、、、、神神神神はははは園園園園のののの中央中央中央中央にににに、、、、アダムアダムアダムアダムととととエバエバエバエバにににに食食食食べることをべることをべることをべることを禁止禁止禁止禁止されたされたされたされた一本一本一本一本

のののの木木木木をををを置置置置かれましたかれましたかれましたかれました。。。。これがこれがこれがこれが善悪善悪善悪善悪のののの知識知識知識知識のののの木木木木でしたでしたでしたでした。。。。神神神神はははは彼彼彼彼らにこのらにこのらにこのらにこの木木木木のののの実実実実はははは死死死死をもをもをもをも

たらすとたらすとたらすとたらすと警告警告警告警告されましたされましたされましたされました。。。。しかししかししかししかし、、、、もうもうもうもう一本別一本別一本別一本別のののの木木木木がががが園園園園にににに存在存在存在存在しましたしましたしましたしました。。。。いのちのいのちのいのちのいのちの木木木木

ですですですです。。。。このこのこのこの木木木木からからからから食食食食べたべたべたべた者者者者はははは永遠永遠永遠永遠にににに生生生生きますきますきますきます。。。。エバエバエバエバががががサタンサタンサタンサタンのののの偽偽偽偽りをりをりをりを聞聞聞聞いていていていて善悪善悪善悪善悪のののの知知知知

識識識識のののの木木木木のののの実実実実をををを食食食食べべべべ、、、、アダムアダムアダムアダムもももも彼女彼女彼女彼女のののの誘誘誘誘いにいにいにいに従従従従ってってってって食食食食べたべたべたべた時時時時、、、、神神神神はははは彼彼彼彼らをらをらをらを園園園園からからからから追放追放追放追放

しししし、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが戻戻戻戻ってってってって来来来来ないようにないようにないようにないように入口入口入口入口をををを守守守守られましたられましたられましたられました。「。「。「。「彼彼彼彼がががが手手手手をををを伸伸伸伸ばしばしばしばし、、、、いのちのいのちのいのちのいのちの木木木木

からもからもからもからも取取取取ってってってって食食食食べべべべ、、、、永遠永遠永遠永遠にににに生生生生きないようにきないようにきないようにきないように。」（。」（。」（。」（創世記創世記創世記創世記3333章章章章22222222節節節節））））神神神神がががが心配心配心配心配されたのされたのされたのされたの

はははは、、、、アダムアダムアダムアダムととととエバエバエバエバがががが永遠永遠永遠永遠にににに生生生生きることではなくきることではなくきることではなくきることではなく、、、、彼彼彼彼らがそのようならがそのようならがそのようならがそのような罪深罪深罪深罪深いいいい状態状態状態状態でででで、、、、神神神神

のののの命令命令命令命令にににに反抗反抗反抗反抗したしたしたした状態状態状態状態でででで永遠永遠永遠永遠にににに生生生生きることでしたきることでしたきることでしたきることでした。。。。彼彼彼彼らのらのらのらの選択選択選択選択がこのがこのがこのがこの世世世世にににに罪罪罪罪ののろいののろいののろいののろい

をもたらしましたをもたらしましたをもたらしましたをもたらしました。。。。このこのこのこの罪罪罪罪ののろいもののろいもののろいもののろいも、、、、新新新新しいしいしいしいエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムではではではでは消消消消ええええ去去去去るもうるもうるもうるもう一一一一つのこつのこつのこつのこ

とですとですとですとです。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録22222222章章章章3333節節節節）））） 

死死死死のののの木木木木かいのちのかいのちのかいのちのかいのちの木木木木かというかというかというかという選択選択選択選択ならばならばならばならば、、、、人人人人はまずいのちのはまずいのちのはまずいのちのはまずいのちの木木木木をををを選選選選ぶだろうとぶだろうとぶだろうとぶだろうと思思思思うでうでうでうで

しょうしょうしょうしょう。。。。しかししかししかししかし、、、、そうではありませんでしたそうではありませんでしたそうではありませんでしたそうではありませんでした。。。。さてさてさてさて、、、、私達私達私達私達ははははアダムアダムアダムアダムのののの愚愚愚愚かなかなかなかな行行行行ないのないのないのないの

為為為為にににに彼彼彼彼にににに落落落落ちちちち度度度度をををを見見見見つけますつけますつけますつけます。。。。なぜなぜなぜなぜ彼彼彼彼はいのちのはいのちのはいのちのはいのちの木木木木ではなくではなくではなくではなく死死死死のののの木木木木からからからから取取取取ってってってって食食食食べるべるべるべる

ことをことをことをことを選選選選んだのでしょうかんだのでしょうかんだのでしょうかんだのでしょうか？？？？しかししかししかししかし、、、、私達私達私達私達ががががアダムアダムアダムアダムをををを厳厳厳厳しくしくしくしく批判批判批判批判してしてしてして責責責責めるめるめるめる前前前前にににに、、、、今今今今

日日日日でもでもでもでも同同同同じじじじ選択選択選択選択がががが人間人間人間人間のののの前前前前にににに置置置置かれていることにかれていることにかれていることにかれていることに私達私達私達私達はははは気付気付気付気付くくくく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。神神神神はははは

私達私達私達私達ににににいのちのいのちのいのちのいのちの木木木木をををを提供提供提供提供してくださいましたしてくださいましたしてくださいましたしてくださいました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それはもちろんそれはもちろんそれはもちろんそれはもちろん、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キキキキ

リストリストリストリストのののの十字架十字架十字架十字架ですですですです。。。。それをそれをそれをそれを通通通通してしてしてして、、、、神神神神はははは永遠永遠永遠永遠のいのちをのいのちをのいのちをのいのちを提供提供提供提供してくださいましたしてくださいましたしてくださいましたしてくださいました。。。。

そしてそしてそしてそして今日今日今日今日、、、、人人人人にはいのちかにはいのちかにはいのちかにはいのちか死死死死のののの選択選択選択選択がありますがありますがありますがあります。。。。十字架十字架十字架十字架でででで、、、、神神神神はははは言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。

「「「「見見見見なさいなさいなさいなさい。。。。わたしはあなたのわたしはあなたのわたしはあなたのわたしはあなたの前前前前にいのちとにいのちとにいのちとにいのちと死死死死をををを置置置置いたいたいたいた。。。。生生生生きるきるきるきる為為為為にいのちをにいのちをにいのちをにいのちを選選選選びなびなびなびな

さいさいさいさい。」。」。」。」しかししかししかししかし、、、、それでもそれでもそれでもそれでも今日多今日多今日多今日多くのくのくのくの人人人人がががが、、、、アダムアダムアダムアダムととととエバエバエバエバがががが園園園園でででで犯犯犯犯したのとしたのとしたのとしたのと同同同同じじじじ愚愚愚愚かかかか

なななな間違間違間違間違いをしいをしいをしいをし、、、、いのちのいのちのいのちのいのちの道道道道ではなくではなくではなくではなく死死死死のののの道道道道をををを選選選選んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。 



私達私達私達私達はははは黙示録黙示録黙示録黙示録のののの内容内容内容内容からからからから、、、、いのちのいのちのいのちのいのちの木木木木はははは確確確確かにかにかにかに神神神神のののの都都都都にににに移動移動移動移動されたことがわかりまされたことがわかりまされたことがわかりまされたことがわかりま

すすすす。。。。黙示録黙示録黙示録黙示録22222222章章章章1111----2222節節節節でででで、、、、私達私達私達私達にはにはにはには何何何何とととと言言言言うううう絵絵絵絵がががが与与与与えられていることでしょうえられていることでしょうえられていることでしょうえられていることでしょう。。。。私達私達私達私達

はははは、、、、神神神神のののの御座御座御座御座からからからから水晶水晶水晶水晶のようにのようにのようにのように透透透透きききき通通通通ったったったった川川川川がががが流流流流れれれれ、、、、都中都中都中都中にににに流流流流れれれれ渡渡渡渡っているのをっているのをっているのをっているのを見見見見まままま

すすすす。。。。川沿川沿川沿川沿いにはいにはいにはいには金金金金のののの道道道道がががが並並並並んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。そしてそこにそしてそこにそしてそこにそしてそこに、、、、エデンエデンエデンエデンのののの園園園園からからからから移植移植移植移植されたいされたいされたいされたい

のちののちののちののちの木木木木がががが力強力強力強力強くまっすぐにくまっすぐにくまっすぐにくまっすぐに立立立立っていますっていますっていますっています。。。。私達私達私達私達はははは、、、、そのそのそのその木木木木はははは毎月毎月毎月毎月、、、、各月各月各月各月ごとにごとにごとにごとに異異異異なななな

ったったったった12121212種種種種のののの実実実実をつけるとをつけるとをつけるとをつけると言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。そのそのそのその木木木木はははは豊富豊富豊富豊富なななな種類種類種類種類のののの実実実実をつけるだけでなをつけるだけでなをつけるだけでなをつけるだけでな

くくくく、、、、そのそのそのその葉葉葉葉はははは国民国民国民国民をいやしますをいやしますをいやしますをいやします。。。。 

これはどのこれはどのこれはどのこれはどの諸国諸国諸国諸国のののの民民民民をををを言及言及言及言及しているのでしょうかしているのでしょうかしているのでしょうかしているのでしょうか？？？？私達私達私達私達はまだはまだはまだはまだ地球地球地球地球（（（（新新新新しいしいしいしい地地地地））））があがあがあがあ

るとるとるとると知知知知っていますっていますっていますっています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そそそそのののの新新新新しいしいしいしい地地地地にはにはにはには諸国諸国諸国諸国のののの民民民民がいるでしょうがいるでしょうがいるでしょうがいるでしょう。。。。そこにはどそこにはどそこにはどそこにはど

のようなのようなのようなのような人達人達人達人達がががが住住住住むのでしょうかむのでしょうかむのでしょうかむのでしょうか？？？？聖書聖書聖書聖書はははは語語語語っていませんっていませんっていませんっていません。。。。将来将来将来将来についてまだたくさについてまだたくさについてまだたくさについてまだたくさ

んのんのんのんの事事事事がががが明明明明らかにされていませんらかにされていませんらかにされていませんらかにされていません。。。。神神神神はははは私達私達私達私達にいくつかのにいくつかのにいくつかのにいくつかの驚驚驚驚きをきをきをきを残残残残しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。 

顔顔顔顔とととと顔顔顔顔をををを合合合合わせてわせてわせてわせて見見見見るるるる 

もはやもはやもはやもはや、、、、のろわれるものはのろわれるものはのろわれるものはのろわれるものは何何何何もないもないもないもない。。。。神神神神とととと子羊子羊子羊子羊とのとのとのとの御座御座御座御座がががが都都都都のののの中中中中にあってにあってにあってにあって、、、、そのしもそのしもそのしもそのしも

べたちはべたちはべたちはべたちは神神神神にににに仕仕仕仕ええええ、、、、神神神神のののの御顔御顔御顔御顔をををを仰仰仰仰ぎぎぎぎ見見見見るるるる。。。。またまたまたまた、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの額額額額にはにはにはには神神神神のののの名名名名がついているがついているがついているがついている。。。。

もはやもはやもはやもはや夜夜夜夜がないがないがないがない。。。。神神神神であるであるであるである主主主主がががが彼彼彼彼らをらをらをらを照照照照らされるのでらされるのでらされるのでらされるので、、、、彼彼彼彼らにはともしびのらにはともしびのらにはともしびのらにはともしびの光光光光もももも太陽太陽太陽太陽

のののの光光光光もいらないもいらないもいらないもいらない。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは永遠永遠永遠永遠にににに王王王王であるであるであるである。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録22222222章章章章3333----5555節節節節）））） 

もうもうもうもう罪罪罪罪ののろいはありませんののろいはありませんののろいはありませんののろいはありません。。。。もはやもはやもはやもはや夜夜夜夜もありませんもありませんもありませんもありません。。。。新新新新しいしいしいしい名名名名とととと、、、、私達私達私達私達をををを愛愛愛愛してくしてくしてくしてく

ださるださるださるださる神神神神とととと共共共共にににに永遠永遠永遠永遠にににに支配支配支配支配するするするする現実現実現実現実がががが約束約束約束約束されていますされていますされていますされています。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様がががが約束約束約束約束してくださしてくださしてくださしてくださ

ったようにったようにったようにったように、、、、私達私達私達私達はははは神神神神のののの御顔御顔御顔御顔をををを見見見見るのでするのでするのでするのです。（。（。（。（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書5555章章章章8888節節節節）））） 

御使御使御使御使いはいはいはいは、、、、またまたまたまた私私私私にににに、「、「、「、「これらのことばはこれらのことばはこれらのことばはこれらのことばは、、、、信信信信ずべきものでありずべきものでありずべきものでありずべきものであり、、、、真実真実真実真実なのですなのですなのですなのです。」。」。」。」

とととと言言言言ったったったった。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録22222222章章章章6666節節節節）））） 

これらのこれらのこれらのこれらの約束約束約束約束はあまりにもはあまりにもはあまりにもはあまりにも栄光栄光栄光栄光にににに富富富富みみみみ、、、、あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも美美美美しくしくしくしく、、、、私達人間私達人間私達人間私達人間のののの理解理解理解理解をををを超超超超えてえてえてえて

いますいますいますいます。。。。神神神神がががが私達私達私達私達にににに真実真実真実真実をををを語語語語っておられるのだとっておられるのだとっておられるのだとっておられるのだと私達私達私達私達がわかるがわかるがわかるがわかる為為為為にににに、、、、神神神神はこれらはこれらはこれらはこれら最後最後最後最後

のののの数章数章数章数章でででで繰繰繰繰りりりり返返返返しししし断言断言断言断言されていされていされていされていますますますます。。。。これはこれはこれはこれは何何何何かのおとぎかのおとぎかのおとぎかのおとぎ話話話話ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。これはこれはこれはこれは

神神神神のののの真理真理真理真理がががが私達私達私達私達にににに明明明明らかにらかにらかにらかに現現現現わされたのですわされたのですわされたのですわされたのです。。。。 

報酬報酬報酬報酬 

イエスイエスイエスイエス様様様様とととと共共共共にににに永遠永遠永遠永遠にににに治治治治めるめるめるめる権利権利権利権利、、、、神神神神のののの御顔御顔御顔御顔をををを仰仰仰仰ぎぎぎぎ見見見見、、、、神神神神からからからから直接教直接教直接教直接教わりわりわりわり、、、、神神神神がががが私達私達私達私達

のののの為為為為にににに用意用意用意用意してくださったしてくださったしてくださったしてくださった栄光栄光栄光栄光あるあるあるある家家家家でででで住住住住めるめるめるめる祝福祝福祝福祝福、、、、それでもうそれでもうそれでもうそれでもう十分十分十分十分ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、

これらこれらこれらこれら全全全全てにてにてにてに加加加加ええええ、、、、神神神神はははは私達私達私達私達のののの地上地上地上地上でのでのでのでの働働働働きにきにきにきに応応応応じてじてじてじて報報報報いてくださるといてくださるといてくださるといてくださると聖書聖書聖書聖書はははは言言言言ってってってって

いますいますいますいます。。。。 

救救救救いはいはいはいは神神神神のののの恵恵恵恵みによるみによるみによるみによるギフトギフトギフトギフトですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの恵恵恵恵みによるみによるみによるみによる神神神神のすばらしいのすばらしいのすばらしいのすばらしいギフトギフトギフトギフトをををを

受受受受けけけけ取取取取ってってってって、、、、今今今今、、、、神神神神はははは私私私私のののの主主主主でありでありでありであり、、、、私私私私はははは神神神神にににに仕仕仕仕ええええ、、、、神神神神にににに従従従従うううう義務義務義務義務がありますがありますがありますがあります。。。。全全全全てててて

のののの動機動機動機動機のののの中中中中でででで感謝感謝感謝感謝がががが一番良一番良一番良一番良いいいい動機動機動機動機ですですですです。。。。イエスイエスイエスイエス様様様様がががが私達私達私達私達のののの為為為為にしてくださったにしてくださったにしてくださったにしてくださった事事事事をををを思思思思

いいいい出出出出すだけですだけですだけですだけで、、、、感謝感謝感謝感謝のののの捧捧捧捧げものとしてげものとしてげものとしてげものとして、、、、私達私達私達私達をををを神神神神にににに仕仕仕仕えるようにえるようにえるようにえるように動機付動機付動機付動機付けるはずでけるはずでけるはずでけるはずで

すすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、もしもしもしもし私達私達私達私達がががが感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちからちからちからちから仕仕仕仕えるのでなければえるのでなければえるのでなければえるのでなければ、、、、私達私達私達私達はははは義務感義務感義務感義務感からからからから仕仕仕仕

えるべきですえるべきですえるべきですえるべきです。。。。私達私達私達私達のののの人生人生人生人生はもはやはもはやはもはやはもはや私達私達私達私達のものではありませんのものではありませんのものではありませんのものではありません。。。。私達私達私達私達はははは代価代価代価代価をををを払払払払ってってってって

買買買買いいいい取取取取られたのでありられたのでありられたのでありられたのであり、、、、それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ自分達自分達自分達自分達のからだをもってのからだをもってのからだをもってのからだをもって神神神神のののの栄光栄光栄光栄光をををを現現現現わすべきであわすべきであわすべきであわすべきであ

るるるる、、、、とととと聖書聖書聖書聖書はははは私達私達私達私達にににに語語語語ってってってっていますいますいますいます。（。（。（。（第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙6666章章章章19191919----20202020節節節節））））他他他他のののの箇所箇所箇所箇所

でででで、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様はははは明明明明らかならかならかならかな質問質問質問質問をされましたをされましたをされましたをされました。「。「。「。「なぜなぜなぜなぜ、、、、私私私私をををを『『『『主主主主よよよよ、、、、主主主主よよよよ。』。』。』。』とととと呼呼呼呼びなびなびなびな

がらがらがらがら、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの言言言言うことをうことをうことをうことを行行行行なわないのですかなわないのですかなわないのですかなわないのですか。」（。」（。」（。」（ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書6666章章章章46464646節節節節））））それはそれはそれはそれは完完完完

全全全全にににに矛盾矛盾矛盾矛盾していますしていますしていますしています。。。。 



私達私達私達私達はははは神神神神をををを主主主主としてとしてとしてとして従従従従うべきですうべきですうべきですうべきです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、私達私達私達私達はははは神神神神にににに命令命令命令命令されたことをされたことをされたことをされたことを忠実忠実忠実忠実にににに行行行行なななな

うことによってうことによってうことによってうことによって報酬報酬報酬報酬をををを受受受受けますけますけますけます。。。。これらのこれらのこれらのこれらの約束約束約束約束されたされたされたされた報酬報酬報酬報酬はははは、、、、救救救救いとはいとはいとはいとは関係関係関係関係ありませありませありませありませ

んんんん（（（（救救救救いのことをいのことをいのことをいのことを言言言言っているのではありませんっているのではありませんっているのではありませんっているのではありません）。）。）。）。しかししかししかししかし、、、、神神神神のののの御国御国御国御国でのでのでのでの私達私達私達私達のののの立場立場立場立場

にににに大大大大きくきくきくきく関係関係関係関係してきますしてきますしてきますしてきます。。。。 

第四幕第四幕第四幕第四幕でででで述述述述べたようにべたようにべたようにべたように、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様ははははマタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書25252525章章章章ででででタラントタラントタラントタラントについてのたとえについてのたとえについてのたとえについてのたとえ

をををを話話話話されましたされましたされましたされました。。。。主人主人主人主人はははは遠遠遠遠いいいい国国国国へへへへ出出出出かけなくてはならなかったのでかけなくてはならなかったのでかけなくてはならなかったのでかけなくてはならなかったので、、、、彼彼彼彼のののの財産財産財産財産をしもをしもをしもをしも

べべべべたちにたちにたちにたちに預預預預けましたけましたけましたけました。。。。一人一人一人一人のしもべにはのしもべにはのしもべにはのしもべには五五五五タラントタラントタラントタラント、、、、もうもうもうもう一人一人一人一人のしもべにはのしもべにはのしもべにはのしもべには二二二二タランタランタランタラン

トトトト、、、、そしてそしてそしてそして別別別別のしもべにはのしもべにはのしもべにはのしもべには一一一一タラントタラントタラントタラントをををを預預預預けましたけましたけましたけました。。。。彼彼彼彼がががが帰帰帰帰ってってってって来来来来たたたた時時時時、、、、清算清算清算清算をするをするをするをする

為為為為にににに彼彼彼彼らをらをらをらを呼呼呼呼びびびび集集集集めましためましためましためました。。。。五五五五タラントタラントタラントタラント預預預預かったかったかったかった者者者者はははは、「、「、「、「主主主主よよよよ。。。。私私私私はあなたがはあなたがはあなたがはあなたが与与与与えてえてえてえて

くださったものをくださったものをくださったものをくださったものを増増増増やしましたやしましたやしましたやしました。。。。十十十十タラントタラントタラントタラント持持持持ってってってって来来来来ましたましたましたました。」。」。」。」とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。するするするする

とととと主人主人主人主人はははは、「、「、「、「よくやったよくやったよくやったよくやった。。。。忠実忠実忠実忠実でででで良良良良いしもべだいしもべだいしもべだいしもべだ。。。。あなたはわずかなものにあなたはわずかなものにあなたはわずかなものにあなたはわずかなものに忠実忠実忠実忠実だっただっただっただった

からからからから、、、、私私私私はあなたにはあなたにはあなたにはあなたに十十十十のののの都市都市都市都市をををを治治治治めさせようめさせようめさせようめさせよう。。。。主主主主のののの喜喜喜喜びにびにびにびに入入入入りなさいりなさいりなさいりなさい。」。」。」。」とととと言言言言いましいましいましいまし

たたたた。。。。しかししかししかししかし、、、、一一一一タラントタラントタラントタラントをもらってをもらってをもらってをもらって土土土土にににに埋埋埋埋めたしもべはめたしもべはめたしもべはめたしもべは、、、、それをそれをそれをそれを失失失失ってしまいましってしまいましってしまいましってしまいまし

たたたた。。。。わずかなものにわずかなものにわずかなものにわずかなものに忠実忠実忠実忠実であるであるであるである者者者者はははは多多多多くくくく与与与与えられますえられますえられますえられます。。。。しかししかししかししかし、、、、忠実忠実忠実忠実でないでないでないでない者者者者はははは、、、、与与与与

えられたものさえもえられたものさえもえられたものさえもえられたものさえも失失失失ってしまいますってしまいますってしまいますってしまいます。。。。 

パウロパウロパウロパウロはははは聖徒聖徒聖徒聖徒のののの裁裁裁裁きについてきについてきについてきについて書書書書いていていていて、「、「、「、「なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、私達私達私達私達はみなはみなはみなはみな、、、、キリストキリストキリストキリストのののの裁裁裁裁きのきのきのきの座座座座

にににに現現現現われてわれてわれてわれて、、、、善善善善であれであれであれであれ、、、、悪悪悪悪であれであれであれであれ、、、、各自各自各自各自そのそのそのその肉体肉体肉体肉体にあってしたにあってしたにあってしたにあってした行為行為行為行為にににに応応応応じてじてじてじて報報報報いをいをいをいを受受受受

けることになるからですけることになるからですけることになるからですけることになるからです。。。。こういうわけでこういうわけでこういうわけでこういうわけで、、、、私達私達私達私達はははは、、、、主主主主をををを恐恐恐恐れることをれることをれることをれることを知知知知っているのっているのっているのっているの

でででで、、、、人人人人々々々々をををを説得説得説得説得しようとするのですしようとするのですしようとするのですしようとするのです。」（。」（。」（。」（第二第二第二第二コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙5555章章章章10101010----11111111節節節節））））とととと言言言言

いましたいましたいましたいました。。。。あるあるあるある日日日日、、、、私達私達私達私達はははは、、、、主主主主がががが私達私達私達私達にににに預預預預けられたものをどうしたかについてけられたものをどうしたかについてけられたものをどうしたかについてけられたものをどうしたかについて報報報報告告告告しししし

ますますますます。。。。主主主主はすぐにはすぐにはすぐにはすぐに来来来来られますられますられますられます。。。。主主主主はははは手手手手にににに報酬報酬報酬報酬をををを持持持持ってやってってやってってやってってやって来来来来られますられますられますられます。。。。主主主主はははは彼彼彼彼のののの花花花花

嫁嫁嫁嫁のののの為為為為にやってにやってにやってにやって来来来来られますられますられますられます。。。。 

御霊御霊御霊御霊もももも花嫁花嫁花嫁花嫁もももも言言言言うううう。「。「。「。「来来来来てくださいてくださいてくださいてください。」。」。」。」これをこれをこれをこれを聞聞聞聞くくくく者者者者はははは、「、「、「、「来来来来てくださいてくださいてくださいてください。」。」。」。」とととと言言言言いいいい

なさいなさいなさいなさい。。。。渇渇渇渇くくくく者者者者はははは来来来来なさいなさいなさいなさい。。。。いのちのいのちのいのちのいのちの水水水水がががが欲欲欲欲しいしいしいしい者者者者はははは、、、、それをただでそれをただでそれをただでそれをただで受受受受けなさいけなさいけなさいけなさい。。。。

（（（（黙示録黙示録黙示録黙示録22222222章章章章17171717節節節節）））） 

 

あなたはあなたはあなたはあなたは渇渇渇渇いていますかいていますかいていますかいていますか？？？？ 

上記上記上記上記のみことばにあるのみことばにあるのみことばにあるのみことばにある招招招招きはきはきはきは、、、、神神神神がががが預言者預言者預言者預言者イザヤイザヤイザヤイザヤをををを通通通通してしてしてして書書書書かれたもうかれたもうかれたもうかれたもう一一一一つのつのつのつの招招招招きをきをきをきを

私私私私にににに思思思思いいいい起起起起こさせますこさせますこさせますこさせます。。。。「「「「さあさあさあさあ、、、、渇渇渇渇いているいているいているいている者者者者はみなはみなはみなはみな、、、、水水水水をををを求求求求めてめてめてめて出出出出てててて来来来来いいいい。。。。金金金金のなのなのなのな

いいいい者者者者もももも、、、、来来来来てててて買買買買ってってってって食食食食べよべよべよべよ。。。。さあさあさあさあ、、、、来来来来てててて、、、、金金金金をををを払払払払わないわないわないわないでででで、、、、代価代価代価代価をををを払払払払わないでわないでわないでわないで、、、、ぶどぶどぶどぶど

うううう酒酒酒酒とととと乳乳乳乳をををを買買買買ええええ。。。。なぜなぜなぜなぜ、、、、あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは、、、、食糧食糧食糧食糧にもならないにもならないにもならないにもならない物物物物（（（（パンパンパンパンでないでないでないでない物物物物））））のためのためのためのため

にににに金金金金をををを払払払払いいいい、、、、満満満満たさないたさないたさないたさない物物物物のためにのためにのためにのために労労労労するのかするのかするのかするのか。。。。わたしにわたしにわたしにわたしに聞聞聞聞きききき従従従従いいいい、、、、良良良良いいいい物物物物をををを食食食食べべべべ

よよよよ。。。。豊豊豊豊かにかにかにかに満満満満ちあふれるちあふれるちあふれるちあふれる中中中中であなたがたのたましいをであなたがたのたましいをであなたがたのたましいをであなたがたのたましいを喜喜喜喜ばせよばせよばせよばせよ。。。。耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けけけけ、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの

ところにところにところにところに出出出出てててて来来来来いいいい。。。。聞聞聞聞けけけけ。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば、、、、あなたがたはあなたがたはあなたがたはあなたがたは生生生生きるきるきるきる。。。。わたしはあなたがたとわたしはあなたがたとわたしはあなたがたとわたしはあなたがたと

とこしえのとこしえのとこしえのとこしえの契約契約契約契約をををを立立立立てててて、、、、ダビデダビデダビデダビデにににに約束約束約束約束したしたしたした変変変変わらないわらないわらないわらない確確確確かなかなかなかな恵恵恵恵みをみをみをみを与与与与えるえるえるえる。（。（。（。（イザヤイザヤイザヤイザヤ

書書書書55555555章章章章1111----3333節節節節：：：：訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳訳者日本語訳）））） 

私達私達私達私達のののの神神神神のようなのようなのようなのような神神神神はははは他他他他にいませんにいませんにいませんにいません。。。。他他他他のののの宗教宗教宗教宗教ではではではでは、、、、人人人人がががが自分達自分達自分達自分達のののの神神神神にににに届届届届くようにくようにくようにくように望望望望

みながらみながらみながらみながら、、、、汗汗汗汗をををを流流流流してしてしてして労苦労苦労苦労苦しなくてはなりませんしなくてはなりませんしなくてはなりませんしなくてはなりません。。。。しかししかししかししかし、、、、私達私達私達私達のののの神神神神はははは、、、、天国天国天国天国のののの美美美美しししし

さがさがさがさが私達私達私達私達のののの所所所所にににに来来来来るようにしてくださいましたるようにしてくださいましたるようにしてくださいましたるようにしてくださいました。。。。他他他他のののの宗教宗教宗教宗教ではではではでは、、、、自分達自分達自分達自分達のののの神神神神をををを喜喜喜喜ばせばせばせばせ

ようとしてようとしてようとしてようとして、、、、人間人間人間人間がががが完全完全完全完全なななな犠牲犠牲犠牲犠牲をををを払払払払わなくてはなりませんわなくてはなりませんわなくてはなりませんわなくてはなりません。。。。私達私達私達私達のののの神神神神はははは、、、、ただただただただ単単単単にににに私私私私



達達達達をををを愛愛愛愛してくださっているのでしてくださっているのでしてくださっているのでしてくださっているので、、、、私達私達私達私達をををを豊豊豊豊かにかにかにかに、、、、大大大大きくきくきくきく、、、、続続続続けてけてけてけて祝福祝福祝福祝福してくださいましてくださいましてくださいましてくださいま

すすすす。。。。 

あなたはあなたはあなたはあなたは今日渇今日渇今日渇今日渇いていますかいていますかいていますかいていますか？？？？おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、あなたがあなたがあなたがあなたがパンパンパンパンでないもののでないもののでないもののでないものの為為為為におにおにおにお金金金金をををを費費費費やややや

しししし、、、、満満満満たさないたさないたさないたさない物物物物のののの為為為為にににに労労労労してきたからでしょうしてきたからでしょうしてきたからでしょうしてきたからでしょう。。。。もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが喜喜喜喜びとびとびとびと満足満足満足満足をもたらをもたらをもたらをもたら

すすすす為為為為にこのにこのにこのにこの世世世世のののの中中中中をををを見見見見ているのならているのならているのならているのなら、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは不足不足不足不足ししししたままでしょうたままでしょうたままでしょうたままでしょう。。。。もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが

このこのこのこの世世世世のののの中中中中がががが与与与与えるえるえるえる最上最上最上最上のものをのものをのものをのものを通通通通してしてしてして満足満足満足満足をををを探探探探しているのならしているのならしているのならしているのなら、、、、本物本物本物本物のののの美美美美しさにしさにしさにしさに渇渇渇渇

くことでしょうくことでしょうくことでしょうくことでしょう。。。。あなたはそれをあなたはそれをあなたはそれをあなたはそれをイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのうちにだけのうちにだけのうちにだけのうちにだけ見見見見つけることができつけることができつけることができつけることができ

ますますますます。。。。 

聖書聖書聖書聖書をををを通通通通してしてしてして、、、、神神神神ののののメッセージメッセージメッセージメッセージははははシンプルシンプルシンプルシンプルですですですです。「。「。「。「あなたのあなたのあなたのあなたの罪罪罪罪をををを悔悔悔悔いいいい改改改改めなさいめなさいめなさいめなさい。。。。わわわわ

たしにたしにたしにたしに従従従従いいいい、、、、わたしがあなたにしなさいとわたしがあなたにしなさいとわたしがあなたにしなさいとわたしがあなたにしなさいと命命命命じるじるじるじる事事事事にににに従従従従いなさいいなさいいなさいいなさい。」。」。」。」悔悔悔悔いいいい改改改改めとはためとはためとはためとはた

だだだだ単単単単にににに悪悪悪悪くくくく思思思思ってってってって後悔後悔後悔後悔するするするする以上以上以上以上のののの事事事事ですですですです。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは自分自分自分自分がががが行行行行なったなったなったなった事事事事にににに対対対対

してしてしてして後悔後悔後悔後悔しししし、、、、悪悪悪悪くくくく思思思思ってもってもってもっても、、、、またまたまたまた同同同同じじじじ事事事事ができてしまうからですができてしまうからですができてしまうからですができてしまうからです。。。。悔悔悔悔いいいい改改改改めとはめとはめとはめとは、、、、神神神神

にににに対対対対してしてしてして心心心心とととと思思思思いをいをいをいを完完完完全全全全にににに変変変変えることをえることをえることをえることを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。それはそれはそれはそれは、、、、私達私達私達私達がへりくだりがへりくだりがへりくだりがへりくだり、、、、満満満満

足感足感足感足感をををを求求求求めていたあさはかでめていたあさはかでめていたあさはかでめていたあさはかで空虚空虚空虚空虚なななな物物物物からからからから離離離離れれれれ、、、、最終的最終的最終的最終的ににににイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの愛愛愛愛とととと赦赦赦赦

しのしのしのしの方方方方にににに向向向向くことですくことですくことですくことです。。。。このこのこのこの神神神神にににに対対対対するするするする心心心心のののの変化変化変化変化はははは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの悪悪悪悪いいいい罪深罪深罪深罪深いいいい生活生活生活生活からからからから離離離離

れるれるれるれる力力力力をあなたにをあなたにをあなたにをあなたに与与与与えますえますえますえます。。。。あなたがあなたがあなたがあなたが神神神神のののの良良良良ささささ、、、、すばらしさをすばらしさをすばらしさをすばらしさを経験経験経験経験するするするする時時時時、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは

過去過去過去過去のあなたののあなたののあなたののあなたの罪罪罪罪のののの性質性質性質性質からからからから本当本当本当本当にににに変変変変わりたいというわりたいというわりたいというわりたいという願望願望願望願望をををを経験経験経験経験するでしょうするでしょうするでしょうするでしょう。。。。あなあなあなあな

たはたはたはたは、、、、聖書聖書聖書聖書がががが敬虔敬虔敬虔敬虔とととと呼呼呼呼んでいるんでいるんでいるんでいる全全全全くくくく新新新新しいしいしいしい性質性質性質性質のののの人生人生人生人生をををを経験経験経験経験するでしょうするでしょうするでしょうするでしょう。。。。 

敬虔敬虔敬虔敬虔にににに代代代代わるわるわるわる反対反対反対反対のものはのものはのものはのものは、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに不敬虔不敬虔不敬虔不敬虔ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それがそれがそれがそれが今日今日今日今日のののの私達私達私達私達のののの惑星惑星惑星惑星

にににに的確的確的確的確なななな言葉言葉言葉言葉ですですですです。。。。私達私達私達私達はははは荒廃荒廃荒廃荒廃にににに向向向向かっているかっているかっているかっている不敬虔不敬虔不敬虔不敬虔なななな世世世世のののの中中中中にににに生生生生きていますきていますきていますきています。。。。それそれそれそれ

はははは、、、、もはやもはやもはやもはや回復回復回復回復できないできないできないできない所所所所からからからから死死死死にににに向向向向かってらせんかってらせんかってらせんかってらせん状状状状にににに落落落落ちてちてちてちて行行行行っていますっていますっていますっています。。。。そのそのそのその全全全全

てのしるしがてのしるしがてのしるしがてのしるしが私達私達私達私達のののの周周周周りにありますりにありますりにありますりにあります。。。。あなたはそれらをあなたはそれらをあなたはそれらをあなたはそれらを自分自身自分自身自分自身自分自身でででで見見見見ているはずでているはずでているはずでているはずで

すすすす。。。。 

このこのこのこの世世世世はははは益益益益々々々々暗暗暗暗くなっていますがくなっていますがくなっていますがくなっていますが、、、、神神神神はははは光光光光をををを提供提供提供提供しししし続続続続けてくださっていますけてくださっていますけてくださっていますけてくださっています。。。。神神神神はははは私私私私

達達達達からからからから真理真理真理真理をををを隠隠隠隠されてはいませんされてはいませんされてはいませんされてはいません。。。。神神神神のことばをのことばをのことばをのことばを通通通通してしてしてして、、、、神神神神はははは意味意味意味意味のあるのあるのあるのある人生人生人生人生へのへのへのへの道道道道

をををを明明明明らかにらかにらかにらかに示示示示してくださいましたしてくださいましたしてくださいましたしてくださいました。。。。神神神神はははは言言言言われますわれますわれますわれます。「。「。「。「見見見見よよよよ。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、今日今日今日今日、、、、命命命命とととと

幸幸幸幸いいいい、、、、およびおよびおよびおよび死死死死とととと災災災災いをあなたのいをあなたのいをあなたのいをあなたの前前前前にににに置置置置いたいたいたいた。。。。すなわちわたしはすなわちわたしはすなわちわたしはすなわちわたしは、、、、今日今日今日今日、、、、あなたにああなたにああなたにああなたにあ

なたのなたのなたのなたの神神神神、、、、主主主主をををを愛愛愛愛しししし、、、、そのそのそのその道道道道にににに歩歩歩歩みみみみ、、、、そのそのそのその戒戒戒戒めとめとめとめと定定定定めとめとめとめと、、、、おきてとをおきてとをおきてとをおきてとを守守守守ることをることをることをることを命命命命じじじじ

るるるる。。。。それにそれにそれにそれに従従従従うならばうならばうならばうならば、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは生生生生きながらえきながらえきながらえきながらえ、、、、そのそのそのその数数数数はははは多多多多くなるであろうくなるであろうくなるであろうくなるであろう。。。。またあまたあまたあまたあ

なたのなたのなたのなたの神神神神、、、、主主主主はあなたがはあなたがはあなたがはあなたが行行行行ってってってって取取取取るるるる地地地地であなたをであなたをであなたをであなたを祝福祝福祝福祝福されるであろうされるであろうされるであろうされるであろう。。。。」（」（」（」（申命記申命記申命記申命記30303030

章章章章15151515----16161616節節節節））））つまりつまりつまりつまり、「、「、「、「もしあなたがわたしのもしあなたがわたしのもしあなたがわたしのもしあなたがわたしの規則規則規則規則にににに従従従従うならばうならばうならばうならば、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは喜喜喜喜びあふびあふびあふびあふ

れれれれ、、、、祝福祝福祝福祝福されるであろうされるであろうされるであろうされるであろう」」」」とととと言言言言うううう事事事事ですですですです。。。。それはそれはそれはそれは理解理解理解理解するのにするのにするのにするのに難難難難しいしいしいしい事事事事ではありませではありませではありませではありませ

んんんん。。。。しかししかししかししかし、、、、人人人人はははは心心心心をかたくなにしをかたくなにしをかたくなにしをかたくなにし、、、、神神神神をををを拒絶拒絶拒絶拒絶しししし、、、、自分勝手自分勝手自分勝手自分勝手なななな道道道道にににに行行行行ってしまいましってしまいましってしまいましってしまいまし

たたたた。。。。 

聖書聖書聖書聖書はははは、、、、最後最後最後最後のののの時代時代時代時代にこのにこのにこのにこの地地地地上上上上にににに残残残残るるるる人達人達人達人達はははは、「、「、「、「そのそのそのその殺人殺人殺人殺人やややや、、、、魔術魔術魔術魔術やややや、、、、不品行不品行不品行不品行やややや、、、、盗盗盗盗

みをみをみをみを悔悔悔悔いいいい改改改改めなかっためなかっためなかっためなかった。」。」。」。」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの言言言言いいいい方方方方ではではではでは、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは、「、「、「、「自分自分自分自分

達達達達のののの手手手手のののの行行行行ないをないをないをないを悔悔悔悔いいいい改改改改めなかっためなかっためなかっためなかった。」。」。」。」のですのですのですのです。。。。 

このこのこのこの人間人間人間人間のののの性質性質性質性質のののの描写描写描写描写はははは、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも誇張誇張誇張誇張されていないありのままのされていないありのままのされていないありのままのされていないありのままの事実事実事実事実ですですですです。。。。人間人間人間人間

はははは終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代にはどうなるのでしょうかにはどうなるのでしょうかにはどうなるのでしょうかにはどうなるのでしょうか？？？？まずまずまずまず、、、、人人人人々々々々はははは悪魔悪魔悪魔悪魔をををを礼拝礼拝礼拝礼拝するようになりするようになりするようになりするようになり

ますますますます。。。。神神神神はははは、、、、私達私達私達私達がががが神神神神のののの導導導導きときときときと知恵知恵知恵知恵をををを探探探探しししし求求求求めることをめることをめることをめることを望望望望んでおられますんでおられますんでおられますんでおられます。。。。神神神神はははは私達私達私達私達

のののの人生人生人生人生にににに指導指導指導指導をををを与与与与えたいとえたいとえたいとえたいと望望望望んでおられますんでおられますんでおられますんでおられます。。。。しかししかししかししかし、、、、今日今日今日今日、、、、人人人人々々々々はははは神神神神のののの指導指導指導指導をををを探探探探しししし

求求求求めませんめませんめませんめません。。。。そのそのそのその代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは霊媒霊媒霊媒霊媒者者者者ややややニューエイジニューエイジニューエイジニューエイジののののチャネラーチャネラーチャネラーチャネラーなどになどになどになどに指導指導指導指導をををを



求求求求めていますめていますめていますめています。。。。彼彼彼彼らはらはらはらはサイキックサイキックサイキックサイキックやややや占占占占いいいい師師師師やややや占占占占いのいのいのいのボードボードボードボードややややホロスコープホロスコープホロスコープホロスコープ占星術占星術占星術占星術ににににアアアア

ドバイスドバイスドバイスドバイスをををを求求求求めていますめていますめていますめています。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは神神神神ではなくではなくではなくではなく悪魔悪魔悪魔悪魔をををを礼拝礼拝礼拝礼拝していますしていますしていますしています。。。。 

ニューエイジニューエイジニューエイジニューエイジのののの動動動動きのきのきのきの人気上昇人気上昇人気上昇人気上昇はははは、「、「、「、「チャネリングチャネリングチャネリングチャネリング」」」」現象現象現象現象ををもたらしましたををもたらしましたををもたらしましたををもたらしました。。。。それそれそれそれ

はははは、、、、過去過去過去過去のののの知者知者知者知者がががが、、、、探探探探しししし求求求求めているめているめているめている現代現代現代現代のののの人達人達人達人達にににに、、、、秘密秘密秘密秘密とととと知恵知恵知恵知恵をををを与与与与えるというのでえるというのでえるというのでえるというので

すすすす。。。。これはこれはこれはこれは昔昔昔昔のののの霊媒霊媒霊媒霊媒とととと似似似似ていますていますていますています。。。。これはこれはこれはこれは基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、現代現代現代現代のののの消費者消費者消費者消費者にににに受受受受けけけけ入入入入れられれられれられれられ

るようにるようにるようにるようにドレスアップドレスアップドレスアップドレスアップしたしたしたした霊媒者霊媒者霊媒者霊媒者をををを通通通通しししし、、、、悪魔悪魔悪魔悪魔がががが自分達自分達自分達自分達のののの教教教教えをえをえをえを普及普及普及普及しているにすぎしているにすぎしているにすぎしているにすぎ

ませんませんませんません。。。。 

現在現在現在現在、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカのあるのあるのあるのある公立学校公立学校公立学校公立学校のののの制度制度制度制度ではではではでは、、、、子供達子供達子供達子供達がどのようにしてがどのようにしてがどのようにしてがどのようにして自分達自分達自分達自分達のののの「「「「霊霊霊霊のののの

ガイドガイドガイドガイド」」」」ととととコンタクトコンタクトコンタクトコンタクトをををを取取取取るのかるのかるのかるのか、、、、そしてそしてそしてそして「「「「自分達自分達自分達自分達のののの思思思思いのいのいのいの中中中中にににに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる賢賢賢賢いいいい小小小小ささささ

なななな人人人人」」」」からからからから助助助助けをけをけをけを受受受受けけけけ取取取取るのかをるのかをるのかをるのかを、、、、子供達子供達子供達子供達にににに教教教教えていますえていますえていますえています。。。。 

人気人気人気人気のあるたくさんののあるたくさんののあるたくさんののあるたくさんのロックグループロックグループロックグループロックグループがががが、、、、サタンサタンサタンサタン礼拝礼拝礼拝礼拝をををを通通通通してしてしてして満足感満足感満足感満足感をををを得得得得るようにとるようにとるようにとるようにと

子供達子供達子供達子供達にににに勧勧勧勧めていますめていますめていますめています。。。。明明明明らかにらかにらかにらかに、、、、悪霊礼拝悪霊礼拝悪霊礼拝悪霊礼拝がががが広広広広まるまるまるまる預言預言預言預言がががが現実現実現実現実になってきていまになってきていまになってきていまになってきていま

すすすす。。。。 

終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代にににに生生生生きるきるきるきる人達人達人達人達はははは、、、、悪魔悪魔悪魔悪魔をををを礼拝礼拝礼拝礼拝するだけでなくするだけでなくするだけでなくするだけでなく、、、、偶像偶像偶像偶像もももも礼拝礼拝礼拝礼拝しますしますしますします。。。。全全全全てててて

のののの人人人人がががが、、、、何何何何かのかのかのかの物体物体物体物体、、、、何何何何かのかのかのかの理想理想理想理想、、、、何何何何かのかのかのかの基本基本基本基本、、、、何何何何かのかのかのかのゴールゴールゴールゴール、、、、何何何何かのかのかのかの野望野望野望野望、、、、何何何何かにかにかにかに

自分自分自分自分のひざをかがのひざをかがのひざをかがのひざをかがめますめますめますめます。。。。全全全全てのてのてのての人人人人はははは何何何何かをかをかをかを礼拝礼拝礼拝礼拝しなくてはなりませんしなくてはなりませんしなくてはなりませんしなくてはなりません。。。。これはこれはこれはこれは生生生生まままま

れつきのれつきのれつきのれつきの直感的必要直感的必要直感的必要直感的必要ですですですです。。。。もしもしもしもし人人人人がががが神神神神をををを礼拝礼拝礼拝礼拝しないのならしないのならしないのならしないのなら、、、、そのそのそのその人人人人はははは何何何何かかかか代代代代わりのもわりのもわりのもわりのも

のをのをのをのを必要必要必要必要としとしとしとし、、、、それをそれをそれをそれを見見見見つけますつけますつけますつけます。。。。申命記申命記申命記申命記4444章章章章19191919節節節節でででで、、、、聖書聖書聖書聖書はははは人人人人がががが何何何何かをかをかをかを拝拝拝拝むようにむようにむようにむように動動動動

かされることをかされることをかされることをかされることを話話話話していますしていますしていますしています。。。。それはそれはそれはそれは私達私達私達私達のののの生生生生まれつきまれつきまれつきまれつき避避避避けられないけられないけられないけられない部分部分部分部分ですですですです。。。。 

クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンのののの大学生達大学生達大学生達大学生達はははは、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストをををを信信信信じるじるじるじる信仰信仰信仰信仰ゆえにゆえにゆえにゆえに、、、、世俗的世俗的世俗的世俗的なななな大学教大学教大学教大学教

授授授授からばかにされていますからばかにされていますからばかにされていますからばかにされています。。。。教授達教授達教授達教授達ははははクリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャン達達達達をををを自分達自分達自分達自分達のおのおのおのお気気気気にににに入入入入りのりのりのりの標的標的標的標的にににに

しししし、、、、神神神神をををを信信信信じるじるじるじる者達者達者達者達をあざけをあざけをあざけをあざけ笑笑笑笑っていますっていますっていますっています。。。。学生達学生達学生達学生達はははは、、、、人間人間人間人間はははは自分達自分達自分達自分達だけでだけでだけでだけで十十十十分分分分なななな存存存存

在在在在であってであってであってであって、、、、神神神神にににに対対対対するするするする信仰信仰信仰信仰のようなのようなのようなのような、、、、時代遅時代遅時代遅時代遅れのれのれのれの支支支支ええええなどなどなどなど必要必要必要必要ないとないとないとないと教教教教えられまえられまえられまえられま

すすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその教授教授教授教授はははは家家家家にににに帰帰帰帰りりりり、、、、自分自分自分自分のののの裏庭裏庭裏庭裏庭にあるにあるにあるにある偶像偶像偶像偶像・・・・・・・・・・・・ボートボートボートボート、、、、スポーツカスポーツカスポーツカスポーツカ

ーーーー、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは自分自分自分自分のののの耕耕耕耕したしたしたした庭庭庭庭をををを崇拝崇拝崇拝崇拝しますしますしますします。。。。これらこれらこれらこれら教授教授教授教授のののの多多多多くがくがくがくが、、、、ドラッグドラッグドラッグドラッグをををを使用使用使用使用しししし

たりたりたりたりニューエイジニューエイジニューエイジニューエイジのののの動動動動きにきにきにきに関関関関わったりしていますわったりしていますわったりしていますわったりしています。。。。彼彼彼彼らはらはらはらはサイババサイババサイババサイババやややや神神神神のようなのようなのようなのような存在存在存在存在

へとへとへとへと変化変化変化変化したとしたとしたとしたと主張主張主張主張するするするする他他他他のののの教祖教祖教祖教祖へとへとへとへと群群群群がりますがりますがりますがります。。。。全全全全てのてのてのての人人人人がががが偶像偶像偶像偶像をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。 

終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代にににに生生生生きるきるきるきる人間人間人間人間はははは、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの殺人殺人殺人殺人やややや魔術魔術魔術魔術をををを悔悔悔悔いいいい改改改改めませんめませんめませんめません。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカのののの診療診療診療診療

所所所所ではではではでは、、、、毎年何百人毎年何百人毎年何百人毎年何百人というというというという赤赤赤赤ちゃんがちゃんがちゃんがちゃんが妊娠中絶妊娠中絶妊娠中絶妊娠中絶でででで殺殺殺殺されされされされていますていますていますています。。。。これらのこれらのこれらのこれらの殺人殺人殺人殺人はははは容容容容

認認認認されておりされておりされておりされており、、、、あるあるあるある場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては政府政府政府政府によってによってによってによって経済的援助経済的援助経済的援助経済的援助をををを受受受受けけけけ、、、、法廷法廷法廷法廷によってによってによってによって守守守守

られていますられていますられていますられています。。。。神神神神はははは、、、、このむちゃくちゃなこのむちゃくちゃなこのむちゃくちゃなこのむちゃくちゃな命命命命にににに対対対対するするするする軽視軽視軽視軽視をををを無視無視無視無視することはおできにすることはおできにすることはおできにすることはおできに

なりませんなりませんなりませんなりません。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその事事事事のののの為為為為にににに、、、、確確確確かにかにかにかにアメリカアメリカアメリカアメリカにににに裁裁裁裁きをもたらされるでしょきをもたらされるでしょきをもたらされるでしょきをもたらされるでしょ

うううう。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、このこのこのこの裁裁裁裁きはきはきはきは既既既既にににに始始始始まっているでしょうまっているでしょうまっているでしょうまっているでしょう。。。。 

以前以前以前以前にににに解散解散解散解散させられたさせられたさせられたさせられたギャングギャングギャングギャング達達達達はははは、、、、今今今今ではではではでは経済的経済的経済的経済的にににに裕福裕福裕福裕福になりになりになりになり、、、、十分十分十分十分にににに備備備備えられたえられたえられたえられた

ドラッグドラッグドラッグドラッグやややや暴力暴力暴力暴力のののの調達者調達者調達者調達者になっていますになっていますになっていますになっています。。。。私達私達私達私達はははは、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカのののの全全全全てのてのてのての大都市大都市大都市大都市でででで、、、、中毒中毒中毒中毒

やめちゃくちゃなやめちゃくちゃなやめちゃくちゃなやめちゃくちゃな事件事件事件事件、、、、残酷残酷残酷残酷なななな殺人殺人殺人殺人がががが当当当当たりたりたりたり前前前前になっているのになっているのになっているのになっているのをををを見見見見ますますますます。。。。 

またまたまたまた聖書聖書聖書聖書はははは、、、、終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代にににに生生生生きるきるきるきる人達人達人達人達はははは、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの魔術魔術魔術魔術をををを悔悔悔悔いいいい改改改改めることをめることをめることをめることを拒否拒否拒否拒否するするするする

とととと言言言言っていますっていますっていますっています。「。「。「。「魔術魔術魔術魔術」」」」ののののギリシャギリシャギリシャギリシャ語語源語語源語語源語語源はははは「「「「ファーマキアファーマキアファーマキアファーマキア（（（（pharmakia)））））でででで、、、、スススス

リルリルリルリルやややや魅惑魅惑魅惑魅惑のののの為為為為のののの麻薬麻薬麻薬麻薬使用使用使用使用をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。今日世界中今日世界中今日世界中今日世界中ででででドラッグドラッグドラッグドラッグのののの使用使用使用使用がががが増加増加増加増加していしていしていしてい

るのをるのをるのをるのを見見見見てくださいてくださいてくださいてください。。。。若者若者若者若者にとってにとってにとってにとって、、、、マリファナマリファナマリファナマリファナややややコカインコカインコカインコカインははははキャンディキャンディキャンディキャンディとととと同同同同じくらじくらじくらじくら

いいいい簡単簡単簡単簡単にににに手手手手にににに入入入入りますりますりますります。。。。これらはこれらはこれらはこれらは両方両方両方両方ともともともとも人格人格人格人格をををを変変変変えてしまうえてしまうえてしまうえてしまうドラッグドラッグドラッグドラッグですですですです。。。。これらこれらこれらこれら

のののの使用使用使用使用によってによってによってによって知知知知ららららぬぬぬぬ間間間間にににに進行進行進行進行するするするする陰悪陰悪陰悪陰悪なななな事事事事はははは、、、、使用者使用者使用者使用者のののの脳脳脳脳へのへのへのへの影響影響影響影響ですですですです。。。。これらのこれらのこれらのこれらの



ドラッグドラッグドラッグドラッグはははは理性的判断理性的判断理性的判断理性的判断のののの中心中心中心中心をををを攻撃攻撃攻撃攻撃すすすするのでるのでるのでるので、、、、使用者使用者使用者使用者はははは中毒中毒中毒中毒になっていないとになっていないとになっていないとになっていないと信信信信じるじるじるじる

ようにようにようにように騙騙騙騙されてされてされてされてしまいますしまいますしまいますしまいます。。。。客観的客観的客観的客観的にににに見見見見ているているているている傍観者傍観者傍観者傍観者はははは、、、、人格人格人格人格のののの変化変化変化変化やややや良良良良いいいい判断判断判断判断がががが失失失失

われているのをわれているのをわれているのをわれているのを簡単簡単簡単簡単にににに見見見見ることができますることができますることができますることができます。。。。影響下影響下影響下影響下にあるにあるにあるにある人人人人はははは、、、、彼彼彼彼がががが愚愚愚愚かなかなかなかな決断決断決断決断をしをしをしをし

ているのをているのをているのをているのを判断判断判断判断できませんできませんできませんできません。。。。そのそのそのその人人人人はははは、、、、彼彼彼彼のののの理性的理性的理性的理性的なななな選択選択選択選択をするをするをするをする能力能力能力能力がががが損損損損なわれてしなわれてしなわれてしなわれてし

まったとまったとまったとまったと認識認識認識認識するするするする能力能力能力能力がががが無無無無いのでいのでいのでいので、、、、罠罠罠罠にはまってにはまってにはまってにはまって閉閉閉閉じじじじ込込込込められていますめられていますめられていますめられています。。。。新新新新しいしいしいしい研究研究研究研究

はははは、、、、これらのこれらのこれらのこれらのドラッグドラッグドラッグドラッグがががが、、、、ドラッグドラッグドラッグドラッグをををを拒否拒否拒否拒否するするするする能力能力能力能力をををを備備備備えたえたえたえた脳中脳中脳中脳中のののの化学物質化学物質化学物質化学物質をををを壊壊壊壊すとすとすとすと

明明明明らかにしていますらかにしていますらかにしていますらかにしています。。。。 

「「「「彼彼彼彼らはらはらはらは不品行不品行不品行不品行もももも悔悔悔悔いいいい改改改改めなかっためなかっためなかっためなかった。。。。」」」」私達私達私達私達がががが現在世界現在世界現在世界現在世界をををを見渡見渡見渡見渡すとすとすとすと、、、、きちんきちんきちんきちんとしたとしたとしたとした道道道道

徳徳徳徳のののの基準基準基準基準がががが低低低低くされくされくされくされ、、、、最終的最終的最終的最終的にににに絶滅絶滅絶滅絶滅されていくのをされていくのをされていくのをされていくのを見見見見ますますますます。。。。まるでまるでまるでまるで、、、、ほとんどほとんどほとんどほとんど全全全全てのてのてのての

報道機関報道機関報道機関報道機関がががが、、、、私達私達私達私達とととと私達私達私達私達のののの社会社会社会社会がかつてがかつてがかつてがかつて持持持持っていたっていたっていたっていた道徳基準道徳基準道徳基準道徳基準をををを破壊破壊破壊破壊するするするする為為為為にににに使使使使われてわれてわれてわれて

いるようにいるようにいるようにいるように見見見見えますえますえますえます。。。。不道徳不道徳不道徳不道徳があまりにもがあまりにもがあまりにもがあまりにも行行行行きききき渡渡渡渡りりりり、、、、受受受受けけけけ入入入入れられておりれられておりれられておりれられており、、、、人人人人々々々々はまはまはまはま

るでるでるでるで道徳的道徳的道徳的道徳的にににに全全全全くくくく問題問題問題問題がないかのようにがないかのようにがないかのようにがないかのように、、、、自分達自分達自分達自分達のののの同棲相手同棲相手同棲相手同棲相手についてについてについてについて自由自由自由自由にににに語語語語りまりまりまりま

すすすす。。。。 

まだまだたくさんありますまだまだたくさんありますまだまだたくさんありますまだまだたくさんあります。。。。私達私達私達私達がががが不道徳不道徳不道徳不道徳、、、、不敬虔不敬虔不敬虔不敬虔、、、、今日今日今日今日のののの荒荒荒荒れれれれ果果果果てたてたてたてた人間人間人間人間のののの状態状態状態状態にににに

ついてついてついてついて述述述述べるならばべるならばべるならばべるならば、、、、いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも続続続続けてけてけてけて語語語語れるでしょうれるでしょうれるでしょうれるでしょう。。。。しかししかししかししかし、、、、問題問題問題問題にににに集中集中集中集中するするするする代代代代

わりにわりにわりにわりに、、、、私達私達私達私達はははは救救救救いいいい主主主主をををを見見見見るるるる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。 

聖書聖書聖書聖書はははは、、、、神神神神のののの慈愛慈愛慈愛慈愛（（（（英語英語英語英語ではではではでは““““Goodness of God”Goodness of God”Goodness of God”Goodness of God”====いつくしみいつくしみいつくしみいつくしみ深深深深いいいい愛愛愛愛とととと恵恵恵恵みにみにみにみに満満満満ちたちたちたちた

神神神神のののの良良良良ささささ、、、、すばらしさすばらしさすばらしさすばらしさ：：：：訳者注解訳者注解訳者注解訳者注解））））がががが人人人人をををを悔悔悔悔いいいい改改改改めにめにめにめに導導導導くくくく（（（（ローマローマローマローマ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2222章章章章4444

節節節節））））とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。偶像礼拝偶像礼拝偶像礼拝偶像礼拝、、、、殺人殺人殺人殺人、、、、ドラッグドラッグドラッグドラッグ、、、、不品行不品行不品行不品行、、、、盗盗盗盗みみみみ、、、、嘘嘘嘘嘘、、、、貪欲貪欲貪欲貪欲、、、、そのそのそのその罪罪罪罪

がががが何何何何であれであれであれであれ、、、、私達私達私達私達はははは皆神皆神皆神皆神のののの前前前前にににに有罪有罪有罪有罪でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも神神神神はははは私達私達私達私達をををを愛愛愛愛しておられましておられましておられましておられま

すすすす。。。。事実事実事実事実、、、、神神神神はははは私達私達私達私達をあまりにもをあまりにもをあまりにもをあまりにも愛愛愛愛しておられるのでしておられるのでしておられるのでしておられるので、、、、私達私達私達私達がががが行行行行なったなったなったなった全全全全てのてのてのての悪事悪事悪事悪事のののの

有罪責任有罪責任有罪責任有罪責任をををを取取取取るるるる為為為為にににに、、、、そのひとりそのひとりそのひとりそのひとり子子子子をををを遣遣遣遣わされましたわされましたわされましたわされました。。。。イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストはははは、、、、私達私達私達私達をををを

罪罪罪罪からからからから永遠永遠永遠永遠にににに洗洗洗洗いいいい清清清清めることができるようにめることができるようにめることができるようにめることができるように、、、、私達私達私達私達のののの身代身代身代身代わりにわりにわりにわりに十字架十字架十字架十字架でででで死死死死なれましなれましなれましなれまし

たたたた。。。。 

あるあるあるある人達人達人達人達はははは、、、、自分達自分達自分達自分達のののの生生生生きききき方方方方をををを少少少少しでもしでもしでもしでも変変変変えることをいやがりえることをいやがりえることをいやがりえることをいやがり、、、、こうこうこうこう考考考考えますえますえますえます。「。「。「。「私私私私

はははは神神神神のののの裁裁裁裁きがこのきがこのきがこのきがこの地上地上地上地上にににに来来来来るのをるのをるのをるのを見見見見るまでるまでるまでるまで待待待待ってってってって、、、、それからそれからそれからそれから神神神神にににに向向向向いていていていて神神神神のあわれみのあわれみのあわれみのあわれみ

をこおうをこおうをこおうをこおう。」。」。」。」あなたにあなたにあなたにあなたに個人的個人的個人的個人的にににに話話話話させてくださいさせてくださいさせてくださいさせてください。。。。もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが神神神神のあわれみとのあわれみとのあわれみとのあわれみと恵恵恵恵みみみみ

のののの結果結果結果結果としてとしてとしてとして今悔今悔今悔今悔いいいい改改改改めないならばめないならばめないならばめないならば、、、、どうしてあなたはどうしてあなたはどうしてあなたはどうしてあなたは神神神神のののの裁裁裁裁きのきのきのきの時時時時にににに悔悔悔悔いいいい改改改改められめられめられめられ

るのですかるのですかるのですかるのですか？？？？もしもしもしもし神神神神のののの良良良良さがあなたをさがあなたをさがあなたをさがあなたを神神神神のののの家族家族家族家族になるようにになるようにになるようにになるように動動動動かさないならばかさないならばかさないならばかさないならば、、、、神神神神のののの

裁裁裁裁きがあなたをそのようにきがあなたをそのようにきがあなたをそのようにきがあなたをそのように動動動動かすことはないでしょうかすことはないでしょうかすことはないでしょうかすことはないでしょう。。。。 

悔悔悔悔いいいい改改改改めはあなたのめはあなたのめはあなたのめはあなたの人生人生人生人生のののの中中中中でのでのでのでの神神神神のののの働働働働きできできできでなくてはなりませんなくてはなりませんなくてはなりませんなくてはなりません。。。。誰誰誰誰もあなたをもあなたをもあなたをもあなたを悔悔悔悔いいいい

改改改改めにめにめにめに導導導導くことはできませんくことはできませんくことはできませんくことはできません。。。。誰誰誰誰かはあなたにかはあなたにかはあなたにかはあなたに悪悪悪悪かったとかったとかったとかったと思思思思わせわせわせわせ後悔後悔後悔後悔へとへとへとへと導導導導くかもしくかもしくかもしくかもし

れませんれませんれませんれません。。。。私私私私はあなたをはあなたをはあなたをはあなたを後悔後悔後悔後悔させさせさせさせ、、、、非常非常非常非常にににに悪悪悪悪かったとかったとかったとかったと思思思思わせるかもしれませんがわせるかもしれませんがわせるかもしれませんがわせるかもしれませんが、、、、ああああ

なたをなたをなたをなたを悔悔悔悔いいいい改改改改めさせることはできませんめさせることはできませんめさせることはできませんめさせることはできません。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、神神神神があなたにがあなたにがあなたにがあなたに語語語語りりりりかけかけかけかけ、、、、あなたあなたあなたあなた

のののの心心心心にににに触触触触れてくださるようにしなくてはなりませんれてくださるようにしなくてはなりませんれてくださるようにしなくてはなりませんれてくださるようにしなくてはなりません。。。。神神神神のみこころにのみこころにのみこころにのみこころに沿沿沿沿ったったったった悲悲悲悲しみだしみだしみだしみだ

けがけがけがけが悔悔悔悔いいいい改改改改めへとめへとめへとめへと導導導導きますきますきますきます。。。。 

立立立立ちちちち止止止止まってよくまってよくまってよくまってよく考考考考えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお気気気気にににに入入入入りのりのりのりの罪罪罪罪からからからから得得得得られるものがられるものがられるものがられるものが何何何何でででで

あれあれあれあれ、、、、それはあなたのそれはあなたのそれはあなたのそれはあなたの魂魂魂魂をををを犠牲犠牲犠牲犠牲にするにするにするにする価値価値価値価値があるものですかがあるものですかがあるものですかがあるものですか？？？？どうしてあなどうしてあなどうしてあなどうしてあなたのたのたのたの人生人生人生人生

ををををイエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストにににに向向向向けないのですかけないのですかけないのですかけないのですか？？？？彼彼彼彼はははは今今今今、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの人生人生人生人生にもっとすばらしいにもっとすばらしいにもっとすばらしいにもっとすばらしい

計画計画計画計画をををを持持持持っておられっておられっておられっておられ、、、、未来未来未来未来のののの為為為為にはにはにはには神神神神のののの御国御国御国御国でのでのでのでの栄光栄光栄光栄光あるあるあるある永遠永遠永遠永遠のののの将来将来将来将来のののの計画計画計画計画をををを持持持持ってってってって

おられますおられますおられますおられます！！！！ 



あなたはあなたはあなたはあなたは今渇今渇今渇今渇いていますかいていますかいていますかいていますか？？？？あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、平安平安平安平安、、、、希望希望希望希望、、、、美美美美しさしさしさしさ、、、、義義義義にににに飢飢飢飢ええええ渇渇渇渇いていますいていますいていますいています

かかかか？？？？もしそうであればもしそうであればもしそうであればもしそうであれば、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの心心心心をををを静静静静めめめめ、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様にあなたのにあなたのにあなたのにあなたの人生人生人生人生をををを捧捧捧捧げるげるげるげる為為為為にににに時時時時

間間間間をををを取取取取ってくださいってくださいってくださいってください。。。。人間人間人間人間のののの姿姿姿姿をををを取取取取ってってってって来来来来てくださったてくださったてくださったてくださった神神神神であるであるであるであるイエスイエスイエスイエス様様様様がががが、、、、あなたあなたあなたあなた

のののの罪罪罪罪のののの為為為為にににに十字架十字架十字架十字架でででで死死死死んでくださったんでくださったんでくださったんでくださった事実事実事実事実をををを認認認認めてくださいめてくださいめてくださいめてください。。。。へりくだってへりくだってへりくだってへりくだって、、、、イエスイエスイエスイエス

様様様様がががが一方的一方的一方的一方的にににに無償無償無償無償でででで提供提供提供提供しておられるしておられるしておられるしておられる赦赦赦赦しとしとしとしと永遠永遠永遠永遠のいのちをのいのちをのいのちをのいのちを求求求求めてくださいめてくださいめてくださいめてください。。。。私私私私はははは、、、、

あなたがあるあなたがあるあなたがあるあなたがある朝起朝起朝起朝起きてきてきてきて、、、、教会教会教会教会がいなくなっておりがいなくなっておりがいなくなっておりがいなくなっており、、、、世界世界世界世界がががが大騒動大騒動大騒動大騒動になりになりになりになり、、、、神神神神がががが永遠永遠永遠永遠のののの

いのちへのいのちへのいのちへのいのちへの扉扉扉扉をををを閉閉閉閉じるじるじるじる時時時時、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが神神神神のののの憤憤憤憤りにりにりにりに直面直面直面直面するするするする為為為為にににに取取取取りりりり残残残残されているのをされているのをされているのをされているのを発発発発

見見見見することのないようにすることのないようにすることのないようにすることのないように、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが今今今今、、、、このこのこのこの事事事事をするようにおをするようにおをするようにおをするようにお勧勧勧勧めしますめしますめしますめします。。。。 

父父父父よよよよ、、、、私達私達私達私達はあなたがはあなたがはあなたがはあなたが私達私達私達私達にににに与与与与えてくださったすばらしいえてくださったすばらしいえてくださったすばらしいえてくださったすばらしい希望希望希望希望・・・・・・・・・・・・やがてやがてやがてやがて来来来来るあなるあなるあなるあな

たのたのたのたの御国御国御国御国のののの栄光栄光栄光栄光あるあるあるある約束約束約束約束をををを感謝感謝感謝感謝しますしますしますします。。。。私達私達私達私達はそこではそこではそこではそこで、、、、平和平和平和平和とととと愛愛愛愛のうちにのうちにのうちにのうちに、、、、あなたをあなたをあなたをあなたを

賛美賛美賛美賛美しながらしながらしながらしながら共共共共にににに過過過過ごしますごしますごしますごします。。。。 

主主主主よよよよ、、、、私私私私はははは、、、、今今今今まだあなたのまだあなたのまだあなたのまだあなたの御国御国御国御国のののの一員一員一員一員でないでないでないでない人人人人のののの為為為為にににに祈祈祈祈りますりますりますります。。。。あなたあなたあなたあなたのののの御霊御霊御霊御霊がががが彼彼彼彼

らのらのらのらの心心心心にににに語語語語りりりりかけられますようにかけられますようにかけられますようにかけられますように、、、、そしてそしてそしてそして彼彼彼彼らをあなたへとらをあなたへとらをあなたへとらをあなたへと導導導導いてくださいますよういてくださいますよういてくださいますよういてくださいますよう

にににに。。。。主主主主よよよよ、、、、私達私達私達私達はははは、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも聞聞聞聞くくくく者者者者がががが入入入入ってってってって来来来来れるようにれるようにれるようにれるように、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが全全全全てのてのてのての人人人人にににに扉扉扉扉をををを開開開開

いてくださっていてくださっていてくださっていてくださって、、、、全全全全てのてのてのての人人人人をををを招招招招いてくださったことをいてくださったことをいてくださったことをいてくださったことを感謝感謝感謝感謝しますしますしますします。。。。私私私私はははは疲疲疲疲れているれているれているれている

人人人人、、、、重荷重荷重荷重荷をををを負負負負っているっているっているっている人人人人、、、、このこのこのこの世世世世のののの人生人生人生人生でのでのでのでの心配事心配事心配事心配事でででで心心心心をををを悩悩悩悩ませているませているませているませている人人人人のののの為為為為にににに祈祈祈祈りりりり

ますますますます。。。。彼彼彼彼らがあなたのもとにらがあなたのもとにらがあなたのもとにらがあなたのもとに来来来来ますようにますようにますようにますように、、、、そしてそしてそしてそして彼彼彼彼らのらのらのらの人生人生人生人生をあなたにゆだねますをあなたにゆだねますをあなたにゆだねますをあなたにゆだねます

ようにようにようにように、、、、そうしてそうしてそうしてそうして彼彼彼彼らがらがらがらが求求求求めているめているめているめている平安平安平安平安をををを見見見見つけますようにつけますようにつけますようにつけますように。。。。 

父父父父よよよよ、、、、今日今日今日今日がががが、、、、多多多多くのくのくのくの者者者者があなたのがあなたのがあなたのがあなたの御国御国御国御国にににに入入入入るるるる日日日日でありますようにでありますようにでありますようにでありますように、、、、そしそしそしそしてててて彼彼彼彼らのらのらのらの罪罪罪罪

がががが赦赦赦赦されされされされ、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの希望希望希望希望がががが確実確実確実確実にされにされにされにされ、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの将来将来将来将来がががが終終終終わりのないわりのないわりのないわりのない世界世界世界世界、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの御国御国御国御国

でのでのでのでの永遠永遠永遠永遠のいのちであるとのいのちであるとのいのちであるとのいのちであると知知知知ってってってって、、、、喜喜喜喜びとびとびとびと祝福祝福祝福祝福をををを体験体験体験体験しししし始始始始めるめるめるめる日日日日となりますようにとなりますようにとなりますようにとなりますように。。。。

父父父父よよよよ、、、、彼彼彼彼らをあなたのらをあなたのらをあなたのらをあなたの聖霊聖霊聖霊聖霊によってによってによってによって引引引引きききき寄寄寄寄せてせてせてせてくださいくださいくださいください。。。。 

イエスイエスイエスイエス様様様様のおのおのおのお名前名前名前名前をををを通通通通しししし、、、、おおおお祈祈祈祈りりりり致致致致しますしますしますします。。。。アーメンアーメンアーメンアーメン。。。。 

イエスイエスイエスイエスはははは立立立立ってってってって、、、、大声大声大声大声でででで言言言言われたわれたわれたわれた。。。。「「「「誰誰誰誰でもでもでもでも渇渇渇渇いているならいているならいているならいているなら、、、、わたしのもとにわたしのもとにわたしのもとにわたしのもとに来来来来てててて飲飲飲飲

みなさいみなさいみなさいみなさい。」。」。」。」    

（（（（ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書7777章章章章37373737節節節節）））） 

 



用語解説用語解説用語解説用語解説  
荒荒荒荒らすべきらすべきらすべきらすべき忌忌忌忌むべきむべきむべきむべき者者者者（（（（事事事事）））） 

これはこれはこれはこれは、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムにににに再建再建再建再建されるされるされるされるユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの神殿神殿神殿神殿のののの至聖所至聖所至聖所至聖所にににに反反反反キリストキリストキリストキリストがががが立立立立つつつつ時時時時のののの反反反反

キリスキリスキリスキリストトトトのののの行為行為行為行為ですですですです。。。。反反反反キリストキリストキリストキリストはははは自分自分自分自分こそがこそがこそがこそが神神神神であるとであるとであるとであると主張主張主張主張しししし、、、、自分自分自分自分をををを拝拝拝拝むようにむようにむようにむように

人人人人々々々々にににに要求要求要求要求しますしますしますします。。。。これがこれがこれがこれが、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書9999章章章章27272727節節節節ととととマタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章15151515節節節節でででで語語語語られてられてられてられて

いるいるいるいる荒荒荒荒らすべきらすべきらすべきらすべき忌忌忌忌むべきむべきむべきむべき者者者者（（（（荒廃荒廃荒廃荒廃をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす忌忌忌忌むべきむべきむべきむべき事事事事））））ですですですです。。。。 

反反反反キリストキリストキリストキリスト 

反反反反キリストキリストキリストキリストとはとはとはとは、「、「、「、「獣獣獣獣」（」（」（」（黙示録黙示録黙示録黙示録19191919章章章章20202020節節節節）、「）、「）、「）、「滅滅滅滅びのびのびのびの子子子子」、「」、「」、「」、「罪罪罪罪のののの人人人人」、」、」、」、またはまたはまたはまたは

「「「「不法不法不法不法のののの人人人人」（」（」（」（第二第二第二第二テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙2222章章章章1111----9999節節節節））））のことですのことですのことですのことです。。。。歴史上歴史上歴史上歴史上のどののどののどののどの人物人物人物人物

よりもよりもよりもよりも悪魔悪魔悪魔悪魔とととと連合連合連合連合しししし、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨までのまでのまでのまでの期間期間期間期間、、、、命令命令命令命令しますしますしますします。。。。私達私達私達私達のののの主主主主がががが

戻戻戻戻ってってってって来来来来られるられるられるられる時時時時、、、、彼彼彼彼はははは私達私達私達私達のののの主主主主によってによってによってによって打打打打ちちちち負負負負かされまかされまかされまかされますすすす。。。。 

バビロニアバビロニアバビロニアバビロニア帝国帝国帝国帝国 

バビロニアバビロニアバビロニアバビロニア帝国帝国帝国帝国はははは、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書にににに書書書書かれているかれているかれているかれている、、、、夢夢夢夢とととと幻幻幻幻によってによってによってによって預言預言預言預言されたされたされたされた預言的預言的預言的預言的にににに

重要重要重要重要なななな四四四四つのつのつのつの世界帝国世界帝国世界帝国世界帝国のうちののうちののうちののうちの第一第一第一第一のののの帝国帝国帝国帝国ですですですです。。。。 

教会教会教会教会、、、、またはまたはまたはまたはキリストキリストキリストキリストのののの花嫁花嫁花嫁花嫁 

このこのこのこの二二二二つのつのつのつの言葉言葉言葉言葉はははは、、、、イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストをををを自分自分自分自分のののの主主主主、、、、救救救救いいいい主主主主としてとしてとしてとして受受受受けけけけ入入入入れたれたれたれた全全全全てのてのてのての人人人人

をををを表現表現表現表現するするするする為為為為にににに同意語的同意語的同意語的同意語的にににに用用用用いられますいられますいられますいられます。（。（。（。（黙示録黙示録黙示録黙示録21212121章章章章9999節節節節）））） 

共通市場共通市場共通市場共通市場（（（（ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ連合連合連合連合、、、、またはまたはまたはまたはEU）））） 

共通市場共通市場共通市場共通市場、、、、またはまたはまたはまたはヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ連合連合連合連合はははは、、、、特定特定特定特定ののののヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ諸国諸国諸国諸国のののの連合連合連合連合であってであってであってであって、、、、多多多多くのくのくのくの

人人人人がががが、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはには最後最後最後最後のののの世界帝国世界帝国世界帝国世界帝国、、、、またはまたはまたはまたはローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国のののの復興復興復興復興になるとになるとになるとになると信信信信じていますじていますじていますじています。。。。 

主主主主のののの日日日日 

主主主主のののの日日日日はははは、、、、大患難大患難大患難大患難からからからから始始始始まりまりまりまり、、、、地上地上地上地上ででででキリストキリストキリストキリストがががが統治統治統治統治されるされるされるされる千年王国千年王国千年王国千年王国のののの後後後後でででで終終終終わるまわるまわるまわるま

でのでのでのでの期間期間期間期間をををを言言言言うううう為為為為にしばしばにしばしばにしばしばにしばしば使使使使われるわれるわれるわれる言言言言いいいい方方方方ですですですです。（。（。（。（第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙5555章章章章1111----

4444節節節節、、、、第二第二第二第二ペテロペテロペテロペテロのののの手紙手紙手紙手紙3333章章章章1111----10101010節節節節）））） 

弟子弟子弟子弟子 

イエスイエスイエスイエス様様様様はははは、、、、弟子弟子弟子弟子とはとはとはとは自分自身自分自身自分自身自分自身をををを否定否定否定否定しししし、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ自分自分自分自分のののの十字架十字架十字架十字架をををを背負背負背負背負ってってってってイエスイエスイエスイエス様様様様

にににに従従従従っていくっていくっていくっていく者者者者であるとであるとであるとであると言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。 

東欧東欧東欧東欧 

東欧諸国東欧諸国東欧諸国東欧諸国とはとはとはとは、、、、以前以前以前以前、、、、かつてのかつてのかつてのかつてのソビエトソビエトソビエトソビエト連邦連邦連邦連邦とととと政治的政治的政治的政治的、、、、軍事的軍事的軍事的軍事的につながっていたにつながっていたにつながっていたにつながっていた諸国諸国諸国諸国

のことですのことですのことですのことです。。。。 

ユーフラテスユーフラテスユーフラテスユーフラテス川川川川 

ユーフラテスユーフラテスユーフラテスユーフラテスはははは中東中東中東中東のののの川川川川でででで、、、、エデンエデンエデンエデンのののの園園園園をををを通通通通ってってってって流流流流れていたれていたれていたれていた四四四四つのつのつのつの川川川川のうちのうちのうちのうちのののの一一一一つとつとつとつと

してしてしてして、、、、一番一番一番一番始始始始めにめにめにめに名前名前名前名前がががが挙挙挙挙げられていますげられていますげられていますげられています。。。。旧約聖書旧約聖書旧約聖書旧約聖書をををを通通通通してしてしてして何回何回何回何回もももも語語語語られておりられておりられておりられており、、、、

最終的最終的最終的最終的にはにはにはには黙示録黙示録黙示録黙示録でもでもでもでも、「、「、「、「大大大大きなきなきなきなユーフラテスユーフラテスユーフラテスユーフラテスのののの川川川川」」」」とととと述述述述べられていますべられていますべられていますべられています。。。。 

ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ経済共同体経済共同体経済共同体経済共同体(ECC) 

現在現在現在現在、、、、様様様様々々々々なななな西西西西ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ諸国間諸国間諸国間諸国間でででで、、、、主主主主にににに経済的関係経済的関係経済的関係経済的関係がありますがありますがありますがあります。。。。参加国参加国参加国参加国はははは共通共通共通共通のののの通通通通

貨貨貨貨をををを持持持持つことをつことをつことをつことを既既既既にににに決定決定決定決定しましたしましたしましたしました。。。。それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ経済共同体経済共同体経済共同体経済共同体とととと呼呼呼呼ばれますばれますばれますばれます。。。。

もっともっともっともっと最近最近最近最近ではではではでは、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ共同体共同体共同体共同体としてとしてとしてとして知知知知られるようになりましたられるようになりましたられるようになりましたられるようになりました。。。。 

ガブリエルガブリエルガブリエルガブリエル 



ガブリエルガブリエルガブリエルガブリエルはははは、、、、聖書中聖書中聖書中聖書中でででで名前名前名前名前がががが述述述述べられているべられているべられているべられている二人二人二人二人のののの神神神神のののの御使御使御使御使いのうちのいのうちのいのうちのいのうちの一人一人一人一人ですですですです。。。。

彼彼彼彼はははは、、、、イエスイエスイエスイエス様様様様のののの誕生誕生誕生誕生をををを告告告告げるげるげるげる為為為為にににに、、、、マリマリマリマリヤヤヤヤととととヨセフヨセフヨセフヨセフにににに現現現現われたわれたわれたわれた御使御使御使御使いですいですいですいです。。。。 

咎咎咎咎 

咎咎咎咎はははは、、、、罪罪罪罪とととと違反違反違反違反（（（（そむきそむきそむきそむき、、、、罪罪罪罪をををを犯犯犯犯しししし続続続続けるけるけるける））））をををを合合合合わせたものですわせたものですわせたものですわせたものです。。。。 

メディアメディアメディアメディア・・・・ペルシャペルシャペルシャペルシャ帝国帝国帝国帝国 

メディアメディアメディアメディア・・・・ペルシャペルシャペルシャペルシャ帝国帝国帝国帝国（（（（メディアメディアメディアメディア王国王国王国王国ととととペルシャペルシャペルシャペルシャ帝国帝国帝国帝国））））はははは、、、、ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書にににに書書書書かれてかれてかれてかれて

いるいるいるいる預言的預言的預言的預言的にににに重要重要重要重要なななな四四四四つのつのつのつの世界帝国世界帝国世界帝国世界帝国のうちののうちののうちののうちの二番目二番目二番目二番目のののの帝国帝国帝国帝国ですですですです。。。。 

メシヤメシヤメシヤメシヤ（（（（メシアメシアメシアメシア）））） 

メシヤメシヤメシヤメシヤというというというという言葉言葉言葉言葉はははは、「、「、「、「油注油注油注油注がれたがれたがれたがれた者者者者」」」」をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。 

最最最最もももも聖聖聖聖なるなるなるなる所所所所（（（（至聖所至聖所至聖所至聖所）））） 

ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの神殿神殿神殿神殿にはにはにはには、、、、祭司祭司祭司祭司だけがだけがだけがだけが入入入入るるるる事事事事ができるができるができるができる聖所聖所聖所聖所とととと、、、、大祭司大祭司大祭司大祭司がががが一年一年一年一年にににに一度一度一度一度だけだけだけだけイイイイ

スラエルスラエルスラエルスラエルのののの民民民民のののの罪罪罪罪のののの為為為為のののの犠牲犠牲犠牲犠牲のいけにえをのいけにえをのいけにえをのいけにえを捧捧捧捧げるげるげるげる為為為為にににに入入入入るるるる最最最最もももも聖聖聖聖なるなるなるなる所所所所（（（（至聖所至聖所至聖所至聖所））））がががが

ありまありまありまありましたしたしたした。。。。反反反反キリストキリストキリストキリストによるによるによるによる神殿冒涜神殿冒涜神殿冒涜神殿冒涜がががが、、、、大患難大患難大患難大患難へとへとへとへと突進突進突進突進させますさせますさせますさせます。。。。 

パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ解放機構解放機構解放機構解放機構（（（（PLO) 

パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ解放機構解放機構解放機構解放機構はははは、、、、アラブアラブアラブアラブ系系系系パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人（（（（パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ地区地区地区地区ののののアラブアラブアラブアラブ人人人人））））のののの政治政治政治政治

的運動的運動的運動的運動でででで、、、、パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ自治区自治区自治区自治区・・・・独立国家独立国家独立国家独立国家をををを設立設立設立設立することをすることをすることをすることを努努努努めていますめていますめていますめています。。。。 

携携携携挙挙挙挙 

携携携携挙挙挙挙とはとはとはとは、、、、教会教会教会教会がががが「「「「空中空中空中空中でででで主主主主とととと会会会会うためにうためにうためにうために一挙一挙一挙一挙にににに引引引引きききき上上上上げられるげられるげられるげられる」」」」出来事出来事出来事出来事をををを言言言言っていっていっていってい

ますますますます。。。。（（（（第一第一第一第一テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙4444章章章章13131313----18181818節節節節））））それはそれはそれはそれは、、、、第一第一第一第一コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙15151515

章章章章51515151、、、、52525252節節節節でもでもでもでも述述述述べられていますべられていますべられていますべられています。。。。 

イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨 

イエスイエスイエスイエス様様様様はよくはよくはよくはよく、、、、御自身御自身御自身御自身がいつかがいつかがいつかがいつか戻戻戻戻ってってってって来来来来られることをられることをられることをられることを約束約束約束約束されましたされましたされましたされました。。。。キリストキリストキリストキリストのののの

再臨再臨再臨再臨（（（（2222度目度目度目度目にににに地上地上地上地上にやってにやってにやってにやって来来来来られるられるられるられる））））はははは、、、、大患難大患難大患難大患難のののの終終終終わりにわりにわりにわりに起起起起こりますこりますこりますこります。。。。 

ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの第七十第七十第七十第七十「「「「週週週週」」」」目目目目 

ダニエルダニエルダニエルダニエル書書書書9999章章章章27272727節節節節でででで使使使使われているわれているわれているわれている「「「「週週週週」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉はははは、「、「、「、「七七七七」」」」をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。このこのこのこの特特特特

定定定定のののの「「「「七七七七」」」」はははは、、、、頂点頂点頂点頂点にににに達達達達するこのするこのするこのするこの時代時代時代時代のののの終終終終わりのわりのわりのわりの七年間七年間七年間七年間のことをのことをのことをのことを言言言言っていますっていますっていますっています。。。。 

罪罪罪罪 

的的的的をををを外外外外すことですすことですすことですすことです。。。。私達私達私達私達にににに与与与与えられたえられたえられたえられた神神神神のののの的的的的はははは、、、、完璧完璧完璧完璧であることですであることですであることですであることです。。。。それそれそれそれ以外以外以外以外はははは罪罪罪罪

ですですですです。。。。 

ソロモンソロモンソロモンソロモンのののの神殿神殿神殿神殿 

ソロモンソロモンソロモンソロモンのののの神殿神殿神殿神殿はははは、、、、神神神神へのへのへのへの礼拝礼拝礼拝礼拝やややや奉仕奉仕奉仕奉仕のののの必要必要必要必要をををを満満満満たしたしたしたし、、、、人人人人々々々々のののの罪罪罪罪のののの為為為為のいけにえをのいけにえをのいけにえをのいけにえを捧捧捧捧

げるげるげるげる為為為為にににに、、、、主主主主ががががソロモンソロモンソロモンソロモンにににに「「「「主主主主のためにのためにのためにのために」」」」建設建設建設建設するするするする権利権利権利権利をををを与与与与ええええられたられたられたられた神殿神殿神殿神殿ですですですです。。。。 

滅滅滅滅びのびのびのびの子子子子（（（（反反反反キリストキリストキリストキリスト参照参照参照参照）））） 

違反違反違反違反（（（（そむきのそむきのそむきのそむきの罪罪罪罪、、、、罪罪罪罪をををを犯犯犯犯しししし続続続続けるけるけるける）））） 

聖書中聖書中聖書中聖書中のののの違反違反違反違反（（（（そむきのそむきのそむきのそむきの罪罪罪罪））））とはとはとはとは、、、、神神神神のののの律法律法律法律法をををを意図的意図的意図的意図的にににに自分自分自分自分からからからから望望望望んでんでんでんで破破破破ることをることをることをることを現現現現

わすわすわすわす為為為為にににに用用用用いられるいられるいられるいられる言葉言葉言葉言葉ですですですです。。。。 

患難患難患難患難／／／／大患難大患難大患難大患難 



患難患難患難患難（（（（大患難大患難大患難大患難ともともともとも言言言言われるわれるわれるわれる））））とはとはとはとは、、、、教会教会教会教会のののの携挙携挙携挙携挙のののの後後後後、、、、そしてそしてそしてそしてキリストキリストキリストキリストがががが神神神神のののの御国御国御国御国をををを設設設設

立立立立するするするする為為為為にににに戻戻戻戻ってってってって来来来来られるられるられるられる前前前前のののの七年間七年間七年間七年間のことをのことをのことをのことを言言言言っていますっていますっていますっています。。。。（（（（マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書24242424章章章章

14141414----30303030節節節節）））） 

 

 


