2021.09.16. 木曜礼拝
分岐点
Mac 牧師
こんばんは。JD 牧師の代講です。カルバリーチャペル・カネオヘの木曜夜の礼拝、ライブ配信へようこ
そ。普段は、旧約聖書を節ごとに学んでいますが、今夜は、話題性のある学びを行います。では学びに入
る前に祈りの言葉で、主にこの時間への祝福をお願いしましょう。私たちにはそれが必要ですから。ご一
緒に祈りましょう。
天のお父様。主よ、あなたがしてくださっている全てに、そして継続してなさられることに、本当に感謝
します。今、主よ、恵みの御座へ請い願います。どうか私たちのこの時間を祝福してください。私たちは、
あなたが話して下されるよう集まっているのです。聖霊の力を、あなたが語ってくださるのを祈ります。
私がいなくとも、あなたがこの説教壇の後ろの変哲もない楽器に、誰もが受信できる音を提供してくだ
さいますように。ですから主よ、この信者の身体を、耳を傾け、聞く耳を持つすべての者を、祝福してく
ださい。感謝します。イエス・キリストの力強い御名によって祈ります。アーメン。
今夜の私たちの学びのタイトルは、
「分岐点」と題しました。私が完全に認識しているのは、世界中の国々
で、分裂を引き起こす様々な要因を抱えていることです。しかし実に、現在直面している危機ほど、分裂
を引き起こし続けている問題は他にないと確信します。今引き起こしている分裂は、世界規模です。そし
てそれは、想像を超えた邪悪な正確さで実行されています。聖書聖句なしでは、信じられないようなこと
になると言わせて頂きます。しかし、私は神の真実の御言葉に感謝します。なぜなら終わりの時、これが
起こることだからです。私たちは落胆してはいけません。私たちの人生は、顔を地面に向けて歩くほど落
胆しています。
（でも）これらのことは、必ず実現しなければならないのです。それらが実現している間、
私たちは、教会の中でやるべき仕事があります。私たちは、自分の任務に集中し、忠実なしもべとして役
割を果たすべきです。しかし悲しいことに、世界規模で起きているこの分裂は、教会内で多くの分裂を引
き起こし続けています。そして悪魔が、これ以上ないほど幸せなのです。この分裂のせいで、クリスチャ
ンとしてやるべき働きが阻害されてしまっているからです。それは、教会だけでなく、信者である私たち
の家庭にも、悪魔の手先が住み着く機会を与えています。ですから、何が起こるのか？

お～この分裂

は、多くの地域教会や家庭が破壊されるまで続きます。それが、私たちが目にしている事です。私は必ず
地域教会と言うようにしています。なぜなら教会全体（普遍的教会）は、食い尽くされることも、破壊さ
れることもないからです。聖書が語っています。
「地獄（よみ）の門もそれにうち勝つことはできません。」（マタイ 16：18）
それが教会です。私はこの御言葉が聖典にあることをとても感謝します。皆さん同様だと思います。しか
し、分裂すればどんな家も立ち行かないという事実も知っています。この真理は、
「マタイの福音書 12 章
25 節」に記されています。この御言葉をお読みします。
マタイの福音書 12 章
25 イエスは彼らの思いを知って言われた。
「どんな国でも分裂して争えば荒れすたれ、どんな町でも家で
も分裂して争えば立ち行きません。
これは何かの提案ではありません。主ご自身からの宣言です。私にとって、これは説明する必要ない節の
一つです。それが事実だからです。どんな国でも、どんな町でも、どんな家でも、分裂すれば、立ち行き
ません。そのうち、崩落します。そして、すべての教会に、忘れないでいただきたいのは、私たちは、神

の家と、祈りの家と、癒しの家とさえも呼ばれているのです。分裂すれば、私たちは立ち行きません。現
在の危機が起こって、教会として私たちが自問自答すべきは、「何が私たちを分裂させているのか？」
この質問をすると、他の質問も出てきますが、すべては、分からないことは主に信頼し、分かっているこ
とに基づいて答えなければなりません。私たちは、自分が誰を知っているかに基づき、個々で決断するこ
とに全ての信頼を置くのです。そしてその人とは、イエス・キリストに他なりません。
さて先に進むので、今夜のテーマの性質上、このコメントをしなければなりません。そのコメントと言う
のは、ここにいる私たち一人一人だけでなく、今夜語られることについて、しっかり耳を傾けることを心
から祈ります。これはとてもデリケートな話題です。示されているものを、ただ聞き、見ているだけで
淡々としているとあなたは、メッセージを見逃します。それは容易に分裂を生み出す者の一人になり得
ます。あるいは、私の言葉を誤解して、私が、分裂を生んでいると考えてしまいます。コミュニケーショ
ンは、すべての誤解の 99.9％だと言われています。そう思いませんか？ それに気づき、このことを祈
ってきました。私は、これから私たちが取り組む内容に関して、賢明な助言を求めて来ました。そして関
連する全てに。しかし、このメッセージをどのように伝えても、悪魔は実際に手下を聴取範囲に入れ、彼
らは戻って、議論されている内容やメッセージの全体的な意図に真っ向から敵対するフィードバックを
するでしょう。そういう手下や小さな悪魔たちには、私は単純に言います。
「勝手にやってろ。
」私はこの
メッセージ聞く必要があります。私は耳を傾ける必要があります。主が教会に語られることを、耳を傾け
て聞きたいと思うすべての人に、主が明確にしてくださると信じます。しかし、学びを進めるために、こ
こでライブ配信を終了します。続きは、JDFarag.org でご覧ください。
ー本編ー
「ルカの福音書 21 章 9 節から 11 節」
、これは大変良く知られている聖句です。これから聞くことに専念
するため、これらをもう一度見てみたいと思います。これを読んで、何度か勉強しながらも、私が見落と
していたメッセージがあると思います。お読みします。
ルカの福音書 21 章
9 戦争や暴動のことを聞いても、恐れてはいけません。まず、それらのことが必ず起こりますが、終わり
はすぐには来ないからです。
10 それから、イエスは彼らに言われた。
「民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、
11 大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きなしるしが現れます。
全員とは言わないまでも、ほとんどの人が何度か読んだことがあると思います。では、なぜ今読んでいる
のか？ ポイントは何か？ はい、読んだ文章の中で気になったことがありました。それは、時代の終わ
りまでに起こると予言されている出来事の一つ一つは、全てが何らかの形で分裂だという事実です。こ
のウイルスに関する分裂要因に注目する前に、これらすべてがどう分裂するかを見てみましょう。
まず第一に、戦争や暴動の噂を聞く。さて、戦争や暴動の噂と同様に、私たちが知っている時代の初めか
らもっと多くのことがありました。神の御言葉には、それぞれの詳細な例が示されています。学校中に氾
濫している歴史的な文章は言うまでもありません。ですから、これは今に始まったことではありません
が、時間が経つにつれて激化しています。ですから、これは今に始まったことではありませんが、時間が
経つにつれて激化しています。これらはすべて、世界規模で、あるいは紛争に巻き込まれた国々の中で、
分裂を引き起こします。私たちは、これを見て、騙されてはいけないと思います。なぜなら、ここ数十年

の間に、これらの紛争における死亡率低下を示しているからです。だからといって、人が文明化している
わけではありません。全くそうではありません。事実人間は、さらに非合理的で邪悪になっています。研
究所などで人間がやっていることを目の当たりにしたことがありますか？

動物と人間を交配している

のを聞いたことがないのですか？ 豚の胚を人間に混ぜ合わせ、21 日間生かしたのです。悪魔です。
しかし繰り返しますが、私たちは恐れたり、落胆したりしてはいけません。そうして、人々をグループ分
けし、前の話に戻り、国が国に敵対します。その言葉は、ギリシャ語で、エスノス（民族）です。民族グ
ループが民族グループに敵対するという意味の話をしました。これがアメリカで急増しているのは異様
です。これは、悪魔の計画の分割統治を助けるため、教育機関で教えられています。今日は時間がないの
で割愛しますが、批判的人種理論と呼ばれる理論です。はいそうです。それが悪魔の計画です。ただ書い
て、誰かに渡しただけという感じです。批判的人種理論を提唱する本があることを知ってください。海軍
作戦部長の推薦図書にもなっています。アメリカ海軍と海兵隊のための。分裂が目的です。ですから、究
極の計画を策定することができたのです。国が国に敵対するというのは？ 皆、分裂します。なぜか？
なぜなら、どの国も真の生ける神を欠くなら、倒れます。地震。当たり前になっています。時間が経つに
つれ、分裂していきます。圧力が高まり、断層が分断されます。また、その過程で死と破壊を生み出しま
す。この全てが、新世界秩序が誕生するまで起こり続け、激化していくでしょう。飢饉は？ 私たちはそ
れには入りませんが、周りを見ているだけで、いかに彼らが分裂しているのかが分かります。飢饉どころ
じゃありません。そうでしょう？ コストコに行き、鶏肉が売り切れなら、分裂ですから。少なくとも私
はそうです。鶏肉が大好きなんですよ。軍の売店では、4 ヶ月間、鶏肉がなかったんです。私の心は分裂
しました。ポイントは、彼らは分裂します。これは、私の考えすぎかもしれませんが、私はそうは思いま
せん。少なくとも、4 年前に起きたこと、そして 2024 年に再び起きるであろうこと、計 7 年分のことを
考えてみてください。しかし、私はそれをあまり重要視しておらず、ただの観察に過ぎません。しかし、
この経緯に注目してください。それが天からのサインでもあり、分裂するものでもあります。
2017 年、アメリカ全土で皆既日食があり、その経路が国を半分に分けたことに注目してください。そし
て 2024 年、再び皆既日食が起こりこれもまた、人口を二分します。そうすることで、私の見るものは、
アメリカの上に完全な X の形成です。偶然でしょうか？ きっとおそらく多少は。しかし、アメリカと
いう国の中で、分裂が一巡した後のこの時点で、このようなことがあり得るでしょうか？ 2024 年まで
に、かつて地球上で最も強力な国家または王国が無関係になって行くのでは？

そうかもしれません。

それまでに全員がいなくなっていることを祈ります。しかし、少なくとも、それがもっともなことです。
しかし、それとは関係なく、真実は、アメリカはある時点で高利貸し以外の何物でもない状態になるとい
うことです。なぜなら、繰り返しになりますが、
「すべての分裂は破壊につながる」と書かれているから
です。私たちの国は、ほぼすべての面で分裂しています。もう同意しないことに同意すらできません。こ
のラベルを貼るか、あのラベルを貼るか。対話がない、起こりえない、事実は何の意味もない。自分で考
えることが犯罪なのです。現状に逆らうことになるのです。
「あなたが何を考えているのかを私が教えてあげる。」自分の考えを持っていれば、誰もが反逆者とみな
されます。ではなぜ、クリスチャンとしての私たちの希望が、国や世界が分断されることになるのでしょ
うか？ 私は、全くもって困惑します。だからといって、悪を暴かないわけではありません。その他のす
べきことがあります。しかし貫くには？ それが問題です。私たちはこの危機を、教会の分裂要因にして
しまいました。このことが、今後も世界を分断することになるのを理解しなければなりません。これを止

めることはできません。止まりません。こんにち誰もがワクチン接種が可能であり、その列車を止めるこ
とはできません。教会は大局を見て、悪の陰謀を暴かなければなりません。誰もが耳を傾け、心を決め、
イエスを指し示し、何があっても、恐れなく生きることができるように。では、”見て見ぬふりをする”話、
ワクチンについて、取り組みましょう。私はこれを、クリスチャンに向けて話します。
まず初めに、JD 牧師が何度も行ってきたように、コロナワクチンは、獣の印ではないのを聖句から示し
ます。まず最初に、このことを整理しておきましょう。該当参照聖句は、
「ヨハネの黙示録 13 章 16 節」
です。お読みします。
ヨハネの黙示録 13 章
16 また獣は、すべての者に、すなわち、小さい者にも大きい者にも、富んでいる者にも貧しい者にも、
自由人にも奴隷にも、その右の手あるいは額に刻印を受けさせた。
これは目に見えるしるし・マークであり、象徴的な観念・哲学ではないのを、私たちが理解している事を
願います。これはそういう象徴的な物ではありません。それが分っています。これは、取り残されるすべ
ての分野の人々を対象とします。このリストを見てください。これは、しるし・刻印や、獣の名前、ある
いは獣の名を表す数字で構成される物理的な ID です。選択肢があるはずです。しかし、どれもすべて同
じことを意味しています。人々が獣を礼拝するようになる事です。私たちはそのことを念頭に置いて、先
に進みます。
コロナワクチンは、獣の刻印ではないと認識すべきだと言っておきます。本来ならば、言うべきではない
と思いますが、全員が同じ考えであるのを確実にするためこれを言う必要があるのです。では、これが獣
の印ではないなら、なぜ、クリスチャンは、宗教的な観点からも心配しなければならないのか？

それ

は、ある意味、周りの人を怖がらせている質問であり、答えです。しかし、私たちはこのように答えます。
その理由は、私たちは心配しなければならない理由とは、これらのワクチン成分が、多くの実験的な薬剤
である事実だけではなく、これまでに検査された程度の実験的なものでもあるからです。私たちはそれ
を知っています。他にも非常に疑わしいものが含まれています。
それは置いておいたとしても、大きな問題は、特にアメリカの教会が政府と協力してこのワクチンを推
進していることです。それが、現在そしてこれから、真の生ける神をどのように礼拝するかを教会に指示
するために利用されます。それが問題です。教会は、このワクチンを解決策のように宣伝していますが、
実際にはコロナがもたらそうとしているもっと大きな計画の一部です。政府と手を組むことは、教会の
最良の利益にはなりません。人は自分が助かると思っています。
「私たちは仲間です。私の教会は政府と
同類です。
」と。聞いてください。政府は教会について気にもしていません。政府は国民のことを全く持
って気にもしていません。政府は権力を重視します。もちろん、政府の中で働いている全員に、権力に飢
えている人というレッテルを貼る事はできません。そうではありません。しかし、あのシステム全体が、
それを支配する闇の権力者によって位置づけられています。その核は、どこまでも腐っています。私のよ
うに政府の下層部で働いていると、政策やプロセスを調べたり、C-SPAN を見て少し調べたりするまで
は、なかなか分からないものです。こんにち、それほど時間はかかりません。点と点とつなげると、こう
なります。
「ちょっと待って。それって意味がない。
」「なぜこの国に 40 兆ドルも渡すのか？」それが多
くの人の心を傷つけているのは分っています。しかし、これが事実なのです。悲しいことに、私たちが市
民生活を送り、十分な情報を得た上で決断を下すため必要な、あるいはそうすべき情報を提供する責任
を負っている政府機関が、その多くが、私たちが受け取っている全ての誤情報の先頭に立っているので

す。誤情報は、敵が大好きで欲しがる混乱をもたらします。先日の日曜日の、
「聖書預言・アップデート」
で、JD 牧師は、混乱が何をもたらすかについて言及しました。
「恐れ」です。混乱と恐れは、とても相性
がいいのです。この動画へのリンクは、概要欄にあります。ワクチンとコロナに関連したものなので、考
えてみてください。ワクチンは何をするものなのかという混乱が、ワクチンを打っていない人に恐怖心
を抱かせています。親友とまではいかなくても、話をする人で、その人があなたの状態を知らない場合、
あなたが接種をしていないことがわかると、こういう感じになります。
「わお！！家に帰る！！！」消毒
スプレーが登場します。コロナウイルスとは何なのか、コロナの起源は何なのか、といった混乱が恐怖を
助長しています。これを聞かれてないですか？「一方、専門家が言うには、ウイルスはコウモリから生じ
た。
」と。しかしそれは、ウイルスが、人と動物間で感染する意味になります。よし、これを再編成しま
しょう。そこで、次の専門家が出てきて、
「自然から、自然のプロセスから進化した」と言います。なる
ほど、それはつまり進化し続ける、ということですね。どんなワクチンを接種しても。
「困ったな、あれを廃棄しなければならないな。何か別の方法を考えよう。何かをやってみよう。お～た
ぶん研究所から出て、私たちがしたことは、何か別のものを治そうとしたのです。しかし、このような事
態になってしまい、私たちは本当に困惑しています。なぜなら、私たちはまだこれを理解しようとしてい
る段階だから。しかし、我々には効き目がたぶんありそうな治療法があるので、それまで、私たちの言う
ことを信じていてください。
」
あるいは、特定の遺伝子をターゲットにした、またはしようと決意を持ち、その遺伝子の枠内にいる人が
死に至る病気になるようなグループが集まってきたのかもしれません。では、真実は何か？ お～、どこ
かにあるはずです。ただ怖い、それだけです。そして混乱。なぜ私たちは、偽りの父が真実を語ると期待
するのでしょうか。その真実とは、何が真実なのかを、はっきりと聞くことができないことです。そして、
それが敵の目的です。しかし、私たちクリスチャンにとっては、これは自動的に悪魔を指していると見る
べきでしょう。悪魔こそが「混乱」の作者だからです。自動的にそうなります。サタンはこの計画混乱さ
せるのが大好きですが、それは、私たちの目の前で展開されているのは、邪悪で、非常によく組織された
ものです。完璧なものではありません。たくさんの亀裂があります。たくさんの質問をする機会を与えま
す。しかし、混乱と恐怖は分裂につながり、分裂は征服されることにつながり、征服されることは、支配
されることにつながります。そして終わりの時、悲しいことに、このままでは、何が起こってもおかしく
ありません。この続きが、状況説明のたびに、細部に散りばめられているようだからです。彼らが使って
いる言葉から、その方向性がわかります。今後のロックダウンも含めて、このようなことを続けるなら、
誰かが、あるいはグループが責任を負わなければなりません。誰かが犯人であり、それはきっと、ワクチ
ン未接種者が犯人になるのでしょう。皆さんの中で、この Healthline の記事を思い起こす方もいるかも
しれません。もちろんそうでしょう。画面に、ファクトチェック済みと書かれています。それを信頼でき
ますよ～。記事全体のリンクは、概要欄にあります。しかしその見出しは、
「ワクチンを受けていない人は、コロナウイルス株を増やす可能性が高いーどういうことか？」
これは先月報道されました。彼らは、科学に基づいて説明を続けています。このような記事は、調べれば
何百、何千と出てきます。悪魔は細部に宿る、をお聞きください。引用します。
「専門家によると、コロナ感染者数が増加しているのは、ワクチン未接種者数が多いからだと言われて
いる。
」
「ワクチンを接種していない人、あなたの責任だ！」ですか。へ～。へ～。引用を続けます。
これは、医師がワクチン未接種者に語ったものです。

「彼らは、大きな役割を果たします。全員がワクチン接種すれば、最終的に感染症はゼロになり、変異株
もなくなります。と、ペリック氏（医師）は言う。
」引用を続けます。
「しかし、ウイルスが、ワクチン未接種者（単数）ような容易なホスト（宿主）を持っている場合、より
伝染力の強い形に変異しやすくなります。
」→1 人です。ここでいくつか注意すべき点があります。
まず、すべての人がワクチン接種することはできません。接種出来ない人々がいます。これなら、死が目
前です。次に、 変異株の突然変異のプロセスに関する一般的なタイムラインは何か？ 全世界の人々に
接種させるための、無理のない範囲の時間的余裕があるのか？ 最後に、なぜコロナに感染すると、ほと
んどの病院や開業医は、人々を家に帰すように命令するのか？ 治療・処置をしようともしません。
季節性インフルエンザでは、少なくとも Z-Pack とロリポップを処方します。しかし今回、もっと致命
的なんですよね？ それで彼らは「家に帰れ」と言う。これは、ワクチンが始まる以前の話です。そして、
その裏に何もないと言うのでしょうか？

よろしい。とはいえ、ワクチン未接種者がターゲットなのは

変わらないし、分裂も続くでしょう。しかし、それを教会内で続ける必要も、またそうすべきでもありま
せん。繰り返しになりますが、知るべきは、このワクチンは人々の命を救うためではなく、全員を殺すた
めのものでもありません。支配するための物です。それが今回の目的です。その中には、将来的な人口抑
制も含まれるかもしれません。しかしすべて支配のためです。これを継続させる原因の分裂が顕在化し、
最終的に敵が人の脆弱な心を征服するに至れば、誰もが支配されることになります。そして、この計画が
成就する前に、教会は取り除かれます。それは、ワクチン接種した人もしていない人も含めての話です。
どのような決断であっても、私たちの多くが、このような立場に置かれている、あるいはそう感じている
方がほとんどだと思います。やってもダメ、やらなくてもダメ。これが本当の問題です。私たちが正面か
ら取り組むべき現実的な問題です。
私がこの過程で気付き、学び続けているのは、ありがたいことに、私には、すべての家庭への答えは出さ
ない、出せないということです。私には、皆さんがどちらの方法で引き金を引くかを決定するような責任
がないことを嬉しく思います。それは個人や、おそらく世帯主に対してです。しかし、それぞれの家庭に
合った答えがあるはずです。これが私の言いたい事です。これはあくまでも私の方法です。
まず、基本的な質問を自分に投げかけることから始めます。ワクチンに関して自分自身に言うのは、
「これがどうなるか分かるのか？」そして、自分自身と議論して、その質問に答えます。
「はい、分かり
ました。OK。
」次に、代償を考えたかどうかを自問します。対話をします。「はい、分かります。OK。」
そして、祈るような気持ちで扉の前に戻り、そのうちの 1 つを開けようとすると、こんな光景が目に飛
び込んできます。今、私は恐れるからするのか、恐れるからしないのか。これが主要な問題です。クリス
チャンとして、私たちは、恐れに基づくいかなる扉も開けてはいけません。これは肉での反応であって、
御霊での反応ではないので、悪い場所です。神は人の心を知っておられます。ですから考えてみてくださ
い。私はこの恐怖を払拭するために、引き返して再編成しなければなりません。恐怖心から決断したとし
てもー恐怖心から選択して、少しの間はうまくいっていたとしてもー

ある時点で、また別の瞬間に恐

怖を感じる瞬間がやってくるのです。そして今や、一時的な安心感を得るため、恐怖心からの選択をする
ようになります。それが私のやり方です。それが、生ける真の神にとってどう喜ばしいことなのか。だか
ら今、再編成しているんです。そして、自分自身にさらに問いかけます。これは情報に基づいた決断なの
か？「OK。はい。
」そして、私は自分自身に問いかけます。
「このことについて賢明な助言を求めただろ
うか？」そして、私はこう言います。
「OK、はい。それもしました。」そしてその上で黙想し、私は祈り

ます。そして、神の御言葉に耳を傾け、すべての聖なる石をひっくり返してくださるようにお願いしま
す。判断材料になるような、見落としがないか確認するためです。そして、私は立ち上がって、大胆にも
この扉の前に戻ります。戻ってみると、こんな感じです。
「信仰の扉はすでに開かれている。」開いていま
す。曖昧なテーマに付き合う必要はありません。信仰心から決断するからこそ、そこにあるのです。神は
それを明確にしています。私は通り抜け、扉の向こう側に何があるのかを気にする必要はありません。神
はそれを尊重してくださいます。神が、私のために開けてくださいました。だから今、正直に、私がしな
ければならなかったように、今も、し続けているように自分自身に問いかけてみてください。自分のため
に、あるいは家族のために下した決断は、信仰に基づいてなされたものでしょうか。それは、信仰と信仰
だけで行われなければなりません。聖書は私たちにはっきりと語っています。
「信仰から出ていないことは、みな罪です。」
（ローマ 14：23）
今、私のプロセスは、すべてを語り尽くすプロセスではありません。しかし、私にとっては有効です。し
かし、書の書に書かれているのは、信仰に基づいて行われた行為は、真の生ける神に見過ごされることは
ないということです。神は、確かに彼らを尊重されます。数ヶ月前、私たちが島を離れようとしたとき、
信仰からの行動で、神は私たちのために扉を開いてくださいました。この決断、ここに留まるという選択
には、この先の展開を知ることも含まれていました。そして、何人かの子どもたちにはもう二度と会えな
いだろうし、私の母にも父にももう会えないでしょう。しかし、それは信仰からのものであり、神はそれ
を尊重してくださいました。
日曜日の朝（第二礼拝）は、現在「ヘブル人への手紙」を学んでいます。そのために、11 章 6 節に収め
られている、よく知られた箇所を見るのが一番です。お読みします。
ヘブル人への手紙 11 章
6 信仰がなければ、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神がご自分
を求める者には報いてくださる方であることを、信じなければならないのです。
神への信仰が鍵です。以前は、賢くアドバイスしてくれる人を求めました。 答えを探していましたから
人に、その答えを教えてほしいのです。だから、私がその判断をする必要はなくなります。失敗した時に
は、戻って来て言えますから。
「あなたは私にこうしろと言いましたが、うまくいきませんでした。
」
決断することから、自分の責任を取り除きたかったのです。それは良いやり方ではありません。このよう
な時には、神の御言葉を教える教師や説教師に会って、
「私のために選択してください」と言いたくなる
ことがあります。
「ええと...私ではありません。私があなたの信仰を持てません。私には自分の信仰があります。」
勘違いしないでください。神の御言葉を教える者、説く者は、確かに人々に教え、説き、聖書的に導く必
要があります。しかし、私たち一人一人に、個人としての責任があります。そこから切り離すことはでき
ません。それをすると、非常に悪い結果になります。誰かにそれを課すことができると思っているのな
ら、この節が語る事を見てください。神のもとへ来る者。ここでは個人の努力です。あなたが熱心に主を
求めなければなりません。個人の努力を信念を持って行わなければなりません。神が、私たちの答えをす
べて持っておられます。なぜなら、もしあなたが熱心にマック牧師を求めているのであれば、あなたは本
当に人生を台無しにしてしまいます。私や人を信じないでください。主に信頼してください。
「彼（イエス）の言うことを聞け」（マタイ 17：5）
イエスの言うことを聞く。分ってください。私はこの問題の両方の立場の人がおられるのを知っていま

す。神は彼らに敬意を払い、恐れではなく、信仰に基づいて彼らを力強く用いておられます。恐れではな
く。さて「コロナ」が生物兵器だという話になるとほとんどの人はこの話やそのような話を大きな陰謀論
だと考えます。そして、彼らがこれを持ってそうなる主な理由の一つは、次のように言います。
「なぜ、誰が、どの国が、こんな全世界に影響を与えるようなことをするのか？」
彼らが言うのは、
「生物兵器は、世界全体ではなく、一つの国の中でのことで、ある特定のグループや国を排除するために
使われるのではないか。
」と。
「それに、解毒剤を持っているはずでは？」
「もしそうだとしたら、誰がこれを世に出したのか？」
さて、答えはこうです。私たちは、これを支配しているどんな人もどんな国も指しているのではありませ
ん。繰り返しますが、私たちは、暗黒の霊的な力や主権を指しているのです。これは、私たちが扱ってい
ることです。全世界を支配しているのは、カードを切っている者です。サタン自身です。サタンが陰謀を
企てているのですよ。サタンは人の邪悪な心を利用して自分の思い通りにします。その一人が、ビルゲイ
ツです。まだ彼のことを調べたことがない人は、ぜひ調べてみてください。このシンプルな質問を自分に
投げかけてみてください。彼はテレビで人々に注射を打っています。絶対的な権力は、絶対的に腐敗しま
す。
悪魔の究極の計画の一つは、最初から崇拝されること、完全支配への要求です。その第一段階として、
経済的な支配権を得ること、コロナがそれをしているのです。私は、このワクチンが、ある時点で、経済
的地位を決定するメカニズムの先駆けとなると確信します。それに縛られることになり、それ以上のも
のになるでしょう。私たちはそれを垣間見てますよね。もう地平線上にあります。しかし、ここでは近未
来の話をしましょう。さらなるロックダウンや分裂、ワクチン未接種者へのさらなる制限が予想されま
す。私たちは今、それを目の当たりにしています。検査キットが不足していたり、完全になくなってしま
って、医療行為の拒否、ワクチン未接種者への医療費の増加、すべての面でインフレが進んでいます。食
料品の価格に気付いていますか？ 1 週間で 3 倍になった商品もあります。連邦政府や州政府の政策が
変更されたり、定期的なメンテナンスができなくなったりします。シンプルなことで言うと、オイル交換
したいですか？ 今から 5 ヶ月後に。YouTube で、自分でできる方法を学んでください。事業所の閉鎖
が増え、医療スタッフや現場の労働者が不足します。同時に、変異株のイプシロン、ガンマ、木星、冥王
星...終わりがなく、そのせいで、症例の継続的な急増が見られます。ただ、姉妹危機が味方になればいい
のです。今、私たちは世界的なリセットを必要としています。このような状況下で、サイバーセキュリテ
ィ攻撃を受けた場合はどうでしょうか？

皆さん何が起こるのか目にすることが出来ます。演壇をセッ

トし、リーダーがやって来て、演説をする。彼は「みんな一緒」と言い、責任の所在を明らかにします。
「我々は、これを回避可能とするため最善を尽くしたのです。しかし、少数の拒否者が、この悪夢を引き
起こしている。我々は、彼らを差別的に扱うべきではない。我々は、彼らを愛しています。」ー(笑)ー
私は、恐怖心を煽るために、これらを見ていません。ある程度起こっていると見ているだけです。さて、
これがどこまで進むと教会が取り去られるのでしょうか。分かりません。しかし、私が分っているのは、
この教会の分裂が、敵にとってあまりにも容易だということです。また教会が、解決するものでもありま
せん。私たちは、主が来られるまで忠実で、忙しくし続ける必要があります。主が来られることを忘れて
しまうほど没頭するのではなく。それが問題です。私たちには任務があり、この先何があろうとも、強い
気持ちでレースを走り終えるのです。このワクチンが、経済的、政府的な巡回を助けることになるからで

す。その一方で、分裂を引き起こしていることも事実です。人々はまだ答えを求めています。人々は探し
ているのです。現在、この分裂のために、多くの教会が手の届かないところにいます。だから人々は、見
当違いの場所を見ているのです。このことは、人が自由に行動できるようになると、霊的な動きに拍車を
かけることになります。機会があれば、まだ気づかれていないこの「ポスト世俗主義」という動きについ
て調べてみることをお勧めします。一言で何かと言うと、今起こっている理論や運動のことで、宗教と俗
世間が融合するという考えを持っていて、基本的に、他の多くの宗教に関連した慣習を利用して新しい
宗教を形成しています。言わば、
「共存」です。繰り返しますが、多くの教会が世と同様に分裂している
為、答えは他の場所に求められます。特に極東では、多くの人が見ていることは、彼らが神秘主義を愛し
ていること。しかし極東の国々は、西洋の国々の衰退を見ています。彼らは、私たちがいかにバラバラに
崩れて行っているかを見ているのです。つまり、彼らは、自分たちの文化から西洋の思想を排除している
のです。彼らは、それが何につながるかを見ています。彼らだって、頭でこれは分かっているはずです。
彼らは以前の宗教的な習慣を取り戻しつつあります。私たちは今、他に類を見ない高い霊性の時代にい
ます。この危機が、自由を奪い、人々から、夢と希望を奪います。一旦患難時代が始まれば、人々は、こ
のような混沌とした世界を導き、平和と安全を何らかの形でもたらせる”誰か”に従うようになると言っ
てもいいでしょう。皆さん、ついて来ていますか？

これが、起こる事なのです。私たちが、ここにはお

らず、このような事態を目の当たりにしないことを神に感謝します。しかし、これは「黙示録 6 章 1～2
節」で起こると語られています。お読みします。
ヨハネの黙示録 6 章
1 また私は、子羊が七つの封印の一つを解くのを見た。そして、四つの生き物の一つが、雷のような声で
「来なさい」と言うのを聞いた。
2 私は見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝
利の上にさらに勝利を得るために出て行った。
あまり時間をかけることはできませんが、これが、その事です。まず最初に明確にしておきたいのは、こ
れはイエスではないということです。多くの人は、これがイエスだと教えています。これは全くイエスで
はありません。これは、反キリストの出現を描いたものです。また、2 節で、矢のない弓を持っているこ
とに注目してください。弓だけです。彼にはほとんど敵がいないからです。矢は必要ありません。彼は、
勝利の上に、さらに勝利を得続けることができます。ちなみに彼には王冠が与えられていました。ですか
ら、強さの弓で、彼は衰えることなく進むことができ、この権威と頭領の地位を与えられ、そして、彼は
おそらく政策だけで征服してしまう。彼が影響を与える国々の支持も得ます。全国家ですね。世界がこの
反キリストに引き寄せられていき、物事の秩序が整い始め、3 節 4 節が起こります。イエスは地上から平
和を奪われるのです。信じようと信じまいと、コロナとこのワクチンは、反キリストが完全な支配を得る
ため、最終的に崇拝されるための重要な要素です。これがすべての方向性です。聖書はこのことを明確に
語っています。世界は経済的、政治的、宗教的にあらゆる面で収斂していくのです。ですから、この地上
に残された私たちの時間で、この疫病が教会の中で、私たちを分裂させることを許してはいけません。
主イエス・キリストに従っている人なら彼らが何を選択したかを、なぜ気にするのでしょうか？

彼ら

が信仰を持ってしたのならば、私たちには関係のないことです。実は、こうして全てを解消していくので
す。人から「ワクチン接種しましたか？」と聞かれると、
「はい、接種しましたよ。」
「されたのですか？」
「はい。イエス・キリストの血潮でワクチンを接種しました。あなたは？」ー拍手ー

「あ～あなたはまだなのですか？ 座って話しましょうよ。このワクチンは、どこにも行かなくても
手に入りますから。今すぐにでも話せますよ。私はいくつか受けて私の中にはたくさんあるんです。話し
ましょう。どう思います？ 針が付いていないのです。無料ですが、副作用がある彼らの無料のものとは
違います。これには副作用はありません。実際、受けた瞬間に、死がなくなります。
」
それが、教会としてのアプローチの仕方です。どこであろうと、この人生で、私たちの時間の中で、主が
私たちに与えられた仕事を忠実に、献身的に行うこと。これから起こるであろうこと、起こっていること
などを気にせず、慎重に、しかし考えすぎない。主のために生きましょう。すべてを信仰をもって行い、
私たちの人生に召された神の御心をすべて行うのです。ご起立ください。祈りましょう。
天のお父様。主よ、私たちがそうでないときでも、とても忠実であられることを感謝します。
あなたが示されたメッセージが、あなたのすべての人々と、まだあなたのもとに来ていない人々に、上手
く受け取られるよう、お願いします。多分、彼らは受け取るでしょう。そうなるように祈っています。
この暗闇と歪んだ世界で、この光を輝かせる機会を私たちにもっと与えてください。私たちは、暗くなる
ほど明るく輝くべきです。そのための力を与えてください。私たちの力を日々新しくし、あなたの完全な
御心を私たちに実行させ続けてください。私たちは、あなたを愛し、あなたを賛美し、あなたに感謝し、
あなたに信頼を置きます。救世主、イエス・キリストの力強い御名によって祈ります。アーメン。
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