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人間最後の支配帝国 

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」そして第二礼拝は、神の御言葉を節ごとに学び進める「聖書の学び」です。現在、「ヘ

ブル人への手紙」で、今日の箇所は、スクリーン表示とは違って、12章 4節から 13 節です。4節から 12

節ではありません。誰かが間違いました。（JD 牧師挙手中）それは、私です。七面鳥を食べ過ぎたからで

す。そのトリプトファンですね、本当に、ね。ですから、12 章 4節から 13 節です。今日は、クリスチャ

ン生活の中で、神が私たちを訓戒され、規律を与える必要があると思われる時を学びます。そうすること

で、私たちの中に何が生まれるのか。それを 11 時 15 分からライブ配信します。両方の礼拝に参加され

る人、今日はそうされるのが良いかもしれません。でないと、霊的なお仕置きを受けることになります

よ。繰り返しますが、それが 11 時 15 分からです。主が私たちにご用意されている事を楽しみにしてい

ます。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 へ直接行かれ、検閲なし、中

断なし、完全版の今日の「預言・アップ」を見るのをお勧めします。始める前にもう一つ、先週のアップ

デートで話した、「堕胎された胎児組織を”成分としない薬”」の続報として、リンクを追加しました。こ

の問題（先週の預言アップ内）に直面したら私たちのウェブサイトのサポートセンターをご覧ください。

画面ように、リソースメニューからドロップダウンすると、サポートセンターのページが表示されます。 

右下に免除書類のタブがありますので、ご覧になれます。クリックすると、FAQ のページが表示されま

す。“続きを見る”にしてくださいね。下の方に、クリックして“続きを見る”の箇所があります。“続きを

見る”にすると、この質問があります。「雇用主が、堕胎された胎児組織を使った他の薬や予防接種する理

由を尋ねてきたら？」を選びます。それに特化した別のページを用意しています。回答方法の提案と、免

除書類に添付する補足書類がダウンロードできます。皆さんの助けになるのを願います。多くの方がそ

れに対応されていますから。主はご存知で、結果がどうであれ、神がご支配なさっているのを知ってくだ

さい。それでは、「聖書預言・アップデート」に入りましょう。今日のアップデートは、イエスが再臨さ

れ、王国を打ち立て、永遠に統治される時、この地上で人間が最後に支配している帝国についてお話した

いと思います。最後まで聞いていただけるなら、私が今日すること、あるいは少なくともしようとするの

は、次の事例です。聖書預言には具体的な内容が記されており、私たちが話す通り、今まさにリアルタイ

ムで猛烈なスピードで展開されています。そのためには 聖書で最も魅力的な預言の一つに注目していた

だく必要があります。「ダニエル書 2 章」です。お許しくださるなら、さっと、その背景をお教えします。 

私たちがこの世でどのようにして今の状態を築いてきたのか理解するため密接に関係します。その方法

は、より良い言い方が見つかりませんが、聖書歴史と聖書預言の美しい、素晴らしい婚姻なのです。ダニ

エルへ与えられたこの預言は、当時まだ未来のことだったのを理解するのが非常に重要です。しかし、黙

示録へ早送りして、ダニエル 2 章のこの預言を振り返ると、それはもはや預言ではなく、今や聖書歴史

です。まさに神の御言葉の通りに実現しました。その最後の帝国を残して。それはまだ実現していませ

ん。しかし、私はもう実現しようとしていると確信します。では、ここからが本題です。ダニエルは、バ

ビロンにいて、ネブカドネツァル王治世の第 2年のことです。王は、ある預言的な夢を見て、一晩中眠れ

ませんでした。彼は、呪法師、呪文師、すべての呪術者に、自分の夢を解釈させるだけでなく、まず自分

の夢を知らせず、それを言い当てるよう命じます。なぜなら、考えてみれば 「これこれが私が見た夢全



部だ」と言えば、「ああもちろん私には分かります。」と彼らは言いかねません。「そうではなく、夢を解

釈してほしいが、夢の内容を伝えるつもりはない。お前たちがどんな夢だったのか言い当てるなら、お前

たちが本物だと私に分かる。」実に、とても賢いですよね。では、彼らの反応はどうでしょうか？ 彼ら

は、その夢を聞かせてほしい、そうすれば解釈できると王に懇願します。彼らの弁明は、実に興味深いも

のがあります。 

「この地上には、王の心のうちを明らかにできる者は一人もおりません。」（ダニエル 2：10） 

その通りです。そんな人間はいません。これから見ていく通り、神だけが御出来になります。さて、ネブ

カドネツァルの反応は？ 王は激怒して、彼らを皆殺しにする命令を下します。ちょっと不釣り合いか

もしれませんが、ダニエルはそのことを知らされます。そこでダニエルは、賢くも王に時間を与えて下さ

るよう頼みます。記述には、こうあります。 

「王が見た夢のこの秘密について、天の神からの憐れみを求めた。」（ダニエル 2：15～18 参照） 

まさにそれがダニエルのしたことで、ダニエルが神にそうすると、神はいつもご忠実であられる通り、夜

の幻と言われているものの中で王の夢と、もっと重要なのが王の夢の解釈の両方を、ダニエルに啓示さ

れます。そして、ダニエルはすぐに王の前に連れて行かれます。まず、これは本当に重要なことですが、 

ダニエルは、夢の内容とその解釈を王に伝える前に、神にすべての栄光を捧げます。（ダニエル 2：19～

23 参照） 

そして、ダニエルはこの夢を話します。 

「あなたは、一つの像をご覧になりました。頭が（純）金、胸と腕が銀、腹と腿が青銅、すねが鉄、最後

に足が鉄と粘土を混ぜた 10本の指でできていました。」（ダニエル 2：33，34） 

 

それが夢の内容です。ダニエルは、今からその夢を解釈します。 

「ネブカドネツァル王よ。これはまだ未来の預言です。頭が金というのは、バビロン王国、つまりあなた

のことです。それは、バビロン王国の治世を表しています。あなたの王国の次に、...」 

実に、木曜日の夜の礼拝でイザヤ書の学びを再開しますが、私たちはこれについて学びました。預言者イ

ザヤが、キュロスという名が登場する約 200 年前に、キュロスがバビロンを崩壊させると預言します。 



キュロスは、バビロンの後に支配するメディア・ペルシャの第 2 王国で、銀の腕と胸で示されます。そし

て、第三の王国です。私たちは、これを歴史から知っていますね。間違いなく皆さん、アレキサンダー大

王の名を聞いたことがあると思います。あの男は落ち込み、征服すべき王国がなくなって泣いてしまい

ましたね。彼はギリシャ帝国の支配者であり、青銅で腹と腿が示されています。そして、ギリシャ帝国の

次に、ローマ帝国です。その治世が、鉄のすねで示されます。そして、現代に至り、この最後の王国にた

どり着きます。しかし、この最後の王国は、今までの王国とは違います。これにはいくつかの理由があり

ますが、その中でも特に重要なのは、足と 10本の足指が、鉄と粘土を混ぜたもので示されるということ

です。この最後の王国は、それ以前にあった他の王国と一緒に崩壊するのです。岩が、私はこの岩と言う

単語を強調します。ネタバレです。その岩がイエスです。この最後の王国が支配されたとき、人の手によ

らないものがやってきます。そしてそれを完全に破壊します。お～待ちきれません。もうまもなく、みな

さんに王国がやってきます。「ダニエル書 2 章」をご覧ください。41 節から読みたいと思います。ダニエ

ルが、ネブカドネツァル王に語ります。 

ダニエル 2 

41 あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した

国のことです。その国にはある程度までは鉄の強さもありますが、あなたがご覧になったように、その鉄

は粘土と混じり合っています。 

42 その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部はもろいでしょう。 

ここで補足させてください。頭が金で始まって、鉄を混ざりあった粘土のように弱くなっていっている

のに留意ください。それは、人間の支配が時間とともに非常に弱くなることを示しているのではないで

しょうか。43 節、皆さんこの節にご注目ください。後で戻ります。 

ダニエル 2 

43－鉄と粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、”それら（彼ら/キーワード）は“ 

（人間の）子孫の間で互いに混じり合うでしょう。... 

彼らとは？ 分かりません。そう、私たちが分っているのは、彼らが人間であるはずがないこと。なぜな

ら、もし彼らが人間だったら、人間の子孫の種と交わる必要がないからです。もし人間だったのなら。で

すから”彼ら”は人間以外の何かなのです。先に進みましょう。もうそんな目で見ないでください。このこ

とは、後で戻ります。”それら（彼ら）は“（人間の）子孫の間で互いに混じり合うでしょう。... 

...しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。 

44 この王たちの時代に、天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、そ

の国はほかの民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて、滅ぼし尽くします。しかし、

この国は永遠に続きます。 

45 それは、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕い

たのを、あなたがご覧になったとおりです。大いなる神が、これから後に起こることを王に告げられたの

です。 

それからダニエルはこう言います。これ大好きです。 

...その夢は正夢で、その意味も確かです。 

訳すと、「（銀行に持っていけます）保証できます。」実際は、銀行に持っていかないでください。ー(笑)

ー 神が仰った通りに実現します。まだ未来にそうなると神が仰った通りになったのです。これらの王



国はどれも、この夢で見た通り、ダニエルが解釈した通りに実現しました。実は、このダニエル 2章の預

言は、この最後の王国に関連した聖書の 4 つの預言のうちの 1 つです。同じ預言が違う方法で記されて

います。「ダニエル書 7章」にもそれがあり、また黙示録 13 章と 17章に合致していて、この最後の支配

王国は、地政学的に 10 の地域に分割され、10 人の王によって支配されることが、10 本の足指、黙示録

では 10本の角によって記されています。そして、この 10 人の王は、10 の地域を支配します。あるいは、

言わば 10 の世界的区域・部門/グローバル・セクター。この言葉を使うのには理由があります。それにつ

いてはこの後、もう少し詳しく説明します。世界の 10 区域、この 10 の足指と 10 の角は、その 10 人の

王が支配する 10 の部門、または地域です。そのすべてが反キリストの支配下です。これら 10 人の王、

10 地域、10 部門はすべて反キリストの支配下にあります。その為、前述の「ダニエル書 2 章」の”鉄の

すね”を根拠に、復活したローマ帝国から、反キリストが出現すると結論づける人も多く、その可能性は

十分にあると言えるでしょう。この世界的な危機はこの預言を前面に押し出しているだけでなく、人間

の最後の支配帝国のための舞台であると私は確信します。それを今日の残りの時間で説明したいと思い

ます。「足」と「10 本の足指」の預言的な意味に注目したいと思います。先に進むため、フェイスブック

とユーチューブのライブ配信を終了します。JDFarag.org サイトへ直接どうぞ。 

ー本編ー 

まず「鉄と粘土が混ざりあう」の解釈として、トランスヒューマニズムの可能性を指摘する声があります

が、それについて説明したいと思います。4月 4日、「表面化する/Coming to a Head」と題したアップデ

ートを行いました。ダニエル書 2章の預言と共に、「足元に表れる/Coming to the Feet」というタイトル

にすべきだったでしょうね。その中で私たちは、A.I.（人工知能）の役割を見てみました。偉大なる再設

定/グレートリセットによる社会的信用スコアシステムの旗の下、ブロックチェーン技術によるワクチン

接種・バイオ認証 IDにおいてです。世界経済フォーラムの創設者、クラウス・シュワブ氏が提唱する「グ

レート・リセット/偉大な再設定」は、彼が「第 4次産業革命」と呼ぶものです。 

2018 年 5 月、クラウス・シュワブ氏は、シカゴ・カウンシル・オン・グローバル・アフェアーズが投稿

したユーチューブ動画の中で、第 4次産業革命とは何かを説明しています。これが彼の言った内容です。

引用します。 

「第 4 次産業革命がもたらすのは、私たちの物理的、デジタル的、バイオロジカル/生物学的な身元の融

合だ。」*生物（学的）製剤（血清、ワクチンなど）”融合” 最近、10 月 31 日に、 人間のハッキングに

対する人間の未来に関連した「聖書預言・アップデート」を行いました。その中で私たちは、世界経済フ

ォーラムのユーチューブ動画の中から、イスラエル出身のユバル・ノア・ハラリ氏の「未来は人間なの

か？」を引用しました。たぶん今が良い機会だと思います。もっと早く言うべきだったかもしれません。

どうか分かって下さい、私の話を聞いてください。私は、これが「粘土に混じった鉄」のダニエルの預言

の解釈であるとは、決して断定しません。しかしながら、これについて、どうか最後まで聞いてください。 

特に今起こっていること、その速さを考えると私たちは、聖書預言について、あらゆる可能な解釈をテー

ブルの上に残しておく方が良いと思います。同意しますか？ 私は独断専行しません。しかし、クラウ

ス・シュワブ氏が言う「人間と機械の結合、混合、融合」に関連して今なにが起こっているのかを注目す

る価値はあると思います。あえて言えば、粘土と鉄でしょうか。真実は、これはすべて、何年も何年も前

から計画されていたことで、私たちはこのことを話してきましたね。それは、2011 年 2 月に発行された 

タイム誌の表紙にも表れています。今から 10年前です。表紙の写真には「2045 年、人間が不老不死にな



る年」というタイトルがついています。人間が機械と融合している様子がどう描かれているかに注目し

てください。鉄と粘土。ところで、これも重要ですが、彼らは騙されているからこそ、実際にそう信じて

いるのです。これは（エデンの）園での嘘で、それが包み直されただけです。「あなたは神になることが

でき、永遠に生きることができ、不死身になることができます。だから、神はあなたにこの木から食べて

ほしくはないのです。なぜなら神はあなたがこの木から食べると、あなたが神のようになるのを知って

いるのです。神はあなたに隠しているのです。」（創世記 3：4～5 参照） 

もしもこの人たちが、この人たちと言うときには慎重にしたいのですが、しかし、これを推進している人

たち、加害者と言った方がいい人たちが、自分たちが永遠に生きることができると信じているのです。 

彼らはまた、特にこのクラウス・シュワブ氏のように、何十億年もの進化が、この第 4次産業革命では技

術のおかげで飛躍的に進歩すると信じています。何十億年もの時間は必要なく、すでに、不老不死になる

ための飛躍的な技術があるのだと。彼らは、自分たちがそうなり、今もうすでに神であり、永遠に生きる

と信じているのです。彼らはそう信じています。2011 年から 6 年早送りし、2017 年 4 月、「The Next 

Human/次の人間」というタイトルでナショナルジオグラフィック誌の表紙が登場します。4 年前です。 

サブタイトルが、「我々自らの手で進化する」興味深いのは、トップにある気候についての記述を注目く

ださい。「今、知っておくべき 7 つの気候の事実」何ですって？ 次の人間から、どうやって気候にたど

り着いたのか。お～聞いてくださり嬉しいです。すべてが結びついています。どういう意味ですか？ あ

あ、それも人間の（あの）計画のうちで、人間の最後の支配帝国です。彼らはこの計画を立て、危機とい

う方法で、必要なものを導入しました。そして、彼らが反応をコントロールし、ギリギリのところで、解

決策をもたらし窮地を脱するのです。お～イェーイ!  ー(笑)ー 

ヘーゲル弁証法の教科書通りです。①問題 ②反応 ③解決 

もう一度言うことをお許しください。でも、それが真実だから、私はそれを言い続けます。このいわゆる

ワクチンは、コロナのために作られたのではありません。コロナがこのいわゆるワクチンのために作り

出されたのです。なぜなら、ワクチンが、solution/解決・溶剤 だからです。文字通り、その溶剤の中に 

何が入っているのか分かりません。私たちにはいくつかのアイデアがあります。しかし興味深くないで

すか？ あ～時間がなかったのですが、金曜日の夜に報道されたと思います。土曜日の朝目覚めて、皆さ

ん、新変異株について聞かれましたか？ オミクロン株？ からかっているのですか？ ここは SF映画

の中ですか？ はいそうです。最近のフェイスブックの商標変更はどうでしょうか？ メタバース/メタ

ですって？ それが何かを知っていますか？ この缶を開けてはいけませんね。でももう遅すぎます。

虫が出てきました。宜しければ、この虫 2、3 匹に対応してみましょう。皆さんを励ましたいと思います。 

そうしますよ、もう始めています。 ただ、またしても時間切れになってしまいました。しかし、このオ

ミクロンが何であるか、ぜひ調べてみてください。悪魔的と言っても過言ではありません。実際、60 年

代、その名称で制作された映画がありました。宇宙人が人間に住み着き、人間の知能を学び、その人間を

向上させるという内容でした。The Pods という映画を覚えていますね。ああ良かった。若い人たち、こ

の件については、また話します。これはもっと前、50 年代だったと思います。白黒だったんですよね。

若い人たち、カラーになる前は白黒だったんです。チャンネルが 3 つしかなく、リモコンもありません

でした。自分が立ち上がってチャンネルを変えるか、子どもたちにしてもらわねばなりませんでした。 

しかしとにかく、幼少期の私の問題はそれくらいにして、これは、エイリアンの侵略がテーマの映画で、

人間ではない存在が人間を支配するため人間に入り込む、事前プログラミング、予測プログラミングの



映画でした。The Pods という映画です。幾人かの方は思っておられるでしょう。「まあ牧師さん、ありが

とう。感謝祭の翌週ですよ。勘弁してください。」いいえ、勘弁できませんよ。ー(笑)ー 

The Podsはとても似ていました。むしろ、こっちの方が最近かもしれません。70年代だったと思います。 

映画「ボディ・スナッチャー/恐怖の街」を覚えていますか？ 現代版の The Pods です。因みに「オミ

クロン」は、1999 年のハロウィーンにイギリスで発売されたビデオゲームで、デビッド・ボウイが出演

しています。これは、捕らえられるのをテーマにしたビデオゲームです。悪魔たちが、一か所に捕らえら

れています。プレイヤーのあなたは、悪魔たちが人間の体に宿り、この深淵から解放されるよう彼らを解

放しなければなりません。このオミクロン・ビデオゲームの主人公の名前は「アシュトレス」です。アシ

ュトレスのことを知っていますか？ 性と豊穣を司る女神で、アシュタルテ（アフロディーテ）の語源で

す。クリスマスやイースターを台無しにしますが、彼らは異教徒です。しかしイースターは、性と豊穣の

女神アシュタルテ（アフロディーテ）が由来です。お～因みに、星座の一つにアシュタルテ、アシュトレ

スという名の星もあります。ここに共通しているのは、幾人かの方、こんな感じで私を見ていますよね。 

「あら本当に先週、七面鳥を食べ過ぎたのですね。」ご辛抱ください。このようにまとめてみます。これ

らに共通しているのは、すべてが結びついていて、悪魔を人間の領域に引き入れるのです。それが、この

作品です。このメタバースは？ ふ～皆さんのお祈りをお願いします。ちょうどそのことについて、「預

言・アップ」しようと思っています。いつするかは言いません。ですから皆さん来てください。驚きの連

続ですよ。今、人々が実際に不動産を購入しているのは代替え宇宙なのに気づいていますか？ 代替え

宇宙、仮想現実です。自分のアバターを作成し、なりたい人になれるのです。悪魔的であり、悪魔憑依で

す。悪魔憑依への入り口です。「まあ JD、かなり強烈ですね。」ええそうです。それが書かれています。 

OK。では、それがどのように結びつくのでしょうか？ ええ、知らないですか？ これを参照するのを

お許しください。しかし、”3つの C”なのです。 

COVID=コロナ Climate＝気候 Commerce＝商業。 

そこに至るまでの経緯を説明します。これらは、この人間の最後の支配帝国の 3 つの主要な構成要素で

す。それらは今既に、冒頭で述べたように、リアルタイムで、猛烈なスピードで、相互に協調して作用し

ています。自分の売買の能力は、どうか皆さん聞いてください。自分が売買できるかどうかは、コロナの

義務化に反するか、気候変動の指令に従うかどうかにかかっています。それはどのようなものですか？ 

そう 7 年の患難時代に、1トンのドーリークワッドキャブトラックで店に行っても、1ガロン（約 3.78ℓ）

あたり 0.3 マイル（約 0.48km）しか走らないのです。そしてあなたがその店に入ると、社会的信用度の

スコアが減算されます。逆に言えば 誰かが駐車場であなたの隣に、自分が所有していないプリウスを停

めたとしてでもその人は喜んでいます。なぜなら、何も所有せずに幸せだからです。彼は同じ店に入りま

す。そのおかげで、彼の社会的信用度はずっと高いのです。ですから、すべてがコロナと気候に関係し、

商業によって支配されるのです。先日グラスゴーで開催された COP26/第 26 回気候変動枠組条約締約

国会議（通称：グラスゴーサミット）が一目瞭然です。特に、この写真、チャールズ皇太子のスピーチで

す。彼はクラウス・シュワブ氏と大変親密です。事実、宜しければ、グレート・リセットのウェブサイト、

世界経済フォーラムのウェブサイトに行ってみてください。彼がいて、クラウス・シュワブ氏とまったく

同じことを話しています。そう、彼が行ったこのスピーチは、3 つの C：コロナ・気候・商業の基本すべ

てを要約しています。そして、ダニエルの預言を忠実に再現しているかのようなのです。文書写しから 

引用させていただけますか？ これ聞いてください。ー引用ー 



「紳士淑女の皆さん、コロナのパンデミックは、国境を越え世界的な脅威がいかに壊滅的であるかを示

しています。気候変動や生物多様性の損失も同様です。むしろ、”戦争のような状態”とも呼べる状況に 

身を置かなければならないほど、より大きな存在的脅威となっています。”戦争のような状態” 私自身、

この 1 年半の間多くの皆さんと相談する機会がありました。皆さんが重荷を背負っていることは承知し

ていますが、世界の目と希望が皆さんの行動に注がれていることは、私が言うまでもないでしょう。（私

は違います。私はあなたを見ていません。）文字通り時間がなくなってしまったのだから全力で、断固と

して行きましょう。（その終わり部分には同意しますね。）私たちは、何をすべきかは分かっています。世

界人口の増加に伴い、（あら、ビル・ゲイツと話をしていたんでしょうね）世界人口の増加に伴い、地球

上の限りある資源への需要がますます高まっています。私たちは、早急に排出量を削減し、すでに大気中

に存在する炭素に対処するため行動を起こさなければなりません。(笑ってしまってすみません。これは

笑ってしまいます。）石炭火力発電所を含み、何十億年もの進化の末、自然は私たちの最高の教師です。

（これでよく分かりましたね。)これに関して、自然資本の回復、自然を基盤とした解決策の促進、そし

て循環型バイオ経済の活用は、私たちの取り組みにとって不可欠です。この危機に立ち向かうために、私

たちの取り組みは、独立した一連の作業を並行して行うことはできません。私たちが直面している脅威

の規模と範囲は、世界的体制レベルの解決策を必要としています。」訳すと、この件に関して、世界的に

一致団結する必要があります。「ですから紳士淑女の皆さん、今日の私の願いは、各国が協力して、産業

界のあらゆる”部門/地域”が、必要な行動をとれるような環境を整えることです。そのために何兆円もの

資金が必要と考えます。（兆です。億ではありません。）また、各国の状況も把握しています。多くの国が

深刻な負債を抱えており、環境に配慮する余裕がありません。」（恐れることはありませんよ～）（私たち

が救いの手を差し伸べますよ～）それから彼はこう言います。「ここで私たちは、世界の民間企業の力を 

強化するため、大規模な軍事的キャンペーンが必要です。世界の GDP を遥か超える数兆円を”彼”が自由

に使えるようにするために。」何ですって？ ”彼が”？ ”彼”とは誰？ ”彼”が自由に使える？ 待って、

待って、待って、待って。あなたが言っているのは、”彼”が何兆円ものお金を自由に使えるように、私た

ちが、部門・地域を分けて団結する必要があるということ？ ”彼”って誰？ 私たち、ここは大丈夫？ 

”彼”が誰なのか、分かります。皆さんもですね。反キリストです。 

彼が自由に使うですって？ なぜなら、世界の GDP をはるかに超え、最大の敬意を表して、世界の指導

者たちの政府さえも超えるからです。このリセットは、地球全体を 10の地域に再考、再構築、再分割す

ることです。「それは、根本的な経済的移行を達成するため唯一の現実的な見通しです。では、どうすれ

ばいいのか？ まず、 

１）どうすれば民間企業が同じ方向に向かってくれるのか？ 約 2年間の協議を経て、CEOたちは私に、 

世界の産業界を結集して、移行に必要なものを具体的に示していく必要があると語って下さいました。

（結集して＝地図を引っ張り出して、これを再配置しよう）パンデミックの経験から、緊急性と方向性を 

全員が合意すれば、民間企業がタイムラインを劇的に短縮できることが分かっていますそのため、各部

門/地域では、刷新を市場に出すまでの段階を加速させるための明確な戦略が必要です。共に、何兆ドル

もの移行支援を行うため私たちは協力しています。（よく聞いてください）最も排出量が多く、汚染度の

高い”10”の産業の移行を支援するために。9ではなく、11ではありません。”10”です。靴を脱いで 10 本

の指を見せましょうか？ エネルギー、農業、輸送、健康医療、ファッションなどです。」ところで、補

足ですが、そういえば、バイデンがお金を管理するため指名した財務監督官について聞いたことがあり



ますか？ その意味が分かりますか？ ”何も所有しないで幸せになる”です。彼らは、すべてのお金を奪

い、自分たちのお金にしてしまうのです。なぜなら、忘れてはならないのは、今や”彼”が自由に使える 

数兆円が必要だからです。それが、この財務監督官が計画している事です。では、素敵な午後をお過ごし

くださいね。「今日の世界的な供給連鎖の現実は、産業の移行が世界の全国々と、全生産者に影響を与え

ることを意味します。ですから 世の意思決定者である皆さんにお願いしたいことがあります。（これら

は世界の支配者です）この貴重な地球を救い、危機に瀕している若者の未来を救うために、私たち全員が

協力し仕事に取り組めるよう、相違点を克服する実践的な方法を見つけるためにです。」（ありがとう。あ

～感動しますね）ー(笑)ー 

地球を救うためにですって？ 魂を救うのはどう？ 繰り返しますが、私がこう言うのに、皆さん飽き

飽きしないのを願いますが、善意の聖書教師が戦いの話をするのには聞き飽きました。戦い、戦い、戦い。 

これを見て、私はこう言います。「なぜ？この世はもう終わっていくのに。」この世は、あの岩（キリスト）

が潰しに来られるから、崩壊してしまうのですよ。なぜ生命維持装置をつけたままにしておきたいの？ 

分かっています。 疲れたといえば、疲れた描写です。これからも使います。私は疲れているので、疲れ

た描写を使います。しかし、タイタニック号デッキの家具ですよ。ここで、デッキ家具を並べ替えてるん

です。「ねえ、あっちの方がいいんじゃない？」と。何をしているのですか！！！ この船は沈むのです。 

救命ボートに乗って救われなさい。あなたにはイエスが必要です。沈んでいっているのです。たぶんあな

たは、何とかしようと思っている。ー(笑)ー 叫んですみません。最前列の皆さんに唾を飛ばして、今日

は、無償の洗礼です。いいえ、しかし、マジです。つまり、このことに関して私の心を皆さんに共有した

いのです。主に私の心を探っていただかねばなりません。なぜなら、私ですか？ 私は気が狂っているの

ですか？ 私がおかしくなったのですか？ 私は正気を失ったのですか？ それとも、この滅びゆく世

界を生命維持装置で支えようとする善意の人々がいるのでしょうか？ 手放してください。今回のアッ

プデートの準備や、今まさにアップデートをしながらも、このアップデートは希望と一緒にもう締めく

くりますが、まだ時計を見ないでください。私たちの家ではないこの世界に、私たちは、長居してしまっ

たのだと、改めて強く感じました。今日共有しているような記事を読んだり、引用したり、調べたりする

時、私はただ、他にどう言えばいいのか分かりませんが、ほとんどこういう感じです。「どうぞかかって

こい。ショーを盛り上げましょうよ。私は家に帰りたいです。この世は私の家ではありません。実はここ

には、私には何もありません。」私たちはこのことについても話しました。私がこれについても言うのに

飽き飽きしないでくださいね。しかし、私は心の底から信じているのは、神が、神にしか御出来にならな

い方法で、この世を神の民がもういたくはない場所になさったのです。同じことを別の方法で言います。 

神がご主権において、その愛において、その恵みにおいて、その慈悲において、その長いご忍耐において。 

つまり、私はそのリストを続けられます。でしょう？ 神はなさられました。繰り返しますが、神にしか

御出来になりません。神はこの 2 年間で、私たちがこの世やこの世の物に対して、強く執着していたも

のを緩めて下さいました。神はこの世を、クリスチャンにとって非常に居心地の悪い場所にされました。

アメリカ以外の地域では、もっとそうだと思います。それは神です。木曜日の夜にはこんな話をしまし

た。再び「イザヤ書」ですが、このキュロスに関する預言はとても興味深いです。彼が登場する 200 年

前に、名前を挙げておられます。彼の両親さえ生まれていないのです。こんな感じです。 

『彼の名前はキュロス。その両親が生まれて、彼らには子どもが出来、「ねえ、キュロスって名前にしよ

うよ。」と言った通りになります。』神は、この人物が存在することを予告され、神の民をバビロン捕囚か



ら解放するため、このキュロスを使われるのです。そしてそうなさいます。でも、知っていますか？ す

べてのイスラエルの民が解放を望んだわけではありませんでした。そして去らなかった。彼らはバビロ

ンに残りました。イスラエルの民は解放され、バビロンから連れ出されたのです。しかし彼らは、この世

のバビロンという一時的な土壌に深く根を下ろしてしまった。私は恐れます。聖なる恐れです。敬虔な恐

れ、主への畏れです。私はただ恐れるのは、多分、私は自分自身のことを話します。皆さんが好きだから。  

ここに落ち着いてしまうと、ちょっと根付きすぎる傾向があります。ここで、主が仰います。「わたしは、

あなたをこの世から連れ出すため来るのです。なぜそんなことをこんなことをしているのですか？」 

つまり、私たちは巡礼者であり、遊牧民です。宇宙人（よそ者）という言葉は使いたくありませんが、私

たちはそうなのです。ちなみに両親が、アメリカに合法的に移住したのは、私が 9 ヶ月の時でした。私

は、寄留者カードがありました。ええ、どうでしょう？ 外国人、よそ者。私は寄留者です。私のこの世

の住民ではありません。私は、天の住民です。（ピリピ 3：20 参照） 

私は自分の生活の中で恐れるのですが、高貴で霊的な方法で表現します。もちろん、そう、あのラッパが

鳴る前に人々が救われてほしいです。しかし同時にこんな風です。「主よ、私はもう準備できています。 

行きましょう。ここから出たいです。」この悪、邪悪な世界、全き悪の世の中から。サタン的で、あらゆ

る面で悪魔的です。では、ここで着陸させてください。私は質問を投げかけたいと思います。冒頭で私は、

この人間の最後の支配王国の事例を論じたいと述べました。もう設定されていて、今まさに舞台が用意

されています。この地上で、人間の最後の支配が、今こうしている間にも準備されている事例を、うまく

説明できたと願います。そこで私の質問は、「あなたはそれを信じますか？」「これが地上で、人間の最後

の支配王国、最後の支配帝国だと信じますか？」こう聞いた方がいいかもしれません。「これは、反キリ

ストの支配下にある最後の王国としての、10 人の王の始まりでしょうか？」あなたはそれを信じますか？ 

私は完全に信じます。心からそう信じます。であるならば再度、私は本当にそう信じますが、あの岩、イ

エスは、携挙から 7 年後の再臨の時に、この王国を打ち砕くため来ようとされています。ほ～ 言い換

えれば、これが今、設定されているなら、今、で、携挙から 7 年後の再臨で砕かれるなら、そのため、

「今」の言葉には全く別の意味が込められています。「今」 これは今、起きているのです。今回引用した

サミットでのスピーチから、緊急性が感じられましたか？ 今、緊急を要します。今や、私たちには時間

がありません。残された時間はありません。今、これが必要なのです。OK。今すぐやりましょう。準備

はできています。今がその時です。私は「今」の意味が分かります。どうやらあなたたちは既に「彼の」

を準備しているからです。その「彼」が誰なのか私たちは分かっています。だから、彼が既に準備ができ

ているのであれば、私は大変準備ができています。私が先に行くからです。（携挙が先）あなたもそうで

しょう。行った方がいいですよ。取り残されないようにした方がいい。では、私はこのフレーズを使いま

す。皆さん、その理由は分かります。全ての理由を説明しませんが、私がこの全てのものが速く動いてい

るという表現を使っているのには理由がたくさんあります。超高速スピードです。超高速スピード。残さ

れた時間はほとんどありません。今日が救いの日です。ですから私たちはこの「聖書預言・アップデート」

をするのです。最初に言いたかったのは、言わなかったので言うべきでしたね。主の御心なら、来週しま

す。聖霊が思い出させて下さればそうします。最初に言っておきたいのは、全面開示。全面開示です。私

たちには課題があることを知っておいてほしいのです。そうなのですか？ ーはい。私たちには本当の

狙いがあります。ー本当に？ それって何ですか？ お～イエスを人々に人々をイエスに導く事です。 

はっきりさせておきたいので、前もって言っておきます。それが細則です。それがここでの働きです。イ



エスを人々に、人々にイエスを導く事。救いは、イエス・キリストという人物以外にないからです。 

天の下でこの御名のほかに、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。（使徒 4：

12） 

それが救いの良い知らせ、イエス・キリストの福音/ゴスペルです。これがイエス・キリストの福音/ゴス

ペルと「救いの ABC」＝ 子どもにでも分かる救いの簡単な方法で締めくくる理由です。福音/ゴスペル

とは何でしょうか。福音とは良い知らせです。「あなたは自由なのです。」 

子（イエス）があなたがたを自由にするなら、あなたがたは本当に自由になるのです。 

（ヨハネ 8：36） 

ちょっと待って。私、自由ですか？ ーはい。 

私は、自分が自由である必要があることを知りませんでした。知らなかったのですか？ はい。そう、あ

なたは死刑を宣告されているのですよ。死の罰則があるのです。誰しもが罪びととして生まれ、罪びとに

は死の罰則が伴っています。悪い知らせですね。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。正しい英語でないのは分かっていますからメールしないでください。それが悪い知らせで

す。私たち誰しもが罪びとなのです。では良い知らせは？ 良い知らせは、イエスがその罪を引きうけ 

十字架上で全額支払って下さったこと。だから私たちは自由になったのです。だから永遠のいのちがあ

るのです。「救いの ABC」とは？ 

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

であることをシンプルに認める事。自分が罪びとだと認めないなら、本当には救世主を求めません。なぜ

必要なのか？となります。 

ローマ人への手紙 3章 10節 

「義人（正しい者）はいない。一人もいない。」 

あなたは良い人かもしれません。皆さん、どんな風に言うか知ってますか？「ああ、彼らには良心があ

る。」恐らくそうでしょう。もちろん「エレミヤ書」が言う通り、 

「人の心は何よりもねじ曲がっている。だれがそれを知り尽くすことができるだろうか。」 

（エレミヤ 17：9） 

しかし、OKとしましょう。彼らは良心がある。でも十分ではありません。あなたは決して十分ではあり

ません。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、」 

私たち誰しもが”的外れ”なのです。アーチェリー用語です。それが”罪”という語の意味です。「あなたは

的を外している。的中していない。神の義の基準＝完璧な的に届いていない。」分かりました。罰則は何

でしょうか。ー死刑宣告です。 

ローマ人への手紙 6章 23節 

「罪の報酬は死です。」 

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) 

賜物は、贈り物、イエスが購入されました。そして私たちに下さっています。私たちが支払ったのではあ

りません。自分で支払うなら贈り物ではありません。イエスが支払われたのです。私たちの身代わりに、

イエスの血潮が流されることによって、私たちは買い戻されたのです。イエスが、私たちを救うため完全



に支払ってくださり、この永遠の命という贈り物を私たちに提供してくださっています。次が B です。

B が中心です。文字通りの ABC だけでなく、聖書的に、「信じる」ことです。ABC よりもシンプルです。

言わば、”B”だけ。 

Ｂ：あなたの心で、イエス・キリストが主であると Believe/信じる。 

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。」 

その単語（will）の決定的な具体性が良いと思いませんか？ "きっと/We'll see "などと書かれていなくて

よかったと思いませんか？ 救われるかもね、とか 救われるべきだ、とか かなりの確率でね、とか 

いいえ、違います。救われる（will）。あなたは救われるのです。 

そして最後に C、Ｃ：主の御名を Call/呼び求める。また再度、 

「あなたの口でイエスは主と告白し、これが使徒パウロが言うように、”心で信じたなら口から出ます。” 

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。 

そしてその理由、その仕組みは、 

「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） 

人は口から出てくるものなのですよ。最後に、ローマ人への手紙 10 章 13 節です。私の大好きな節です

全部大好きですが、これは本当にお気に入りのお気に入りです。お気に入りの 1 位です。お気に入りが 5

つあるとしますよね。そうこれは、やめときます。私の１番のお気に入りです。 

『主の御名を呼び求める者はみな救われる。』（ローマ 10：13） 

2022 年１月、もし主の来臨が遅れるなら、全く確かではありませんが、しかし、私たちがまだここにい

るなら、そうはならないかもしれませんが、でも、もしもいるなら、私は 40歳の誕生日を迎えます。自

分が 80 歳に見えることは分かっています。ー(笑)ー でも霊的には 40 歳です。私、40 歳にしては悪く

ないと思います。そうでしょ？ 私が救われたのは、40年前の 1982 年 1月です。どうやって？ お～ 

主の御名を呼んだだけで救われました。とてもシンプルなことでした。それほどシンプルで良かったで

す。複雑だったら、私は除外ですから。私には、分からなかったと思います。子どもにでも分かる 

シンプルさでなければなりませんでした。そして、子どもにでも分かるシンプルさです。証を共有する前

に、いつもこのように締めくくっています。最後に言っておきたいのですが、私は笑うのが好きなので、

たくさんのユーモアを使います。非常に薬になります。「箴言」にある通り、 

笑うことは魂への薬。（箴言 17：22 参照） 

彼らは何十億ドルもかけて研究し、結論を出します。研究の結果、笑いは良いものだと分かりました。 

「あの～すいませんが、ここ（聖書）にありますけど～ 自分で素材を探せよ～ その研究に、いくら使

ったんですか？”箴言”にありますけど～」とにかく、すみません。脱線しましたね。私はたくさんのユー

モアを使いますが、これは生死に関わる真剣な話です。永遠のいのちと永遠の死に関わります。あなたが 

主の御名を呼び求めたことがないなら、今日がその日になりますように。私は切に願います。”永遠のい

のち”という人生で最も重要な決断を先延ばしにされないよう、強く願います。皆さんに言っているのは、 

毎週言いますが、終わりの時に起こると、聖書が語る全てが今、起こっているのです。今、起こっている

のです。今まさに起こっているのです。今。3 年前でさえ、自分の特権として、この説教壇に立っていま



したが、こう言ったでしょう。「私たちは目にし始めているのですよ。」わお～目にし始めている？ いい

え、今、見ているのです。このようなことが起こると言われています。私が言っていることが分かります

か？ 今、起こっているのです。今、起こっているのです。急速に進んでいます。今がその時です。今が

その時なのです。今日が救いの日です。では、今日の「しかし、神はストーリー」証は、１つだけです。 

キャサリン・セントラリアさんからです。本当に感動的です。 

「J.D.へ私はニュージャージー州の小さな老人ホームのリハビリ施設で働く 65 歳の女性です。週に 3 日

しか働いていませんが、レクリエーション部門での仕事はとても楽しいです。私は自分の信仰を分かち

合い、施設にお住まいの方たちと一緒に聖書の学びをし、とても祝福されています。最近施設は、新しい

会社に買収されました。こう考えながら、11 月 8 日に宗教免除書類を提出しました。彼らは、私がハワ

イの教会の礼拝を聴いていると信じてくれるだろうか？ ハワイの教会からの書類を承認してくれるだ

ろうか？ 11 月 15 日（月）全スタッフのミーティングがありました。クリスチャンへの免除はないと言

われました。火曜日、新管理者さんに話を聞きに行きました。とても親しみやすい方です。しかし期限が

決められてしまいました。介護施設で働く人は、12 月 5日までに、コロナワクチン 1 回目接種、2022 年

1 月 4日までに、2 回目接種が義務付けられます。私は、自分の仕事の時が終わり、離れる時が来たのだ

と覚悟していました。何人かの施設住民者さんから、「あなたが残れるよう祈っています」と言われまし

た。私は彼らに、ワクチン接種の有無にかかわらず、訪問しますと断言しました。私はコロナ陰性を確認

するため毎週検査を受けています。これは全く気になりません。ワクチン接種者は、ウィルスに感染する

のに、全く検査を受けません。”頑張ってね”（彼女は括弧で書いておられます。）そのことについて、私

には関係ありません。しかし、神は。しかし、神は私に別の計画をお持ちでした。私が働く施設での、私

の時間とミニストリーはもう終わったと思っていました。11 月 19 日のこと、朝礼が終わって、上司が降

りてきて、私の書類を承認したと言ってくれました。ひゅうひゅう～～～ー拍手喝采ー 

JD、私の戦いを助けてくれてありがとう。一度は諦めかけましたが、夫と一緒に「接種しない」と決め

ました。私たちの主、救い主の良い、真の御言葉を伝え続けてください。もうすぐ、もうまもなく、私た

ちは家に帰るのですから。心こめて。キャサリン・ミス・セントラルより。」 

ご起立ください。賛美チームが上がってきます。♬♪もうすぐ、もうまもなく♬♪私たちは主に会うので

す。♬♪もうすぐ、もうまもなく♬♪私たちは主に～賛美チーム、これ引き継いでください。♬♪もうす

ぐ、もうまもなく♬♪私たちは王に会うのです。♬♪ハレルヤ。ハレルヤ。私たちは王に会うのです。そ

う、そうなんです！！！ ー拍手喝采ー では、OK。やりました。今、祈るべき？ 祈りましょう。 

天のお父様、本当にありがとうございます。 あ～主よ、主よ、どうもありがとうございます。そのよう

に歌い、言えることを感謝します。私たちは、あなたがすぐに来られるという希望を持っているからで

す。あなたは「すぐに来る。」と仰いました。「踏ん張りなさい。わたしはすぐに来る。」と。主よ、早く

来てください。主イエスよ、すぐ来てください。イエス様、お願いします。ここに来ている人たち、また

はオンラインで見ている人たちで、あなたのもとへ来たことがなく、あなたを呼び求めたことがなく、あ

なたによって救われるためにあなたを信頼したことがないなら、今日、彼らが救われるのを祈ります。 

今日です。今です。イエス様、ありがとうございます。イエスの御名によって祈ります。アーメン。 
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