
2022.01.23. 聖書預言・アップデート 

嘘を買ってはいけない 

JD ファラグ牧師 

では、おはようございます。第一礼拝へようこそ。日曜日の朝、第一礼拝が、毎週「聖書預言・アップデ

ート」で、２つの礼拝のうち、第二礼拝は節ごとに聖書を学ぶ「聖書の学び」、現在「ヘブル人への手紙」

がほぼ終盤、もうちょっとですが。ご存知の方も多いと思いますが、「ヘブル書」には 25 節あります。 

今日は、「ヘブル書」を完了しませんよ。よろしいですか？ 了解。なぜ祈りがそれほど強力なのか、な

ぜ私たちクリスチャンが持つ最も強力なものが祈りなのか、4 つの理由を見ていきます。そんな風に考え

たことはありますか？ 皆さんが持っている最も強力なのが、祈りです。それが第二礼拝で、ハワイ時

間、11 時 15 分からライブ配信します。ユーチューブやフェイスブックでご覧の方は、jdfarag.org へ直

接行かれ、検閲なし、中断なし、完全版の今日の「聖書預言・アップデート」をご覧ください。 

それでは、始めましょう。今日は盛りだくさんです。今日のアップデートのタイトルは、「嘘を買っては

いけない。」さあ、いいスタートが切れたぞ～ わお～皆さん大好きですよ！！！ ー拍手喝采ー 

皆さんのおかげで、私の仕事が楽しく、楽になりましたよ。皆さん、そのことに感謝しますね。しかし 私

がこのタイトルを選んだのは、今、世界で起こっている大規模な欺瞞と混乱を考えると、当然だと思いま

す。ご存知、聖書の中で見落とされがちな預言は、終わりの時に、悪魔の欺瞞が地球全体を覆うと言われ

ていることです。救い主自身も、時代の終わりについて弟子たちの質問に答える際、欺きと嘘を何よりも

優先して挙げておられます。それが「マタイの福音書 24 章」、誰もが知っている１節、１章にあります。

3 節 4節をご覧ください。 

マタイ 24 

3 イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがひそかにみもとに来て言った。「お話しください。

いつ、そのようなことが起こるのですか。あなたが来られ、世が終わる時のしるしは、どのようなもので

すか。」 

実に 2 つの質問です。しかし、実際よく見ると 3つの質問をしています。 

１）いつ、そのようなことが起こるのですか 

２）あなたが来られる時のしるしは、どのようなものですか。 

３）世が終わる時のしるしは、どのようなものですか。 

そしてイエスは、彼らの質問に答えられます。 

4 そこでイエスは彼らに答えられた。「人に惑わされないように気をつけなさい。 

これが皮切りです。第一：欺瞞・惑わし。「OK。あなたがた、何が終わりの時を象徴するのか知りたいで

すか？ 終わりの時、時代の終わりと私の到来を示す、何よりも一番のしるしは、まず第一に、”欺瞞・

惑わし”です。」イエスは続けて、もちろん、他の兆候も挙げておられます。 実に産みの苦しみと言った

方がいいかもしれませんが、頻度も強度も増し加わっていきます。そして 人種的な反乱などを挙げてお

られます。 

民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、（マタイ 24：7） 

これは人種的な緊張、人種的な暴動です。そして、飢饉や疫病も挙げておられます。そしてそれに加えて、 

多様な、また異なる様々な場所で地震が起こると仰っています。イエスは、これらすべてのことを、リス

ト最初の一番上で「欺瞞」になぞらえ、それらすべてを纏めて、産みの苦しみに例えておられます。これ



が産みの苦しみの始まり（キーワード）となるのです。ですから私たちは、この特定の預言のしるしに関

して、救い主ご自身からの、ある種前例となる設定があります。書簡を読むと、使徒パウロが聖霊に導か

れ、終わりの時を特徴づけるこの”悪魔的な欺瞞”と”強力な惑わす力”について広範囲に書いています。 

「第一テモテ 4 章１節」、因みに、パウロからテモテのこの手紙が、パウロの人生最後の手紙です。パウ

ロが１節で語ります。 

I テモテ 4 

1 しかし、御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは”惑わす霊（欺瞞）”と”悪霊

の教え”とに心を奪われ、信仰から離れるようになります。 

これは、終わりの時を象徴する悪魔の欺瞞です。さて、この手紙が使徒パウロが書いた最後の手紙だと言

った理由は、テサロニケに入ると、使徒パウロが最初に書いた手紙、第 1・第 2 テサロニケがあります。 

第 2 テサロニケ 2章、9節から読み始めますが、これも多くの人が慣れ親しんでいる箇所です。しかし、

ここで皆さんに注目してほしいことがあります。 

II テサロニケ 2 

9 不法の者（反キリスト）は、サタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りのしるしと不思議 

（偽り＝嘘） 

10 また、あらゆる悪の欺きをもって、滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは、（その理由は）自分

を救う真理を愛をもって受け入れなかったからです。 

11 それで神は、（強い）惑わす力を送られ、彼らは偽り（その嘘）を信じるようになります。 

12 それは、真理を信じないで、不義を喜んでいたすべての者が、さばかれるようになるためです。 

わお～OK。このことについて、少しお付き合い下さるよう、謙虚にお願いします。パウロがここで何を

語っているのか分かりますか？ 神がこの強力な惑わす力と欺瞞を送って、あたかも神が彼らを欺き、

彼らが嘘を信じるようにしておられるとは、一瞬たりとも思わないでください。そんなことは絶対にあ

りません。実に、その逆が事実です。彼らの心は既に決まっていて、彼らの運命は既に決まっています。 

そして彼らの心は既に頑なになっています。彼らは既に決めています。先ほど私たちが美しく賛美した

ような真理であるイエスに従うことをせず、彼らは救われるための真理を真理の愛を拒みました。神は、

誰かにご自分を強制することは決してあられません。神は私たちに自由意思を与えておられます。神は

私たちに選択肢を与えておられます。神が人間を求めて留まらないわけではありません。神の霊は、人の

霊に留まられます。なぜなら神は、だれも滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進み、イエス・キ

リストの救いに辿り着くことを望んでおられます。（II ペテロ 3：9 参照）それが神の御心です。神はで

きるだけ多くの機会を与えてくださいます。しかし、神の御霊が人間に留まらない時が来ます。 

（創世記 3：6参照） 

「ローマ人への手紙 1章」は、非常に非常に難しい聖句ですが、基本的に神はこう仰っています。「分か

りました。もう決心したようですね。」神は、彼らが溺れているその邪悪さの全てに、すなわち、女は女

への欲望に燃え、男は男への欲望に溺れているものに彼らを委ねます。彼らは既に決心しているのです。 

神がイスラエルの民をエジプトの奴隷状態から解放したときのファラオについて考えてみました。かな

り興味深い話ですね。8 回くらいはあると思いますが、次のような趣旨のことが書かれています。「ファ

ラオは心を頑なにした。」しかし、その 8 回の中で 「神がファラオの心を硬くした」とも書かれていま

す。何ですって？ ちょっと待って。そして今や、神が惑わす力を送られると言うの？公平じゃないよ。 



 

ちょっと待ってください。そう慌てずに。神は諦めて、彼らが既に決めたことに委ねておられます。神は

トライされました。でも彼らは既に心を決めています。彼らは、既に心を頑なにして、既に運命を封印し

ました。神は仰います。「OK。真理を拒絶するのですね？」真理を拒絶すると、、、聞いてください。 

真実を拒絶すると、イエスが言われた偽りの父、悪魔自身からの偽りの嘘に身をさらすことになります。 

真理を拒絶すると、ゲームオーバーです。どんな嘘でも信じてしまい、あの嘘を信じてしまいます。です

から、神が基本的に仰っているのは、「OK。思うがまましなさい。真理を愛することを、救われることを

拒否するのですね？ ではそういう理由で、わたしは今、強力な妄想を送ります。そうすると、あなたは 

真理を信じていないから、嘘を信じるようになります。」それだけではなく、想像するなら、「あなたは実

際、自分の邪悪な行為を楽しみます。あなたは、自分の邪悪な行為に大きな喜びと楽しみを感じます。」 

そう、使徒ヨハネは、聖書の中でも最も驚くべき預言の１つとして、黙示録でこの欺瞞についてを書いて

います。それは、7 年の患難時代のバビロン崩壊に関するものです。「ヨハネの黙示録 18 章 23節」です。 

黙示録 18 

23 ともしびの光も、おまえのうちで、もはや決して輝くことはない。花婿と花嫁の声も、おまえのうち

で、もはや決して聞かれることはない。... 

その理由は、 

...というのは、おまえの商人たちが地上で権力を握り、おまえの”魔術”によってすべての国々の民が惑わ

され 

皆さん、この単語 Sorcery/魔術 を覚えておいてください。すぐあとで戻ります。Sorcery（日本語聖書

訳：魔術・呪術）は、新約聖書原語のギリシャ語では、Pharmakeia/ファルマキアで、英単語、pharmacy/

薬局、pharmaceutical/製薬 pharma/医薬品 が由来しています。医薬品に関わる魔術、邪悪な魔術です。 

このヨハネの黙示録 18 章の預言を最後に残した理由は、 これを言うと、皆さん同意してくれると思い

ますが、この預言は、現在起こっていることを正確に語っています。よろしければ、地上のすべての国々

が嘘に騙されていることに関連し、特にこのことを説明したいと思います。その為、先に進むため、ユー

チューブとフェイスブックでのライブ配信をここで終了します。 

 

ー本編ー 

OK。以下は、全世界の人々が信じ、騙されてきた数多くの膨大な嘘の内の 3 つに過ぎません。前置きが

長くなりましたが 今の誤報（情報ではありません）は、ここ数ヶ月の間に限りなく悪化しているので、

言及しておく必要があります。この 5、6 ヶ月の間に限りなく悪くなっていると思います。これが、前述

の嘘を果たすための混乱と欺瞞のシナリオ促進です。少し説明させていただきます。皆さんが気づいて

いるかどうか分かりませんが言わば半年前、インターネット検索がもう少し楽でした。因みに、、、そう、、、 

ユーチューブから離れましたからこれが言えます。グーグルは使わないでください。本当に？ ユーチ

ューブですって？ からかっているんですか？ というか、、、「主よ、助けてください。」まず、もう真実

を見つけることができません。なぜ？ なぜなら、 

A) 538,000 ページも探さないと見つからないほど、深く埋もれています。 

そんな時間がある人がいるのでしょうか。私にはありません。 

B）そこまで深く埋まっていないなら、削られ、消され、削除され、もう見つけられません。 



去年、私たちのことを報告した人がいました。その人たちが救われるよう祈っています。彼らが救われる

なら、、、彼らの悔い改めのために祈ります。しかし、どうやら誰かが報告したらしく、私たちはユーチュ

ーブに目を付けられ、検閲されました。神の恵みにより、私たちは既に自分たちのウェブサイトでの作業

をしていました。ですから、ウェブサイトへの移行をスムーズに行え、すべての動画を途切れなくウェブ

サイトに移行し、検閲なし、全完全版動画を移設出来ました。しかし、それは 1 年前のことであり、その

後ずっと悪化しています。今、起こっているのは、預言・アップのイントロダクションさえ、ユーチュー

ブでは公開できなくなるのも時間の問題だと思います。ですから、多くの情報が 他のプラットフォーム

で見られるような誤情報ではありません。名前を挙げるのをためらいます。私たちはウェブサイトへの

誘導を目的としているため、少なくとも現時点ではこれらのプラットフォームには参加しません。しか

し、これらの他のプラットフォームは、少なくとも現時点では、情報を得るための代替プラットフォーム

ですが、どうかどうかどうか見極めてください。私が言いたいのは、実際、最近の私は、特定の情報源を 

引用することを避けていることにお気づきでしょう。いくつか理由があり、その１つは、時にそれらの情

報源が、良くない情報源になることもあります。そう言っておきます。ここで、できる限り丁寧に言及し

たいと思います。それで、誰も本当のことは知らないのが分かってきます。せいぜい憶測に過ぎないので

す。そのため、私は自分の保存版を振り返り、今日はその内のいくつかを紹介しますが、以前のアップデ

ート内で提供したリンクも、もう有効ではありませんし、まだ有効で見れるものは、もうほとんど時代遅

れです。あまりにも早く多くのことが起こり、それらのリンクの賞味期限が、すべて変わってしまってい

ます。なので過去に戻ってそれを見ると、こうなります。「ちょっと待って。もうそういうことではない

よ。」それほどまでに欺瞞に満ちています。それほどまでに混乱しているということです。繰り返します

が、間違わないでほしいのは、誰が混乱の作者ですか？ 悪魔ですね。これはすべて意図的な設計上のこ

とです。これは「第二テサロニケ２章」の通り、最終的に 7 年の患難時代に成就する時、実現する欺瞞、

強く強力な惑わす力です。しかし既に起こっています。既に見始めています。それが実現し始めているの

です。これを言うためそう言います。リンクのある過去のアップデートを参照するつもりですが、それ

は、当時の情報であり、資料でした。それでもまだ参考にするのは、これまた 2 つの理由からです。お付

き合いください。まず、諺にあるような分かりきったことをやり直したくありません。 

第二に、今でさえ、 アップデートの準備のために、毎週、莫大な量の資料に目を通すことに膨大な時間

を費やしています。皆さんに、告白しなければなりません。もしかしたら、私と同じことを皆さん経験し

ているかもしれません。もう何も見つけられません。何を見つけても、その文書や記事の信憑性を吟味す

るプロセスが必要です。私は毎週特権に与ってここに来るのですから、その情報が正確だと確認せねば

なりません。正確ではない情報を皆さんに共有したくないからです。 

最後の１つ。私の言葉を鵜呑みにしないでください。「お～JD牧師が言ってたよ。」ダメ。それをしない

でください。それをしないでください。ベリア人になってください。実際に、、、こう言わせてください。

これを先週考えていました。毎日、ネット検索するのは止めてください。毎日。毎日、聖書を調べてくだ

さい。毎日。お～良かった。なんと！皆さん大好きです。ー拍手喝采ー 

告白せねばなりません。自分自身に語っているのです。こうやって検索して、、「お～えっと、うーん、94

ページ、うわ～ぐ～～～、う”～～～～」試しにやってみよう（キーボードを叩く） 高度な検索  (キー

ボード超高速打ち) ー(笑)ー イライラしていると、まるで聖霊が「もしも～し？」「何でしょうか？」 

 



「一体何をしているのですか？」「聖書預言・アップデートのためのリサーチですよ。」「止めなさい。 

ネット検索は止めなさい。聖句を調べ出しなさい。」 

ポイントは、 最後の１つ を既に言いましたから、再度、最後の１つ は、”まだ”言えません。締めく

くりには言いますけどね。しかし、大変混乱してしまいます。そして、真実は、誰にも分からないのです。 

分からない時はどうするのか？ 唯一のご存知の方のところへ行くのです。これ（聖書）が知る方法で

す。神は、終わり時にまさにこのようになると仰いました。神がこれを仰ったから、私はこれを知ること

が出来ます。あの専門家は忘れてください。ここにいるこの専門家は忘れてください。私には、専門家中

の専門家がいます。主の主、王の王、偉大な医師ですよ。信用証明が欲しいなら、ここ（聖書）にありま

す。主は私に予告されました。教えて下さっただけでなく、予告してくださいました。 

「わたしがあなたをこの世から連れ出すため来る前に、世界の歴史上かつて見たことのないような欺瞞

が起こる。」 

この惑わしは、地上のすべての国々が惑わされるようなものでそれが何であるかまで言われています。

どの国も、何に騙されようとしているのか？ 私はオフィスに座り、話が逸れたくありませんが、時計を

見ないでください。まだまだこれからです。簡潔に言います(笑)有名な最後のセリフです。私はオフィス

に座って、ニュースフィードを見て、とにかく...見ているとね、イラン。彼らはマスクしています。中国。

彼らはマスクしています。私が目を留めたのは、北朝鮮。北朝鮮ですよ。彼らはマスクしています。 

私はこんな感じです。「待って。何？？？」どうすれば、地上のすべての国が同じことが出来るのでしょ

うか。うははは～！「黙示録 18 章 23 節」です！！「わたしはあなたに言ったでしょ。あれがこれ。こ

れがあれ。それが理由ですよ。」分かりました。主イエスよ。早く来てください。地上のすべての国々が、 

この薬品、製薬、医薬品の欺瞞に騙され、注射の欺瞞です。もう一度言います。注射の欺瞞です。私はそ

れを注射と呼びます。そうだからです。接種と呼ぶのは止めました。過去のアップデートを振り返ってみ

ると、あらかじめ、了承ください。以前は「接種」と呼んでいましたので。その聞こえが、なんとも、、、 

「お～接種ね～。」いいえ、注射です！！！ 注射です。OK。気分が良くなりました。皆さんもそうであ

りますように。たぶんそうではないでしょうけど。しかし、ここからが本題です。再度、数多くの膨大な

嘘のうち、3つだけを紹介したいと思います。 

偽り１）: これは、未接種者のパンデミック。 

OK。聞いたことがあられますね？ それが物語、シナリオです。ワクチン未接種者のパンデミック。「え

～～！ワクチン接種していないの？」OK。そこまではしません。これはあらゆるレベルで間違っていま

す。これはあらゆるレベルでの嘘です。 

その 1：これが真実です。”これはパンデミックですらありません。” 

これが何か知ってますか？ ジェノサイド（大虐殺）です。鵜呑みにしないでください。ご自分で聖句を

調べてください。これについては、以前のアップデートでもお話しましたね。ここで 1 つ紹介しておき

ます。これは、パンデミックではなく、大虐殺です。これはワクチンではありません。繰り返しますが、

これは注射ですが、ポイントは、命に関わるような、命を削るような毒物が入った注射です。それがこれ

です。ワクチンでもなければ、パンデミックでもありません。大虐殺です。これらのアップデートの、全

てリンクがありますので、ご紹介します。昨年２月７日「大虐殺 10 段階」と題した聖書預言・アップデ

ートをしました。今まで行った、長年してきたアップデートの中で、一番ゾッとした内容でした。この動

画は大変ゾッとします。しかし、正に真実です。その段階の１つ１つ、10 段階全部が分かります。それ



をテンプレートにして、この欺瞞に重ね合わせることができます。今起きているこの大虐殺に重ね合わ

せると、完璧にマッチします。その 10 段階すべてがピッタリなのです。このいわゆるワクチンがワクチ

ンではないことについて 私たちは以前に何度も「聖書預言・アップデート」をしていますが、皆さんに、 

”決断の時"を参照します。”決断の時”と題したものは２種あり、１つ目は、昨年の 1 月 10 日付けで、一

年前の今月ですね。大変具体的に扱いました。 

２つ目は、"決断の時 Part2"深く詳細に入って、この注射についてのよくある質問に、詳細に答えていま

す。私の話を聞いて、その中でも特に多かったのが、この注射のやり方についてです。私の話を聞いて、

私がこれを言う時どうか誤解のないようお願いします。非常に重要です。これが私たちが受ける質問の

中で一番多いものです。 

「これは獣の刻印/しるしですか？」 

答え: まだそうではありません。違います。今はまだ。しかし、聞いてください。獣の刻印/しるしにな

ります。これが？ はい。考えてみてください。現在、ここハワイでは、マスク＝M-A-S-K なしでは、 

店舗に入れません。それは、前条件であり、前プログラムであり、前兆です。マスク＝M-A-S-K ではな

く、1 文字違いの刻印/しるし＝M-A-R-Kへの。分かりましたか？ 早いとは思いますが。それがこの先

将来、獣のしるしになるとどうやって分かり、なぜ信じるのか。繰り返しますが、以前のアップデートで 

量子ドット・タトゥーと呼ばれる技術を詳しく掘り下げています。スタンプで、パリセード（杭）のある

パッチ型です。「ヨハネの黙示録 13 章」に入り、新約聖書原語のギリシャ語で見てみると「刻印」という

単語の意味が分かります。私たちはこのすべてに踏み込んでいます。使うのはパリセード・スタンプ、 

刻印のようなタトゥー（入れ墨）です。だから今は......分かりました。さっと言います。再度、時計を見

ないでください。OK。今、テキストメッセージをチェックしています。ちょっと待ってください。皆さ

んもするでしょう？ いやいや、これ重要なんです。待ってください。OK。家内からです。大変重要で

す。これは私たち、携帯（身に着ける）していますよね？ 今や、いくつかの場所では、携帯電話で、ワ

クチン状況を表示しなければならないところもあります。あなたに携帯して。ですよね？ 何をするに

も買うにしても、売るにしても、何をするにしても。彼らはこれが必要です。あなたに付随して。そして

彼らは、あなたの中（体内）に、これが必要なのです。それが既に起きていることで、技術は既にここに

あります。事実、10年後、15年後、20 年後を考えれば、この技術は十分です。これについてもお話しま

した。未来に行くと、たったこの 10 年で技術が急速に、そして迅速に進歩しています。過去 10 年から

次の 10年、20年と指数関数的にいくと、聖書の預言にある技術を超えることになります。聖書に記述さ

れている技術を超えるほど高度でしょう。では、次に行きます。2つ目はとても難しいです。 

偽り ２）：病院はワクチン未接種者で溢れている。 

繰り返しますが、お許しください。あらゆるレベルで間違っていて、あらゆる場面で嘘です。これが真実

です。病院は溢れていません。悪いことに、病院に入院している人たちは、 注射をしている人の方が、

注射をしていない人よりも多いのです。つまり、彼らは嘘をついています。実は、1年半ほど前に見るの

をやめました。地元のニュース報道に関わる人たちを侮辱しているわけではありません。地元のニュー

スステーションで働いている兄弟がいますが、 1年半ほど前から地元のニュースを見なくなりました。 

嘘なので見れません。彼らは嘘をつく為にお金をもらっているので、嘘をつかなければならないからで

す。 病院も同様にお金をもらっています。ここで、そのことについて少しだけお話ししたいと思います。 

病院が数万ドル、数十万ドル受け取ることを旗印に、入院患者は飢え、そして殺されます。ここ数週間、



愛する人が鎮静剤を投与された後、人工呼吸を行い、無用な死を招いた報告が多数寄せられています。 

「では、JD牧師、失礼ながら、そんな資料はどこにありますか？そのリンクは、情報源は？」OK。 

知っていますか？ 皆さん見れますよ。これは、聖典を検索した後、検索することができます。インター

ネットで検索すると見つかります。生命保険会社が、 慌てふためいています。理由を知っていますか？ 

なぜなら、死亡率が従来より約 40％高くなっているからです。生命保険の仕組みは知っていますよね？ 

40%ですって？ 私は生命保険に加入しています。携挙が先に来ることを期待しています。しかし、誰に

も分かりません。つまり、生命保険会社が倒産して、生命保険金の支払いができなくなるということがあ

ります。そんなことを聞いたことがありますか？ ええ、あるでしょう？ 継続不可能ですから。死者の

数は、高齢者に限った話ではありません。トップレベルの健康な選手たち、アスリートが注射をして、死

んでしまう実際の動画を見たことがありますか？ コートの上、フィールドの上にいて、急に倒れ、死ん

でしまう。言いましたが、もう一度言っておきましょう。簡単に触れておきます。これは本当に初期の頃

ですが、テレビの生中継に、注射を受けた看護師がいましたよね。放送されて、彼女が出ていて、マスク

をしていました。彼女は注射を受けてマイクの前、壇上に立って話し始めました。そして突如、こんな風

にふらふらして、分からないまま、倒れました。そこで放送終了です。彼女がどうなったか気になりませ

んか？ お～聞くことはないでしょう。確か、195,312 ページに埋もれていました。それ以上かも。彼女

は亡くなりました。彼女が亡くなったことを知っていましたか？ で、ここで何が起こっているのでし

ょうか。そう、起こっているのは、病院は、あなたを検査するだけで大金がもらえます。彼らは、病院に

お金を払ってあなたを検査します。検査陽性なら？ 入院させて、人工呼吸器をつける。さらにお金がも

らえます。レムデシビルを処方されたら、、、この点については後ほど詳しくご説明しますが、更にお金が

もらえます。もし殺したら、その方がずっとお金になります。ある人はこう推定しています。結局のとこ

ろ、人々は実際に病院に歩いて入り、実際歩いて入って行きます。自分で運転して病院に行きます。気が

つくと、人工呼吸器をつけています。何ですって？ なぜ？ それが彼らの稼ぎ方だからです。イベルメ

クチンを投与すればいいのでは？ いいえ！ ビタミン C やビタミンD を下さい。いいえ！ せめて水

だけでもあげてくれませんか？ いいえ！ 誇張ではありません。鎮静剤や人工呼吸器を使用している

ため、患者が必要な栄養分や水分を奪ってしまうのです。その患者が死亡した場合、患者一人当たりの病

院の収入は 25 万ドル（約 2,800 万円）以上になるという試算もあります。大金ですよね？ それが理由

です。それが起こっているのです。数ヶ月前、私は発言しました。「最も危険な場所は病院である」これ

は今まで以上に真実味を帯びてきました。 

「わお～、牧師さん、本当にありがとうございます。でも、どうすればいいの？ というのも、私は、本

当にひどい病気の人を知っているからです。何を言っているのですか？ これは現実ではないですよ

ね？」お～いいえ、現実です。何なのですか？ 本当には分かりません。それだけでなく、注射となると、 

これは何のために作られたのでしょうか。注射がこの為に作られたのではなく、これが注射のために作

られたのです。これは何十年も前に計画されたものです。何かが現実的にあります。大変現実的に。これ

については、もう少し詳しくお話ししますが、今は、それだけで十分だと思います。本当に良い情報源が

ありますので、それを参考にしてください。私は、医学的な指導や法律的な指導のような姿勢は決して取

りたくなく、聖書指導のみを行っています。しかしネット上に、慣習や予防策、皆さんができること、私

がしていることなどが書かれた情報源がたくさんあります。それは何ですか？ 教えませんよ～だ。 

しかし、私はこれらのことをしています。それらはすべて、あなたをそこから、遠ざけるためのものです。 



言ってはいけないことですが、死の収容所から。今の病院はそうなんです。誰も中に入って患者に会うこ

とはできません。病院に歩いて入った大切な人に会うために、家族が何日も駐車場の車の中で、寝て待っ

たという怖い話を聞いたことがあります。決して、生きて帰ることはできないでしょう。ですから、これ

は嘘なのです。大ウソなのです。 

昨年、５月 30 日のアップデート"世界はどうなるのか？" 私は、注射を受けた人や知り合いに注射を受

けた人がいる場合、その人の生の声を伝えました。直接知りたかったのです。ところで、こう仰る方、 

「どうやって、そんな病院のことを知っているんですか？」私たちはそのことを身をもって知っていま

す。私たちは、あなたや私のような人々からこのような声を聞いているのです。実は、このアップデート

の最後に、神の恵みによって、病院から生きて帰ったキリストの姉妹の証を紹介します。今回のアップデ

ートで話した内容の中には、胸が締め付けられるようなものもありました。これは生の声です。 

「友達の弟のいとこの犬の叔母が知っている人で、、、」ではありません。いいえ、これは夫が注射の 3 日

後に亡くなった時の話。私の娘は車いすになりました。体力もあり、完璧な健康体の 22 歳だったのに。 

注射後、二度と歩けないのです。生の声です。それが私たちが知る方法、真実なのです。昨年 9月、２つ

のアップデートをしました。 

１つは、2021.09.19.の ”悪を抑制し、義の者を支える” 

２つ目は、2021.09.26.の”しかし、神は。ストーリー・証” 

現在、継続して行っています。少なくとも当分の間は、主のご指示があるまでは続けます。しかし、どち

らのアップデートも、神だけが御出来になられる方法で、悪から善をもたらされたという個人的な内容

です。あなたがたは私に悪を謀りました。しかし神は それをこんにち多くの人の救いのための計らい

としてくださいました。（創世記 50：20 参照） 

それがまさに今、神がなさっておられる事です。多くの人が、 携挙の時にラッパが鳴るまで、その人た

ちを知ることはできませんが、このおかげでどれだけ多くの人がイエス・キリストの救いに辿り着いた

かに、私たちは嬉しい驚きを覚えることでしょう。そのことのために、神を褒めたたえます。最後の、偽

り  

３）：これを聞いたことがありますか？「全ての人々がワクチン接種したら、この全ては終わります。」 

彼らもそのように見ているのです～ ー(笑)ー ごめんなさい。これが真実です。 

これは、無限に続くと思われるブースターショットと呼ぶ注射によって全員が注射されても終わりませ

ん。多くの人が実際には、殺しの注射と信じています。どこの国、国家か忘れましたが、５回（ブースタ

ーショット）です。５回接種です。イスラエルは４回目です。”ブースターショット” 繰り返しになりま

すが、この件に関して本当の回数は見つけられませんが、設計されています。こう書かれたレポートが 1

つこっちにあって、また別のレポートが出てきて、ああ言う。ますます混乱してしまいますが、これも意

図的です。全て検閲されていて、全てプロパガンダです。全て誤報です。特に、実際の死亡者数について

は。私は皆さんの前で、これが実際の死亡者数だという検証済みの情報源があるとは言えません。しか

し、これが私が言えることです。私たちの想像をはるかに超える数であること。数百万単位の話をしてい

るのです。潜在的に数千万人です。 

「ねえ、ちょっと待って。VAERS（ワクチン有害事象報告システム）によると、死亡者数は、僅か 2 万

数千人だよ。」ー僅かですって？ ちょっと待ってください。ちなみに、生の声では？ この人たちは、 

必ずしもクリスチャンではありません。実際、これはありえることなので、その上でひと言言わせてくだ



さい。クリスチャンと牧師に対する非難です。特に牧師。未信者がいるなら、真理を語るべきであり、 

クリスチャン、特に牧師は、真理を語らなければなりません！！！ これを力説して叫ぶのを許してく

ださい。でもそれが真理なのです。ー拍手喝采ー 

私が牧師として、どれだけ悲しいかというと、クリスチャンではない人のところに真実を知るために行

くなんて！！！ 私がよく聞いていたあの牧師。私がよく聞いていた牧師たちの色んなリストがありま

すが、私は、実際に間違っていました。本当に。彼ら、今は何と言っているのでしょうね。また、1年以

上、1 年半ぶりに聴きました。お”～聴いてみますよ。8 秒くらいだったと思います。彼らは、これ（注

射）を推進しているんです！！！ 彼らは、これ（注射）を推進しているんです！！！ 

分かりました。主よ、、、このような事があるので、皆さんのお祈りを切望します。私はこのような事、と

言います。はい。大ごとです。そして辛い事です。しかし将来、死亡者数が増えるのではないかと指摘す

る声もあります。そう遠くない将来です。本当に時間の問題です。その理由は、つまり今起こっているの

が、人々が死んでいっている。以下が、なぜ人が死ぬようなことが起きているのかの説明です。 

この注射には、スパイクプロテインが含まれており、これが血液中に何兆もの極小の詰まりを作り、心臓

に炎症を起こして酷使する原因です。その結果、他の病気を誘発し、入院することになり、意図的な結末、

死に至ります。だから、今起こっていることが起こっているのです。これが私たちが知っていることで

す。だから目にするのが、完全に健康な人たちが、ある日突然、心筋症、心筋症ですって？ ご自分で見

てください。繰り返しますが、私の言葉を鵜呑みにしないでくださいね。人生が終わってしまった人がた

くさんいます。彼らのキャリアは終わり、二度と元に戻ることはありません。パイロット、航空パイロッ

トは、終わりました。医療関係者の多くが、終わりました。彼らの人生は、このために二度と元にはもど

りません。これは私たちが知っていることです。 

以前のアップデート（2021.04.04.）「Coming to a Head/表面化する」をご紹介します。すべての人間に

注射をしたい理由を徹底的に見ている内容だからです。これが予防ではないことは分かっています。私

はこれ、と呼びますが、予防でないだけでなく実際に悪化させているようだからです。神は私たちに、免

疫システムを与えて下さっていますよね。ひゅ～～ これも文書化されていますよ。言及すべきでしょ

う。はい、主よ、助けてください。今あなたは、私を見てこう言います。 

「分かりました。牧師さん。私は接種してしまいました。どうなるのでしょうか。」 

ええ、聞いてください。あなたが新生したクリスチャンで、接種したなら、新生しない、にできません。 

いいですか？ それ分かりますね？ ええ、安心して、分かってください。それが真理です。 

次に、「接種してしまいました。私は死ぬのでしょうか？」 

分かりません。私には分かりません。皆さん、知っていますか？ 分かりました。主よ、分かりました。 

もう何年も前のことですが、ある牧師が質問をされました。 

「たばこを吸っても天国に行けるのでしょうか？」完璧な答えだと思いました。これこそが完璧な答え

だと思いました。「はい、タバコを吸っていても天国に行けます。むしろ、その方が早く行けるかもしれ

ません。」ー(笑)ー（JD牧師主を見上げ）これでよろしいですか？ 

私が言いたいことが分かりますか？ 聞いてください。もしあなたが救われていて、注射を打たれたの

なら、私たちよりも先に天に着くでしょう。もちろん、私たちが望み、信じるように携挙がすぐでなけれ

ば、ですが。大丈夫ですか？ 皆さんそれ、大丈夫ですか？ それが真理です。繰り返しますが、 

「しかし、神は」の証で分かりますよ。ですから、これが予防のためではないなら、何のためなのでしょ



うか？ お～聞いて下さり嬉しいです。皆さん聞きましたね？ ええ、お答えします。 

何のためかというと、繰り返しますが、私の聖書がこれが何かを語っています。人口削減を支配する為。

まず第一に、人口を減らす為です。それから、ワクチン接種証明が前提で、働いたり、旅行したり、買っ

たり、売ったりできるよう削減した人口を支配する為です。これはまさに、7年間の患難時代に起こると

言われていて、特に「黙示録 13 章」に記されています。それがこれです。つまりあなたが仰っているの

は、この巨大な、大規模な欺瞞行為は、すべての国がこの大手製薬会社の注射に騙されていて、全ては人

口削減、人口を支配するためだと？ はい。それが黙示録の語る事ですから。 

「しかし、神は。」この 2語が大好きです。それが全てを変えます。しかし神は、悪の謀るものを善の計

らいになさいます。（創世記 50：20 参照） 

あえて言えば、これはあらゆる意味での純然たる悪です。しかし神が、最終的にこの悪を行った者たちに

正義の裁きを下されるでしょう。彼らは悪魔に取り憑かれ、真理を拒絶し嘘に支配されていると私は信

じます。イエスが真理です。イエスが道、その道であり、その真理であり、そのいのちなのです。 

イエスを通してでなければ、だれも父のみもとに行くことはできません。（ヨハネ 14：6） 

ただイエスを信じる人のために。これがいつも「聖書預言・アップデート」を福音/イエス・キリストに

ある良い知らせと、子どもにでも分かる救いの説明、「救いの ABC」で締めくくる理由です。 

Ａ：自分が神に背いた罪びとであるのを、単純に、Admit/認める または、Acknowledge/認識する。 

自分が神に反した罪びとであると認めないなら、どうやって救い主に興味を持ちますか？ 必要ないで

しょ。ローマ人への手紙 3 章 10 節に書かれています。 

「義人（正しい者）はいない。一人もいない。」 

私たちは誰しもが、生まれながらにして罪びと（的外れ）です。ですから、イエスが仰るように、神の御

国に入るためには、新生しなければならないのです。 

ローマ人への手紙 3章 23節、 

「すべての人は（誰しもが）罪を犯して、神の栄光を受けることができず、」 

「罪」という言葉には、そういう意味があるのですよ。アーチェリー用語で、的を外したという意味です。 

あなたは、神の完璧な義の基準である「的」に届かないのです。射手が矢を放ち、的を外せば、「罪を犯

した。的を外して、届いていない。」と言われます。私たちは皆、罪を犯し、届いていないのです。 

ローマ人への手紙 6 章 23節、これが興味深いのは、言い方はマズいですが先に悪い知らせと、次に良い

知らせがセットになっています。（適切な英語ではないのは分かっていますので、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、良い知らせがさらに良くなります。これはかなり、大変悪いです。 

どれほど悪いのか？ はい、死です。かなりヤバイですね。 

「罪の報酬は死です。」(ローマ 6:23a) 

死刑宣告です。悪い知らせですね。次の良い知らせは何か？ 

「しかし、神の賜物（贈り物）は（報酬ではありません。自分が稼ぎ、頑張ったその分の報酬ではありま

せん。贈り物です。）私たちの主キリスト・イエスによる永遠の命です。」(ローマ 6:23b) 

それが A で、次が B です。ABC の中心です。 

Ｂ：あなたの心で、イエス・キリストが主であると シンプルに、Believe/信じる。 

自分が罪を犯していることを認めれば、それがあなたにあなたを示す律法の家庭教師のように導いてく

れるのです。それは鏡で、完璧な鏡です。律法は、あなたがそれらの戒めの一つ一つを破ったことを示し



ます。あなたは有罪です。そして、ここで聖霊があなたの手を取り、あなたを律法から、律法を成就した

キリストへと導くのです。 

ローマ人への手紙 10 章 9-10 節 

「あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならあなたは救われるからです。」 

主はなぜ死からよみがえる必要があったのか？ 死の罰則だからです。罪の報酬は死だからです。だか

らイエスは、「わたしがあなたの代わりにあなたの死に行きます。」と仰います。それが良い知らせです。 

「あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるのです。」 

それが B です。B が C に繋がります。なぜなら、一旦主を信じ、主に信頼をおけば、 

Ｃ：主の御名を Call/呼び求める からです。 

また再度、ローマ人への手紙 10 章 9-10 節、 

「あなたの口でイエスは主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じる

なら、あなたは救われるからです。」 

その理由は、 

「人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。」（ローマ 10：10） 

最後に、ローマ人への手紙 10 章 13 節 決定打です。 

『主の御名を呼び求める者は”みな救われる。”』（ローマ 10：13） 

皆さんに切に願います。今日、この礼拝におられるか、オンラインで見ているなら、切に願います。 

もし主の御名を呼び、心で信じ、口で告白し、主に信頼し、自分の罪を認めたことがないなら、、、どう言

えば良いのでしょうか。こう言います。世界で様々なことが起きているのに、なぜ永遠の命に関わる人生

で最も重要な決断を遅らせるのでしょうか？ 何を待っているのですか？ 様子を見てみたいと思いま

す。からかっているんですか？ 本当に失礼な言い方をしてしまいました。もっと丁寧に言えばよかっ

たのでしょうが、今日が救いの日です。今日が、救いの日です。さっと、この証を伝えてもいいですか？ 

先ほどの話に通じるものがあります。デブラ・ランスさんからです。お名前を正しく発音していますよう

に。 

「JD へ。 レムデシビルについて皆さんに警告してください。この薬について読んだところ、抗生物質と

一緒に投与することで、肺に水が溜まってしまうそうです。これが、腎臓や肝臓の働きを停止させるから

です。その後、スピレーター(人工呼吸器)をつけられて、死ぬのです。調べてみると、メディケアは 1回

の治療につき 3,000 ドル（約 34 万円）のボーナスを５回、病院に与えています。あなたの死因をコロナ

と報告するとボーナスが出ます。ある薬を投与した場合に、保険やメディケアから支払われ、病院がもら

える事の膨大なリストがあります。つまり、病院はお金をもらって殺しているのです。私は、急患センタ

ーに行ったところ、酸素が 88 しかないと言われました。普通は、92から 96の間でなければなりません。 

そこで、主人が緊急救命室に連れて行ってくれました。主人は、病院から放り出されたので、病院側は私

をもてあそべたのです。心電図、胸部 X線、スタチンの点滴を受けました。入院だと言われました。 

緊急救命室の医師は 6 回、レムデシビルを投与すると言いました。私は 6 回拒否しました。この薬を知

っているからです。午後 11時、新しい看護師が来て、「お薬がありますよ」と言いました。「何の薬です

か？」と聞きました。「レムデシビルですよ。」私は看護師に、持って入って来た同じドアから持って出る

ように言いました。ー(笑)ー（これは私の心にぴったりの女性です。）彼らは何を考えていたのか？ 

 



私が眠っている時に、点滴に入れるのですか？ 翌日、私は看護師に「家に帰る」と伝えました。緊急救

命室の医師が 2 人現れ、「家に帰れば死ぬ」と言われました。医師たちに言いました。 

「神が私の肺に息を吹き込みます。もし、神がそれを取り除かれるなら、 私は天国でイエスと一緒にい

ます。」（わお～）医師たちからは、そんな話、説明を止めるように言われました。日曜の朝、看護師に言

いました。「もう家に帰る。以上。」それが、午前 6時のことでした。午前 11時、2 人の緊急救命室医師

のうち 1人が、私の部屋にやってきました。彼は、私がどこでレムデシビルが悪い薬だと知ったのかを 

話す様、強要しました。」彼女は、医者と牧師から聞いたことを話されました。 

それしないでくださいね。既に私はもう十分に困っています。私の名前を使わないでくれませんか？ 

それで彼らはやり取りし、20 分ほど続いたそうです。私は彼を黙らせ、私を病院から出すよう、手続き

するように言いました。これ以上、嫌がらせをされたくないと思いました。この時、2 人の医師から「怖

い」と言われました。彼らは私が死ぬので、家に帰すのを恐れました。一度たりとも、その医師たちが 

私の家に電話して様子を見ることはありませんでした。JD、私は 7 週間経っても生きています！！ 

はっは～～～ ー拍手喝采ー 

私が生きているのは、神の恵みによるものです。あのレムデシビルを摂取していたら、私は今頃死んでい

たでしょう。この恐ろしい薬を警告してくれたのは、聖霊とあなたです。私が話した人たちは皆、それを

知りません。私はこの悪い知らせを、会う人すべてに伝えています。私は死ぬことを恐れていません。誤

解しないでください。保険会社やメディケア、政府が大金を払って人を殺しているだけなのです。何と恥

知らずなのでしょうか。この殺戮の場について、広めてほしいと思います。彼らが支払うのは、米国税制

(コロナによる税制改正案）のせいだと思います。（私も少し調べてみましたが、彼女の言うとおりです。

皆さん実際に見つけられます。公知の事実です。この情報は、まさに病院が何をすればお金を貰えるかが

書いてあります。）病院に助けを求めても、殺されてしまうのは悲しいことです。あなたの木曜日と日曜

日の「聖書の学び」が大好きです。毎週見ています。神が私をあなたに導いてくれたと心から信じます。 

主人は 68 歳、私は 67 歳です。 私は、13歳で救われました。主人は、28 歳の時、主に辿り着きました。 

ありがとう。神の祝福がありますように。デボラ・ランスより。」ー拍手喝采ー 

ご起立ください。賛美チームが上がってきます。私は皆さんに真実を言わねばなりません。私はもうす

ぐ、本当にもう間もなくと信じますが、申し開きをせねばなりません。私は主に、こう言って貰いたいの

です。 

「よくやった。よく頑張りました。良い忠実なしもべよ。」 

天のお父様。私たちが真実を知ることができたことあなたに感謝します。私たちはあなたを知っていま

す、イエス様あなたは私たちを知っておられます。主よ、あなたに感謝します。真理が私たちを自由にし

ます。（ヨハネ 8：32参照） 

子（イエス）が自由にするなら、本当に自由になるのです。（ヨハネ 8：36） 

主よ、今日この場にいる人、オンラインで見ている人のために祈ります。何よりもまず、あなたを呼び求

めたことがなく、あなたを信じたことがないなら、今日が彼らの救いの日となりますように。 

第二に、主よ、長年、あなたと一緒に歩んできた私たちにとって、主よ、私たちが生きているこの危険で 

欺瞞に満ち、大変混乱した時代で、あなたが私たちの心を励まし、強め、あなたが私たちを真理へ導いて

下さいますように。あなたの真理の御言葉へ。主よ、ありがとうございます。イエスの御名によって。  

アーメン。 
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