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第 1/3 部
ギャリー:
親愛なる皆様、私の名前はゲイリーです。このウェブサイトを見つけてくださって嬉しいです。私は牧師として奉仕してきました。20
年。そして、「アイ・アム・ア・ウォッチマン」ミニストリーで奉仕するようになりました。あなたがこのサイトを見つけたとは思えません。
このビデオは、偶然に出会ったものなのでしょうか？あなたがこのビデオを見ているのは、その魂が神様があなたを導いてくれたので
す。
そして、神の恵みによって、あなたは今、永遠の命を得るための新たなチャンスを与えられているのです。このビデオを見ているという
ことは、前代未聞の出来事が起きた為だと思います。
もしあらゆる国の、あらゆる人種の、あらゆる社会経済的背景を持つ数百万人の人々が
突然行方不明になったとき、何が起こったのか、今何をすべきなのか、そしてこれから何が起こるのかを知りたいと思うはずです。携
挙の緊急メッセージと題した 3 部作のうちの 1 部です。まず最初に、何が起こったのか、今何をすべきなのか、これから何が起こる
のかという重要な問いに対する答えは、短い回答と長い回答のものがあるということをお伝えします。
そこで、I Am A Watchman Ministry の創設者であるスコットと私が行ったのは、これらの疑問に答える 3 つの 10 分間の短いオ
ーディオファイルを提供することです。そして、24 ギガバイトを超えるフォローアップ情報の無料ダウンロードをご案内しております。この
3 つの音声ファイルの短い答えが真実であることを、ダウンロードしていただく書籍、資料、動画が証明してくれます。その情報に
は、今何をすべきかという提言と、これから何が起こるかという洞察が含まれています。しかし最も重要なのは、この情報は歴史の
極めて重要な局面で、いかにして神に敬意を表して生きるかを伝えることである。この大いなる必要に迫られた時の私たちからの
贈り物です。スコットを紹介します。何が起こったのか、簡単に話していただきます。
スコット：
ギャリー、ありがとうございます。私たちを含む多くのクリスチャン・ミニストリーは、ニュースの見出しが、世界中の何百万人もの人々
が突然消えてしまったという話で埋め尽くされる日が来ることを予期していました。これらの失踪は、テレビの生中継、監視カメラの
ストリーミング、携帯電話などで撮影され、地球全体を困惑させるだろう。あなたは平然と人を目撃し、1 ミリ秒、そして瞬きする
間にその人がいなくなる。私たちは、近い将来、飛行機が落ち、列車が脱線し、自動車が衝突し、基本的なサービスが中断され
る日が来ると警告してきた。それは、飛行機を操縦し、列車を動かし、自動車を運転していた信奉者が不意に姿を消したから
だ。私たちは、何千万人もの人々がいなくなれば、大混乱とパニックが起こり、何が起こったかについての多くの捏造された説明が
出始めるだろうと警告した。それは、地上に恐ろしい審判と苦難が訪れる前に、イエスが生まれ変わったイエス・キリストの信者を
連れ去るために戻ってくる瞬間的な出来事である、と語ったクリスチャンからの警告を覚えているかもしれない。
もし、世界中で何百万人もの人が突然いなくなったとしたら、それは長い間予期されていたことが実際に起こったということだ。聖
書は長い間、イエスがいつか戻って来て、反キリストが権力を持ち、恐ろしい 7 年の苦難が始まる前に、その民をいわば地球から
連れ去って携挙することを教えてきた。あなたは自分が思っている以上に危機にさらされている。新約聖書の多くの書物を書いた
使徒パウロは、この預言を書き残した。“主ご自身が、叫び声と大天使の声と神のラッパとをあげて天から降られ、キリストにある
死者が先によみがえるからである。そして、生きていて残っている私たちは、彼らと一緒に雲につかまって、空中で主にお会いするの
です。”
そして、まさにそれが実現となったのです。主イエスは私たちのために来てくださり、昔死んだ、または今生きている信者たちは、ちょ
うど空中で主に会うために雲に追いついたところです。私たちは 今、天国で私たちの主イエスから二度と離れることはありません。

私たちは、携挙の教義が何千年も前に遡る強固な聖書の基盤を持っていることを知ってほしいのです。聖書の最初の書である
創世記のわずか 3 章に、来るべき救い主についての予言が書かれている。この予言は イエス様がお生まれになったとき、そのこと
が実現しました。
イエス様は、死ぬと言われ、三日目によみがえると言われました。そして、そうされました。そして、イエス様は天に昇られるとも言わ
れました。そして、ここが重要なポイントです。彼は夜に盗人のように突然戻ってきて、彼の信者を地球から救うと私たちに約束し
ました。イエス様は約束通りに来られたので、聖書の預言は成就しました。特に、携挙、反キリスト、患難という用語に馴染みが
ない方は、吸収すべき情報がたくさんあることは承知しています。
友よ、学ぶべきことは多い。そして、私たちはその手助けをしたいのです。まず、皆さんの数人の方、おそらく多くの人が、神との真
の救いの関係につながると思っていた宗教的枠組みが誤りであることが判明し、ショックを受け、落胆し、混乱し、おそらく打ちひ
しがれているかもしれないという事実から始まります。しかし、希望はあるのです、まだ道はあるという途方もない希望が。このプレゼ
ンテーションを通して、また私たちが提供した他のダウンロード可能な資料にもあるように、福音の真理についての重要な議論があ
り、あなたが悔い改めて謙遜になり、イエス・キリストに救いを求めるように呼びかけているのです。このエラーはあなただけではありま
せん。しかし希望はあります。まだ道はあるという途方もない希望があります、しかしそれは難しいでしょう。このプレゼンテーションや
ダウンロード可能な他の資料でご覧いただけるように、ゴスペルの真理についての重要な議論と、悔い改め、謙遜になり、イエス・キ
リストに救いを求めるようにという呼びかけがあります。さて、ギャリーに話を戻す前に、携挙を逃したとしても、キリストに立ち返るこ
とができることを保証しておきたい。あなたは許されるのです。天国の希望を持ち、意義のある人生を送り、主のためにしっかり仕
上げたいという思いを持つことができます。さて、ここでギャリーが、次のステップとして何が最適かを紹介します。
ギャリー：
ギャリー、ありがとうございます。信じられないかもしれませんが、少なくとも聖書が真実であることを世界に証明するために、携挙
のイベントが行われたのです。聖書の予言では、携挙が起こること、そしてそれがどのように起こるかが予言されていた。何百もの
聖書の預言が成就したことは、聖書が正確であり、神の霊感によるものであり、真実であることを証明しています。ですから、皆さ
ん、聖書が罪と赦しと救いについて述べていることも真実であると理解し、信じることが大切です。聖書は次のように語っていま
す。敵であるサタンは、多くの従者を持つ堕天使であり、サタンとその悪魔は神が愛するものすべてを憎んでいます。そして、それは
あなたを含みます。人間を混乱させ、情報を与えず、霊的なことに興味を持たせないように巧妙に仕組んでいるのです。恐らくあ
なたもそうなのでしょう。しかし一番大切なのは精神的なものです。
霊的なものは永遠である。あなたの霊は永遠であり、あなたの人生を神に合わせるか、サタンに合わせるか、それ以外の選択肢
はなく、まあ、それがあなたの永遠の運命を決定するのです。過去に、御子イエス・キリストを通して神と一致することを誓った人た
ちは、携挙で連れて行かれました。これは、神が実在することを証明している。イエスが主であること。そして、聖書が真実であるこ
と。連れ去られた人たちは今天国にいて、不思議な新しい現実の中で主とともに永遠に生きることになるのです。連れ去られた
人たちには、待ちに待った救済の約束が実現したのです。あなたが携挙で連れて行かれなかったのは、イエス・キリストの熱心な信
者になることを選ばなかったからです。キリストはすでに雲の中の携挙の出来事で、その民のために来られましたが、いいですか、も
う一度来られるのです。
次回は、すべての視線が彼に注がれることでしょう。聖書には、彼は栄光のうちに現れると書かれています。その足がエルサレムの
オリーブ山に着地するのを世界は見るだろう。そして、痛みと苦しみと戦争と反キリストの支配に終止符を打つのです。そして、喜
びと平和の季節を迎えられるのです。聖書では、キリストの千年王国と呼ばれています。キリストは 7 年の艱難時代の終わりに

再び来られるでしょう。イエスが携挙で来られたとき、あなたは準備ができていなかった。イエスが再び来られたとき、あなたは準備
ができているだろうか？7 年後くらいになるかもしれないが、待たないように注意したい。聖書の予言によると、これからの数年間
は、迫害、戦争、飢饉、疫病、悪天候、地震、死が顕著になるとされています。数十億人が死ぬだろう。あなたは明日を約束さ
れていませんが、主はあなたにこの瞬間、神と一致し、イエスの真の信者となり、あなたの永遠の家が地獄ではなく天国にあると
いう保証を受ける機会を与えてくださいました。あなたは許されるのです。あなたは救われ、神と正しい関係になることができます
が、それはあなたが神に完全に献身している場合にのみ可能です。彼のことを知るだけでも、神が存在すると信じるだけでも十分
ではありません。信じるだけでは十分ではありません。聖書には、悪魔さえも信じると書かれています。あなたがすべきことは、あな
たの人生を彼に捧げ、彼のために生き、彼に仕え、彼のために証人となる覚悟を決めることです。それが、彼に真に献身すること
なのです。残された多くの人は、自分は善良なクリスチャンだ、携挙で必ず天に召されると思っていたのに、そうではなかったという
ことでしょう。それは、彼らの信仰やキリストのために生きるという決意が、真剣で誠実なものでなかったからです。しかし、あなたは
今すぐにでも、イエス・キリストの真の信者として献身する決意を固めることができます。
神様は、あなたにもう一度選ぶ機会を与えてくださいました。あなたが良い選択をするよう祈っています。時間は短いのです。今す
ぐ決断してください。そうすることが急務です。キリストを信じ、キリストのために仕える者になることを選択することは、次のステップと
して最も重要なことです。そして、キリストに従う者、仕える者であることを選ばないということは、キリストに逆らうことを選ぶというこ
とだ、ということを知ることです。実は、誰もが誰かの信者なのです。キリストと同盟しているか、サタンと同盟しているかのどちらかで
す。申し訳ないですが、これが厳しい現実です。中間がないのです。あなたは神と共にあるか、神に反しているかのどちらかです。
私は今、あなたに問いかけているのです。神のために生きることを選びなさい。神はあなたを愛しています。あなたを助けたいと願っ
ておられます。あなたを許し、あなたを使い、あなたに偉大な洞察を明らかにします。あなたが知っている地球の日々は終わりを告
げているのです。艱難辛苦がやってくる。聖書には、2 つの巨大な地球規模の波によって、世界人口の半分が死ぬと書かれてい
る。しかし、あなたは天国で神や、主によって携挙されたすべての人たちと永遠に暮らすことができます。この驚くべき現実は、あな
たが本当に信じるなら、あなたのものになるのです。もしあなたが神の愛と恵みを受ける準備ができていて、自分の計画や優先順
位を捨て、神のために精一杯生きようと思っているのなら、このメッセージのパート 2 をクリックすると、スコットと私が、イエス・キリス
トを信じ、従うようになるまでの過程を説明します。
しかし、このメッセージの次の部分をクリックできない場合に備えて、今すぐ救いの祈りを導きさせてください。このように祈り、誠意
を尽くせば、赦され、救われるのです。私は必要ありません。救われるために牧師は必要ありません。必要なのは、意欲的な心
と、これから私が祈ることと同じような祈りをすることだけです。もしあなたが、今から神様があなたを家に呼ぶ日まで、簡単なとき
も、難しいときも、イエス・キリストの忠実な信者になるというその決心をする準備ができているなら、私が祈る言葉を繰り返しても
いいし、この祈りの心情に従って自分の言葉で祈ってもいいのです。そうすることで、あなたの心、精神、そして永遠の魂を神と一
致させることができるのです。あなたは救われるのです。祈りましょう。
天の父よ、私はあなたを信じます。主よ、申し訳ありません、私はあなたのために生きてこなかったのです。私は、あなたが携挙で
来たこと、そして再び来ることを信じています。聖書は真実であると信じています。あなたが完璧な人生を送り、私のために十字架
上で死んで、私の罪が赦されることを信じます。私は、あなたが 3 日目によみがえったことを信じ、私を王の子として招き入れたこ
とを信じます。私は自分の罪をあなたに告白します。あなたを信じて、あなたのために生きたい。神様、あなたのために生きられるよ
うに助けてください。親愛なるイエス様、私はあなたを愛しています。私はあなたを信じています。主よ、私があなたのために生きるこ
とができるように助けてください。イエスの名において。アーメン。

第 2/3 部
スコット：
こんにちは。今回もスコットから、携挙後の緊急メッセージ教育シリーズの第 2 部をお届けします。まだ前編をお聞きになられてい
ない方は、今すぐお聞きになることをお勧めします。なぜなら、ここでお話しすることは、前回のメッセージの上に成り立っているから
です。私はゲイリーと一緒に、あなたがイエス・キリストの真の信者になるための最も重要な決断を下すお手伝いをする特権を与え
られています。この信仰のステップが、神の目から見た赦しと救いの保証につながるのです。人間の作った宗教的伝統は、救われ
る方法について誤った理解につながるので、そのように表現することが重要なのです。この信仰のステップが、神の目から見た赦し
と救いの保証につながるのです。人間の作った宗教的伝統は、救われる方法について誤った理解につながるので、そのように表
現することが重要なのです。そこで、まず大切なことをいくつかお伝えします。まず、ゲイリーと私は、この人生を変えるような取り組
みに励み、情報を提供し、支援するためにここにいます。宗教的なルールや習慣を手放すことができるようになります。伝統と、イ
エスがすでに成し遂げてくださったことへの信念と信仰に完全に頼っているのです。
私たちのことではありません。イエス様のことなのです。さらに付け加えれば、この信仰の決断はあなたと神との間だけのものです。
誰もあなたをコントロールしたり、操作したりすることはできません。自由意志を持っている。これは完全にあなたが決めることです。
文字通り、イエス・キリストとの関係を結ぶよう招かれているのです。私を含め、何百万人もの信者がすでにそうしている。第二に、
あなたの信仰声明は、完璧な言葉を祈ることではありません。心から祈ることです。必要なことは、あなたが自分の言葉で、自分
が罪を犯し、神の完全で神聖な基準に合わないことをしたこと、自分がしたことを後悔していること、神の赦しと無条件の愛の必
要性を完全に理解していること、聖書が真実であると信じていること、神のために人生を捧げることを望んでいること、つまり、あな
たが学び成長し、新しい信仰について人に伝える意思があることを神に告げることなのです。
あなたのいる時間は、とても絶望的で邪悪な時間です。あなたは終わりの時代にいて、一番必要なのは、イエス・キリストにある
救いです。それが、あなたが置かれている窮状に対する真の答えです。この終末の時代に、いかにうまく終わらせるかが重要なので
す。悔い改めてキリストを信じるようにならない限り、携挙後に取り残された状態から立ち直ることは不可能です。よく仕上げたい
と願うべきで、そのための唯一の方法は、キリストに見出されることです。第三に、真摯な救いの決断は、取り返しのつかないもの
であることを心の底から知ることです。つまり、神様はあなたを愛するという気持ちを変えるつもりはないのです。さて、堕天使であ
り、神の敵であるサタンは、あなたにそれを信じさせようとはしない。聖書によると、彼は嘘と欺瞞の父であり、神が愛するものを殺
し、盗み、破壊しようとする、とあります。彼はあなたを疑い、あなたは救われていない、あなたの初期の信仰の歩みは想像の産
物であると思わせようとします。サタンの策略に屈せず、すべてにおいて聖霊にゆだねよ。サタンがあなたに囁く嘘の中に、「あなた
には価値がない。あなたは十分に良いものではありません。聖書は嘘だ。神様は本当にあなたを愛していない"とあるでしょう。
今、あなたがこの緊急メッセージを聞いているのは、神があなたにこのメッセージを聞かせたかったからだと言っているのです。彼は
今、文字通りあなたに手を差し伸べています。なぜなら、彼はあなたが今ここで、彼との関係を結ぶことを望んでいるからです。もし
あなたが誠実に関係を結ぼうとするならば、神はあなたと永遠の関係を築いてくださるでしょう。彼はあなたを救うことができ、喜ん
で助けます。そして最後に、キリストの信者になることは、一度やって忘れるという事ではありません。火災保険の形として、あるい
は天国に行くためにと同様に扱うことを知っておいてください。いや、キリストとの関係を表現しているのです。神の子であり、父と
聖霊と同格の三位一体のメンバーである。
キリストを信じて身を委ねればすぐに救われますが、キリストとの新しい関係には、神の言葉を読むことによってキリストを知ることが
必要です。そして、そうすることで、私たち一人ひとりがキリスト教信者として成長するために、時間をかけて成熟していくのです。こ

れはとても重要なことなので、ゲイリーと私は皆さんによく理解してもらいたいと思い、話を展開させていただきます。"昔、キリストを
信じる決断をしたから、もう大丈夫 "と思ってはいけない。いや、キリスト信者という言葉は現在進行形で考えるべきだろう。私
は、イエス・キリストとの関係を継続し、積極的に神への信仰を追求し、信者として成長し、他者を助け、奉仕する意欲を育んで
います。聖書を手に入れることを最優先にして、新しい信仰が育つように読んでみてください。新約聖書から始めて、最初はヨハネ
を中心に、その後、ヨハネの黙示録まで読み進めることをお勧めします。ラプチャーキットには、その過程で役立つ多くの資料が用
意されています。さて、クリスチャンは神様のことをただ知っているわけではありません。彼らは積極的に神のために生き、神のために
犠牲を払い、神のために証しし、必要であれば神のために殉教者として命を捨てるのである。大変残念なことですが、聖書には、
キリストに従う者は迫害され、多くの者が滅びると予言されています。心の奥底では、すでにこのような恐怖を感じているかもしれ
ません。あなたは、神の裁きの波を次々と目撃し、自分の置かれている危機を確認することになるでしょう。7 年間の艱難時代に
は、世界の人口の約半分が滅び、地球は荒廃する。多くの超自然的な兆候が見られ、選択を迫られることになるでしょう。反キ
リストではなく、イエス・キリストを選びなさい。真実を選びなさい。獣の印をとってはならない。また、あなたの判断力を圧倒するよ
うに作られた、神の言葉と矛盾する奇跡的な印に惑わされてはならない。
多くの壮大なものが全世界に目撃されることになります。用心に越したことはない。飢えや疫病や戦争や迫害で死んでも、天国
で私たちと一緒にいられるように、イエス・キリストとの関係を通して命を選びましょう。簡単なことではありませんが、それがあなたが
決意しなければならないことです。キリストに従うこと は、あなたができる最も重要な唯一のことです。ギャリーや私が代わりにでき
ることではありません。親愛なる友人であるあなたは、心と思いと魂を尽くして神を求め、今すぐ神のもとに来なければならないの
です。最後に、あなたには多くのことが期待されていることを知りながら、このイエスとの関係に入りましょう。完璧である必要はない
のです。私たちは誰一人としてそうではありません。実際、神様はあなたが何度も失敗し、つまずくことを知っておられます。しかし、
転んでも立ち上がって再挑戦する姿勢は必要です。アスリートはレースを走り、ミュージシャンは曲を奏でる。そして、クリスチャンは
主のために生きる。では、ギャリーに代わって、クリスチャンになるための簡単な 3 ステップのお祈りをご紹介します。
ギャリー：
スコット、ありがとうございます。神は、その憐れみにより、クリスチャンになる過程を信じられないほど簡単なものにしてくださいまし
た。それは、謙虚な子供のような信仰から始まる。ABC のように簡単だと言う人もいる。救いの ABC をお話ししましょう。ABC
の頭文字の A は、アドミット（認める）の略です。自分が罪人であること、そして神の赦しが必要であることを認めなければなら
ないのです。自分の罪を神様に精一杯認めなければなりません。あなたが神様の望まれるような存在でなかったことを思い起こす
よう、イエス様に祈り求めてください。自分が罪人であり、神に背いたことを認め、自分の非を認めること。救世主が必要なことを
認める。しかし私たちは皆、罪人なのです。私たちは皆、間違ったことをしてきました。地球上のすべての人は、神の赦しを必要と
しています。すべての人に救い主が必要です。だからイエス様が来てくださったのです。ローマ 3 章 23 節には、「私たちは皆、神の
栄光を受けられないでいる」と記されています。しかし、ヨハネによる福音書 3 章 16 節には、「神は、そのひとり子であるイエスをお
与えになったほどに、世を愛された。彼を信じる者は滅びることなく、永遠の命を持つ。」それは素晴らしい真実です。信じなさい。
そして、これが頭文字の 2 文字目につながるのです。B はビリーフ（信念）の略です。私たちは、イエスが神の唯一の子であること
を信じなければなりません。聖書にあるように、「この方が地上に来られ、処女から生まれ、罪のない生涯を送られ、十字架にか
かり、三日目に死者の中からよみがえられたことを信じなければならない 」とあります。私たちは、イエス様が私たちを赦してくださ
ることを信じなければなりません。そうすれば、私たちは神様の前に非難されることなく立ち、永遠の命を与えられるのです。スコッ
トと私が何十年もそうしてきたように、あなたも心からそう思っているはずです。また、聖書が真実であること、イエス様が 2000 年

前に地上に来られたこと、そして最近、イエス様が雲に乗ってやってきて、忠実な信者を携挙で捕まえに来たことを信じなければな
らないのです。あなたは今、この出来事を目の当たりにしました。聖書は真実であり、聖書の予言は次に何が起こるかを正確に知
らせていることをご存知でしょう。
また、7 年間の艱難時代の終わりにイエス様が再び来られ、その時に地上の悪の支配に終止符を打たれることを信じなければな
りません。そして、C はコミットメント（約束）の略です。
キリスト信者はイエス様を信じなければならないだけではありません。また、私たちはイエスのために生きることを約束しなければなり
ません。クリスチャンは、自分の時間、贈り物、お金、努力、絶対にすべてをイエス・キリストのために捧げなければなりません。そう
することであなたがうまく終えることが出来るのです。クリスチャンはキリストのために生きるのであって、自分のために生きるのではあ
りません。クリスチャンは、イエスに人生を捧げる前とは異なる、あるいは新しい追求や優先事項や情熱を持って、新しい道を歩む
ことを約束しなければなりません。キリストを受け入れると、聖霊が宿り、超自然的に助けてくださることを理解しなければなりませ
ん。クリスチャンになると、人は変わります。聖書には、「霊によって生まれ変わる 」とあります。あなたは「新しい創造物」になるの
です。スピリットがあなたの中にあり、あなたを導いてくれることで、あなたは心も体も生まれ変わり、より健康になることを実感し始
めるでしょう。これらは、神からの無条件かつ無償の贈り物です。獲得することはできません。忠実な信者に、神はそれらを自由に
与えている。その結果、あなたは聖化において成長します。つまり、新しい、異なる、より良い、より聖なる生活を送るために、あな
たは成長し、別けられるのです。真に献身的なクリスチャンは、古いやり方に抵抗し、避けるようになります。イエス・キリストを敬わ
ない古い生活の要素は、浄化されるべきです。真のキリスト信者は、学び、成長し、キリストのために生きるために最善を尽くすこ
とを約束します。今あなたがイエス様を信じ、イエス様の赦しを受け、イエス様と共に、イエス様のために新しい、より良い人生を歩
むことを誓いたいのなら、今すぐ私と一緒に祈ることによって、あなたの決意を正式に表明してください。声に出して祈る。心から祈
ること。真摯な気持ちで祈りましょう。私が言うことを繰り返してもいいし、あるいは 霊の導きにしたがって、自分の言葉で祈ること
ができます。
完璧な祈りとは、完璧な言葉のことではありません。それは、主の前に心を注ぐことです。だから この言葉を正確に祈る必要はあ
りませんが、一緒に祈ることをお勧めします。スコットと私は、この最も重要な次のステップを支援したいと思います。では一緒に祈
りましょう。神様、私は自分が悪いことをしたと認めます。あなたの事が必要なことは認めます。神様、どうか私を許してください。
私はイエス様を信じています。彼は私の救世主であり、主であると信じています。私は、イエス様が来てくださり、死からよみがえっ
たことを信じています。私は、あなたの贈り物である赦しと永遠の命を受け取りたいのです。主よ、私の人生をあなたに委ねること
ができるように助けてください。主よ、私がこの瞬間からあなたのために生きることができるように助けてください。アーメン。もしあなた
が心からその祈りを表現したなら、神様はあなたを赦し、永遠の命をプレゼントしてくれたことを知ることができます。聖書には、「私
がこれらのことを書いたのは、あなたがたが神の子の名を信じるようになり、永遠のいのちを持つことを知るためである。」と書かれて
います。それは、第一ヨハネ 5 章 13 節からです。
キリストのもとでの新しい人生、おめでとうございます。あなたは今、新しい道を歩んでいます。あなたは携挙を逃したが、2 度目の
チャンスが与えられているのだ。それを大切にしてください。この歴史の重要な局面で、あなたは新たな、そして驚くべきミッションに
着手しようとしています。この携挙後の緊急メッセージの第三部をクリックすると、スコットと私が、あなたが知っておくべきこととすべ
きことについて、いくつかの考えを共有します。準備すべきものと、キリストの成長に役立つ 24 ギガバイトほどの資料をダウンロード
する方法について、簡単にご紹介します。私たちは、あなたが新しい信仰の中で成長する方法を知ってほしいのです。私たちは、こ
の重要な最後の日に、何が起こり、どのように主のために生きるかを知っていただきたいと思います。

第 3/3 部
スコット：
さて、友人よ、これは携挙後の緊急メッセージの 3 部作のうちの 3 部目です。携挙が行われました。キリストが来られ、ご自分の
ものを捕らえられたのです。聖書では、現在皆さんがいる期間を艱難辛苦と定義しています。それは、神の怒りが不信仰な世界
に注がれる恐ろしいものである。この時期には 2 つの焦点があり、1 つの共通の結果があります。これまで神は自制してきたが、世
界はある種の転換点を迎えている。神はその抑制的な保護を取り除いたのだ。聖書は、神が以前にも地球を裁いたことを明らか
にしている。洪水やソドムとゴモラは過去の例です。洪水やソドムとゴモラは過去の例です。艱難辛苦には二つの目的がある。第
一に、聖書には、神は世界中の悪を行う者を罰すると書かれています。そして第二に、唯一のメシアであるイエス・キリストへの信
仰によって、ユダヤ人を民族的救済に導くことである。諸国民の悪の裁きとイスラエルのユダヤ人の民族的救済、この二つの平行
線は、人々にイエス・キリストの必要性を理解させるために、ものすごい圧力をかけて行われているのです。
これが、先ほど申し上げた一般的な結果です。救いは、子供のような祈りから始まるのに、悲しいことに、多くの人が プライドと無
知と自己妄想の中で抵抗することになる。そんなこと言われないように。艱難時代の終わりに反キリストがイスラエル国民と平和
条約に署名した後、30 日の月の 7 年間、つまり 2520 日後にイエスは再臨されるのです。何百年もの間、人々の恐怖の想像
力をかきたてるキリストの再臨である。覚悟が必要です。あなたが、自分の人生をキリストに委ね、この数日間における神の目的
に身を任せ、残りの人生を神のために使うよう努力するという霊的決断を最終的に下すことができるよう祈ります。もしそうなら、
天国の天使たちが喜んでいることを知ることができます。神様はあなたを待っていたのです。イエスはあなたのために来て、あなたの
ために生き、あなたのために死に、そして今、あなたを使おうとしているのです。そうです、生まれ変わったキリスト信者はすべて携挙
の瞬間に連れて行かれたのですから、あなたを使います。今、地球上には真理を知る人があまり残っていませんが、それも間もなく
変わるでしょう。世界中で何千万人もの人々が信仰を持ち、悔い改め、イエス様を信じ、救われるでしょう。聖書には、艱難辛
苦の中で救われる人の数は、非常に多いと書かれています。ギャリーと私は、神が他の人々に真理を伝えることによって、あなたを
利用したいと望んでおられると強く信じています。今となっては当たり前のことかもしれませんが、聖書が真実であり、聖書の預言
が携挙と艱難時代の出来事を予言していたことを知っている人は、それほど多くはありません。救われる方法を知っている人は多
くない。これから起こることを知る人は、そう多くはないでしょう。今、人々は怯え、混乱しています。多くの人が疑問を抱いていま
す。あなたには答えがあり、それは神の言葉である聖書に基づいています。
このように、あなたは多くのことを学び、あなたや他の人が抱く疑問に対する多くの答えを知ることになるでしょう。聖書の中にある
んです。だから、主のために仕え、証人となること、これが今のあなたの使命なのです。あなたは、目的と意図を持って生きることが
できます。自分に残された時間を尊重することができます。勇気と犠牲をもって、できる限りのことを他人と共有することで、あなた
は卓越した存在になれるのです。私の友人であるあなたは、証人となり、仕えるために救われたのです。あなたは今、一人でも多
くの人を救いの信仰に導くという神の使命の最前線に立っているのです。間違いなく、これから壮絶な戦いの連続が待っていま
す。次はゲイリーが、聖書の預言と、この時代に世界で起こっていることについての情報を求める皆さんのニーズに応えるために、私
たちがどのように準備をする必要があると考えたかについて、お話しします。ギャリー。
ギャリー：
聖書の預言によると、携挙が起こることが記されていたため、The I Am A Watchman Ministry チームは携挙を予期することができ
た。聖書の約 3 分の 1 は予言的な内容である。聖書には 1,000 以上の預言があり、900 以上の預言がすでに正確に成就し
ていると言われている。残りはまだこれからです。聖書の予言成就の記録は 100％正確です。聖書の預言は、何世紀にもわたっ

て多くの人が精力的に試したが、誤りであると証明されたものはない。聖書の預言が成就したことは、神の言葉の完全性を証明
するものです。携挙が起こったという事実がこれを裏付けており、聖書の預言がこれから起こると言っていることは、黙示録、マタイ
伝、ダニエル伝、エゼキエル伝、ザカリア伝、イザヤ伝などに示されている通りに起こると、私は明確に言うことができるのです。私た
ちは今、あなたのために心を痛めています。概要をお伝えします。
世界は今、かつてないほどの変化と苦難の季節を迎えようとしています。やがて反キリストと呼ばれる新しい恐ろしい世界的指導
者が台頭し、彼とともに新しい世界的経済、宗教、軍事システムを作り上げるだろう。最終的には、これらすべてが彼の管理下
に置かれることになります。反キリストは 7 年間、地上に君臨する。世界が知る限り、最も困難で、最も抑圧された 7 年間とな
るだろう。あなたは、恐ろしくて恐ろしい悪の行為を個人的に目撃する可能性があります。艱難辛苦と呼ばれるこの時代は、善と
悪の壮絶な戦いが繰り広げられる。地球上の何十億という魂の永遠の運命がかかっているのです。2 つのことが同時に起こりま
す。反キリストは、世界の問題に対する一見壮大な答えを持って権力にのし上がる。超自然的だが邪悪な洞察力と能力に恵ま
れ、慈悲深く聡明な人物、影響力のあるカリスマ的指導者のように見えるだろう。
しかし、やがて彼は、かつてないほどの悪人であることを示すことになる。彼の指導に抵抗する者、あるいは聖書の唯一の真の神
を崇拝する勇気を持つ者は、厳しい弾圧を受けることになるのです。彼の治世が始まって 3 年半が過ぎると、彼に反対するすべ
ての人々を孤立させ、投獄し、処刑するための全力が注がれることになるだろう。この迫害と、反キリストがもたらす戦争と経済的
苦難によって、何十億人もの人々が死ぬことになる。聖書には、世界人口の約半分が 2 回の大波で死ぬと記されている。反キ
リストは悪を擬人化したものであり、彼の善の外観は世界を欺くための裏技に過ぎないのです。反キリストが権力を握ると同時
に、神は一連のしるし、不思議、預言者や天使によるメッセージ、信仰復興、さらには苦難を送り、これらを通して、聖書が真実
であり、イエスに信頼を置くことによってのみ救いが得られることを世界に思い出させようとされるのです。アッラーでも仏陀でもヒンズ
ー教の神々でもない。トランスヒューマニズムでも、テクノロジーでも、AI でもない。
救いは、イエス・キリストを信じる信仰による神の恵みによってのみ可能である。それが今、あなたが人に伝えるべきメッセージです。
イエス・キリストに信頼を置くことで救いが得られることを、できる限り大きな声で、できる限り長く、できる限り多くの人に伝えるこ
と、それがあなたの使命なのです。艱難辛苦の時代には、戦争、干ばつ、毒水、地震、迫害、耐え難い暑さ、異常な暗闇があ
る。しかし、多くの人々が救いのためにイエスを信じるようになる驚異的な回心も起こるでしょう。多くの人が主を信じるようになり、
新しい地下教会が誕生するのです。終末の教会は、ローマ政府から激しい迫害を受けた初代キリスト教会と多くの点で似ている
と思われる。紀元 100 年から 400 年の間に、約 200 万人のキリスト教徒がその信仰のために死刑になったことをご存知でしょう
か。当時の人口構成からすると、驚異的な数字です。
残念ながら、あなたがこれから経験する艱難辛苦の時代と、反キリストがもたらす信者への迫害は、もっとひどいものになるでしょ
う。あなたを大切に思うからこそ、私たちは今、厳しい事実をお伝えしているのです。これから直面することの厳しさを甘く見ることは
できません。あなたの唯一の希望は、イエス・キリストへの深い信仰です。しかし、あなたが苦難に直面するとき、彼はあなたととも
に立ち、あなたを強め、あなたを慰めてくれることでしょう。何世紀もの間、他の勇敢なキリスト教徒があなたより先に行ったという
事実に勇気を得てください。彼らは、たとえ命を落としたとしても、苦難の中にあっても信仰を強く持ち続け、主の証人となること
が可能であることを示したのです。あなたが最初ではないし、一人でもない。他の人たちは悪に立ち向かってきたし、あなたもそうす
ることができる。親愛なる友よ、あなたのような新しい信者の証しによって、7 年間の艱難時代に世界中の何百万もの人々が神
を信じるようになるでしょう。
あなた方は、世界の歴史の中で最も偉大な伝道の時代のひとつに生きているのです。自分には役割があると信じること。あなた
は、主のために強く忠実な証人となることで、この終わりの日の偉大な信仰復興の一部となることができるのです。簡単なことで

はありませんが、先達が模範を示し、最後までやり遂げた人には大きな報いがあります。この時代に必要なのは、ウォッチマンで
す。ウォッチマンという言葉は、聖書の言葉です。ウォッチマンとは、大きな勇気と信念を持った人のことです。ウォッチマンとは、軍
隊の特殊部隊のようなものです。ウォッチマンは、積極的で恐れを知らない人たちであり、すばやく共有し、すばやく犠牲にし、す
ばやく行動に移します。ウォッチマンは、神様が過去に何をなさったかを学び、これから何をなさろうとしているのかを分かち合いま
す。ウォッチマンは、他者の精神的福祉に関心を持ちます。監視し、警告する。彼らは暗闇の中で明るい光として輝き、すべての
人が主とその人類救済の計画を見ることができるようにします。
そう、あなたはこの終わりの日に、神の御業において重要な役割を果たすことができるのです。友よ、ただ主を信じるだけでなく、主
のための監視者として、本当に主のために生きることに挑戦しよう。I Am A Watchman Ministry は、あなたが信仰を学び、成
長するために、無料でダウンロードできる資料のライブラリを用意しています。ラプチャーキットと呼ばれるものです。スコットと私は、ラ
プチャーキットに含まれる書籍や文書、教育用ビデオは、皆さんが活用したくなるような貴重なリソースであると信じています。聖書
の先生や牧師として働いていた忠実な信者たち、純粋に生まれ変わった経験を持つ人たちは、携挙によって連れて行かれたこと
を忘れないでください。真の教会はもうない。ですから今、神様が次の世代の聖職リーダーを育てておられる間、これらの教材に大
きく傾注されることをお勧めします。何が真実なのかを知り、これから起こることを知り、これから起こることにどう備えるべきかを教え
てくれるのです。
これらは、あなたが聖書を理解し、聖書に書かれている霊的真理を分かち合い、教えることができるようになるためのものです。ラ
プチャーキットのアクセス方法、ダウンロード方法、使用方法については、スコットにメッセージを戻します。
スコット：
親愛なる友人の皆さん、キリストに従い、残りの人生をキリストに捧げる決心をした皆さんを、私は今、兄弟姉妹と呼んでいま
す。ギャリーと私、そして I Am A Watchman チームが用意した、驚くほど深い情報にアクセスする方法をお伝えするときが来まし
た。これは、あなたの前に行ったあなたの兄弟姉妹たちがバトンをあなたに渡すところです。rapturekit.org のウェブサイトでは、ファ
イルやフォルダーを一式ダウンロードして、独自のラプチャーキットを作ることができます。着実な説明のスクリーンショットや、いくつか
の指導ビデオがあり、参考になるはずです。データ量が多いので、何時間かかかるかもしれませんが、辛抱してください。ギャリーを
はじめ、多くの人がダウンロード中だと思いますので、通常より遅くなるかもしれません。根気よく、あきらめないでください。
ダウンロードが中断され続ける場合は、そのまま押し続けて再試行してください。勝たなければなりません。あらかじめ用意した 3 つ
のダウンロードサイト、box.com、dropbox.com、sync.com のいずれかへのリンクを探し、ダウンロードできるものはすべてダウンロ
ードすることが目標です。これらの資料の中には、携挙の間に起こったことについての 2 つのビデオプレゼンテーションがあります。
PDF 版の聖書がいくつかあるので、常に勉強するための 1 冊を持つことができます。私たちは、イエスの物語を含む多くのテーマの
領域を対象とする PDF 電子ブックを用意しており、また、他の人に教えるための聖書研究として使用することも可能です。5 時
間半に及ぶプレゼンテーションでは、"艱難辛苦の聖徒が知るべきことは、来るべきものに立ち向かうための準備になる"と題し、14
のテーマを取り上げています。私たちはベテランの牧師から多くの説教を集めました。ベテラン牧師による多くの説教を、音声と映
像で集め、いくつかは音声形式で、いくつかはビデオで、あなたが自分自身で学び、聖書の真理を他の人に伝えるのを助けます。
全部で約 25 ギガバイトのデータで、紹介しきれないほどです。これらの資料をパソコンや Mac にダウンロードし、32 ギガバイトの
USB ドライブに何度でも、いつまでもコピーが出来ます。ゴスペルのメッセージを聞き、神の言葉の驚くべき真理を発見する必要が
ある人を見かけたら、USB ドライブを渡すか、より良い方法は、その人のパソコンやデバイスにコピーし、オリジナルを保管しておけ
ば、あなたが出会う他の人に渡し続けることができるようになることです。ちなみに、これは無料で何度でもコピーできますので、強く

お勧めします。このラプチャーキットのリソースの資料を広める。これが今のあなたの使命です。近いうちにお会いできるのを楽しみに
しています、と申し上げて私の役割を終わりにしたいと思います。死や携挙で先立たれた人たちとの大いなる再会がある。
もし、あなたが携挙で連れ去られた配偶者や子供がいるならば、彼らは天国で私たちと一緒にいて安全であり、すぐに再会でき
ることを知っておいてください。しかし、今、あなたがイエスに信仰、信念、信頼を置くことが非常に重要です。地球上で多くの人が
死んでいく中、死が訪れることはないかもしれないので、決断を先延ばしにしてはいけない。永遠の未来をそのような危険にさらさ
ないのが一番です。警告します。そしてそれ以上に、ゲイリーと私は主においてあなたを愛し、天国で私たちと一緒にいることを望
んでいます。最後に注意を喚起しておく。獣の刻印を避け、良い仕上がりになるように努力することが非常に重要になります。あ
なたは携挙を逃し、非常に辛い思いをするかもしれませんが、今からでも遅くはありません。これらのテーマについては、Rapture
Kit のダウンロードリンクや資料で詳しく説明しています。成功。この季節、あなたが元気に過ごせますように。
ギャリー：
キリストにある兄弟姉妹の皆さん、強くなることをお勧めします。学ぶべきこと、やるべきことはたくさんありますが、神様は助けてくだ
さいます。つまずくことがあっても、神様はすぐに赦し、前に進めるように助けてくださいます。大切なのは、彼を信じてあきらめないこ
とです。サタンは、"その仕事はあなたには難しすぎる "とか、"もうやめる時だ "とか、"あなたには価値がない "とささやくかもしれま
せん。嘘つきの言うことに耳を貸してはいけません。これを知ってください、神はあなたを愛しています。彼は、あなたがリセットし、彼
のために生きるために、この遅い時間の機会を与えてくれました。彼のためによく生き、彼のためによく仕上げる者は、誰も想像で
きないほどのものを彼から受け取ることができることを忘れてはならない。忠実であれ。強くあれ。スコットと私、そして私たちそれぞ
れの配偶者と I Am A Watchman Ministry チームは、近いうちに皆様にお会いできるのを楽しみにしています。神のご加護を。

