
2020.06.28-「聖書預言・アップデート/-未来に起こること」

『 未来に起こる事 』それでは おはようございます。私たちの毎週の「預言アップデート」へようこそ。

オンラインで ご参加の皆さんを歓迎します。今日は 取り組むことが盛りだくさんです。 では本題に入

ります。 その前に、一つの聖書箇所から始めたいと思います。 これは私が最近よく考えている箇所で、

今朝起きた時にも、主が 私に再度思い起こさせて下さったものです。 それは、聖書預言の確実性 に関

わるもので、第二ペテロの 1 章にあります。 16 節から 21 節を読みたいと思います。 聖書をお持ちの

方は、私が読む個所を是非ついてきてください。 使徒ペテロが書いています。

第二ペテロの 1 章

16 私たちは あなたがたに、私たちの主 イエス・キリストの力と 来臨を知らせましたが、それは、巧

みな作り話 によったのではありません。私たちは、キリストの威光 の目撃者として伝えたのです。

17 この方が 父なる神から 誉れと栄光を受けられたとき、厳かな栄光の中から、このような御声があり

ました。『これは わたしの愛する子。わたしは これを喜ぶ。』

「・・・・この御声を 自分で聞きました。... 言い換えると、彼はそこにいたのです！ほ～♡ その目撃

者なんです！ ペテロは それを聞いたのです！

18 私たちは聖なる山で 主とともにいたので、天からかかった この御声を自分で聞きました。

19 こうして、預言の言葉は、わたしたちにいっそう確実なものになった。

（新共同訳） 幾つか別の翻訳では、"さらに確かな 預言のみことば”（新改訳）

...さらに確かな 預言のみことばを持っています。夜が明けて、明けの明星があなたがたの心に昇るま

では、... ...暗いところを照らす ともしびとして、それに目を留めているとよいのです。

20 ただし、聖書のどんな預言も勝手に解釈するものではないことを、まず心得ておきなさい。

21 預言は、決して人間の意志によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受

けて語ったものです。

こうやって始める理由は 2 つあります。 1 つは、今日皆さんにお話しすることは、またしても大変 深

刻な内容であり、 神の預言の御言葉が裏付けられるものだからです。 2 つ目の理由は、 ペテロが書い

ている通り、日ごとに 世の闇が深まる中で、私たちは 目を留めているのが賢明だからです。 これが今

日お話ししたい事です。 具体的には、どのように 聖書預言が、私たちに、未来に何が起こるか を語っ

ているか、 そして恐らくもっと重要な事ですが、誰が未来を握っているのか、です。 因みにそれが重

要なのです。お聞きください。 あらゆる事が起こっていて、どんなに常軌を逸していても、 神が 掌握

なさっていないのだとは、一瞬たりとも考えないでください。 神の御言葉と その主権において、もっ

と踏み込んで言わせていただくと、 神のお許しがなければ、何事も決して起こりません。神はこれら起

こることを お許しになっています。 なぜなら、それは最終的には神の栄光になるからです。 だから神

は それをお許しになっていて、そしてそれを掌握しておられます。 私は、この未来は 遠い未来ではな

く、むしろ今既に起きているように見えると主張します。 私がやりたいことは、過去の筆、特に「2020

年の 年明け以降 の筆」を使って、現在のキャンバスに、未来の絵を描くことです。 何という事でしょ

う。 ですから私たちがすべきなのは、歴史を振り返ることから始め、どうやって私たちが「現在いる場

所」へ辿り着いたのか、 また、そう遠くない将来に どこに向かっているかを見ることから始めます。



1963 年 1 月 10 日に 遡りましょう。 「フロリダの下院議員だったアルバート・ S ・ハーロング・ジュ

ニアは、 アメリカ合衆国連邦議会 議事録に掲載する、"共産主義の目標" 45 項目を読み上げた。」 1963

年です。 45 項目 全ては読みませんが、私たちが現在 目にしている事が なぜ起こっているのか、その

向かう先が どこなのか、この両方に密接に関連する項目を読みます。 第 11 条からです。お聞きくださ

い。 「国連を 人類の唯一の希望として推進し、国連の憲章が書き換えられたら、独立した軍隊を持世

界統一政府にすることを要求する。」 第 17 条。 「学校を管理し、社会主義および 現在の 共産主義の

プロパガンダ の伝達帯として使用する。カリキュラムを軟化し、教師協会を支配し、教科書に党派的な

内容を組み込む。」 第 19 条。 「学生 "暴動" を利用し、共産主義の攻撃下にあるプログラムや組織に

対する抗議行動を助長する。」 第 22 条。お聞きください。 「あらゆる形の芸術的表現の品位を落とす

事により、アメリカ文化の評判を落とし続ける。」 彼は 連邦議会でこれを読みながら補足的に次のよう

に言います。 彼は補足的にこう言います。1963 年のことです。 「アメリカ共産主義の支部は、『公園や

建物から優れた彫刻や像をすべて排除し、実体のない不格好で無意味な形象に置き変える』べく命じら

れた。」 第 26 条。 「同性愛、性的倒錯、乱交を 正常で自然で健康的なものとして提示する。」 これは

数週間前に話した、国家を不道徳にする 道徳低下の段階の一部です。 第 27 条。 これは私の目を引き

ました。その理由はお分かりになるでしょう。 「教会に潜入し、（お聞きください。）啓示宗教を 社会

的宗教に置き換える 。」 別名、社会的福音。 「聖書の信用を失墜させ、宗教的な松葉杖を必要としな

い 知的成熟の必要性を強調する。」 さらに悪くなります。 第 28 条。 皆さん、大丈夫ですか？ここま

で大丈夫でしょうか？ 「政教分離の原則に反する という理由で、学校での 祈りや いかなる宗教的表

現をも排除する。」 私に言わせていただくと、政教分離は、教会を 行政に介入させないためのものでは

なく、 行政を 教会に介入させないためでした！ すみません。もう叫ばないと 主に言ったのに、やっ

てしまいました。お許しください。 第 29 条。 「アメリカ憲法を 不適切で古臭く、現代のニーズにそ

ぐわない、世界的に国家間の協力を妨げるものと称し、アメリカ憲法の信用を失墜させる。」 皆さんが

その "語り口" をお聞きになっているかどうか分かりませんが、 全てが 台本通りで、全員が 全く同じ

ように 言っています。 彼らは、いかに憲法が 時代遅れかと論じています。 私たちが今日生きている

世界にはそぐわないと言います。 第 38 条。 これは、首筋の毛が逆立つかもしれません。私の場合、も

う問題ありませんが。 「逮捕権の一部を、警察から社会的機関に移行する。」 第 40 条。 「制度として

の 家族の信用を損ね、乱交を奨励し、容易な離婚を促進する。」 第 41 条。 「親の悪影響から離して 子

供を育てる事の必要性を強調する。偏見、精神的ブロック、知的発達の遅れを親の抑圧的な影響のせい

にする。」 第 42 条。 「暴力や暴動は アメリカ的伝統の合法的側面であり、学生や特定利益集団は 立

ち上がって、経済的・政治的・社会的問題を解決するために団結して戦うべきだという印象を与える。」

皮肉なことに、W.クレオン・スクーセンの著書『裸の共産主義者』が発行された同年の 1958 年、 マイ

ク・ウォレスは、『素晴らしい新世界』という

本の著者 オルダス・ハクスリー にテレビ番組でインタビューしました。 皆さんに そのインタビュー

の抜粋を紹介したいと思います。 ウォレスは、切り出します。 「この世の 地獄のビジョン に取り憑

かれた男、オルダス・ハクスリーは、情熱的な社会評論家です。 ...ハクスリー氏は、27 年前、『素晴ら

しい新世界』という本を執筆しました。... ...いつか全世界が、（お聞きください）恐るべき独裁者の

下で生きることを予測した小説です。... ...こんにち、ハクスリー氏は、彼の恐るべき架空の世界は、

私たち全員にとって、恐らく間近に迫っているだろうと言います。... (1958 年です。） ...我々にも、



じきに理由がわかります。... ...彼は、『自由の敵たち』という一連のエッセイを書き終えたばかりで

すが、その中で、米国における我々の自由に対する脅威を概説し、定義しています｡｣ ウォレスから 一

連の質問があった後で、ハクスリーはこう答えています。引用します。 「数多くの技術装置があると思

います。... （1958 年です。"技術装置" ） ...それは、管理を強要し、自由から遠ざかるプロセスを加

速させるために、使いたい者には、誰でも使用できます。... ...一般論としては、（お聞きください。）...

人口過多とも言えます。... ...人口過多による資源不足問題が 深刻さを増している事、これは当然と

んでもない事です。... ...かつて世界史上に決してなかった事が起こっている。... ...単純な事実を

取り上げるなら、キリストが誕生してから、メイフラワー号が上陸するまでの間に、地球の人口は 2 倍

になった。... ...こんにちの地球人口は、非常な割合で上昇しており、半世紀で 二倍になるだろ

う。... ...経済状態は ますます不安定になる。明らかに、中央政府は国家という船を安定させるため

にますます責任を負わなければならなくなる。... ...そうなると、当然、そういう状況下では、社会不

安が生じる。... ...ここにパターンがあるように思います。... ...それは全体主義体制に向かって強

硬に押し進んでいるようです。... ...不幸にも、高度に組織化された政党は共産党だけです。... ..彼

らが、この残念なプロセスの後継者となりそうです。... ...彼らが、権力の座に就くでしょう。」 イン

タビュアーのウォレスは尋ねます。 「ハクスリーさん、貴方は 新しいエッセイで、これら諸々の 自由

の敵は、我々を現実のすばらしい新世界へ と押し進めていると仰って、それは もう間もなくだ と仰っ

ていますね。 まず第一に、あなたが大変 恐れておられるこのすばらしい新世界の生活が、どんなもの

になるのか詳しく教えていただけますか？」 ハクスリーが答えます。 「ではまず、このような 未来の

独裁政権は、私たちに馴染みのある、過去にあった、これまでの独裁政権とは全く異なるものになると

思います。... （大変興味深いですね。） ... 未来を予言しているもう一冊の本もご覧なさい。ジョー

ジ-オーウェルの大変すばらしい著書『1984 年』。」 私は最近 誰かが、"これは COVID-1984 だ。"と言っ

ているのを聞きました。 ちょっと時間を差し上げましょう。早すぎたかもしれませんね。 ハクスリー

は続けます。「...『1984 年』の中で、オーウェルは、もっぱら恐怖という手法を使用する 専制政治を予

測した。」 （私は「恐れによる支配」とも付け加えます。） インタビューの終わりに、ウォレスは この

番組をこう締めくくっています。 「オルダス・ハクスリーは、最近、自身が奇妙で不穏な立場にいる事

に気づきます。 彼が 一つの独裁国家を予言してから 四半世紀が経ちました。その国家では人々は 暗

号と化します｡」 私たちは、さらに 19 世紀半ば へ遡る必要があります。 カール・マルクスが弁証法 の

概念を採用した時です。 これは、ヘーゲル弁証法 として知られるようになるもので、「命題 — 反対命

題 — 統合した命題」というモデルで、「問題 — 反応 — 解決」とも言えます。 これは 正当にか、誤っ

てか、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルのものとされ、その名が付けられました。 な

ぜ私は この話をするのか？その理由は、 こんにち 世の中で起こっている事すべての「覆い」を剥がせ

ば、 「このモデル」が働いているのが 分かるでしょう。 説明します。 前もって計画された「問題や

危機」は、造られたものです。 続いて「反応」が起こり、その結果、事前に計画された 最終解決策、

もともと最初に計画され、作成されていた物につながります。 問題 — 反応 — 解決 いいでしょう。 で

は、この歴史理解を踏まえて、私たちは歴史を 聖書預言と 再結合できます。 これが全て どこに向か

っているか に関して。 時間の都合上、皆さんが 聖書が 100％の正確さでこれを予告しているのをご存

知だ という前提で話を進める必要があります。 特に「ダニエル書」と「ヨハネの黙示録」でも。 すな

わち、私は理由があってこの表現を使っているのですが、前述のこの「最終解決策」が、 以前にもお話



しした 世界統一政府・経済・宗教への「大いなる再設定」になる事です。 それは、全体主義的な 権威

主義的な支配で、反キリスト にとって完璧な 環境となります。 木曜日のこの FOX ビジネス の報道に

ついて、私たちは驚くべきではないと思います。 「アル・ゴアと…」彼の事を覚えていますか？ なぜ

皆さん 笑っているのですか？ 「国連事務総長らは 今、世界的資本主義の大いなる再設定 を要求して

いる。」引用します。「COVID-19 の大流行により 引き起こされた経済的、社会的、政治的な混乱と、... ...

ブラック・ライヴズ・マターの

抗議行動は、数ヶ月の間、事実上全アメリカ人の 心を捕らえた。... ... これには それなりの理由が

ある。これらは非常に重要な問題で、意義深く、思慮深い議論に値する。... ...しかし、アメリカ人の

多くが抗議活動や パンデミックに夢中になっている間に、潜在的に より大きな言い分が 気づかれるこ

となく潜り込むことに成功した。... ... 世界で最も権力のある 指導者たちの間で、世界経済全体の再

設定 を求める動きが活発化しているのだ。」 はい。ここで止めます。 これは、気づかれることなく 潜

り込んだ のではなく、彼らが 事前に書いた筋書きで、事前の計画でした。 問題 — 反応 — 解決 です

から 私が読み上げた この共産主義者達の目標、特に、像や記念碑の 撤去は... 皆さんも きっとブラ

ック・ライブズ・マターのリーダーの呼びかけを聞かれただろうと思います。 ブラック・ライブズ・マ

ターの創始者または共同創始者の一人だったと思います。 今や、イエスの像を どれでも撤去するよう

呼びかけています。 皆さん 覚えておられるか どうか分かりませんが、 （私は自分が 預言者だとか、

預言者の息子だなんて言うつもりは ありません。） でも数週間前に、私は言ったんです。 「皆さん、

見ていてください。この キャンセル・カルチャー が、どこまで遡って それをするか。」 「彼らは、イ

エスの十字架刑と 復活まで戻って行くでしょうか？」 はい。そうします。 それは起こっていて、でも

これって、ずっと 計画されていた のです。 この危機を作り出します ＝「問題」。続いて「反応」が起

こります。 勘違いしないで下さい。彼らは どんな反応 になるか、すでに知っています。 ちょっと 先

走りしてしまいましたが、彼らはそこから、 「おお～偶然！こんな解決策がある～！」 「まあ、どん

な解決策ですか？」 私が個人的に信じるのは、ハクスリーの予測による 全体主義 独裁国家は、事実、

もう そこまで来ている事です。 もう一歩 踏み込んで 提案させていただくと、それは、数例 挙げるだ

けでも、アジェンダ 21、ID 2020、 世界経済フォーラムの "大いなる再設定" (グレートリセット)、ビ

ル＆メリンダ・ゲイツ財団 COVID-19 ワクチン を介して実現しようとしています。 これらを全部 ご存

じない方は、以前の預言アップデート動画 を是非ご覧ください。 私たちは 深く潜り込み、これらすべ

ての事を 深く掘り下げて調べました。 それはそれとして今日の残りの時間は 、 何が来ようとしてい

るのか？この構図を お見せしたいと思います。 あまり 良いものではありません。 ずっと 悪くなりま

す。 皆さんも そう聞きたくはないでしょう。神が 私の心を ご存知ですが、私もこんなこと言いたく

ありません。 でも、それが真実なのです。 この現在の 世界的な危機と混沌は、世界的な 全体主義的

政府 に繋がっていきます。 別名、混沌から 生じる秩序。 この 世界政府 の下では、誰もに、また、

何もかもにデジタル ID が発行されます。 それは、あらゆる人の、すべてについて、どこであろうと、

いかなる時にも、その全行動を 追跡管理できるようにするためです。「何ですって？」「そうなんです。」

「どういう意味ですか？」 「お～」 質問させてください。もちろん 答の要らない質問です。 90 日前

に 巻き戻して みてください。年始に 戻ってみてもいいでしょう。 1 月に、誰かが 皆さんのところへ

来て、

こんな風に言ったら、 「あなたは、スーパーに行って、スパイシーアヒポケ を買うことが出来なくな



る。」 私は、スパイシーアヒポケ が大好きなんです。 フードランドの ポケが最高です。「あなたは マ

スクなしでは、店舗に入ったり、食料品を買ったり出来なくなります。」 そう言われていたら、信じて

ましたか？ 「まさか～ そんなこと あり得ない！」「へ～ 本当に～？」 これはどうでしょうか？ 今

年の１月に、誰かがやって来てこう言っていたら？ 「経済全体が封鎖されて、あなたが とっても愛す

る 教会は、 （私は この教会を 心から愛しています。） 扉が閉じられ、あなたは教会へも行けなくな

ります。家から出る事さえ 出来なくなる。」 そう言われていたら、信じましたか？ 皆さん、私が何を

言おうとしているか、分りますか？ 今 6月で、もう 7月になろうとしています。 皆さん、もうすぐ 7

月だなんて 信じられますか？ では 誰かが 皆さんの所へやって来て、こう言ったら？ 「何が 来よう

としているか 知ってる？」「年内に起こるかな、まだ わからないけど。... ...彼らには、あなたの 全

行動を追跡し、記録する能力と 技術が整うんだ。... ...そして、あなたが この印を 受けるまでは、

どこへも行けないし、何も出来ないし、何も買えなくなるんだ。」 印・マーク ＝ MARK マスク ＝ MASK

ではありません。 どうか お許しください。 悪気はありません、皆さんの多くの方がなぜ マスクを着

用しているのか良くわかっています。 私 個人の話をします。 私は 喘息持ちです。COVID / コロナ で

はありません。誰も私のことを 通報しないで下さいね。 私は 喘息持ち です。 マスクを着用しなけれ

ば ならなかったら、私は 重度の 上気道疾患 になります。 文字通り、病んで死にそうになります。私

は 死んでしまいます。酸素が 欠乏するから。因みに私は 大量の酸素があります。この説教壇から 大

量の熱気が出ているとお伝えしておきます。 だから、私は外出する時は...最近は あまり出かけていま

せん。以前から あまり外に出なかったのに、今は ほとんど外に 出なくなってしまいました。 私は マ

スクを着用 しなければなりません。 「イン・アンド・アウト・バーガー」じゃないと。（*入って すぐ

に出てくる）ここにもあったらいいのに... 大げさではなく、本当に真面目に言ってますが、 私は 息

が切れ始めるまでに、5 分ほどの時間しかないんです。 そして喘ぎだして、咳が出始めます。 咳してい

るところを 誰かに見られたら大変です。「！！！！」皆さん彼らには 密告者がいるの ご存知ですか？

ここハワイについて聞かれましたか？ 全国ニュースになった記事です。お聞きになっていますか？ 基

本的に、ここに来られた人たちは、14 日間 隔離しなければなりません。 密告者がいて、彼らが どこに

滞在しているか を発見し、隔離を破ったら密告して、彼らは逮捕されます。 そして、5000 ドルの罰金。

もう一度 聞きますが、1月に誰かが、6 月には こんなことになる と言ったなら、皆さん信じましたか？

という事で、早送りしてみましょう。90 日前に 遡りましたから、90 日先に 進めましょう。 それが、

この 90 日間に起こったのなら、次の 90 日には、何が起こるのでしょうか？ 皆さん、見えて来ましたか？

この、いつでもどこでも誰でも何でも 追跡する技術ですが、 それを構成するのは、人工知能 AI、 第 5

世代の 5G、 ブロックチェーン技術 として知られるもの、 私の長男 エライアスが、ブロックチェーン

技術

について 私にたくさん教えてくれました。 大変面白く、大変複雑で、髪が 痛むほどです。残っている

髪が。 本当に複雑で、息子は 仮想通貨に 投資しているので、このブロックチェーン技術を説明してく

れました。 息子のコメントは、これは、反キリストのキャッシュレス・システム に違いない。 だって、

この仕組みは...あらゆることを 追跡するんだ。 それに加えて、 人間の体が この技術の原動力になり

ます。それは現在 存在しているだけでなく、既に 使用可能です。 ご存知でしたか？ 未来の SF の話を

しているのではなく、、、最後までお聞きください。 私がこれを言う時 誤解しないでください。 私は 日

にちを 設定しているのではなく、何かを 予知している のでもありませんが、 私たちは、今から 5 年



先のことを話しているのではありません。 現在の話をしています。 こんにち存在している技術は、聖

書に書かれている技術です。 私がそう述べる理由は、 もし皆さんが 全ての事が起こったのと 同じ速

さで、技術が進歩したのと 同じ速さで、10 年先に 行くとしたら、 もし 5 年、10 年、15 年、20 年先に

行くとしたら、その時に 存在するであろう 技術は、聖書に 書かれている技術を 超えるでしょうから。

要点は お判りでしょうか？ あっ。まだ見ないでください。（訳注：恐らく画面に表示された画像のこ

と？） さらに悪いことに、 タブー（ "部屋にいる象"）の話をする必要があります。 タブー (部屋に

いる象)とは 何か？私ではありません。 COVID-19／コロナウイルスの ワクチン。 皆さんに ここでい

くつか情報を提供したいと思います。 皆さんも ご自分で調べることをお勧めします。 私に情報を下さ

ってきたオンラインメンバーの方々に、感謝を送りたいと思います。これら 全ての事について、大変 勉

強になっています。 この機会を利用して申し上げておきますが、いただくメールや コメントや書き込

みが莫大な量なので、 事実上、返信が不可能です。ですが、送って下さることを 本当に感謝します。 何

かを送ってもらうと、自分でも調べて吟味します。私が出来るのですから、皆さんもお出来になります。

COVID-19 のワクチン について話しましょう。 それは「人間の DNA」を改変する とされています。その

ための技術は 存在しています。 写真は、サイエンスニュースの記事で、C-R-I-S-P-R、クリスパー と

して知られるものに関するものです。それは初の ヒト臨床試験 を開始しました。引用します。「CRISPR

（クリスパー）/ Cas9 は... 元々は 細菌によって発育されたウイルスハンターを 再設計したものであ

る。 2012 年 2013 年、科学者たちは、DNA を 正確な位置で 切断するためにいかにシステムが 調整でき

るかを説明し、 それが いかにして人間や 動物の細胞において効果的に使えるかを実演した。 DNA に

似た、遺伝子分子の もう 1本の鎖「RNA」の一片が、CRISPR の部分で「Cas9」と呼ばれる 酵素を、遺伝

学的な設計図「ゲノム」の特定の位置 に誘導する。 その酵素は DNA の「二重螺旋」構造、2 本の鎖を 両

方 スパッと切る。切断は 特定の遺伝子を 無効にし、 不要な DNA を 切り取り、問題を修復する こと

にさえ使用できる。」 なぜ これが重要なのでしょうか？その理由は、 天地創造の初めから、サタンは、

「人間の DNA を崩壊させよう」として来たからです。なぜか？ なぜなら、イエスは、人間を贖うために

「人間になられた」からです。 もし あなたが 人間じゃなくなったりトランスヒューマン になったり

して

あなたの「DNA (遺伝子)」が 変えられたら、 あなたは「神の 贖いの範囲」から外れます。 だからこ

そ、刻印を 受ける者は永遠に 運命を決定する ことになり、罪に定められる のです。 これが その理

由だ と信じられています。 COVID-19 ワクチンが「あなたの DNA」を変える事を分かって頂けましたね。

変えるかも知れないではなく、変えるのです。 さらに悪くなります。 もう帰りたいですか？ 写真は ジ

ョージタウン大学 ケネディ倫理学研究所、生命倫理 研究図書館のウェブサイトです。 彼らは、使用さ

れる細胞と 製造されるワクチンは、堕胎された胎児の 細胞組織を使用していると述べています。 私が

調べ、理解しているところでは、現在、堕胎された 胎児の細胞組織を利用したワクチンは 4種類ありま

す。 繰り返しますが、皆さんご自分で調べられます。 「胎児細胞で 最も広く使われているのは、WI-38

と MRC-5。 ...WI-38 細胞 は、1962 年、レナード・ヘイフリックによって 3 ヶ月の女性胎児の 肺から

得られた。... （胎児 という言葉は 使いたくありません。赤ちゃん と言います。） ...MRC-5 細胞 は、

1966 年、14 週目の男の赤ちゃんの 肺から得られた。」 ※映像が途切れていますが、しばらくの間、ご

辛抱ください。音声・字幕には問題ありません。 はい。皆さん大丈夫ですか？ 大丈夫じゃない？さら

に悪くなります。 「最近（これは興味深いです。） ...国防総省と 米国保健福祉省は、1 億 3,800 万ド



ルの契約を... ...プロジェクト・ジャンプスタートと Rapid USA 用に、ApiJect Systems America 社*

（*シリンジ（注射器）製造会社）に与えた... ...この二つは、2020 年 10 月までに、国内産の医療用「薬

剤充填済 注射器」の米国生産能力を飛躍的に拡大するだろう。」 今 いつですか？ 7月ですよね。 そ

のウエブサイトを引用します。 「保健当局が計画的な 予防接種プログラムを実施していようと、ある

いは、緊急のパンデミック対応の 緊急キャンペーン を実施していようと... ...一つ一つの接種が い

つどこで起こるかが分かれば より良い判断が可能になる。」 あ～ どうやって？ 聞いて下さって うれ

しいです。「各 BFS の "薬剤充填済シリンジ" のラベルの下に、（興味深いです。）RFID か NFC タグ（電

子タグ）

を オプションとして貼付。... ...ApiJect が、これを可能にする。接種前に、医療従事者は 無料のモ

バイルアプリを起動し... ...薬剤充填済みシリンジのラベルにある NFC タグを 携帯電話にタップする

事ができる... ...アプリが、タグの 個別 投与量・シリアル番号・ GPS の位置情報・日付と時間 を記

録し... ...そしてデータを（笑ってしまってすみません。）政府のデータベースにアップロードす

る。... ...集められた 接種データは、医療管理者にリアルタイムで更新される 接種マップを提供す

る｡」 お聞きいただきたいのですが、私がこれを言うのを、どうか誤解しないで聞いてください。 私個

人としては、

COVID-19 ワクチンは 絶対に受けません。 私自身のことです。 私は個人的には、先の理由から COVID-19

ワクチンは 絶対に受けません。 さて、私は、この COVID-19 ワクチンが実際の 獣の印 だと信じている

のか？ いいえ。まだ違います。 今の時点では 違います。その理由はこれです。 黙示録 13 章 11 節か

ら 18 節で、それは明確に、はっきりした言葉で 具体的に明示されています。 この印を 受け入れる者

たちが永遠に地獄に落ちる運命になるのは、 獣への忠誠を誓い、膝を屈め、言ってみれば、口で告白す

ること、 獣の像を 崇拝することが伴います。 それが 獣の印です。 それは意図的に 忠誠を誓い、獣

の像を 崇拝する行為になります。 この印は、ゲイツが特許出願中の「量子ドット・タトゥー」になる

と 信じる人たちもいますが、それは、獣の像の崇拝 との関連で受け入れられることになります。 興味

深いことに、新約聖書のギリシャ語 原語では、黙示録で、 「印」という言葉は、英語の Tatoo / タト

ゥー が由来している語です。 タトゥー という英単語は、そのギリシャ語に由来しているのです。 し

かしながら、急いで言わせてもらうと そのワクチンは この方向に向かっているようで、実際に 獣の印

になるのは時間の問題です。 「え～牧師先生、まさか～頼みますよ～！」 「そんなことは 絶対に起こ

らない！」 「予防接種を強要するなんて絶対にありませんよ！」 あら、本当ですか？ ふむ。 私が描

いている構図は、大変暗いものである事は痛感しています。 だから、もっと暗くさせてください。 皆

さん、その他に

何が来ようとしているか ご存知ですか？ 憂慮すべき 世界景気予測のことを聞いていませんか？ 最近

のコロナウイルス症例数 急増の報告はいかがでしょうか？「症例」という言葉が非常に重要です。 こ

れは いかがでしょうか？ イスラエル（ヨルダン川）西岸の併合に 関する反対と脅迫。 これらは、他

の預言的な展開ですが、ここアメリカで起きている出来事によって影が薄くなっています。 これは聞か

れましたか？ またしても イナゴの大群が、今回はブラジルに向かっています。 これを聞かれたかどう

か 分かりませんが、 サハラ砂漠からの巨大な 砂雲がアメリカ南東部に向かっています。 これは非常

に深刻で、多くの人が心配しています。 もう一つ。これって本当に、、、 本当に元気が出ますよね。 カ

リフォルニア州と ネバダ州を中心に地震が急増しています。 これら全ては、聖書預言の観点から言う



と、預言的に重要なもので、私たちは「終わりの時」には、まさにこうなると告げられており、 それが

現在 起こっています。 「牧師先生、なぜそんなに確信が持てるんですか？」 「あなたが仰るように、

そんな すぐにではない場合は どうしますか？」 いいですよ。問題ない。 それは、主が来られるまで

私たちには もっと時間がある という意味ですから。 時間があるのなら、私たちは、一人でも多くの人

を地獄の炎から 掠め取ることができます。 それが意味するのは、そういう事です。 しかし、それに対

する 私の質問は、「もしそうだったら どうするのか？」 誤りを犯すのであれば、むしろ「このように

間違えたい」と思うのが当然ではないでしょうか？ 準備をしておいて、まだだった という方が、準備

をしていなくて、そうだったとなるよりも、良くありませんか？ それが 悪い知らせ です。 では 良い

知らせ を聞く準備はできていますか？ そうかなと思いました。私はそうです。間違いなく。 ここに良

い知らせがあります。 これは重要です。 イエス・キリストにおいて新生したクリスチャンの 私たちは、

これが起きる時には「ここにはいない」のです。 だからこそ、教会の患難前携挙に関して言えば、健全

な教義に立つことが、最も重要なのです。 私が説明した全てが、 7年の患難時代に起こり、成就されま

すがその前に教会は 携挙されます。 ここに、より良い知らせがあります。特に今日お越しになってい

る方々とオンラインでご覧になっている方々に。時間がなくなって来ていますが、まだ時間はあります。

もうそんなには ありませんが、まだ時間はあります。 永遠の命のために、人生で最も「重要な決断」

をする時です。 今が その時です。 今日が 救いの日です。 優しく、愛を込めて、謙虚に、良いアドバ

イスをさせていただきます。 主の御名を 呼び求めたことのない方、または 主との関係 に不安がある

方々、 私がその方々に、アドバイスをさせていただけるなら、 私が言いたいのは、これは、、、 申し上

げましょう。 イエスが来られようとしています。 あなたが イエスを ご存じないなら、 あなたは想像

を絶する 恐怖と言葉では言い表せない 苦難に陥ることになります。 今日あなたに、主と 正しい関係

になられるように 懇願します。 １分たりとも 先延ばしにしないでください。1分たりとも。 私は本当

に 心からまさに、教会携挙が 差し迫っていると信じています。誰もが想像しうる よりも間近です。ど

うかお願いです。 まだ時間が あるうちに、手遅れに ならないうちに。 しかし、もうすぐ、まもなく

手遅れ になる日が来ます。 ラッパが もう鳴ってしまって、 キリストにおける死者が、もう よみがえ

っていて、 そして 生きている私たちが、既に引き上げられ、携挙され、空中で 主と会っているのです。

そして、あなたは 取り残されるのです。 「私にもチャンスは あるのでしょう？」 どちらとも言えま

せん。「どういう意味でしょうか。」説明します。 携挙後、患難中に、あなたが 救われる可能性はまだ

あります。しかし、 問題があります。それは 問題なのです。 あなたが、7 年間の患難前に、"イエス・

キリストのために生きる" 気がないなら、患難時代に、何をもって、"イエス・キリストのために死ねる

" と思えるのですか？ なぜなら、そうなる（死ぬ）からです。 それは非常に具体的で、また別の機会

の、別のトピックかもしれません。 もう言ってしまったので、こうなったら、言わないといけませんね。

あなたは 斬首される ことになります。 素敵な午後を！斬首されます。 おそらく、ギロチンを使用す

る と思われます。それはもう準備出来てますから。お知りおき下さい。 黙示録には そう書いてありま

す。 獣の印を 受けることを拒めば、 斬首されます。救われますが。 しかし、なぜあなたは... 今の

方が ずっといいのに。ずっとずっと より良いのに。 これが私たちが このアップデートをする理由で

す。 これが福音で、イエス・キリストにおける良い知らせで 締めくくる理由です。 これが、子供にで

もわかる 簡単な説明の「救いの ABC」をする理由です。 福音とは 何でしょうか？ 使徒パウロが コリ

ントの教会への第一書簡 15 章に 書いています。 福音とは、イエスが来られて、十字架につけられ、葬



られ、３日目に よみがえった事。 パウロが、テサロニケ人への第一書簡に書いているのが、 イエスが

来られて、十字架につけられ、葬られ、３日目に よみがえり、そして彼は 再び戻ってくる。 それが 良

い知らせ です。それが 福音 です。 私はよく こんな言い方をしますが、正しい英語ではないのは 分

かっています。メールしないでください。 悪い知らせが 悪ければ 悪いほど、良い知らせは さらに良

くなります。 私は、皆さんに大変悪いニュースを お知らせしましたね？ だから、良い知らせが さら

に良いのです。良い知らせは、それが起こる時に、あなたが ここにいる必要はない という事です。「救

いの ABC」に入る前に、オンラインメンバーから 先週頂いた証しを、皆さんに紹介したいと思います。「フ

ァラグ牧師 こんにちは。僕は じきじきに、あなたのお働きに感謝したいのです。 神に出会う前の僕は、

タバコを吸い、お酒を飲み、喧嘩をし、兄弟や母と口論し、 警察から逃げ、車で暴走し、不正をし、窃

盗などしていました。 そして、とても仲の良かった 父と長兄を亡くしました。 それから、僕は やけ

くそ になって、ほとんど 暴力的な怒りの発作 を起こして、人を怒鳴りつけたり、物を壊したりしてま

した。 末の弟が、あなたのオンライン教会を見始めました。 神様の恵みと助けを受けて、僕も、母と

一緒に見始めました。 今は、自動車部品関係の 良い仕事についています。 母と末の弟を 経済的に助

けています。そして、冷静になることを学びました。 今ほど 神を 身近に感じたことはありません。 毎

晩、聖書を勉強したり、聖書の音読を聞いたりしています。 職場の仲間、同僚も僕も、（私はこれが大

好きです。）「watchy-watchy / 見張って見張って！」 はい、どういう事か説明しますね。 ひと月ほど

前に、私はこう言いました。 今は、患難前携挙に対して、"Wishy-Washy / どっちつかず" でいる時で

はない。 私たちが住んでいる世界は非常に厳しいので、 私は、患難前携挙に対して、"Wishy-Washy / ど

っちつかず" な人には同情します。 というのは、 わお～あなたは 本当に恐れるべきだからです。 私

は 恐れてはいません。 私は、Wishy-Washy / どっちつかず ではないから。 そしたら オンラインメン

バーからこんなコメントが来ました。 ｢私は、Wishy-Washy (どっちつかず)ではありません｡私は、

Watchy-Watchy (見張って見張ってる)。」 ということで、それで Tシャツや 帽子、バンパーステッカー

などを作って・・・。いや、いや、いや、（笑） それで「Watchy-Watchy (見張って見張って)」が出て

きたわけです。 「僕は、Watchy-Watchy (見張って見張って)！です。 もし 神に出会わなかったら、僕

は どこでどうなっていたか、怖くなります。 僕たちの 主なる神に感謝し、僕たちの主であり救い主で

ある イエス・キリストの聖書にある真理を 教えてくださったことを感謝します。 あなたとご家族、教

会と信徒の皆さんに神の祝福がありますように。」 これが、私たちが これをする理由です。 「救いの

ABC」とは何か？ Ａ：自分が神に背いた 罪びと であること、また自分には 救い主 が必要であること

を Admit（認める）または、Acknowledge（認識する）。 ローマ人への手紙 3 章 10 節

「正しい者はいない。一人もいない。」(ローマ 3：10）

ローマ人への手紙 3章 23 節がその理由を教えています。

「人は皆（私たちの誰しもが）、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、」(ローマ 3：23）

私たちは皆、罪びと として生まれて来たのです。だから、天の御国に入るためには、イエスが言われた

ように「新しく生まれ」なければならないのです。

「罪が支払う報酬は 死です。...」(ローマ 6：23a）

死刑宣告です。 しかしここに 良い知らせ があります。

「しかし、神の賜物は、私たちの主キリスト・イエスによる 永遠の命なのです。」(ローマ 6：23b）

贈り物とは、与えられるものです。あなたが お金を払わなくてもいいのです。誰か 他の人が払ってく



れた。 自分で払うなら、贈り物ではありません。買った物です。 イエスが全額 支払ってくださいまし

た。

彼の血で、命と引き換えにして。 イエスが私たちを購入してくださり、私たちに永遠の命という贈り物

を提供しておられます。 願えば与えられます。 次に B。Ｂ：あなたの心で、イエス・キリストが主で

あると Believe（信じる）。

「口で イエスが主であると 公に言い表し、心で神がイエスを 死者の中から復活させられた と信じる

なら、あなたは救われるからです。」(ローマ 10：9）

そして最後に C。 Ｃ：主の御名を Call（呼び求める）、Confess（告白する）。 再度、ローマ人への手紙

10 章 9～10 節が 言っています。

「口で イエスが主であると 公に言い表し、心で神がイエスを 死者の中から復活させられた と信じる

なら、あなたは救われるからです。」(ローマ 10：9）

「実に、人は心で信じて 義とされ、口で 公に言い表して 救われるのです。」(ローマ 10：10）

最後が、ローマ人への手紙 10 章 13 節。決定打です。

『主の名を 呼び求める者は 誰でも救われる。』(ローマ 10：13）

私の場合は、38 年前でした。 それは、ただの子供のような 素朴な祈りでした。 主の名を呼び、心で信

じ、口で告白し、罪の赦しのために主に信頼して、私は救われました。 ご起立ください。祈りましょう。

主よ。ありがとうございます。 主よ、あなたに感謝し切ることなど、とうてい出来ません。 永遠のい

のち という贈り物に。 あなたが買い取り、全額支払って下さったものです。 主よ、御言葉において、

終末の時に世界がどのような状態になるのかを 私たちに告げて下さって、感謝してもしきれません。私

たちに用意が出来ているように。 ヨハネの福音書 14 章 29 節に 書いている通り、あなたが仰ったのは、

「今わたしは、それが起こる前にあなたがたに話しました。それが起こったとき、あなたがたが信じる

ためです。」（ヨハネ 14：29）

言い換えれば、あなたは前もって告げられたのです。 それで、あなたが 起こるだろうと、起こる前に

仰ったことが 起こるのを見たら… 今 私たちは、それを見ていて、それは起こっています。 主よ、あ

なたの御名を 呼び求めたことのない人が、 今日、永遠のいのち のために、人生で最も重要な決断をし、

先延ばしせず、救われることを祈ります。 もう時間がありません。今日が その救いの日です。 主よ、

救われている 私たちにとっては、あなたが ルカの福音書 21：28 で 仰った通り、

「これらのことが 起こり始めたら、身を起こし、頭を上げなさい。あなたがたの 贖いが近づいている

からです。」（ルカ 21：28）

主よ、周りを見まわすと、私たちには、起こり始めているのが見えます。 主よ、私たちはもうあなたが

戸口に来ておられるのを知り、身を起こしています。 あなたがもう戸口に来られているからです。 私

たちが そういう風に生きるよう、振る舞えるよう祈ります。 時間があるうちに、私たちが迷える人々

に 手を差し伸べますように。 私たちの前には、最高の機会があります。 主よ、私たちがそれを捕らえ、

利用できるよう祈ります。 収穫のために 畑が色づいているうちに。 主よ、感謝します。 イエスの御

名によって祈ります。 アーメン。

--------------------------------------------------------------------------------------------
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