
各方面から届いたヘンリー・グルーバー師「祈りの要請」のメールとハーザー誌要約 

■メールＡ 

8月 18日、ヘンリー・グルーバー師がアンテオケ宣教神学校で非常に重大なメッセージをされましたので、執成し祈りお願いします。9月 28日

（20日の誤り）、ジュネーブ（ニューヨークの誤り）で開催される国連総会で「パレスチナを国家として承認し、イスラエルの国境を 1967年当時の国

境まで戻し、エルサレムをパレスチナに明け渡す」案が出されるが、この案が承認されないようにクリスチャンは祈らなければならない。特にその

時、国連に派遣される日本の代表がこの案に反対し、イスラエルを擁護する側に立つように祈って下さい(Ⅰテモテ 2:1)。 

★「そこで、まず初めに、このことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、とりなし、感謝

がささげられるようにしなさい。」 

もし日本が、国連でイスラエルを擁護しないで、パレスチナを国家として承認する票を投じるなら、主は日本に今回の地震を上回る地震を日

本に起こされるだろうとヘンリー師は警告されました。どうか日本のリーダー達とイスラエルの為に執成しの祈りをお願いします。 

■メールＢ 

世界的預言者ヘンリー・グルーバー師が大阪聖会 ［先週 8/15 (月)～18 (木) 、アンテオケ国際宣教神学校、校長: 預言者 リー・サンヨル 

卙士、学長 吉田 茂樹 牧師 ］にて語った主からの日本国家に対する緊急の取り成しのリクエストをお分かち致します。 

主が、ヘンリー師に語られた事は「来月9/28（9/20）に日本国家の代表者が、スイスのジュネーブ国連会議で イスラエルを擁護する立場を取

らない場合は、先の3/11, 東日本大地震と比較にならない程の災害規模を超える大地震が 日本列島を襲う。」との事で、それが決して起こらな

い様に、執り成しをする様に、との事です。( 又、師は 第2 歴代誌 20章 、ゼカリヤ 2 : 10～12、同 12 章全 ) 等 を引用して解説しました。) 

その聖会では 皆で 各自、悔い改めに導かれ、その後 非常に長い時間、叫びの執り成しをしました。悔い改めのチェックポイントは 下記の

通りでした。後は、各自、導かれるまま悔い改めをしました。 

1) 日々の祈りが、自己中心的になっていなかったか、どうか。 

2) 日本の政治家の為に祈ってきたか、否か。 

3) 日本の政治家に 感謝してきたか、否か。 

4) 日本国家の代表者が、今まで 反イスラエルの立場を取っていた事。等でした。 

詳細は、アンテオケ国際宣教神学校へ お問い合わせ下さい。聖会のDVDも神学校にて、販売中です。(参加者から優先される と思います。) 

アンテオケ国際宣教神学校 : 大阪府東大阪市小阪 1-13-13 TEL : ０６－６７８２－３７７７、FAX : ０６－６７８２－７１７０、E-mai : antioch@talant-net.jp  

mailto:antioch@talant-net.jp


■ハーザー「緊急メッセージ」要約（2011.９月号） 

１.スマトラ沖地震に関して（2004.12.26の出来事 死者 20万人以上） 

（1） この津波の起こる前、Ｈ.グルーバー師は、四国のある教会でメッセージを語っていました。その時、

突然、インドネシアからグアム島まで向かう巨大な嵐の幻を見ました。巨大な波が天にまで届くほどで、

その津波が向かう方向の全ての島々を飲み込む勢いです。そこでメッセージを止め、床にうつぶせに

なって、泣きながら祈り始めました。 

（2） どのくらい経ったか、師の周りで子供から大人まで教会の方々が泣きながら祈っているのを見まし

た。主の体なる教会の彼らにも、与えられた祈りであったのです。そして、主の言葉に促されて立ち上

がり、インドネシアの方向を見ると、幻の中で、巨大な波が後ろに退いて行くのが見え、怒り狂っていた  http://www5d.biglobe.ne.jp/~kabataf/sumatra_jisin.htm

波が鏡のように穏やかになり、黒雲が金色変り、天から「主は、日本を訪れる。そして、日本を主の栄光で追おう」との声を聴きました。 

（3） この幻のことを、実際のスマトラ沖地震の後で、沖縄の教会で語った時、アメリカ陸軍の地震学の専門家から次の話を聞きました。 

「実は、あの津波がインドネシア、スリランカ、まっすぐそのままスーダンに届いた時、あの津波は全方向に広がって、太平洋に進み、グアムを飲み

込み、日本を飲み込むはずだったのです。しかし、私たちが目にしたのは自然の法則、歴史にも全く反する事でした。もし石を一つ池の中に投げ

入れるなら波紋は 360度に広がるはず、けれども、この津波は二つの大海を越えて一つの方向に進んでいった。この津波は自然の法則に全く反

することをしたのです。あたかもこの津波には目的があって、それはインドネシア北部、スリランカ北部、スーダン北部だけを目指していたかのよう

でした。この津波は本当は沖縄から始まって本州に達するはずだった。ところが波は違う方向をまっすぐ進んだのです。」 ※「」内原文 

※サイト管理者参考；米国の預言者リチャード・メーデン師の集会メッセージ 1998年 8月 Ｆ

ＧＢＭＦＩジャパン全国大会「霊的なものか実際かどうかはわかりませんが、日本に来る前に、

別に見たくはなかったのですが、ベトナムから太平洋にかけて２００フィート（約６０メートル）の

高さの津波が押し寄せている幻を見ました。http://www.k2.dion.ne.jp/~yohane/00nihon-yogen2.htm  

（4）グルーバー師が、この津波の事を悲しんで祈っていた時に、壁に貼ってあった「殉教者

の声（Voice of the Martyr）http://www.persecution.com/ 」と言う宣教団体の一番殉教

者を出している国が色づけされている世界地図（左の地図は参考）に目が留まりました。 

そこには１２月に津波があった地域（スリランカ北部、インドネシア北部、スーダンが、その

前の九月迄四年連続で最も殉教者を出している国とされていました。そこの邪悪の杯がい

っぱいになっていたのです。その、超えてはならない一線を知っておられるのは神だけです 

（エゼキエル 25：6-7.15-17参照） ※サイト管理者参考「怒りの杯」；ヨハネの黙示録 16：19他 

http://www5d.biglobe.ne.jp/~kabataf/sumatra_jisin.htm
http://www5d.biglobe.ne.jp/~kabataf/sumatra_jisin.htm
http://www.k2.dion.ne.jp/~yohane/00nihon-yogen2.htm
http://www.persecution.com/


２.アメリカとイスラエル（2011.5.22の出来事） 

（1）イスラエル「ネタニアフ首相」とアメリカ「オバマ大統領」 

 ネタニアフ首相の幼尐時代、ご両親に預言が伝えられました。「この男の子が成人したらイスラエルの首相になる、もし彼が、神様がイスラエルの

為に選ばれた時と土地を尐しでも妥協するなら、神様が彼を首相の位置から離す」と。そして首相になった後、彼は、ハマスとパレスチナ政権との

契約に署名し、ガザを、ベツレヘムを、ヘブロンを手放してしまいました。そうすると、彼は次の総選挙で政権を失いました。  

その時、幼い日の預言を思い出し、ひれ伏して悔い改めた彼の元へ、預言者が遣わされてきました。「主はあなたの祈りを聞かれた。ネタニアフ、

主はあなたの悔い改めを受け入れられた。主はもう一度首相として確立させる。しかしながら、もう一度妥協するなら、あなたは死ぬ」と・・・・。 

そのような中、今年（2011）の５月２０日、オ

バマ大統領が、ロシアとＥＵのリーダー達との

間で、イスラエルの首都エルサレムを、「国家

として認められたパレスッチナに引き渡す」事

を話し合い、国連にこれを提案すると言う声

明文が出され、これを知ったネタニアフ首相

が、急遽ホワイトハウスにオバマ大統領を訪

ね、会見をしました。 

※ネタニアフ大統領は、神様との約束で、

二度と妥協してイスラエルの地を引き渡す

わけには行かなかったからです。 

 会談でオバマ大統領は、「エルサレムをパ

レスチナに明け渡して、エルサレムをパレス

チナの首都とし、国境を１９６７年（イスラエル

の首都はテルアビブ）に戻す事。」を伝え、 

 ネタニアフ首相は、ホロコースト、アウシュビ

ッツ、ドイツでのガス室の事を取り上げ、「それ

は絶対に起こらない。・・・我が国民は決して

それを認めない。」と、オバマ大統領に言いま

した。 

 ・・・・・・その二日後（４８時間後）・・・・・・ 



 （２）巨大竜巻 

 2011.5.22、アメリカのミズーリー州のジョブリン市を巨大竜巻が襲いました。ジョブ

リン市は、アメリカのバイブルベルト（左図赤）、南部のクリスチャン地域の心臓部と

いわれています。ここに未だかつてない最悪、最強の竜巻が襲ったのです。オバマ

大統領がネタニヤフ大統領に要求を迫った、４８時間後に・・・。 

※当時の報道より・・・２２日の日曜日にミズーリ州のジョプリン町を襲った巨大竜巻のニュー

スは、・・・毎時１９０マイル（時速２０５キロ、秒速８４メートル）という突風で構成された巨大ツイ

スターは、幅も約１キロ強という規模の大きなもので、それが地面を押しつぶすようにこの町

の中心部を通過すると、何もかもを吹き飛ばし巻きあげて破壊していったのです。翌朝から

のＴＶの報道は、３０分のニュースのほとんどがジョプリンからの中継という構成になりました。

とにかく竜巻の規模が巨大であったことと、人口５万人の中規模都市の中心部を直撃したと

いうことから、犠牲者の数はどんどん増え、本稿の時点で確認されている死者数は１２１人に

達しています。これは「単独の竜巻」がもたらした被害としては、全米史上最悪のものだそう

です。http://www.newsweekjapan.jp/reizei/2011/05/post-299.php 

（３）世の終わりの前兆 

 イエス様は、世の終わりの前兆を、マタイ２４章と、ルカ２１章で、語っています。 

★マタイ24:15 それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの『荒らす憎むべき者』が、聖なる所に立つのを見たならば、（読者はよく読み取るように。） 

★マタイ24:33 そのように、これらのことのすべてを見たら、あなたがたは、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。 

※参考 ルカ21:20 エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、そのときには、その滅亡が近づいたことを悟りなさい。 

 そして、アメリカが国連総会で、パレスチナに着く決定をする可能性があるので、グルーバー師は、クリスチャンに祈りを要請しています。 

★ゼカリヤ12:1-3 宣告。イスラエルについての主のことば。――天を張り、地の基を定め、人の霊をその中に造られた方、主の御告げ。――見

よ。わたしはエルサレムを、その回りのすべての国々の民をよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲されるときに。その

日、わたしはエルサレムを、すべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれをかつぐ者は、ひどく傷を受ける。地のすべての国々は、それに向

かって集まって来よう。 

※「重い石」・・・預言者ではないアメリカのチャック・スミス牧師が、この所を聖書を通して、詳しくメッセージしています。ヘンリー・グルーバー師が

語らなくても、終末のイスラエルに着かない国が神からの罰を受ける事は、決まっているのです。原文 http://www.calvarychapel.com/pdf/translations/ja_finalact.pdf 

当ＨＰhttp://riverside.main.jp/priest/では、このメッセージの前半を、カットを加えて読みやすくしました。 ４．今の時代を生きる信仰者へのメッセー

ジの(1) チャック・スミス著「最終劇」全四幕をお開き下さり、ｐ.15「重い石」を、是非お読み下さい。全体の終末のメッセージも必見です。 

http://www.newsweekjapan.jp/reizei/2011/05/post-299.php
http://www.calvarychapel.com/pdf/translations/ja_finalact.pdf
http://riverside.main.jp/priest/
http://riverside.main.jp/priest/files/priest.pdf


（４）キル・パトリック牧師（ペンサコーラ･リバイバルの起きた元ブラウンズビル教会牧師）の預言 

 テレビ放送を通して、アメリカ全土へのメッセージ「神は私に語られて、アメリカ全土に角笛を吹き鳴らし、祈りを起こさせなさい。まぜなら、もし私

たちの国がパレスチナを国として認め、エルサレムを首都として認めるなら、神はイリノイ州シカゴに地震を送り、地はシカゴからミズリー州セントル

イスまで割れる。そして大きな湖はナイアガラの滝に向かって流れるかわりに、メキシコ湾に流れ込む。もしもイスラエルを二分するなら、神は私達

の国を二分される。」と。 

★ゼカリヤ 12:4 その日、――主の御告げ。――わたしは、すべての馬を打って驚かせ、その乗り手を打って狂わせる。しかし、わたしは、ユダの家

の上に目を開き、国々の民のすべての馬を打って盲にする。 

 12:5 ユダの首長たちは心の中で言おう。エルサレムの住民の力は彼らの神、万軍の主にある、と。 

 12:6 その日、わたしは、ユダの首長たちを、たきぎの中にある火鉢のようにし、麦束の中にある燃えているたいまつのようにする。彼らは右も左

も、回りのすべての国々の民を焼き尽くす。しかし、エルサレムは、エルサレムのもとの所にそのまま残る。 

 12:7 主は初めに、ユダの天幕を救われる。それは、ダビデの家の栄えと、エルサレムの住民の栄えとが、ユダ以上に大きくならない為である。 

 12:8 その日、主は、エルサレムの住民をかばわれる。その日、彼らのうちのよろめき倒れた者もダビデのようになり、ダビデの家は神のようになり、

彼らの先頭に立つ主の使いのようになる。 

 12:9 その日、わたしは、エルサレムに攻めて来るすべての国々を捜して滅ぼそう。 

 12:10 わたしは、ダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは、自分たちが突き刺した者、わたしを仰ぎ見、ひとり子

を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。 

 12:11 その日、エルサレムでの嘆きは、メギドの平地のハダデ・リモンのための嘆きのように大きいであろう。 

 12:12 この地はあの氏族もこの氏族もひとり嘆く。ダビデの家の氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。ナタンの家の氏族はひとり嘆き、その

妻たちもひとり嘆く。 

 12:13 レビの家の氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。シムイの氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。 

 12:14 残りのすべての氏族はあの氏族もこの氏族もひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。 

9.11は、全能の神からの警告です。ですから、私たちは、毎日祈らなければなりません。 

★1テモテ2:1-4 そこで、まず初めに、このことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、とりなし、感謝がさ

さげられるようにしなさい。それは、私たちが敬虔に、また、威厳をもって、平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは、私たちの救い主である神の御前に

おいて良いことであり、喜ばれることなのです。神は、すべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ジョージ・ブッシュ元大統領が就任した時、既にイスラエルの一部をパレスチナ人に明け渡す事が決められていました。しかし、イスラエルとパレ

スチナ間に和平をもたらそうとし、「イスラエルはパレスチナと平和の内に共存する事」・・・この条件を呑めば、パレスチナと同意しようと決めました。

大統領は毎朝祈っていました。しかし、「パレスチナに対する支援を打ち切る」と言った直後、双子のビルにジェット機が突入し、一時間の内に、六

十カ国が関わっていたビジネスが、全部崩れ落ちました。アメリカが一つになって合意した行為によってです。９月１１日のことです。（詳細を調査中）  



３. そして「日本に対する警告」 

（1）3・11東日本大震災 

 この震災の四時間前、ヘンリー・グルーバー師は、日本を飛び立ち、乗り継ぎの為にロスに着いてそのニュースを見て泣きました。多くの子供達

の犠牲の為に「主よこの事を理解できません。」・・・自宅に着いてから八日目に、ワシントンＤＣにいる、師のとりなし手の一人であるサラから電話

が入りました。「あなたは、今、答えを求めていますね。あなたが日本を愛している事は分かっています。」 

 サラは、東日本大震災の４８時間前、ワシントンＤＣにあるイスラエル大使館に呼ばれて、イスラエル大使が、とりなし手の方から話しを聞きまし

た。「サラさん、お伝えしなければならない事があります。日本の国連大使がスイスのジュネーブで、数分前に国々の代表者たちにメッセージをし

て、今、それを終えたばかりです。 

 その声明文はこういう内容です。「イスラエルはウエストバンクで建設する事を即座に中止する事、エルサレムをパレスチナに明け渡して、エル

サレムをパレスチナの首都とする事、そして国境を１９６７年の状態に戻す事」 

 ★ゼカリヤ2:10+12 シオンの娘よ。喜び歌え。楽しめ。見よ。わたしは来て、あなたのただ中に住む。――主の御告げ。その日、多くの国々が主

につき、彼らはわたしの民となり、わたしはあなたのただ中に住む。あなたは、万軍の主が私をあなたに遣わされたことを知ろう。主は、聖なる地

で、ユダに割り当て地を分け与え、エルサレムを再び選ばれる。」 

 神こそが、国境の線を引かれ、国境を設けられる方です。国連はそれを邪魔する権利などはありません。 

（2）そして、これからの日本への預言 

「もし日本人の代表が国連に行ってイスラエルに反対する投票を行うなら、東日本大震災に比べられない大災害が、日本列島を襲います。」 

★ゼカリヤ12:1-3 宣告。イスラエルについての主のことば。――天を張り、地の基を定め、人の霊をその中に造られた方、主の御告げ。――見

よ。わたしはエルサレムを、その回りのすべての国々の民をよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲されるときに。その

日、わたしはエルサレムを、すべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれをかつぐ者は、ひどく傷を受ける。地のすべての国々は、それに向

かって集まって来よう。 

★ゼカリヤ12:9 その日、わたしは、エルサレムに攻めて来るすべての国々を捜して滅ぼそう。 

※私たち日本が、神の側に着く国となって祝福を受けられるように、国連総会で日本代表がイスラエルに着くように必死で祈りましょう。 

全文は、ハーザー九月号をご覧下さい。定期購読の手続きは右記から。 http://jesuscom.org/malkoushu2/mag_hazar.htm  

http://jesuscom.org/malkoushu2/mag_hazar.htm


■１８日のメッセージに使われた他の御言葉 

★Ⅱ歴代20:1 この後、モアブ人とアモン人、および彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャパテと戦おうとして攻めて来た。 

 20:2 そこで、人々は来て、ヨシャパテに告げて言った。「海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めて来ました。早くも、

彼らはハツァツォン・タマル、すなわちエン・ゲディに来ています。」 

 20:3 ヨシャパテは恐れて、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。 

 20:4 ユダの人々は集まって来て、主の助けを求めた。すなわち、ユダのすべての町々から人々が出て来て、主を求めた。 

 20:5 ヨシャパテは、主の宮にある新しい庭の前で、ユダとエルサレムの集団の中に立って、 

 20:6 言った。「私たちの父祖の神、主よ。あなたは天におられる神であり、また、あなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。

あなたの御手には力があり、勢いがあります。だれも、あなたと対抗してもちこたえうる者はありません。 

 20:7 私たちの神よ。あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これをとこしえにあなたの友アブラハムのすえに賜わっ

たのではありませんか。 

 20:8 彼らはそこに住み、あなたのため、御名のために、そこに聖所を建てて言いました。 

 20:9 『もし、剣、さばき、疫病、ききんなどのわざわいが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわち、あなたの御前に立っ

て――あなたの御名はこの宮にあるからです。――私たちの苦難の中から、あなたに呼ばわります。そのときには、あなたは聞いてお救いくださ

います。』 

 20:10 ところが今、アモン人とモアブ人、およびセイル山の人々をご覧ください。この者たちは、イスラエルがエジプトの地を出て来たとき、イスラ

エルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。事実、イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やしにすることはしま

せんでした。 

 20:11 ご覧ください。彼らが私たちにしようとしていることを。彼らは、あなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払

おうとして来ました。 

 20:12 私たちの神よ。あなたは彼らをさばいてくださらないのですか。私たちに立ち向かって来たこのおびただしい大軍に当たる力は、私たちに

はありません。私たちとしては、どうすればよいかわかりません。ただ、あなたに私たちの目を注ぐのみです。」 

 20:13 ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子どもたちも共にいた。 

 20:14 ときに、主の霊が集団の中で、アサフ族の出のレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタヌヤの子エイエルの子ベナヤの子ゼカリヤの子

である。 

 20:15 彼は言った。「ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ。よく聞きなさい。主はあなたがたにこう仰せられます。『あ

なたがたはこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなたがたの戦いではなく、神の戦いであるか

ら。 

 20:16 あす、彼らのところに攻め下れ。見よ。彼らはツィツの上り道から上って来る。あなたがたはエルエルの荒野の前の谷のはずれで、彼らに

会う。 

 20:17 この戦いではあなたがたが戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなたがたとともにいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレ



ムよ。恐れてはならない。気落ちしてはならない。あす、彼らに向かって出陣せよ。主はあなたがたとともにいる。』」 

 20:18 それで、ヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、 

 20:19 ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神、主を賛美した。 

 20:20 こうして、彼らは翌朝早く、テコアの荒野へ出陣した。出陣のとき、ヨシャパテは立ち上がって言った。「ユダおよびエルサレムの住民よ。

私の言うことを聞きなさい。あなたがたの神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。」 

 20:21 それから、彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物を着けて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て

行って、こう歌うためであった。「主に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。」 

 20:22 彼らが喜びの声、賛美の声をあげ始めたとき、主は伏兵を設けて、ユダに攻めて来たアモン人、モアブ人、セイル山の人々を襲わせた

ので、彼らは打ち負かされた。 

 20:23 アモン人とモアブ人はセイル山の住民に立ち向かい、これを聖絶し、根絶やしにしたが、セイルの住民を全滅させると、互いに力を出し

て滅ぼし合った。 

 20:24 ユダが荒野に面した物見の塔に上ってその大軍のほうを見渡すと、なんと、死体が野にころがっている。のがれた者はひとりもない。 

 20:25 ヨシャパテとその民が分捕りをしに行くと、その所に、武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを負いきれないほど、はぎ取っ

て、自分のものとした。あまりにも多かったので、彼らはその分捕りに三日かかった。 

 20:26 四日目に、彼らはベラカの谷に集まり、その所で主をほめたたえた。それゆえ、人々はその所の名をベラカの谷と呼んだ。今日もそうであ

る。 

 20:27 それから、ユダとエルサレムの人々はひとり残らず、ヨシャパテを先頭にして、喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主が彼らに、その敵

のことについて喜びを与えられたからである。 

 20:28 彼らは、十弦の琴、立琴、ラッパを携えてエルサレムにはいり、主の宮に行った。 

 20:29 地のすべての王国が、主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。 

 20:30 このようなわけで、ヨシャパテの治世は平穏であった。彼の神は、周囲の者から守って、彼に安息を与えられた。 

 20:31 このようにして、ヨシャパテはユダを治めた。彼は三十五歳で王となり、エルサレムで二十五年間、王であった。その母の名はアズバとい

い、シルヒの娘であった。 

 20:32 彼はその父アサの道に歩み、その道からそれることなく、主の目にかなうことを行なった。 

 20:33 しかし、高き所は取り除かなかったので、民はなおも、彼らの父祖の神にその心を定めようとしなかった。 

 20:34 ヨシャパテのその他の業績は、最初から最後まで、イスラエルの王たちの書に載せられたハナニの子エフーの言行録にまさしくしるされ

ている。 

 20:35 その後、ユダの王ヨシャパテは、悪事を行なったイスラエルの王アハズヤと同盟を結んだ。 

 20:36 彼はタルシシュへ行くための船団をつくるためにこの王と結んだ。彼らはエツヨン・ゲベルで船団をつくった。 

 20:37 そのとき、マレシャの出のドダワの子エリエゼルがヨシャパテに向かって預言し、こう言った。「あなたがアハズヤと同盟を結んだので、主

はあなたの造ったものを打ちこわされました。」そうこうするうちに、船は難破し、タルシシュへそのまま行くことができなかった。 
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★エゼキエル25:6 まことに、神である主はこう仰せられる。あなたは手を打ち、足を踏み鳴らし、イスラエルの地を心の底からあざけって喜ん

だ。 

 25:7 それゆえ、わたしは、あなたに手を伸ばし、異邦の民にあなたをえじきとして与え、あなたを国々の民の中から断ち滅ぼし、国々の間から

消えうせさせる。このとき、あなたは、わたしが主であることを知ろう。・・・ 

 25:15 神である主はこう仰せられる。ペリシテ人は、復讐を企て、心の底からあざけって、ひどい復讐をし、いつまでも敵意をもって滅ぼそうとし

た。 

 25:16 それゆえ神である主はこう仰せられる。見よ。わたしは、ペリシテ人に手を伸ばし、ケレテ人を断ち滅ぼし、海辺の残った者を消えうせさ

せる。 

 25:17 わたしは憤って彼らを責め、ひどい復讐をする。彼らは、わたしが彼らに復讐するとき、わたしが主であることを知ろう。」 

 

  

※ サイト管理者参考意見 「怒りの杯」；ヨハネの黙示録16：19 

下記の時はまだ来ていませんが、神様はサタンの仕業に必ず報いる方です。今まで

忍耐をなさっていましたが、貯まりに貯まった怒りの鉢を全部ぶちまける時が来ます。 

私たちは、神の御言葉と、神様ご自身を決して侮る事はできません。聖書の御言葉

は100パーセント実現するのです。 

 

黙示録16:17 第七の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると、大きな声が御座を出て、

聖所の中から出て来て、「事は成就した。」と言った。 

 16:18 すると、いなずまと声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地

上に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな、強い地震であった。 

 16:19 また、あの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして、大バ

ビロンは、神の前に覚えられて、神の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えられた。 

 16:20 島はすべて适げ去り、山々は見えなくなった。 

 16:21 また、一タラントほどの大きな雹が、人々の上に天から降って来た。人々は、こ

の雹の災害のため、神にけがしごとを言った。その災害が非常に激しかったからである。 

http://www.freewebs.com/gracekemp/Seventh_Seal_Trumpet.html  
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