2021.10.31. 聖書預言アップデート
イエスがすぐに来られます

踏ん張れ！

JD ファラグ牧師
おはようございます。第一礼拝へようこそ。日曜日の朝は２つの礼拝があり、第一礼拝は毎週「聖書預
言・アップデート」
、そして第二礼拝が「聖書の学び」
、神の御言葉（聖書）を書ごと、章ごと、節ごとに
学びます。現在「ヘブル人への手紙」で、今日の箇所は 11 章 23 節～29 節です。モーセについて話しま
す。大変楽しみです。ここでは、恐れよりも信仰を選ぶという、私たち一人一人が直面する選択について
見ていきます。親しみを込めて「信仰の殿堂」と呼ばれているあの有名な信仰の章を学びます。今日は、
モーセが持っていた信仰についてを話します。その前に、彼の母親と父親が持っていた信仰についてを
お話しします。それをハワイ時間、11 時 15 分からライブ配信します。是非ご参加ください。また今、ユ
ーチューブやフェイスブックでご覧の方は、jdfarag.org で直接ご覧になれば、検閲なし、中断なし、完全
版の「預言・アップ」を見ていただけます。それでは！ 始めましょう。
再度、主が今日、私たちにご用意されていることが大変楽しみです。理由は、今日のアップデートは、希
望のメッセージです。この希望は、私たちのクリスチャンとしての生活が、今なお多くの人がそうである
ように、益々困難になるよう見えるにも関わらず、です。これは希望です。この希望、この祝福された希
望を私たちが持つことが出来る理由は、イエスが戻って来られると約束されたからです。イエスは私た
ちにそう約束されました。イエスは御自身の御言葉を下さいました。神はご自分の御言葉を撤回なされ
ません。御出来にならないのです。神が戻って来られると仰いました。イエスは、戻って来られると仰っ
ただけでなく、
「わたしは”すぐに”来る。
」と仰いました。どうぞ拍手してください。ー拍手喝采ー
どうやって分かるのか？ お～聞いてくださり嬉しいです。聞かれましたよね？ このことは、預言的な
兆候から分かります。目的地に向かって車を走らせていると、目的地に近づけば近づくほど、標識の数が
増えますね。それがまさに、今起こっています。この世は私たちの家ではなく、最終目的地ではありませ
ん。私たちの最終目的地は、携挙による天国です。携挙に近づけば近づくほど、その兆候は頻繁に現れま
す。フィラデルフィアの教会のように、
神の御言葉を守り、イエスの御名を否定しない。（黙示録 3：8）
私たちは、この希望を持って、忍耐し、踏ん張ることができます。それが今日お話ししたい事です。踏ん
張るのです。そんな長くはかかりません。イエスが来られます。
「ええ、しかし本当に酷くなってきています。」分かっています。でも踏ん張るのです。
イエスは、私たちの誰もが想像しうるよりずっと早く来られると信じます。
「ヨハネの黙示録 3 章 10 節
11 節」をご覧ください。神の御言葉を読んでいるときに、それまでに何度も読んだことのある箇所が出
てきますよね。私にとっては、これまで何度も教えてきた一節ですが、聖書のページから何かが飛び出し
て来る時があるのです。もっと現代的な言い方をすれば、デバイス画面から何かが囁くことがある。それ
はまるで、見たことがあるし、知っているし、でも、今回注意を引く何かがある。この 2 つの節は、皆さ
んに注目していただきたいことがありますイエスが聖霊によって、ヨハネに、 当時、小アジアにあった
フィラデルフィアの教会宛に書かせた手紙をお聞きください。現代のトルコで、A.D.＝紀元前＝キリス
ト誕生以前 95 年頃と考えられています。イエスが、ヨハネに手紙を書かせた 7 つの教会のうちの１つ
で、この教会宛にイエスが仰っている事をお聞きください。10 節です、
ヨハネの黙示録 3

10 あなたは忍耐についてのわたしの”ことば（命令）”を（これを覚えておいてください。後で戻ります）
守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練（患難）の時には、わたし
もあなたを守る。
それから 11 節で、イエスは仰います。
11 わたしはすぐに来る。あなたは、自分の冠をだれにも奪われないように、持っているものを”しっかり
保ちなさい。”
次、
「第一ペテロの手紙 1 章 6 節」からです。
I ペテロ 1
6 そういうわけで、あなたがたは大いに喜んでいます。今しばらくの間、様々な試練の中で悲しまなけれ
ばならないのですが、
7 試練で試されたあなたがたの信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・
キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。
待ちきれません。
「踏ん張りなさい。今しばらくの間、様々な試練がありますが、イエスが来られる時、
称賛と栄光と誉れをもたらします。
」
「ローマ人への手紙８章」聖書全ての中でお気に入りの一つです。な
ぜ笑っているのですか？ 聖書の全書が、私のお気に入りですから。でも「ローマ書８章」は特にです。
16 節からです。使徒パウロが、ローマの教会へ手紙を書いています。
ローマ 8
16 御霊ご自身が、私たちの霊とともに、私たちが神の子どもであることを証ししてくださいます。
17 子どもであるなら、相続人でもあります。私たちはキリストと、栄光をともに受けるために（聞いて
ください）
（彼の）苦難をともにしているのですから、神の相続人であり、キリストとともに共同相続人
なのです。
そしてパウロはこう言います。
18 今の時の苦難は、(翻訳によっては、どちらかというと南方系の雰囲気があると思います。)やがて私
たちに啓示される栄光に比べれば、取るに足りないと私は考えます。
ヨハネ、ペテロ、パウロがいて、彼らは全員が基本的に同じことを語っています。
「世にあっては...イエスが仰いました。
「ヨハネの福音書 16 章 33 節」です。
「世にあっては苦難が試練
があります。
」こんな風に仰っているなら良いのにと思います。
「世にあっては苦難の可能性があります。」
でも違います。イエスは仰いました。
「苦難があります。 」原語でその言葉を見てみると、皆さんご存知
ですか？「Will＝あります」です。あなたがたは、試練、患難、困難があります。
「私たちは、神の国に入るために、多くの苦しみを経なければならない」（使徒 14：22）
私たちは苦しみます。私たちは試練を経験します。困難があります。しかし、踏ん張るのです。なぜなら
イエスがすぐ来られるからです。あともう少しだけです。あなたは今の状況を経験しなければなりませ
ん。もう少しだけ。そして”その時”、もし～ではなく、イエスが来られる”その時”、ほ～～～
言葉がありませんね。ほ～、それだけです。携挙は、そんな直ぐに起こらない、と仰る人たちがいること
を知っています。真理を知らしめれば、主があなたの心をご存知です。こんにち多くの人々は、様々なこ
とが起こっている中で、ぎりぎりのところで踏ん張っています。しかしながら、主の御言葉が、主からの
御言葉が命じておられます。私たちは、この御言葉：命令について話す必要があります。一読して、聞く
と、
「命令なのですか？？え～」となります。辛抱強く耐えるよう命じられているのです。この命令に従

わなければなりません。ですから、最初は悪いことのように思えますしかし実は、大変良い事だと言わせ
て頂きます。理由を説明します。神は私たちに、その命令に従うことができるようになさらない限り、私
たちに何かをするよう命じられることはありません。これで一気にレベルアップしましたね。実際、命令
に従うための聖霊の力が伴うので、命令を本当に感謝すべきなのです。神は、私たちができるようにする
ことなしに私たちに何かをするよう命令することが御出来になられません。皆さんが理解されたことを
願います。私がもう一度これを言えるかどうか分からないからです。これを別の方法でアプローチしよ
うとすると、私はこの点を強調し、浮き彫りにし、際立たせる必要があります。なぜなら、今日の内容を
理解する上で非常に重要なことだからです。忍耐することが、神からの命令であり、ここに問題がありま
す。忍耐強く？ はい、それが命令です。私はさほど忍耐強くありません。たぶん皆さんは、忍耐強いで
しょう。私は忍耐強くありません。せっかちなんです。いいえ、これは忍耐しなさいという命令です。 辛
抱強く耐えなさい。
「分かりました。 私は命じられてますか？」はい。
「分かりました、主よ。私はその
命令に従いたいので主が私を助けてください。
」そして主は仰います。
「OK。 聖霊の”どのように”、聖な
る御言葉の”何”に従うのかを与えましょう。
」
「辛抱強く耐えるというこの命令に従うことができるよう、わたしはあなたを可能にし、力を与えます。
」
あなたが命令を傘の下に置くと、今や、その命令に従うための聖霊の助けを受けています。私たちが自分
の力で行うものではありません。それは、聖霊の力によるものです。
「主よ、忍耐力が必要です。これを乗り越えるために持久力が必要です。あなたは私に忍耐強く耐えるこ
とを命じられました。主よ、どうか私に力を与えてください。私が経験していることを、辛抱強く耐えら
れる力を与えてください。
」
神がその祈りに答えられないとは一瞬たりとも考えないでください。
さて、しかし、もうしばらくの間は、様々な試練の中で苦しまなければならないかもしれません。日を追
うごとに悪化しているように見えます。しかし、今、私たちが経験していることも、これから経験する可
能性があることも、私たちを待ちうける栄光とは比べ物になりません。こんな風に描写させてください。
こんな風に考えてください。私たちの人生は、70 年、75 年、80 年、85 年といったところでしょうか。
それが永遠と比べてどうなのか？ 70 年としましょうか。60 歳は、あと 10 年で 70 歳。その 70 年間、痛
みや苦しみ、試練や困難があると言いましょう。70 年を、永遠と比べれば？ 永遠で、最初の 70 年は、
ほんの瞬間です。永遠で、最初の 1000 年は、なぜなら、時間の計測がないからです。それが永遠という
ものです。永遠ですからね。今日は、このような深い真理の話で盛り上がっているだけではありません
が、永遠の命とは、永遠に続く命のことです。ずっとずっとずっと。だから、もし私がここで 70 年苦し
み、そして、痛みも、苦しみも、死もない永遠で、栄光の中で生きるなら、死もない、それだけでも、も
うゴキブリもいません。永遠に出てきません。はい。今分かります。比べものにすらならないのです。
携挙前の迫害と呼ばれるものに、いつまで耐え忍べばいいのか、という疑問が湧いてきます。携挙前の迫
害と呼ばれるものに、いつまで耐え忍べばいいのか、という疑問が湧いてきます。誰も日や時間を知らな
い中で、私たちが知ることができるのは、その日、その時間にどれだけ近づいているかということです。
誰も日や時間を知らない中で、私たちが知ることができるのは、その日、その時間にどれだけ近づいてい
るかということです。そして私たちのいる今が、どれほど終わりに近づいているかは分かっています。
因みに、神は私たちに知ってほしいと思っておられます。だからこそ、神は御言葉の中で、起こる前に何
が起こるのかを前もって教えておられるのです。ですからそれが起こりはじめると、未信者は信じ、信者

は顔をあげて贖いが近づいているのを知るのです。
（ルカ 21：28 参照）
この理由から、私たちは見張り、備えるよう言われています。イエスは、教会のため、思いがけない時に
来られるからです。ユダヤ人の花婿は、花嫁のために、夜盗人のように来て、彼女をさらい、掠め奪い、
御父の家に彼女のために用意した場所へ連れて行くのです。そして 7 の期間、結婚を完成させます。そ
して、7 の期間の終わりには、ほ～～～再度、言葉がありません。ほ～に代わる言葉を教えてください。
子羊の婚宴。お祝いの７の期間の終わりに、子羊の婚宴です。現実と真実を自分の頭の中で整理できる限
り考えれば、それが真実です。もうすぐ、もうまもなく、私たちはイエスとこの食卓を囲むのです。子羊
の婚宴で、イエスのそばで、イエスの花嫁として。これは決して絵に描いた餅ではありません。婚宴に餅
があってほしいですが、そういうことではありません。ー(笑)ー 失礼しました。今週は長い一週間でし
たから。ごめんなさい。私にとって、預言のテーブルは、既にセットされています。私にとって、預言の
テーブルは、既にセットされています。聖書預言を見れば、一目瞭然です。全てが、神の御言葉がそうな
ると語る通りに整っています。つまり、イエスがヨハネにフィラデルフィアの教会に書かせた前述の患
難時代から、彼らが神の御言葉を守り、主の御名を否まなかったから、彼らは守られるのです。この患難
時代は、地上の全世界に来ようとしています。ヨハネの黙示録 6～19 章に、7 年間の患難時代が、非常に
生々しく、恐ろしく言葉にならない恐怖で預言されています。単純化しすぎるのをお許しいただきたい
のですが 7 年間の患難時代、マーク(刻印)されます。ダジャレですが。反キリストの完全な支配下にある
世界秩序によって、全世界、地上のすべての住人がマーク(刻印)されます。これが起こるためには、一緒
に考えてほしいのは、よく話していることですが、本当に一緒に考えてほしいのです。よろしいですか？
ヨハネの黙示録で預言されている 7 年間の患難時代が起こるには、それを実現するため、このような高
度な技術が必要なのが当然ではないですか？ 世界が見たこともないような世界的な技術です。7 年間の
患難時代に起こると言われていることを実行するために。具体的には、地上のすべての人を追跡し、監視
することができる技術が登場するということです。つまり、かなり高度な技術ですよね？ この技術やシ
ステムは、非常に高度で洗練されたものでなければなりません。彼らは、あなたがこれを持っているかど
うかを知り、売買したり、ここに行ったりあそこに行ったり、あれをしたりこれをしたりするのを彼らが
知ることになります。その技術が整っていなければなりません。敢えて言えば、その技術やシステムが
もう整っているだけでなく、既に利用されています。今はもう時間の問題です。そういう意味で、これが
希望です。
ヨハネの黙示録に 7 年間の患難時代で実現すると書かれている技術が既に始まっている事実を考えると、
私たちはもうそれほど長く苦しむ必要はないでしょう。それが、私たちは近づいているという意味です
よね？ ですから、あなたが経験しているその試練は 困難や苦しみは、それほど長くありません。なぜな
ら、私の聖書には、7 年の患難時代にこのようなことが起こると書かれているからです。
この技術は、7 年間の患難時代に施行されます。イエスは、７年間の患難時代前に、ご自分の教会を携挙
しに来られます。それは皆さんに希望を与えますか？ 私には希望です。私たちがそれにこれほど近づい
ているのを知れば、私たちが携挙にもっと近づいているという意味です。この描写が大好きです。今まで
使って来ました。使いすぎないようにしたいですが、今年もこの時期がやってきました。感謝祭・クリス
マスの描写ですね。クリスマスの飾り付けや看板を目にし、年々早くなっています。お気づきでしたか？
7 月？ クリスマスの買い物のためにクリスマスまでの日数がまだだいぶあります。7 月ですよ。勘弁し
てもらえませんか？ ですから、クリスマスの看板を目にします。でも感謝祭が、クリスマスの前です。

ですからクリスマスがそんな間近なら、感謝祭はもっと間近です。感謝祭が携挙です。世界中にクリスマ
スの飾りを見ます。しかしそれは、感謝祭がもっと間近だという意味です。携挙がもっと間近なのです。
イエスがまもなく来られます。よろしければ、残りの時間を使ってこのことについて説明したいと思い
ますが、先に進むために、ライブ配信をここで終了します。未だの方は、jdfarag.org へ直接どうぞ。
ー本編ー
OK。先週、私は時間を費やしました。この記事や動画を送って下さった多数の方に感謝します。つまり、
膨大な量の資料を見て、それを吟味しなければならないのです。実は、今日は一つだけ話そうと思ってい
たことがありましたが、認証できないことがわかり、止めました。しかし、2 つの動画が送られてきまし
た。皆さんにそれを共有し、この 2 つの動画から引用したいと思います。なぜなら彼らが、7 年の患難時
代に、世界がどのようになるかを、正確に説明しているように思えるからです。そして、彼らはそれに気
づいていない。クリスチャンではないからです。しかし彼らが記述しているのは技術、生物学で、その技
術説明内容は、まさに黙示録にそうなると書かれている通りなのです。彼らはそれを説明しているだけ
でなく、実際、タイムラインのようなものを添付しています。なぜなら、彼らは前もってこう言っていま
す。
「我々はこの技術を持っていて、ある一定の期間内、この技術を使えるようになる。」それを皆さんに
共有したいと思います。まず、以下の題名のものから始めます。
「中国の悪夢のような新生物兵器は人種と民族を標的にしている」写し文書から引用します。
「私は、報道や一般的な扇情主義に関する神話を否定する一番の人間だ。私はそれが好きではない。多く
の人が中国を肯定的にも否定的にも誤解し、私はこの発見がいかにもおかしなことのように聞こえるの
で、これまで取り上げないようにしてきたが、ここでそのことについて述べる。私は中国に 10 年間住ん
でいたが、取材する内容には非常に慎重だ。話す前に、その話題を十分に理解する必要がある。最近、偶
然見つけたことがある。それを読んで事実確認し、十分に理解できるようになった時、それは、私がこれ
まで見てきた中国政府の中で、最も不穏で邪悪な野望の一つであることが分かった。今理解するのは、そ
こから学ぶべき非常に重要な教訓があると考える。“何か”について話す必要がある。その”何か”とは精密
［個別化］医療薬と呼ばれるものだ。精密［個別化］医療薬精密［個別化］医療薬は、遺伝子に注目する。
その人の DNA、環境、ライフスタイルなどを考慮し、より良い治療法を選択する。基本的なことを理解
するのは簡単だ。全遺伝情報、つまり人間の DNA 構造を理解することで、ある種の病気を標的にするの
が分かるのだ。中国政府が、世界の遺伝子情報の大規模なサンプルを、妊娠検査、DNA 検査、またその
他検査から得ようとした理由を考えたことはあるだろうか？ 知らないだろうが、中国は、信じられない
数の人々の DNA にアクセスしている。もしかしたら、あなたの DNA もだ。複数の中国企業が、米国の
遺伝子データにアクセスする契約を結んでいるのだ。からかっているのではない。ジョンズ ホプキンス
大学、マウントサイナイ医科大学、これらの機関は、米国の遺伝子データを持っているのだ。これらの企
業の中には、データを処理するため米国内に拠点を持つ企業もある。そしてなぜ中国は、このようなデー
タにアクセスしたいのか？ その答えは、私が考えていたよりもずっと邪悪なものだ。あの企業は、中国
軍が所有している。あの企業が妊娠検査薬を作っていたのをご存知だろうか？ かつて SF の悪夢の中で
しか、考えられなかったことにつながるかもしれない。中国は何事も 5 ヵ年計画というものを立てる。
こんにち、疑問となっている 5 ヵ年計画は、精密［個別化］医療薬を打ち出したものだ。つまり、中国は
基本的に外国の膨大な遺伝子情報データにアクセスし、外部からのアクセスは制限している。ちょっと

怪しいが、まあ、それが中国のやり方なのだ。民軍融合、デュアルユース生物学の登場だ。2016 年に採
用された。
（2016 年の 5 ヶ年計画は、2021 年）先ほど述べた精密［個別化］医療薬を並べてみる。間違
いを生じないよう、中国軍人や科学者の言葉を直接引用する。（彼は引用します）
生体の兵器化が、将来的に現実のものとなるだろう。バイオテクノロジーが、生物兵器化を現実のものと
する。生物学的攻撃、生物学的破壊、生態系制御など、非伝統的な新しい対立形態が可能になる。バイオ
テクノロジーを利用した兵器は、火薬や核兵器のような従来の殺戮方法に比べ、より強力で、(聞いてく
ださい）より文明的な破壊を引き起こせる。
（わぁ、ありがとうございます。あなたはとても慈悲深い方
です。
）バイオテクノロジーが、その利点を軍事的にフル活用する日は、（引用：）そう遠くはない。
我々は、軍事用バイオテクノロジーの指揮は、科学的な幻想ではなく、合理的な科学的推定であると考え
る。民族的な遺伝子攻撃も含め、バイオテクノロジーの攻撃的な応用の可能性に重点が置かれた。つま
り、特定の人種や民族をターゲットにした攻撃だ。遺伝子操作により、
（遺伝子操作です）我々は、人間
の主要な生理機能を攻撃したり、傷つけたりすることができる。バイオテクノロジーを駆使した軍事兵
器で敵を攻撃する際の、学習能力、記憶力、バランス感覚、微細な運動能力などだ。遺伝子やタンパク質
の構造に超微細なダメージを与えることで、生理的機能障害を引き起こすことができる。傷害やダメー
ジの程度をコントロールし、解毒剤や治療薬、ワクチン、対ウイルス剤、バイオ情報などを提供すること
もできる。
」
専門的過ぎないのを願います。しかし、ちょっとまとめてみます。人間の DNA のどこをどうやって攻撃
するかを、正確に、具体的に攻撃する技術が整っています。自分が何者で、何になるのか、何をするのか
を示すコードです。彼らは、それに侵入する能力を持っています。
2 つ目の動画に入ります。これは、世界経済フォーラムに他なりません。実際、私がスクリーンショット
を撮ったとき、今はもっと増えていますが、66 万 6 千人の登録者がいました。それを指摘しておこうと
思ったのです。今はもっとです。でも、このスクリーンショットの時は、とにかく...。この動画のタイト
ルは、
「未来は人間なのか？」イスラエル出身のユバル ノア ハラリという人です。その文書写しから引
用します。これは 2018 年であるのを理解ください。よろしいですね？ 因みにリンクはウエブサイトに
あります。
「今日は、私たちの種の未来について話したいと思う。私は彼らが種と呼ぶのが大嫌いです。しかし彼
は、進化論者であり、基本的には無神論者です。この後すぐ分かります。種と、これからの人生の現実。
我々は、おそらく 100 年か 200 年以内ホモ・サピエンスの最後の世代の一つになる。ネアンデルタール
人やチンパンジーと私たちが違うように、地球は、私たちとはもっと違う存在に支配されるだろう。
（ご辛抱ください。ましになります。
）なぜなら、次の世代では、体、脳、心を設計する方法（設計です）
を学ぶことになるからだ。さて、未来の地球の支配者は、一体どのような姿をしているのだろうか。これ
は、データを所有している人が決めるのだ。データを支配する者は、人類の未来だけでなく、生命そのも
のの未来を支配する。こんにち、データは世界で最も重要な資産なのだ。なぜデータがそんな重要なの
か。コンピュータだけでなく、人間やその他の生体にも侵入できる時代になったから重要なのだ。では、
人類に侵入するためには何が必要なのか？ 必要なものは 2 つ。膨大な計算量力と、大量のデータ、特に、
（これ注意してお聞きください）生体認証データが必要だ。生体認証データです。私が何を買ったか、ど
こに行ったかというデータではなく、私の体内や脳内で何が起こっているかというデータだ。今日まで、
人類に侵入するため必要な計算能力とデータを誰も持っていなかった。科学、特に機械学習や AI（人工

知能）の台頭、
（悪魔の知能だと私は思っていますが、
）が必要な計算能力を与えている。その一方で、生
物学、特に脳科学の進歩により、必要な理解が得られつつある。融合のための最も重要な発明とは？ ク
ラウス・シュワブ氏、別名、第 4 次産業革命、別名、トランスヒューマニズム で有名な世界経済フォー
ラムなので、皆さんにこの言葉に注目してほしいと思います。
情報技術と生命工学の融合によって生まれたのが体内や脳内の生化学的プロセスをコンピューターが記
憶・分析できる電子信号に変換する生体認証だ。このような生体情報と十分な計算能力があれば自分の
ことを自分以上に知るアルゴリズム*を作ることができる。(*プログラムを作るときに用いる、問題を解
決するための手順・計算方法)そして彼は続けてこう言います。もし民主主義がこのような新しい状況に
適応できなければ、人間は、デジタル独裁者の支配下で生きるようになるだろう。すでに現在、ますます
高度な監視体制が世界中で形成されつつある。例えば、アメリカは全世界的な監視システムを構築して
いて、私の母国イスラエルではヨルダン川西岸地区に完全な監視体制を築こうとしている。
2018 年です。これは 3 年前の 2018 年です。
しかし、データをコントロールすることで、人間のエリートは、単に生体侵入してデジタル独裁政権を築
くだけでなく、もっと過激なことを可能にするかもしれない。科学が、知的設計によって、進化に置き換
わるのだ。
」
皆さん分かりましたか？ 彼はこう続けます。
「雲の上の神の知的設計ではない。我々の知的設計なのだ。我々の雲（クラウド）の知的設計は、IBM の
クラウド、マイクロソフト・クラウド。これらが新しい進化の原動力である。」
クラウス・シュワブ氏は、この第 4 次産業革命が進化の量子的な飛躍だと述べています。進化はもちろ
ん、何十億年、何十億年、何十億年、何十億年という時間をかけて行われてきましたからね。彼らの信念
は、この次の進化が、 技術のおかげで、光速で、瞬時に、ということです。
「機械と違って、データはどこにでもあり、また同時にどこにもない。光の速さで移動できる。いくらで
もコピーを作ることができる。私の DNA、脳、体、そして人生に関するデータも同様。それは、私のも
のなのか、どこかの企業や政府のものなのか、はたまた人類の集合体のものなのか。
」
動画の最後の方で、ぜひ見ていただきたいことがあります。私は先にまず祈り、神に落ち着いた心を皆さ
んに与えて下さるようお願いします。動画の最後で、彼は実際にインタビューを受けていて、聞かれた質
問に答えています。彼はこう言います。ー引用ー
「現在、大企業がデータの多くを保有しており人々はそれを心配している。しかし、政府にデータの国有
化を義務付けることは、大企業の力を抑制するだけで、デジタル独裁者を生み出すことになりかねない。
イスラエルは、ヨルダン川西岸地区に本格的な完全監視体制を構築している。これまでの歴史では見ら
れなかった、すべての場所、すべての個人を追いかけようとする姿勢だ。米国でもイスラエルでも、生体
認証の重要な分岐点はまだ越えていない。
」
それが 3 年前でした。そのような状況の中で 3 年後、今起こっている状況になっています。彼は続けま
す。
「中国では、まだソーシャルメディアです。私の携帯電話、私が行く場所、私のクレジットカードを何に
使うかなどの問題がありますが、私たちにはまだそのような技術はありません。彼が何を言っているの
か分かりますか？ 身体の中の話です。しかし、恐らく 5 年、10 年先にはそうなる。」
ざっと、計算してみましょう。2018 年、5 年後は 2023 年ですよね？ 10 年後は 2028 年ですよね？

では、2028 年から 7 年を引いたら 2021 年。とにかく、ごめんなさい。脱線しました。どうかメールし
ないでください。勘弁してくださいよ。私は日にちを設定してません。が、私にはかなり近いです。そし
て、彼はこのように言っています。「デジタル専制［独裁］国家とは何を意味するのか？ つまり、1984
年の時点では子どもの遊びのようなものだ。自分が独裁者になったと想像してみなさい。デジタルであ
ろうとなかろうと、人類がこの問題に対処するために、今すぐ何をするだろうか？ パニックになっては
いけないと思いますが遅すぎます。我々はまず、このような状況に直面している事そして様々な可能性
を認識すべきだ。私の DNA や脳内で起きていることについてのデータとしてはどうなのか？ 私の脳で
何が起こっているのか？ この点で最も重要なのは、医療分野での交流だろう。現在、プライバシーと呼
ばれるものをめぐる大きな戦いは、プライバシーと健康の間にある。よりよい医療と引き換えに、自分の
体や脳の中で起きていることにアクセスさせるだろうか？ 私の予想では、健康が勝つと思う。人々は、
医療と引き換えに自分のプライバシーを諦め、多くの場所では選択の余地はないだろう。つまり、自分の
体の中で起きていることにアクセスさせることを嫌がる人は、保険に入ることすらできないのだ。
」
OK。ちょっと我慢してくださいね。このようにして、7 年間の患難時代、地上のあらゆる人を追跡する
のです。彼らは、”健康管理”という名のもとに、何でもかんでも、あなたの体に入れるのです。そうすれ
ば、あなたの中にそれがあるから、あなたを追跡できるのです。今考えてください。皆さん、知っている
かどうかは分かりませんが息子が手伝ってくれているのですが、実際、彼はその話をするたびに私を怖
がらせて（地獄）います。彼らは、これ（携帯電話）であなたを追跡します。ご存知ですね？ そう彼ら
は、全てを聞いています。実際、息子と一緒に楽しみましたよ。息子が電話してきて、これについて話し
ていたんです。私たちはこう決めました。私たちの会話を聞いている人のために、証人になろうと。
（携
帯電話に向かって）
「あなたにはイエスが必要で、救われる必要があります。イエスは戻って来られます。
あなたがこの会話を聞いているのには理由があります。神はあなたを愛しておられます。イエスは、あな
たのために死なれたのです。救いの ABC というのはね、、
、」ー(笑)ー
彼らは、頼みますよ。皆さんそれをご存知でしょう？ もし私が携帯電話を持っていなかったら、彼らは
追跡できません。ですから、ある方たちは、これを止められました。これらの追跡装置（携帯）を車や家
に置いて出かけるのです。
「追跡できないのか？ 彼らを追跡する必要がある。どうやって追跡するのか？ そう、ここにあるもの
を彼らの体内に入れればいいのだ。どうやってやるのか？」台本のように読めますね。台本のように読め
る。人間の DNA を精密に加工するこの技術。CRISPR-Cas9 技術*を使用しています。
（*遺伝子改変技術
クリスパー・キャスナイン)人間の DNA を変化させることができるので、この接種をした人は磁気を帯
びるのです。どうしてそんな目で見るのですか？ ちなみに本当ですよ。実際には、電子機器に近づくと、
電子機器が接続しようとするものもあります。その中にはすでに電子的な接続があります。
「JD、あなたはやりすぎたよ。
」分かりました。
「あなたは理性を失っています。
」まあ、それは失う理性
が元々あれば、です。皆さん、昨年、多くのことが始まった昨年、私はそれについて話し始めました。多
くの人から言われました。
「JD は自分を見失っている。彼は狂っている。中東の話に戻れば？ 自分の枠
を守ってよ。それがあなたの話すことじゃない。なのになぜ？」
できる限り愛をもって、丁寧に、そして謙虚にこれを言わせてほしいのです。主は私の心をご存知です。
なぜなら、これが今まさに起きていることだからです。これが聖書預言において、私たちが神の預言時計
のどの位置にいるのかに関連する最も重要なことです。じゃあ、シリアについては？ まだ実現されよう

としています。あなたはそれが今、保留になっていると思いますか？ エゼキエル 38 章は？ ええ、それ
は起こります。しかし、これがもう既に今、ここで起きていることなのです。明日の朝、月曜の朝、目が
覚めたとき、私たちはこの問題に直面します。皆さんはこの問題に直面します。これが今の状況です。
では結論です。7 年間の患難時代に起こると言われている全てが今まさに実現し始めています。冒頭で述
べたように「ルカの福音書 21 章 28 節」でイエスが仰いました。
ルカ 21
28 これらのことが起こり”始めたら”＝（キーワード）身を起こし、頭を上げなさい。
（なぜか？なぜなら、
）
あなたがたの贖いが近づいているからです。
このようなものを見始めると、3 年前の 2018 年に、世界経済フォーラムで発表された、私たちを支配し、
追跡するため、私たちの体内に侵入する技術について説明した動画の話を今聞きました。私たちは今、そ
れを目の当たりにしていて、ヨハネの黙示録 13 章を、6 章～19 章を見ると、そうなると語っています。
そして携挙はそうなる前に起こります。ですから、携挙が先に起こり、後に起こることを今すでに目にし
出しているのなら？ イエスが来られるのですよ！ 他にどう言えばいいのか分かりません。イエスが来
られます。今日来られるかもしれません。今日かもしれません。皆さん分かりますね？ 今日の午後なら、
素晴らしくないですか？ 実は、今ここでなら、素晴らしい。でしょう？ ー拍手ー
それほど近づいているのです。私たちはそれほど近づいているのです。そのことが私たちに希望を与え
ます。それが私たちの希望なのです。これが「聖書預言・アップデート」をする理由です。
これが福音で締めくくる理由、子どもにでも分かる簡単な救いの説明「救いの ABC」を共有する理由で
す。福音とは何でしょうか。福音とは、良い知らせです。良い知らせとは？ ええ、その良い知らせとは、
イエスが地上に来られ、あなたのために、あなたの代わりに死なれた事。イエスは葬られ、そして３日目
によみがえられた事。そして、いつか再び戻って来られる事。それが良い知らせです。それが福音という
言葉の意味です。良い知らせ。
「あなたの負債は支払われました。あなたは自由です。
」＝良い知らせ。
それが福音/ゴスペルです。それが「救いの ABC」をする理由なのです。福音を説明するためのシンプル
な方法だからです。
福音/ゴスペル＝良い知らせ。
良い知らせがあるなら、悪い知らせもある筈です。はい、悪い知らせがあります。悪い知らせとは何か？
ええ、悪い知らせというのは、
「あなたがたは罪びとだ！」そう説かれています。私もそうです。罪びと
の頭です。私たちは誰しもが罪びとなのです。
「わたしは罪びと」これを（A)、Admit/認める、Acknowledge/
認識、しなければなりません。というのは、
「わたしは罪びと」これを認め、認識しなければ、救い主に
興味がないからです。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。
」
ローマ人への手紙 3 章 23 節がその理由です。
「すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、
」
事実、罪という言葉は、的外れという意味です。アーチェリー用語です。あなたが的を外せば、
「あなた
は罪を犯した。届かない。的が外れている。」と言われます。私たちは皆、
（神の）完璧な基準には達して
いません。その的が、神の義なのです。私たちは誰しもが、法を破り、罪を犯してきたのです。そして、
ローマ人への手紙 6 章 23 節が罪の罰則について宣言しています。死刑宣告なのです。
しかし、良い知らせがあります。

「神の賜物は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)
これをお聞きください。さっと話します。もう毎週のようにこの話をしていますね。しかし、それには理
由があります。賜物（贈り物）は贈り物なのです。再度、意味深なのは分かっていますが、贈り物は贈り
物なのです。誰かが買って、それを私に下さるのですから。私が買うなら、贈り物ではなく、購入した物
ですよね。イエスは、私をあなたを、ご自分の血潮で購入されたのです。イエスはすべてを懸けられまし
た。命を懸けられたのです。私の身代わりに、イエスが血を流され、罪の代価を全額支払ってくださった
のです。
完了した。（ヨハネ 19：30）
イエスの血潮で、完済印が押されました。さあ、イエスが購入されました。そして贈り物として差し出し
て下さっています。これが贈り物です。その贈り物とは？ お～”永遠のいのち”です。何か裏でもあるの？
いいえ、ありません。
「わたしがこの贈り物に支払いました。わたしが購入したのです。あなたにプレゼ
ントします。
」『永遠のいのちという贈り物を。』
次に B。これが中心であり、大変重要です。その重要性は過言ではないと思います。
Ｂ：あなたの心で、イエス・キリストが主であると Believe/信じる。
一旦、自分が罪びとだと認めると、自分には、救世主が必要になります。自分にはイエスが必要で、今自
分は、イエスを信じます。それが、自分の罪を認めていることの表れです。ですから今、彼を信じます。
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。」
それが B です。ABC よりも簡単です。
B：Believe/信じるだけのシンプルさです。イエスを信じれば、救われるのです。※救われる＝天国行
そして、その B からＣが生じます。救いの表現です。
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
「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。
」
「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）
それほどシンプルなのです。それほどシンプルなのを神に感謝します。私には、シンプルでなければなり
ませんでした。約 40 年前、私は主の御名を呼び求め、救われました。決して振り返りませんでした。そ
のシンプルさ福音は、子どもにでも分かるシンプルさです。今日ここにおられるか、オンラインで見てい
る人で、主の御名を呼び求めたことがないなら、私は切に願います。今日があなたの救いの日であること
を。永遠のいのちという人生で最も重要な決断を遅らせたり、先延ばしにしないでください。今日がその
日です。
締めくくりに、皆さんに証を共有したいと思います。
「しかし、神は。ストーリー」の証を今なお受け取
り続けています。とても励まされ、とても祝福されています。お～皆さんに見せれたらいいのにしなけれ
ばならないことがあって、彼らは何と呼んでいるのでしたっけ？ お泊まり会？ロックダウン？あ、ロッ
クダウンとは言いたくありません。恐ろしいです。シャットインやロックイン。などなど。

一晩中一緒に過ごせればという意味でそれを一週間くらい続ければ、これらのすべてを皆さんと共有す
ることができるのに。文字通り何千通もです。とても祝福され、励みになるでしょう。OK。では今日は、
1 つだけ。ご心配なく。すぐに皆さんを解放します。
ニコレン・テューニッセンさんからです。お名前を正しく発音しているのを願います。ニュージーランド
にお住まいです。
「皆さんに、簡単に証を共有させてください。私はニュージーランドにいます。最近、政府は、12 歳以
上の子どもには親の同意を必要としないことを決定し、学校でも接種を受けられるように、”ショットブ
ロ”と呼ばれるバスが巡回しています。皆さん聞かれたことありますよね？ また、インセンティブを与え
たり、子どもたちに X-box（ゲーム）や iPad が当たる抽選を行ったりしています。私の子どもは、過去
にワクチンによる傷害で注意欠陥多動性障害になりました。自分のまともな思考では、脳がまだ発達し
ていない子どもが、親なしで、情報に基づいた医療上の決定を下すことができると思えません。言うまで
もなく、私は本当に心配になりました。うちの子は接種を受け入れないと分かっていますが、 X-BOX が
当たると聞くと？ それが、学校の Facebook ページで大胆に宣伝されていて、息子は目を見開いて、私
にこう言いました。’ママ、
「いらない」なんて言える？’この子ども達にかける圧力は、すでにとても大き
いです。教師、友人、政府から十分な圧力を受け、親がいなければ、立ち上がることができません。カモ
になってしまうのです。そこで夫と私は話し合いました。心の中で「こうすべきだ」と思ったことを実行
しました。ホームスクール免除の申請をしました。一週間以内に 承認されました。主を褒めたたえます。
私は今でもフルタイムで働く母親であり、夫もフルタイムで働いています。来年からホームスクールを
始める予定ですが、祈っているのが、私が働いている組織が在宅勤務を恒久的に認めてくれますように、
また、フルタイムではなく半日だけの勤務になりますように。残りの時間を子どもたちのために使うこ
とができるからです。私は信仰があります。神はすでにそこにおられ、どちらにしても、提供してくださ
います。実際、それ迄に携挙が起こると信じています。もしそうなら、主を褒めたたえます。そうでない
なら、主を褒めたたえます。私たちの神はご忠実で、神が私たちを守ってくださるのと同じように、私は
家で子どもを守ることができます。神の祝福が、あなたとあなたのチームにありますように。JD、シャ
ローム！」主を褒めたたえます。ー拍手ー
ご起立ください。賛美チームが上がってきます。ところで、今日は、礼拝賛美をライブ配信で見れました
でしょう？ 礼拝賛美が見たいとたくさんの方々から要望を頂きました。だから（裏方スタッフ）礼拝賛
美の様子もライブ配信するんですよね？ ー拍手ー そのため、金曜日にスタッフミーティングを行いま
した。カポノに言ったのです。
「ライブ配信するけど大丈夫？プレッシャーなしだよ。
」15 万人がライブ
で見ているから、大丈夫？「大丈夫かな？戻ってきてくれたから、いい兆候ですね。」いずれにしても、
この礼拝賛美で皆さん祝福されることを願います。
天のお父様。本当にありがとうございます。主よ、あなたは私たちを本当に愛しておられます。主よ、あ
なたは私たちを本当に愛して下さっています。主よ、あなたの来臨の前、終わりの時に世界がどのように
なるのかを教えて下さり感謝します。なぜなら、それを知り、世界で起きていることすべて見ることが、
私たちに踏ん張る為の希望を与えてくれるからです。あなたはまもなく来られます。もうじきです。大変
間近です。あなたはもう戸口のところにおられ、待っておられるのですあのラッパが鳴ると、ふ～～
私たちの愛する人たちすべてが、父親、母親、兄弟、姉妹、息子、娘、おじ、おばが、すべての人があな
たと一緒にいるため家に帰るのです。肉体を離れて、あなたと共に。キリストにある死者が先によみが

り、新しい身体を得ます。そしてそれから、生き残っている私たちは、それが私たちです。
引き上げられ、空中であなたと会うのです。（第一テサロニケ 4：15-16）
私たちはまた亡くなった彼らに会え、永遠にあなたと一緒にいられるのです。主よ、それは私たちにとっ
て祝福された希望だけではありません。使徒パウロがテトスに書いたように、それが私たちの”唯一の希
望”なのです。（テトス 2：13 参照）
あなたがこの世界から連れ出して下さらない限り私たちはここから出ません。それがまさに、あなたが
なさろうとしておられることです。私は祈ります。ここにいる、オンラインで見ている全ての人があのラ
ッパが鳴るのに備える事を。イエスの御名によって。アーメン。
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