
2022.02.27. 聖書預言・アップデート 

核心に迫る・結論に至る 

JD ファラグ牧師 

おはようございます。「聖書預言・アップデート」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」第二礼拝は、ハワイ時間 11 時 15 分からライブ配信の「聖書

の学び」です。どうしました？ ハワイ時間 11 時 15 分からですよ。おられる場所によって、月曜日で

ないかもしれませんが、それも結構です。今日は、クリスチャン人生での誘惑に関して、サタンが私たち

に知られたくない 4 つのことを見ていきます。ですから是非ご参加ください。節ごとの「聖書の学び」

（第二礼拝）は現在「ヤコブの手紙」です。ユーチューブやフェイスブックでご覧の方は、今から是非 

jdfarag.org へ直接行かれ、検閲なし、中断なし、今日の完全版の「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。盛りだくさんですから、さっそく本題に入ります。今日は「核心に迫る/結

論に至る。」喩えの組み合わせが面白いですね。皆さん知っていますか？「核心に迫る」は、昔の映画の

時代、 要点や場面、見せ場部分を切り取る事を言い、今の若い人たち、それってフィルムの時代でした。

ー(笑)ー 気にしないでください。そこから来ているのですよ。ですから、終わりの時に本当に重要な唯

一の事に関して、私たちは核心に迫り、結論に至ります。これが、終わりの時に本当に重要な唯一の事で

す。『人は、救われるか、救われないか。』これが、核心です。イエスが自分の救い主であるのか、そうで

ないかのどちらかです。つまり、私たちは自分が誰であろうと、あるいは自分が何者なのかを考える事に

関係なく、救われるか救われないかのどちらかです。それが唯一無二のものになる日が、もうすぐやって

来ます。主が私にこの方向に行かせようとされていると感じるのは、これが結論だからです。結論は、イ

エス・キリストです。その結論を定義します。その結論とは、ある状況、活動、議論における最終的な結

果、または最も重要な考察だと定義します。そのため、聖書預言になると、誰もが可能な最も重要な考

慮・議論はイエスについてです。決まり文句なのは分かっていますが、イエスが全てなのです。会衆：ア

ーメン。そして、聖書預言は、全てイエスを指し示しています。イエスが全てであるだけでなく、預言の

御霊がイエスです。これは、使徒ヨハネが黙示録で語っていることです。バビロンが陥落した後、天が皆

で「ハレルヤ～」と叫び歌っている時です。叫ぶこと。それが聖書に書いてあります。だから私は叫んで

います。自分の拘りですが。叫び歌う。「ハレルヤ、救い、栄光。全知全能の神、主よ！！」「ヨハネの黙

示録 19章 6 節」をご覧ください。ヨハネが書いています。 

黙示録 19 

6 また私は、大群衆の声のような、大水のとどろきのような、激しい雷鳴のようなものがこう言うのを聞

いた。「ハレルヤ。私たちの神である主、全能者が王となられた。 

全能の神、主が統治される！！ 

7 私たちは喜び楽しみ、神をほめたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意ができたのだから。 

8 花嫁は、輝くきよい亜麻布をまとうことが許された。その亜麻布とは、聖徒たちの正しい行いである。」 

9 御使いは私に、「子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだ、と書き記しなさい」と言い、また「これ

らは神の真実なことばである」と言った。 

10 私は御使いの足もとにひれ伏して、礼拝しようとした。すると、御使いは私に言った。「いけません。

私はあなたや、イエスの証しを堅く保っている、あなたの兄弟たちと同じしもべです。神を礼拝しなさ



い。イエスの証しは（ここがポイントです）”預言の霊”なのです。」 

わお～これがサタンが、本題がもはや本題ではなくなるよう私たちを本題から遠ざけるため、あらゆる

ことをし、あらゆることを止める理由です。その本題とは？ーイエスです。何が悲しいかというと、この

点についてサタンは、誰もがあらゆる人とあらゆることを、言い争うという観点で、驚異的な成功を収め

たと言えるでしょう。最終的な成果、言わば、核心は何でしょうか？そう、あらゆる人があらゆることを

言い争い、誰にもイエスが届かなくなること。これを言うと、飽き飽きしないでほしいのですが、この

「聖書預言・アップデート」の目的は、イエスを人々へ、人々をイエスへ導く事です。会衆：アーメン 

その最良の方法の１つが、聖書預言です。ネタバレですが、 全ての聖書預言が、イエス・キリストとい

う人物を指し示しています。旧約聖書のすべての預言は、イエスを、イエスの初臨を、指し示しています。

そして、新約聖書の預言に早送りすると、イエスが全てなのです。イエスが戻って来られる事。まず、教

会を携挙するために来られます。会衆：アーメン ええ！！そう！！ ー拍手喝采ー 

ちなみに、今日はその話も詳しくする予定です。そのような話はしたことがありませんが、今回はその話

をしましょう。7年間の患難時代の終わりに、イエスは再臨されます。聖書預言は全てそれについてです。

だからこそ、こうなると聖書預言は、最良の方法の１つであると改めて思いますが、その理由は次の通り

です。こんにち、人々は、疑問を持っていますよね？ 人々は、世界で起きていること全てについて疑問

を持っているのです。イエスを信じる者、イエスに従う者として、私たちにはその答えがあります。私た

ちには、人々が疑問に思う事の答えがあります。人々は何を探しているのか？ ー核心です。彼らは希望

を探しています。彼らは希望を求めているのです。使徒ペテロの第一書簡 3 章 15 節、 

I ペテロ 3 

15 むしろ、心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなたがたのうちにある希望について説

明を求める人には、... 

これは重要です、見逃さないでください。”希望について説明を求める人には誰にでも” 

...”希望について説明を求める人にはだれにでも”いつでも弁明できる用意をしていなさい。 

16 ただし、柔和な心で、恐れつつ、健全な良心をもって弁明しなさい。 

ズバッとこれを言うのをお許しください。それでも言います。もし誰もあなたに希望について尋ねない

なら、それはあなたに希望がないからかもしれません。あるいは、あなたの希望は、イエス以外の誰か、

あるいは何かにある。もしそれが理由なら、 そう、それなら、尋ねられない理由の説明がつきます。つ

まり、あなたは彼らと同じだから尋ねる必要ないのです。あなたには何も特異なところがなく、あなたに

は何も違ったところもない。人々が、あなたの中に、「欲しいもの」＝彼らが必要な、欲しい希望を見出

せないなら、彼らはあなたに尋ねようとはしないでしょう。言い換えれば、あなたが持っている希望が、

この世やこの世のものに希望を置いている人と同じなら、誰もあなたの希望を聞こうとはしないでしょ

う。使徒ヨハネの第一書簡 2章 15節からです。皆さんよくご存知ですね。 

I ヨハネ 2 

15 あなたがたは世も世にあるものも、愛してはいけません。もしだれかが世を愛しているならその人の

うちに御父の愛はありません。 

かなり強いですね。そうでなければなりません。理由は、 

16 すべて世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、御父から出るものではなく、

世から出るものだからです。 



17 世と、世の欲は過ぎ去ります。... 

あえて言えば、世は滅びようとしています。この世に希望はありません。希望なしです。世は滅びつつあ

ります。 

...しかし、神のみこころを行う者は永遠に生き続けます。 

この対比を留意ください。（会衆：アーメン）「世は滅びつつあります。しかし、神のみこころを行う者は

永遠に生き続けます。」死（永遠の地獄行き）か、いのち（永遠の天国行き）か。よろしければ、私たち

がイエスにある希望の答えを全ての人に与えられるとはどういうことか、例を挙げたいと思います。先

に進むため、ユーチューブとフェイスブックのライブ配信はここで終了します。 

 

ー本編ー 

では以下は、順不同ですが、私たちの唯一の希望であるイエスという核心の答えを、全ての人に与える意

味で、愛情を込めて「ビッグ 3」と呼ぶことにします。間近に迫るイエスの来臨という祝福ある希望だけ

ではありません。それが私たちの唯一の希望です。これが私たちの唯一の希望なのですまずは、中東で何

が起こっているのかの質問から始めましょう。特にロシアのウクライナ侵攻に関して、多くの人が多く

の質問をしています。さて、ウクライナについては間接的に聖書預言がありますが、何よりもまずウクラ

イナの人々のために祈る事が必要です。特に昨夜、私たちが受け取ったこの祈りのリクエストです。ジェ

ニファー・ハイネマンさんからです。 

「ファラグ牧師へ。私は切実に祈りを必要としています。主人と私は、ウクライナ出身の娘達（ヴィカと

オクサナ）の養子縁組の手続きを行っています。彼女らは孤児院から避難し、リヴィヴにたどり着いたの

です。私たちは、彼女らが国境を越えてポーランドに渡れるよう解放されることを祈っています。同行し

た孤児院の付き添いは、子どもたちをウクライナから連れ出す責任を問われることを恐れています。地

元の牧師が話をしようとしましたが、彼女は怖がっています。当然そうでしょう。しかし、子どもたちは

安全な場所に行かなければなりません。夫と私たちのミニストリーグループ Legacy Refuge は、ポーラン

ドに行こうとしています。私たちは接種者ではありません。私たちの娘たちや他の子どもたちをウクラ

イナから安全な場所に連れて行くためです。私たちの子どもたちのために祈っていただけませんか？ 

ありがとうございます。ジェニファーより。」今すぐ祈りましょう。一緒にお願いします。 

天のお父様。私たちはあなたに叫び求めます。あなたはいつも私たちの叫びの声に耳を傾けてくださる

からです。主よ。ウクライナの人々のために、彼らの安全、そしてもっと重要なのは、救いのために、特

に祈ります。今、そこで起こっていることは、この終わりの時に、多くの人をイエスのもとに導くでしょ

う。主よ。ジェニファーと二人の大切な娘たちや、彼女らのような他の子どもたちに関する彼女の祈りの

懇願のためです。お～、あなたは幼い子どもたちをどれほど愛しておられるのでしょう。どうか主よ、あ

なただけが御出来になる通り、あなたの力強い御手を動かしてくださいませんか。今ないところに道を

作り、奇跡的に道を提供下さいますように。彼らを安全なところへ導いて下さい。主よ、私たちは、大き

な期待を持って、良い報告が来るのを待ちます私たちが祈ったからです。ですから、主よ、あなたがなさ

ろうとしていることを前もって感謝します。この貴重な夫婦、子どもたちへの彼らのミニストリー、この

愛らしい子どもたちをあなたに感謝します。主よ、ありがとうございます。祈れることを感謝します。私

たちがあなたのもとに来て祈ることができるのを感謝します。私たちがあなたの御座へ祈りの懇願がで

きる事を感謝します。それをする時、あなたが聞いて下さるのを知っています。あなたはすべての祈りを



聞き、すべての祈りに答えてくださいます。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。次に、ロシアのウクライナ侵攻に関する質問です。私が人々にここで答える方法は、経験則に基づ

きシンプルな方法です。よろしいですね？ 私はシンプルにそれを言います。大変一般的なことですが、

あらゆることが、因みにこんにち、中東で起こっていることはすべて 聖書で予告されています。では、

もし彼らが、皆さんが話す相手によって、もっと具体的な質問をされたら、聖書を使うのが私たちの責務

です。聖書を参照するだけでなく、できれば実際に読んであげてください。説教や論文の全体像に入り込

む必要はありませんが、携帯電話内の聖書のエゼキエル書 38 章を開くだけでいいんです。携帯電話に聖

書が入ってますよね？ 大丈夫、良いですよ。何でもいいんです。私は書籍が好きです。匂いも好きだし、

手触りも好きです。とにかく自分の携帯にアクセスしてください。それがいいなら、構いませんよ。その

ページを開けて、彼らに聖書を見せてください。実話ですが、何年も前に本土にいた時、これは、私が聖

職に就くずっと前のことです。私は事業をしていて、オークションに行く人を車に乗せていました。彼は

助手席にいて、私が運転していました。その人に、主について話し始めました。彼は質問し始めました。

いい質問でしたよ。それで、私がすることを、する時にし始めるというか、皆さんもそうですよね。言い

出したらキリがありませんよね。こう書いてあると話すと、彼は言いました。「いや、止めてくれ、見せ

てよ。」お～それで剣を出して、つまり、運転席ドアポケットの聖書を出して、それで私は車を止め、聖

書を開き、それが書いてあるところを彼に聖書で示し始めました。それが神の御言葉です。預言者イザヤ

は書いています。主はイザヤを通して宣言されています。 

「わが口から出る言葉も、むなしくわたしに帰らない。」（イザヤ 55：11） 

それで、主がなさった通り、私たちがここに移ってから何年も経ってから、彼がイエス・キリストの救い

へたどり着いたと知ったのです。私は水やりしました。他の誰かが収穫したのです。はい、それでよいの

です。彼は救われたんです。私のポイントは？ポイントは何か？ ポイントは、彼らに見せる事です。言

うだけでなく、見せる事。自分を認めてもらうため、正しく御言葉を分割して学ぶ必要があります。「聖

書でそれを見せてくれませんか？」と言われても恥ずかしくないように。「えーと、ここで目次に移動し

てみますね。それってどこだっけ？」そこで電話の出番となるわけですが...。というのは、どこに書いて

あるか検索できるからです。「あ、ここにある。やっぱりね。」いいえ、知りませんでした。あの、正しく

御言葉を分けて、準備してください。エゼキエル 38 章、イスラエルを侵略するこの国の連合国。13 節

に、具体的にサウジアラビアがあります。侵略に関与せず、抗議するだけであること。その理由を 

し話してみるのもいいかもしれません。それはイスラエルにあるものを奪うためだからです。イスラエ

ルにある物とは？ 天然資源です。天然資源とは何ですか？天然ガスです。そこで登場するのがウクラ

イナです。シリアのダマスカス、イザヤ書 17 章 1 節を見せてください。イザヤ書 17 章の一節で、次の

ような預言が書かれています。 

「見よ。ダマスコは取り去られて都でなくなり、瓦礫の山となる。」（イザヤ 17：1） 

ついでに言うと、ゼカリヤ書 12 章を読んでみてください。さて、言わせて頂きますと、これは何年も前

の話ですが、私の聖書の前の方に、このようにカンニングペーパーを貼っています。聖書預言のためでは

ありません。皆さんご想像通り、私が知っている節ですが、初期のころ、誰かに福音を伝えたいと思った

とき、この節を使いました。聖書に精通しているかのように、本当に賢く見えたでしょうね。でも、何も

悪いことではありません。そこにメモを用意して、聖書で示せばいいのです。しかしそれが神の御言葉で

すから、節を準備しておいてください。それが神の御言葉です。説教臭くならないように。私みたいに説



教臭くならないようにね。お～もう 1つだけ。こんなこと言ってはいけませんよ。「ええ、私の牧師がそ

う言ったんです。」絶対やめてください。ー(笑)ー 自分が何を信じているかだけでなく、なぜそう信じ

ているのか知る必要があります。そして、神の御言葉がどこにあるのか、それを示すことができるはずで

すよね。ー拍手ー お～良かった。私は管轄外です。私はもう多くの人で十分困っています。私の名前を

使うのはやめてください。しかし、繰り返しますが、個人差があるので、見極めが必要です。私がしてい

ることで、効果があるのは、誰かと会話していて、こんな風です。「分かりました。主よ、私は知恵が必

要です。ネヘミアみたいに、さっとします。洒落た粋な祈りである必要はありません。たった 2 語でもい

いのです。「助けて、イエス様！」「助けてください！助けて、主よ！」「私が話すべきことを思い出させ

てください。」だってそうでしょ？ 聖霊は、あなたが話す相手の心をご存知ですから。主に知識の御言

葉があられないんじゃないかとどうやって分かります？ 聖霊の賜物である知恵の言葉ですよ。このよ

うに言うと、皆さんの中にも、こんなことがあったなと思い出す人がいるかもしれませんね。あなたは誰

かと主を分かち合っていて、こう言うだけです。「主よ、正しい答えが出るように助けてください。」そし

て、長い議論にならないようしてください。出来るだけ早く、イエスの元へ導いて下さい。彼らが、こう

いう話の流れにするなら、「じゃあ神は、持ち上げられないほど大きな岩を動かせれるのか？」イエスの

もとに戻ってください。そして、お～もう１つ。相手が答えを求めているのか、議論を求めているのかを

見極める目を養ってください。もし彼らが議論を求めているなら、自分の時間を無駄にしないでくださ

い。時間を無駄にしないでください。相手が答えを求めているのなら、あなたが持っている希望という答

えを教える必要があります。しかし皆さん、何度誰かとこんな会話したことがありますか？ 主はあな

たの心に何かを置かれ、時にこんな感じです。「まさか、聖霊のはずはないよ。」でも、いつの間にか口に

するのです。そしてこうなります。「わー、これ、すごくいい！」あなたじゃありません。それが聖霊で

す。あなたが彼らにその言葉を話し、後になって彼らは気づいて言うのです。「どうして分かったの？」 

ああ、聖霊はご存知でした。聖霊はそれを知っておられたのです。聖霊が、その人が今いる場所に合わせ

て、ぴったりと語りかけるような言葉を与えて下さるのです。ですからあなたが人々に答えるときは、聖

霊にその余地を与えてください。私が第一ペテロを強調する理由は、彼らには尋ねる必要があるから、尋

ねられた時が答える時なのです。彼らが尋ねる時に、尋ねさせる。ペテロがこうは言っていないのが興味

深くないですか？「誰かを探して言いなさい。そして、その答えを教える。」いいえ違います。「彼らには

尋ねる必要がある。というのも、相手がこのことを尋ねてくるということは、純粋に知りたいからです。」 

純粋に知りたい理由は、他の人たちとは違って、あなたはパニックになっていないから。 

「子どもの頃、中東といえば北の大熊とイスラエルについて聞いたような気がします。それは聖書に書

いてあるのですか？」「お～よくぞ聞いてくれました。ほら、この箇所にあります。」まさに、「こうなる」

と言われていた通りです。聖書預言のおかげで、どれだけの人がイエス・キリストの救い得たか皆さん知

っていますか？ ですから、答えを用意しておいてください。これに関して最後の１つです。何度も言い

ますが、これは重要です。まず、私たちの中にその希望がなければなりません。でないと、人々は尋ねま

せん。”あなたには何か違うところがある”と思わせねばなりません。つまり世界で起きていることすべて

が、非常に混乱していて、混沌としています。世界で起きていることのすべてが理解しがたいです。でも、

ふと見ると....彼らはあなたを見ているのですよ。使徒パウロは、私たちが生きた書簡だと語ります。 

人々は、私たちの人生の書簡を読んでいるのです。そして、これが彼らが読みたいと思うものでこれが、

彼らが尋ねる前に、私たちに求めている事なのです。彼らは見たいのです。「すごい、彼って本物？凄い



違うよね。喜びがある。でも、彼は私と同じことを経験している。彼には平安がある。でも、彼は、私が

経験したことと同じことを経験している。実は、私が経験していることよりも、彼が経験していることの

方が深刻じゃない。なのに、彼はあんな平安、喜び、希望がある。私にも欲しい！あなたと同じものが欲

しい！ あなたは私に必要なものを持っている！」そしてその何かとは、希望です。私たちは彼らにそれ

を与えることができるのです。私が夜、よく眠れる理由はここにあります。実は、あまりに良く眠れるか

ら、寝坊してしまいました。でも、私は......結末を知っているんです。ちなみに、だから私は時々クラク

ラして、みんなを驚かせるんですよ。だからこそ、ワクワクするのです。これが何の意味かを知っている

から、私にとっては怖さではなく、ワクワクすることなのです。これが何の意味というと、「イエスが来

られるのです。」イエスが私たちをこの世から連れ出されるのです。それが私の希望で、あなたもその希

望を持てます。OK。私、叫んでます？ 黙示録に『叫ぶ』と書いてあるから叫ぶのですよ。過去のアッ

プデートを紹介します。先週の預言・アップでは、実は、イスラエル侵攻について、ロシア・ウクライナ

の意義について、少し詳しく説明しました。これらのことは、すべて関連しているのです。 

2 つ目は、世界的な経済情勢に関わることで、特に彼らが作り出した世界的危機です。店舗の棚が、だん

だん空になっていっています。お気づきですか？ 価格が高くなっています。たぶん 1 週間くらいガソ

リンを入れていませんが、あまり運転しないし、あまり外出しないのですが、もう 5 ドル（約 577 円）

以上なのでしょうか？ え、本当に？ 5.19 ドル（約 600 円）? びえ～ん（泣）食品の価格は？ あ～

聖書の中で、そのようなことが起こると言われていることをご存知ですか？ ほんと？ そうなんです。

そう、インフレの話をよく耳にするようになりました。ああ、ヨハネの黙示録 6 章です。あなたは、まだ

何も見えていませんよ。なぜなら、正に黙示録に書かれている通り、7年間の患難時代に起こることだか

ら。では、誰かに尋ねられたらどう答えますか？「なぜあなたはそんな風なの？幸せそうにしているのを

見ると、ムカつく。私は自分の経済的な将来についてとても心配で、恐れているのに。あなたは、ただ、

ただ、主を賛美しているように見える。あなたは、私と同じポンプで同じ価格を支払っているのに。何が

そんなに嬉しいの？」なぜなら、これが私たちがいかに近いかを示す多くの兆候の１つだとを知ってい

るからですよ。ですから私がするのは、繰り返しますが、聞かれたときの、答え方です。黙示録に詳しく

書かれている聖書預言に、キャッシュレス経済が記されています。ですから私たちが今、目撃しているこ

とは、実は、聖書が終わりの時に、私たちが目にすると語っている事なのです。特に今回の支配解体に関

連し、この言葉を使うのには理由がありますが、現在の経済の支配解体です。なぜなら、まず現在の経済

を破壊しない限り、そのデジタル、キャッシュレス経済を導入することはできないからです。ですから 、

サプライチェーンのこと 石油 1 バレルの価格のこと、店舗棚が空っぽになること、1 ドルの価値が

0.00001 セントになること、それらは、そう遠くはないでしょうね。というのは、すべて聖書で予告され

ていることだからです。これに関して紹介する預言・アップは、実は今から 1年ちょっと前、2020 年の

12 月 6 日にさかのぼります。実は、そう、約 1 年前、1年ちょっと前です。タイトルは "偉大なる設定"

です。というのも、その通りだからです。（2020.12.06.「聖書預言 / 偉大なる設定」）グレートリセット

/偉大なる再設定のための偉大なる設定です。これはすべて計画的なもので、何十年も前から計画されて

いました。そしてそれが今、実現し始めています。さてこれが、この最後の 1つに繋がるもので、デカい

です。それについて話します。注射に関連します。これが獣のマークかどうかに関わらず。OK。どうか

どうかどうか、できるだけシンプルに、分かりやすくお話しします。これは獣のしるしですか？ーいい

え、まだです。もう一度言いますよ。これ（現行ワクチン）は獣のしるしですか？ ーいいえ、まだです。 



しかし、ヨハネの黙示録 13 章に、そのしるし/刻印は、売買するために誰もが持つ必要のある入れ墨の

ようなしるし/刻印になると記されています。注射した信者は救われないのか、という質問に補足的に言

及する必要があります。それは不条理です。答え：絶対にありえません。あなたが新生しているなら、 

再度、新生しないになりえません。いいですね？ では、これが獣のしるしでないのなら、どうやって獣

のしるしになると言えるのでしょうか？ ちなみに、大声を出したり、手を挙げたりしないでください。

しかし、これは修辞的な質問ですがこのことについて聞いたことないのですか？聖書に何か書いてある

んじゃないですか？ これが獣のしるしになるだろうと何かで聞いたのですが？ そう、特にこれには

答えが必要です。中東の専門家である必要はありません。ちなみに 私は、自分をそう装っていません。

人からこう言われるのが、実は嫌なんです。「あなたは預言の専門家ですね。」わたしはこうです。「どこ

が？マジ？」預言の専門家でなければならないの？ いいえ、預言の専門家である必要はありません。中

東の専門家である必要はありません。ただ私は、神の御言葉を知る必要があるのです。専門家、、、医学の

専門家である必要はありません。ところで、とても面白いミームを見かけましたよ。ここで触れるのは、 

ちょっと気分転換です。ご心配なく。しかし、私はこのミームを見ました。最初の画像は、ある人物です。 

こう書いています。「私はかつて、医学の専門家だった。」そして、その下に、中東の地図を見ている彼の

姿が描かれています。「今や、私は中東の専門家だ。」誰もが専門家なんだ。マジですか？ とにかく、あ

まり面白くなかったようですね。滑りました。ー(笑)ー とても面白いと思ったんですけど。誰もが、、、

そうこんな風に言わせてください。OK。やりましょう。ちょっと我慢してください。専門家の意見って

さ、わきの下みたいなものですね。ー(笑)ー よし、笑ってくれましたね。何が言いたいか分かります？

皆んな、2～3 持ってて、で、臭うんです。ということで、この辺にしておきます。しかしこれについて 

皆さん、尋ねられますよね。よろしい。で、私たちには答えがあります。どうかお付き合いください。で

きる限り多くの情報を提供します。これについては、見るのに何時間もかかるような預言・アップを何度

も行っています。ですから、概要という方法で結論をお伝えします。そうすることで、”この”ワクチンと

呼ばれるものが、黙示録の通り、7年間の患難時代に、なぜ獣のしるしになるのかについて、聖書的答え

を提供し、装備できると思います。「ヨハネの黙示録 13章 16～18節」をご存じであることを前提に話を

進めますが、 

黙示録 13 

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。 

あとで戻ります。いや、今すぐして終わらせた方がいいかもしれませんね。お～何という事。 中に、表

面に。両方です。「私の聖書は、中に、と語ってますよ。あなたは、表面にと言い続けてますけどね。」 

両方ですよ！！！ 上に付けると、中に入るんです。OK。気分が良くなりました。それが胸のつかえで

した。ですからこのしるしは、すべての人が売買するために強制され、そのしるしが、右手か額の上に付

けられ、中に入るのです。それが獣のしるしです。さて、ここで質問です。腕に注射するワクチンと呼ば

れるものが、どうしてそのようなしるしになるのでしょうか？ では、説明します。まず、ヨハネの黙示

録 18 章 23 節から説明します。これが、大手製薬会社のいわゆるワクチンとの関連性を示します。これ

は、大バビロンについて語られた預言です。ヨハネが聖霊によって書いています。 

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。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/sorcery”によってすべての国々の民が惑わされ、 

”魔術/sorcery”によって。 

黙示録 9 

21 また彼らは、自分たちが行っている殺人、”魔術/sorcery”、淫らな行いや盗みを悔い改めなかった。 

OK。お付き合いください。2つの単語について、詳しく見て検証してみましょう。 

１）黙示録 13 章 16～18節にある”しるし/Mark”という単語。 

２）18章 23節と 9章 21節にある”魔術/sorcery”という単語。 

まず、”しるし/Mark”という単語。新約聖書原語のギリシャ語でしるし/mark は、カラグマです。"カラク

ス/charax "を語源とし、スタンプ、タトゥー、杭、パリセードなどの意味を持っています。覚えておいて

ください。 

次、”魔術/sorcery”という単語は、皆さんご存知ですね。ご存知なのを願います。ご存知ないなら、知る

必要があります。ギリシャ語で、ファルマキア。これは英語の薬・薬剤の由来で、魔法の薬・毒の注射と

いう意味があります。彼らはこれを実際に儀式的な魔術や悪魔的な魔術に使います。彼らはこの毒薬を

魔術に注入するため、中空（がらんどう）の蛇の牙を使います。前述の”しるし/Mark”に入ります。タト

ゥー、鋭い杭・パリセードです。パリセードが何か知ってますか？ 注射針のような鋭い先端があって 

手や額に刻印し、注射という方法でこの毒薬を入れるのです。腕に、ではなく、この画面の通りです。ち

なみに、この画像は削除されましたが。この写真は、獣のしるしとして、ギリシャ語のしるしの意味「ス

タンプ」を詳細に示しており、今日の技術で考えると、聖書の衝撃的な正確さと、来たる悪名高い、魂を

傷つける獣のしるしのあり方を明らかにします。パリセード型、杭型、注射針型です。昨年 1 月 6 日の

BBC ニュースで、世界初のワクチン用スマートパッチ開発に関する記事が掲載されました。画面のよう

に、「マイクロニードル、パリセードを使用した使い捨て装置で、ワクチンの投与と、そして、（聞いてく

ださい。）体の免疫反応を測定することによって、その効果を監視する。このスマートパッチは、ポリカ

ーボネートやシリコンで作られたミリ単位の極細針が皮膚を貫通してワクチンを投与し、ストラップや

テープで固定される。ワクチン接種に対する患者の炎症反応も同時に測定する。」それだけでも。言い換

えれば、彼らは炎症反応を予期しているのです。でも、「皮膚にあるバイオマーカーを監視することで、

装置をスキャンする。」お～待ってください。スキャンされる？ お～銀行に行くときのように、額や手

をスキャンするのですか？ ええ、そんな感じです。「ワクチンの効果や体の反応を理解するため利用で

きるデータの読み取りを提供する。」では、この技術をどのように動かすのかという質問です。ここから

が興味深いところです。ルシフェラーゼを使用した量子ドットタトゥーを搭載します。つまり、これが電

源になるのです。主にワクチン接種の認証に使用される予定です。画面は「NIH 米国生物工学情報セン

ター」の「自己発光型量子ドットコンジュゲート」についてのウェブページです。摘要から引用します。 

ところで、皆さん理解していますか？ なぜなら、このことについて聞かれた時、（聖書を指して）こう

してくださいよ。いやいや、細かいことはいいんですが、これを知っておくのが良いですよ。ー引用ー 

「外部からの励起（れいき）不要で”発光（イルミネート）”する新しいタイプの量子ドットコンジュゲー

トが報告。この自己発光型量子ドットコンジュゲートは、市販のカルボン酸提示型量子ドットを発光タ

ンパク質に結合させることで生成可能なレニラ・ルシフェラーゼ。」（ルシファー、アーゼ）ルシファーは、 

光の運び屋/光をもたらす者という意味です。これが、スキャンし、読み取り、監視し、データを収集す



ることができる光を生み出します。「生体発光共鳴エネルギー転送により量子ドットに放出されるエネル

ギーが量子ドット発光につながる。」画面は、サイエンティフィック・アメリカン誌のスクリーンショッ

トです。ルシフェラーゼ量子ドットタトゥーの写真で、タイトルは、「目に見えないインクで子どものワ

クチン接種有無が分かる」 

副題： 予防接種の記録を子どもの皮膚に埋め込む技術。この写真見えますか？ スタッフ、オンライン

の方のために画面を戻してくれますか？ これを見てください。スタンプ型パリセードを使ったタトゥ

ーで、皮膚に付けると中に入り、スキャンします。2020 年 4月、カーネギーメロン大学（CMU）は以下

の報告書を発表しました。「CMU がコンタクトレンズ程度の大きさのミニチュアパッチに数百本の極小

針を集積したマイクロニードルパッチを開発。マイクロニードルは、生物学的に分解可能な糖質の天然

素材からできている。マイクロニードルを製造する際、この水溶性材料にワクチン（薬物／魔術／薬物／

毒物）を入れ混合する。皮膚に塗布すると、マイクロニードルが素早く溶け、皮膚の中に薬剤が浸透す

る。」 

ジョージア工科大学のユーチューブ動画から、この量子ドットマイクロニードルパッチのスクリーンシ

ョットをいくつか紹介したいと思います。ちなみに、既に使用されているとのことです。これは何年も先

の話ではなく、もう既に始まっていて、既に使用されていて、既に承認されています。驚きますか？ 

写真は、マイクロニードルがついたバンドエイド風パッチです。反対側（内側）の拡大です。パリセード

が付いています。これは別の角度の拡大です。皮膚に付けると中に入るのです。その動画から、これは、

女性が手の甲に置いているスクリーンショットです。この動画で興味深いのは、、、因みに、2017 年です。

ほぼ 5 年前。興味深いのは、注射ではなく、パッチという形で、ワクチンを自己接種する利便性が強調さ

れていることです。この引用から聞いてください。 

「米国では、わずか 4割の成人がインフルエンザの予防接種をする。（2017 年）自己接種が可能で認容性

の高いインフルエンザワクチンという選択肢があればこの重要なワクチンの接種率を大幅に向上させる

ことができる。だからこれは、マイクロニードルパッチを人に付けワクチンを投与し、どうなるかが分か

る初めての試みだ。我々のビジョンは、いつの日か人々が店に行き（私ではありません）、家族で家に持

ち帰り、装着できるようになり、その結果、ワクチン接種が人々にとって、より身近な存在になること

だ。」それからこの動画の最後にある証言で、パッチを受け取った人が こう言います。引用します。聞い

てください。 

「私は恐ろしい。インフルエンザ予防接種をおそらく必要な頻度で受けていません。これって、利便性を

重視していると思います。私には、列に並んだり、時間を割いて行く時間がないからです。でも、家でテ

レビを見ながらポチッと付けて、20 分間座っていればいいなら、とっても便利！ぜひやってみたいです。」 

ふむ。。。興味深くないですか？ では、まとめてみます。このことについて、誰かがあなたに質問してい

ます。答えの準備はできていますか？ 注射はどうですか？ またはこれ：ワクチン接種してますか？ 

「お～待って。あなたは、反ワクチン派の一人なんだ～。」私が？ 私は反ワクチン派ではありませんよ。 

元ワクチン派です。私が元ワクチン派の理由をお話します。これが、私が元ワクチン派である理由です。 

これはワクチンですらありませんから。これは「偽りの父」からの嘘です。今は獣のしるし・マークでは

ありませんが、獣のしるし（マーク）になるのですよ。ダジャレではなく、私の言葉をマークしてくださ

い。獣のしるしになり、これが、それがどうなるのか、なのです。それから彼らに聖書を見せてください。

興味深いと思いませんか？ 今でさえ、接種証明を見せないと、店舗に入ったり、売買できないのです



よ。食料を購入したいなら、ワクチン接種の証明書を提示する必要があります。ええ、それが彼らのやり

方です。彼らはあなたをスキャンし、キャッシュレス世界統一経済と接続し、あなたの生体認証 IDがあ

り、遵守していれば、売買できます。遵守しないと、食べ物も何も買えません。そして、もう 1つ。社会

的信用度点数にかかっています。中国に聞いてみてください。反ワクチンをソーシャルメディアに投稿

するなら、お～あなたの点数、社会的信用度点数がどんと下がります。そしてこうなります。「残念です

が、あなたには十分な信用度点数がないので、購入できません。」その生体認証 ID には、あなたの情報

がすべて含まれていて、それをスキャンするのです。そして、彼らはこう言うでしょう。「お～あなたは

大丈夫ですね。どうぞ。428 回目のブースターを受けたんですね。さあ、入ってください。よくなさいま

したね。いい子です。SNS やネットに悪いことを書き込んでいないし、あなたの点数は良いですね。ど

うぞ、お入りください。」そういうことなんです。もう既にここにあります。それが分からない人には、

何を言っても無駄でしょうね。分かるよう強いることはできません。でも、それが私の答えです。私は不

安も恐怖もないんです。私には希望があります。私の希望は、イエス・キリストという人物にあります。

なぜなら、イエスは私のために戻ってくると約束されたからです。イエスは、私のために場所を用意しに

行くと約束されました。御父（神）の家には住む所がたくさんあります。そうでなかったら、私のために

場所を用意しに行く、と言われません。（ヨハネ 14：2）イエスが行って、私に場所を用意したら、また

来て、私のために用意されたその場所に私を連れて行かれます。イエスがおられるところに、私もいるよ

うにするためです。（ヨハネ 14：3参照） 

ほ～待ちきれません。それが婚姻部屋ですよ。花婿は夜中の盗人のようにやって来て誘い、掠め奪い、連

れ去ります。その時がいつか、誰も知りません。夜中の盗人のように、主は花嫁を、ご用意されたその場

所に連れて行かれます。そして、7 の期間（７年間）、一緒に結婚を祝い、完成させます。それがイエス

の仰っている事です。イエスが弟子たちにこう仰る時、「見よ、私はあなたがたのために場所を用意しに

行きます。」ご自分の花嫁として、花嫁に対して話しておられるのです。私たちは婚約しています。私た

ちは結婚するのです。結婚式はいつですか？ その日、その時がいつなのかは、だれも知りません。（マ

タイ 24：26）結婚式の招待状には問題ですね。いつになるかは分かりませんが、常に準備はしておく

必要があるからです。主は、夜の盗人のようにやってきて、私たちをその場所に連れて行くからです。 

それが私の希望です。私の希望は、間近な教会携挙で、イエスが来られる事。イエスが来られます。そし

て、7 年間の患難時代前に私たちをこの世から連れ出されます。それが私の希望です。それが私の答えで

す。それがあなたの答えにもなるのです。これが、「聖書預言・アップデート」をする理由で、福音（ゴ

スペル）と、子どもにでも分かる、救いのシンプルな説明「救いの ABC」で締めくくる理由です。「救い

の ABC」とは何でしょうか？ 説明して答える簡単な方法です。主が誰かに福音を伝える深い特権と機

会を与えてくださる時、あなたが備えるためです。非常にシンプルです。これが唯一の方法ではありませ

んが、シンプルな方法です。Aから始まります。 

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認めない限り、また認めるまでは、なぜ救い主が必要なの？ となるからで

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”（キーワード）罪を犯して、神の栄光を受けることができず、」 



私たちは誰しも、生まれながらにして罪びと（的外れ）なのです。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 6 章 23 節、これが好きなのは、

まず悪い知らせと次の良い知らせがセットになっているから。なぜなら、それが「福音/ゴスペル」の意

味だからです。「良い知らせだ。あなたの負債は返済された。あなたはもう自由です。」これが「ゴスペル」

という言葉の意味です。待って。何の負債？ お～罪の負債です。「罪の報酬は死です。」(ローマ 6:23a) 

死刑宣告されています。それが悪い知らせ、死刑宣告です。じゃあ、良い知らせはあるの？ 誰かがあな

たのところにやってきて、こう言うのです。「悪い知らせと良い知らせがあるんだ。」先日、誰かが言って

ましたが、「悪い知らせと悪い知らせがあって、それから良い知らせがあります。」私は「悪い知らせが 2

つあると言った？ まず、良い話から始めましょうよ。」悪い知らせは、私たちは皆んな罪を犯し、罰が

ある事。その罰則は死刑。そして次に良い知らせです。良い知らせは、 

「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 6:23a) 

イエスが全額支払って下さった贈り物なのです。そしてイエスは、私たちに贈り物として差し出して下

さっています。次が B です。B が中心です。 

Ｂ：あなたの心で、イエス・キリストが主であると Believe/信じる。 

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。」 

この "will/救われる "という言葉が好きなんです。非常に嬉しいです。「恐らく、審査がまだ終わってい

ないので、これからです。」とは書かれていないから。そう、あなたは救われます。あなたは救われます。

判決は出ているのです。 

そして最後に Cです。Ｃ：主の御名を Call/呼び求める。 

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。」 

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 節です。これが大好きです。 

『主の御名を呼び求める者は”みな” ”救われる”。』（ローマ 10：13） 

とてもシンプルですよね。今日の「しかし、神は。ストーリー・証」を共有する前に、私は切に願います。

今日この教会におられるか、オンラインで見ている人で、 今、世界で起こっていることすべてがあって、 

これが、永遠の命を得るための結論で、人生で最も重要な決断です。素晴らしい証を紹介する前に、この

ことについて最後にひと言だけ言っておきたいのです。あなたの政治的所属がどうであろうと関係あり

ません。あなたの立場がどうであろうと関係ありません。あなたの肩書きが何であろうといいのです。何

であろうと関係ありません。私が気にする唯一は、イエスだけです。（会衆：アーメン）なぜならそれだ

けが、重要なのです。それが唯一の問題なのです。色なんて関係ありません。黒か白かの話じゃないんで

す。赤か青かという話じゃないのです。私が知りたいのは、ただ１つ。「あなたはイエスを知っています

か？」そう、木曜礼拝で「イザヤ書」を 66 章まで学び終えました。イザヤ書 66 章の終わりに何が書か

れているか知っていますか？ 今調べないで、家に帰ってから調べてくださいお～、何の話か分かりま

すか？ 永遠の地獄の話です。（地獄は）火が決して消えず、ウジが決して死なない。聖書の学びはおろ

か、書の終わり方としてどうなんでしょう。ちょっとキツかったけど、事実です。それで、こういう質問



をする必要があります。「ああ、私は救われた。」 

質問：何から救われているのですか？ 永遠の地獄からです。私は、永遠の地獄から救われている。「牧

師さん、何の話ですか？」ご辛抱くださいね。ウクライナにしろ何にしろ、テレビの画面で死者数を見る

と、それは単なる数字に過ぎませんよね？ いいえ、そうではないのです。イエスが身代わりで死なれた

人々なのです。そして彼らが、イエスを知らなかったなら、この地上で、最後の息をし、次に息をするの

は永遠（天国か地獄か）。彼らは、主の御前に出るのか、地獄に落ちるかのどちらかです。ハッとしませ

んか？ 私はそうなります。それですべての様相が変わりませんか？ そうなのです。外出とかして、誰

かを見ると、その人を見て、その人がイエスを知らずに死んだら、永遠に地獄で過ごすことになると自問

自答してしまうんです。それが心配ですか？ はい、心配です。人を大切に思うなら、人を愛するなら、

それが唯一のゴールです。なぜなら、最後はそれしかないからです。それが唯一、重要なのですでは、オ

ーストラリアのネス・コミスキーさんからの証を紹介しましょう。 

「私たちの”しかし、神は。”の結末です。親愛なる JD へ。何ヶ月か前に、医療業界で 5年間勤務の夫が、

未接種者だったため、収入を失ったことについて書きました。それ以来、”しかし、神は。”の結末を待ち

望みながら、この状況を打開できるよう、神にお願いして、延々と祈り続けてきました。何度も何度も、

24 回ほど求人に応募し、何度か面接を受けた後、ようやく今"しかし、神は” の結末を迎えました。圧

倒され、感謝の気持ちでいっぱいです。どれだけ安心しているか、言葉では言い表せないほどです。この

3 ヶ月間、私は夫が仕事に応募できるよう、常に手助けをしてきました。その過程で何度も惜しい思いを

しました。接種者が欲しいという要件について、求人票はもちろん、実際の面接でも全く触れず内定が決

まってから明かされました。実際の面接ではもちろんのことです。斧が降り降ろされ続け、私たちは決し

て乗り越えられないと思わされました。もちろん、途中、1 度や 2度仕事の依頼がありましたが、残念な

がらポジションが合わず、主人には無理だったようです。絶対的なストレスにもかかわらず、私はあなた

の説教を見続けました。私たちは、ただひたすら神に祈り、神に助けを求めました。そんなある日、ごく

最近あなたがある説教で、「神はすべての栄光を望んでおられる」と言ったのを聞いたときでした。もし

かしたら、それが私たちに欠けているものなのかもしれないと思ったのです。その時、私は泣きながら膝

をつき、「もし神が私たちをこの状況から打開して下さるなら、喜んで、謙虚に、全ての栄光を神に捧げ

ます。」と神に誓いました。その答えが、神の恵みによって、ちょうど先週、たまたまネットで、夫がず

っとやりたがっていた職種で、接種の有無にかかわらず労働者募集の投稿を SNS で見て、すぐに夫に直

接話しました。その翌日、面接を受け、そして今日、（これは 5 日前の 2 月 22 日です）彼は接種有無に

関わらず、仕事を与えられました。」はい！ー拍手ー 

このあと聞いてください。「その後、職場内の上司が、接種で親を亡くしたと証言されました。おまけに、

夫は前職より給料が良いだけでなく(神がこれをなさるのが大好きです）定期的に有給残業をする機会も

あるのです。今、私は神の恵みと憐れみに安堵し、涙を流しているところです。私は今、正式に自分自身

を謙虚にし、神以外このようなことは不可能だったのを喜んで宣言するため、あなたに手紙を書いてい

ます。私の言ったことを忠実に守り、今、公に神に全ての栄光を帰します。JD 牧師、あなたの果てしな

い努力と、ただ神の御言葉と神の真理が必要な私たちを強め続けて下さることに感謝します。あなたの

お説教は、この世にどれだけ闇が入り込んでも、私の人生に光を与え続けています。キリストにある姉妹

から多くの愛を込めて。いと高き神に栄光あれ！」”オーストラリアサウス・ウェールズ州からですよ。 

（あの今の”オーストラリア”という意味）主を褒めたたえます。ご起立ください。カポノは上がってきて



ください。お～、神に栄光あれ！ 

主よ、あなただけです。神よ、あなたのような方がいるでしょうか。（出エジプト 15：11）ハレルヤ！ 

栄光と力と誉れはあなたのものであり、あなただけのものです、神よ。（黙示録 4：11 参照） 

全知全能の神よ。全知全能の神よ。主よ、ありがとうございます。今日はちょっと厳しい内容でしたが、

主よ、答えをありがとうございます。イエス様、あなたが答えであることを感謝します。主よ、私たちが

その答えを誰にでも与えることができることを感謝します。主よ、今日、私たちが見て学び聞いたこと

が、今、聖霊によって 私たちの心を祝福し、私たちの生活に適用くださいますように。なぜなら主よ、

ここにいる私たち、あるいはオンラインで見ている人で、あなたを切実に必要としている人に、あなたを

伝える機会を望まない人などいないと思います。ですから主よ、どうか、絶望と絶望に打ちひしがれてい

る人のために、主よ、あなたが彼らの希望を、新しくしていただけませんか？ あなたから目を逸らさせ

ている物が何であれ、彼らの目をそこから引き離してください。主よ、私たちはあなたのもとに戻りたい

のです。私たちはあなたのもとに戻りたいのです、主よ。主よ、ありがとうございます。私たちはあなた

を心から愛しています。イエス様、早く来てください。イエスの御名によって祈ります。アーメン。 
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