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世界はどうなるのか？ 
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おはようございます。日曜日の第一礼拝にようこそ。日曜日は２つの礼拝を行っていて、第一礼拝が、毎

週の「聖書預言・アップデート」第二礼拝が、ハワイ時間 11 時 15 分からライブ配信する、神の御言葉

を節ごとに学ぶ「聖書の学び」です。現在、素晴らしい書「へブル人への手紙」です。主の御心なら、今

日は２章を学び終えます。今回は、私たちクリスチャンが、なぜ簡単に、そしておそらくもっと重要なの

が、不必要に後退してしまうのかについてお話します。その学びが、ハワイ時間 11 時 15 分からです。 

また、ユーチューブやフェイスブックでご覧の方は、JDFarag.org へ直接いかれることをお勧めします。 

検閲されない完全版の、今日の預言アップをご覧いただけます。今そうなさるなら、方法は、ホームペー

ジの「ライブ配信」をクリックすると最初から全編を見ていただけます。そうすれば、切れ目なくご覧い

ただけます。それでは始めましょう。今日のアップデートは、どうかお付き合いいただきたいと謙虚に思

います。御心なら、「世界はどうなるのか？」という質問に答えようと思います。希望のメッセージであ

ると同時に、皆さんの励みになることを祈っています。どうか最後までお付き合いくださいますように。 

そうしてくださいますか？ 今日のアップデートには、２つの主要な側面があるのをご理解ください。 

まず他の全アップデート同様、イエスを人々へ、人々をイエスへ出来るだけ早く、すぐに導くことです。 

第二に、皆さんがた聖徒を、ミニストリーの働きのために備え、この私たちが生きている危険な時代に、 

キリストの身体を建て上げることです。私たちは、神のことで忙しくしながら、イエス・キリストの教会

携挙を待ち焦がれるのです。しかし、特に今日のアップデートは、こんにちの教会に、御霊（聖霊）が語

っていることに、聞く耳を持っている人のためのものであると取り急ぎ言わせて頂きます。よろしけれ

ば、神の御言葉から始め、「世界はどうなるのか？」という質問に 2語で答えます。皆さん、この 2語ご

存知ですね？「The End＝（その）終わり」です。私たちはその終わりを知っています。なぜなら、神の

御言葉がそれが起こる前に何が起こるのか教えておられるからです。ですから、それが起こり始めるの

を目にすると、未信者は信じ、信者は頭を上げます。神は御言葉の中で、終わりの時、世はどのようにな

るのか、聖書預言に基づいて、前もって、教えてくださっています。「ヨハネの福音書 13 章 19 節」で 

イエスが仰ったことが記録されています。お聞きください。「事が起こる前に、”今から”あなたがたに 

言っておきます。起こったときに、わたしが『わたしはある』であることを、あなたがたが信じるためで

す。」『The I am＝わたしは（その）ある』「ヨハネの福音書 14 章 29 節」イエスが語っておられます。 

「今わたしは、”それが起こる前に”あなたがたに話しました。それが起こったとき、あなたがたが信じる

ためです。」「ルカの福音書 21 章 28 節」私が個人的に好きな箇所の１つです。イエスが仰っています。 

ルカの福音書 21章 28 節 

これらのことが起こり始めたら、身を起こし、頭を上げなさい。あなたがたの贖いが近づいているからで

す。 

イエスが、終わり時に起こり始めると、仰っているこれらの預言がどのようなものであるかを知るため

には、「ヨハネの黙示録」を見れば一目瞭然です。起こると言われている預言の一つが、終わりの時に、

反キリストが全世界を欺くというものです。そして、全世界を欺くだけでなく、全世界を支配する権威を

与えられるのです。その預言は、彼に、世界宗教、世界政府、世界経済を支配する力と権威が与えられる



のです。そしてそれら 3 つが書いてあるのは、「黙示録 13 章 4 節」からの”世界統一宗教”から始まりま

す。「竜を拝んだ。竜が獣に権威を与えたからである。また人々は獣も拝んで言った。『だれがこの獣に比

べられるだろうか。だれがこれと戦うことができるだろうか。』」 

「黙示録 13章 7 節」これは、世界統一政府についてが記されている箇所です。他の箇所ではなく、ここ

にあります。「獣は、聖徒たちに(教会ではありません。私たちは彼らを親しみを込めて携挙後、患難時代

にいる、”患難時代の聖徒”と呼んでいます。）携挙は、患難時代前に起こります。この内容は、患難時代

の話です。「獣は、聖徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。また、（お聞きください）あらゆる

部族、民族、言語（これ覚えておいてください）、国民を支配する権威が与えられた。」彼が全てを支配し

ます。その権威が彼に与えられました。それが、世界統一政府です。世界統一経済。皆さん良くご存知で

すね。「黙示録 13 章 16～17節」を読みます。 

黙示録 13 章 16～17 節 

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。 

「また、その刻印を持っている者以外は、だれも物を売り買いできないようにした。刻印とは、あの獣の

名、またはその名が表す数字である。」 

これは世界的な経済、金融システムで、この刻印・マークがないと、買うことも、売ることも、何もでき

なくなります。今、私たちは、かなり深刻な問題を抱えていてそれについて話し合う必要のあります。 

ええ、本当は私たちの問題ではありません。実際に彼らの問題です。しかし、話し合う必要はあります。 

このすべてが実際に、どのように起こり、世界規模で実行されるのでしょうか？ 私たちが今読んだこ

と、神の御言葉で真実だと知っていることは、これが世界規模で行われるということであり、全世界、す

べての国、すべてのことなのです。自由人でも奴隷でも、富んでいる者でも貧しい者でも、関係ありませ

ん、全ての人々です。この刻印を持っていなければなりません。実際にどうやってするのでしょうか？ 

つまり、全てのことが実際に起こるために、最初に必要と思われるのは、人類史上類を見ない”世界的な

危機”が発生する事だと思います。私が、当然のことを強調するのをお許しいただきたいのですが、世界

の危機は今「ワープスピード/超高速作戦」で進行しています。このような理由から、神が聖書聖典を通

して、私たちに告げられている通りに、この世は終わりを迎えようとしているのです。このことを説明し

たいと思います。その為に、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。まだの

方は、私たちのウエブサイトに直接入ってください。 

 

ー本編ー 

宜しければ、質問から始めたいと思います。質問はこうです 

現在、世界人口を削減し、支配しようとする悪魔の策略があると、あなたは本当に信じていますか？  

それを信じますか？ 聖書預言は、それがあると語っています。ご興味のある方は、2 月 7 日の預言アッ

プ「ジェノサイド/大虐殺 10段階」で詳しく話していますので、ぜひご覧ください。私たちは、その預言

アップで、「大虐殺 10 の段階」が、現在、世界で起きていることを不気味なほど正確に表しているのを

見ました。私たちが話す通りに。私たちが話す通りにです。事の真相は、ヨハネの黙示録のいくつかの聖

句が、この世界的な大虐殺をまとめて預言的に記述しています。時間をかけて見ていくことはしないも

のの、私は、少なくとも以下の要約をお話しする義務があると考えています。今日、皆さんに共有するた



め、主が私の心に置かれたことを理解するため、重要な意味を持つでしょう。 

まず、「黙示録 6章 4節」で語られている事。「人々が互いに殺し合うようになるためである。」また、そ

の為の剣。興味深い詳細です。この偉大な剣が、多くの人々を殺すように思えます。そして、次の２節で

す。「黙示録 6章 5～6 節」、「子羊が第三の封印を解いたとき、」さらなる犠牲者が出るのは、この大飢饉

のため実際は飢饉と”疫病”だと言われています。この犠牲に続いて、7 節～8節の「子羊が第四の封印を

解いた時、」その時の残りの人口の 4 分の 1 の人たちが続いて殺されると言われています。そしてこれで

十分悪くないなら、「黙示録 8章 8～11節」です。 船が破壊され、多くの人が死ぬことになり、そして、

非常に興味深いのが、毒入りの水＝「苦よもぎ」です。補足的に言わせていただくと、こんにち水だけで

なく、空気も汚染されています。私たちが吸う空気、私たちが飲む水、私たちが食べる食べ物。そして、 

「黙示録 9 章 15～18節」を見てください。これを見ると、残っている人口のうち、さらに 3 分の 1が殺

されるのです。追加で殺されるのです。これが成就した時、つまり 7 年の患難時代に、地球の人口が大幅

に減少していることが明らかです。皆さん同意されますか？ 大幅に、です。その時人口は、おそらく億

単位（B)ではなく、百万単位（M/英語表記)＝5 億人以下に減っているかもしれません。どこからその数

字を得たのでしょうか？ ええ、最終目標があるようです。皆さん、「ジョージア・ガイドストーン」 

というのを聞いたことがあると思います。ジョージア州エルバート郡にある花崗岩（かこうがん）の記念

碑で、今から 40 年以上前の 1980 年に建立されました。興味深いのは、著者の匿名性と、明らかに人口

管理、優生学を提唱していて、また興味深いのは、国際主義であることです。ご想像のとおり、それを作

ったことで、議論の対象となり、確かに陰謀論の対象となっています。10の指針・原則のメッセージが、 

8 つの言語で刻まれています。これらの言語は以下の通りです。英語、スペイン語、スワヒリ語、ヒンズ

ー語、ヘブル語、私の母国語のアラビア語、中国語（繁体字）、そしてロシア語です。ここに 10の概要が

あります。 

リスト 1 番：大自然と永遠に共存し、人類は 5 億人以下を維持する。それがジェノサイド（大虐殺）で

す。人口管理（削減）です。 

2 番：健康と多様性の改善、再生を賢明に導く。それを優生学といいます。今ではそう呼ばれなくなりま

した。言わば、罪隠すため呼び名を変えています。そして、今ではプランド・ペアレントフッドと呼ばれ

ています。 

3 番：これは興味深いですが、新しい生きた言葉で人類を団結させる。お～、ふむ、私には、バベルの塔

が思い浮かびます。それを覆すのが今回の取り組みのようです。"あらゆる民族、あらゆる言語、あらゆ

る国" 

4 番：熱情・信仰・伝統・そして万物を、沈着なる理性で統制する。私には、世界統一宗教に聞こえます。 

5 番：公正な法律と正義の法廷で、人々と国家を保護する。社会正義のように聞こえます。 

6 番: 外部との紛争は世界法廷が解決するよう、”総ての国家”を内部から規定する。これが世界統一政府

です。 

7 番：（これも世界統一政府です）狭量な法律や無駄な役人を廃す。 

8 番: 社会的義務と個人的権利の平衡をとる。お～社会的信用スコア？？世界統一経済だから、個人の権

利は、社会的義務と結びついているのでしょうか？ では、私が社会的義務を果たした場合に限り、その

権利があるということ？ ふむ... 

9 番:無限の調和を求める真・美・愛を賛える。一緒に考えて欲しいのですが、私同様最初に読んだときに



は、「それのどこが悪いんだ？」と思うでしょう。あ～。美、愛、無限との調和？ これが何かご存知で

すか？ ニューエイジです。無限は、光を担うルシファーです。このニューエイジは、大いなる目覚め

（覚醒）」を通し、誰しもが調和する水瓶座の時代です。 

10 番:地球の癌にならない ー自然の為の余地を残すことー 自然の為の余地を残すこと。 

つまり、これはよく聞く話ですよね。以前は地球温暖化と呼ばれていましたが、温暖化ではなくなったの

で、ー(笑)ー また名前を変えなければなりませんでした。実際には、寒冷化でした。そこで、彼らは巧

妙に、言わば悪魔的に、「気候変動」とラベルを変えたのです。なぜなら今の原因は地球、"母なる自然"

だからです。これは、リストの 1 番に戻りますが、地球が癌にならないために、地球上の人間を排除して

殺し、地球上に自然のための場所を残さなければならないからです。皆さんそれをご存知ですよね？ 皆

さん、ビル・ゲイツの父親は、優生学の指導者の一人で、常に人口抑制に取り組んできたことをご存知で

しょうか。それが今の、プランド・ペアレントフッドになったわけですが、要は「母なる地球」の人口を

減らすことが目的でした。実際私たちは、この 1 年以上に渡って話し合ってきました。私が皆さんと共

有した多くの引用符は、一字一句そのままです。私は自分の考えを述べていません。引用文をそのまま読

みました。ビル・ゲイツが、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団を通じて、他国の若い女性を不妊化するため意

図的にワクチンを開発したことをご存知でしょうか。ここからが本題です。この 10 項目全てを実行する

ための触媒は、ワクチンと、このワクチン接種を受け入れなければならないという圧力に他ならないと

思います。奇妙に思いませんか？ わざわざ、人々にワクチン接種させようとしているのは、おかしいと

思いませんか？ つまり、宝くじみたいに？ いえマジです。そのワクチン接種こそが、今まさに世界を

変えようとしているものであり、前述の世界宗教、世界政府、世界経済につながるものであり、その先駆

けとなるようです。私はさらに一歩進んで、言わせていただくと、このいわゆるワクチンと呼ばれるもの

が、この未曾有の世界的危機を生み出した問題の最終的な解決策で、それに続く反応をコントロールす

るものです。これが強い言い方なのは分かっていますが、真実です。先週、私は「生の声、実体験を聞か

せてください」と言いました。皆さんが経験されたことを。（ワクチン接種で）良いことも悪いことも、 

あなたの経験されたことを、と。正直に言うと、私はその膨大な量の回答を想定していませんでした。心

が折れるような内容であるのは言うまでもありません。私たちは、2000 通以上のメールを頂きました。 

私自身が、すべてを読んでいることをどうか知って頂きたいと思います。その 2000 人の中で、自分や知

り合いがまだ重篤な副反応が出ていないと答えた人は実際には 15 人程度しかいませんでした。2000 人

以上の中で 15 人以下です。先週、私たち自身が直接体験することになるとは思いもしませんでした。私

たちの教会の一員、ウィル・スピアーという兄弟は、2～3 週間教会に来ていませんでしたが、ワクチン

を接種し、先週の水曜日亡くなり、主のもとへ行きました。ご存知の方がいらっしゃればお聞きしたいと 

思いました。ご家族を知らないからです。もしあなたがウィルを、ご家族をご存知なら、是非とも彼らに

連絡を取り、私たちが教会として、できる限りのことをする準備ができているのをお知らせいただきた

いと思います。私がしたいのは、実際に私がしなければならないのは、祈ることです。皆さん一緒に祈っ

ていただけますか？  

天のお父様、私たちは大胆に、本当に確信を持って、あなたの恵みの御座に参ります。もちろん、自分自

身のことではなく、あなたにあって。そして、私たちはあなたに必要な時に、慈悲と助けを求めます。 

主よ、どうか私を助けてください。私はあなたの助けが必要なのです。イエスの御名によって祈ります。 

アーメン。 



この 2000 の回答の一部を紹介したいと思います。2000 人以上の方が、自分や知り合いが、ワクチン接

種後病気になったり、亡くなったりされたことを詳細に語って下さっています。私はこれらを見て、祈り

ました。主がご存知です。どれをシェアしたらいいのか、主に見極めを求め、その中から選んで編集し、 

どれが本当に大多数を代表しているのかを見極めなければなりませんでした。ですから、ご紹介するも

のは、これらの回答の大半を占めていると思います。 

1 つ目： 題して"全面開示”「私はフリーメールを使った匿名の人間です。ワクチンを作っている会社に

勤めていますが会社からのワクチン接種を断っています。人と接する仕事をしている社内さまざまな機

能分野の人々と交流する立場にあります。私はワクチン接種しないことを強く主張してきましたが、ほ

とんどの人がワクチン接種を誇らしげに宣言し”科学者の女性として”私にも受けるように勧めようとし

ています。"ワクチン接種、ワクチン接種”と、まるでカルト宗教のようになっています。はっきり言って、 

私はワクチン反対派ではありません。他のワクチンは接種してきました。私は、”この”ワクチンには反対

です。”互いを思いやるため”という名目で、ただ接種するという圧力があります。毎日のように、ワクチ

ンを接種した人もしていない人も、何をするのが許されるのかと言う新しいガイドラインが発表されて

います。それが何につながっているのか、私には一目瞭然です。」次、「こんにちは、先日の礼拝で、ワク

チンによる傷害・死亡の実体験を求められていましたね。友人の母親が 3 月末にワクチン接種しました。 

彼女は病院に運ばれず、ほとんど即死でした。彼女の死亡記事に、家族は彼女の死因をワクチンとしてい

ます。地元のテレビ局は、これを機に、彼女の死因が誰にもわからないことを報道しました。」 

「ワクチン反応をお伝えするためにご連絡します。私は、イリノイ州レイク郡で提供されたモデルナの

ワクチンを受けました。２回接種をしました。私に起こった副反応は、 

#1: 1 回目接種から、左目がぼやけています。眼鏡屋さんによると、私の目は問題外だそうです。処方

を見る限り、何も見つからないと言われました。検査の為、眼科医に予約しています。 

#2: 慢性疲労がたまって、それが解消されません。 

#3： 体内で、ずっとオーブンが稼働しているような気がします。ホットフラッシュではありません。 

連続して燃えているのです。 

#4: 顔の右上の方に顔面痙攣があります。全体的に変な感じがします。体内で、何かが変化しているの

がわかるような気がします。 

#6： 喘息発症が増えました。 

シェアする機会を下さりありがとうございました。」 

ところで、ここで言っておきたいのは、この方たちは実在の方だということです。この方々は、母親であ

り、父親です。この方々は、祖母であり、祖父なのです。この方々は、息子であり、娘なのです。ただの

兄弟姉妹ではなく、キリストにある兄弟姉妹なのです。彼らはキリストにある私たちの兄弟姉妹です。 

親しみを込めて、彼らを、あなたを、私たちのオンライン教会と呼んでいます。本当に感謝しています。 

もしあなたの経験を読み上げなくても、私がちゃんと読んでいるのをどうか分かってください。ところ

で、このタイミングで言うのが良いかもしれませんが、どうか祈ってください。どうか祈ってください。 

「モデルナのワクチンを私の妻は、１回目の接種をしました。その 9 日後、彼女は腕に、主にワクチン接

種した腕、上半身、そして足に、激しく、不規則で断続的な痛みを感じました。この状態が何日も続いて

いますが、まだ改善していません。」 

「私の親友の旦那さんは、36 歳の元気な消防士です。ファイザー社 2 回目接種後、毎日のように頭痛が



起こり、21日目にベル麻痺になりました。現在、頭痛を解明するために神経内科を受診しています。」 

「夫の同僚は、2回目接種から 1週間でベル麻痺になったそうです。」 

「友人は、友人や同僚に磁石を付けてみたら、引っ付いています。」 

「以下は、私たちがこれまでに経験した最も身近な ”接種”の傷害を紹介します。先日、妻が神学校で一

緒だった女性が、ご主人と一緒にドライブイン・クリニックで接種したという話を聞きました。 

彼女はこの一度目の接種を受け、すぐに痙攣を起こしました。臨床医は彼女を助けようとしましたが、 

彼女は接種してから 12 分以内で、その場で亡くなりました。」 

「ワクチンについて。義理の祖母が、モデルナを接種後、脳梗塞になりました。父の親友では、2回目接

種後に亡くなった方と、入院中の人がいます。」 

「2 人の自閉症の息子を持つ 40 歳の母親が、子どもたちの院内治療を続けるなら、ワクチン接種を要求

されました。（接種）一週間後、彼女は脳卒中で倒れました。まだ完全には回復しておらず、現在、歩行

器を使って歩くのが精一杯です。」 

「義理の母が接種後に体調を崩しました。 一人でいるのが嫌になるくらいです。」 

「私の場合、完全接種した義理の姉のそばにいた時に、短時間ですが、奇妙な病気のような症状が出まし

た。今まで、接種した人のそばにはいたことはありません。他の多くの人が同じことを報告しています。」 

「JD 牧師、こんばんわ。ワクチンについて。私はサウジアラビアで働いて 3 年目の南アフリカ人です。 

ここではワクチンが高らかに掲げられています。現在、携帯電話に”タワカラのアプリ”が入っていない場

合、お店に入ることができません。噂によると、2ヶ月以内にワクチン接種の状況がアプリに表示されな

いと、サウジは旅行やお店、職場に入ることができません。ワクチン接種していない場合の次のステップ

は、週 1 回の「PCR 検査」を個人負担で行うことです。アラムコはもうすぐ次の段階に入ります。ワク

チン接種をしていない人は、入国も仕事もできません。私のためにお祈りください。契約を解除し、サウ

ジを出て南アフリカに戻りたいのです。」 

「ミネソタ州クルックストンより、同僚の彼女、37 歳。健康な人が、2 回目接種 1 週間後に亡くなりま

した。彼が出勤してみると、彼女は死んでいたのです。解剖の結果、心臓発作と発表されました。」 

「親友がクリスマス直後、コロナに感染しました。彼女は政府の援助とメディケイド(医療保険制度の一

つ)を受けていました。主治医は彼女に何の薬も与えませんでした。3週間後、彼女は病院に行きました。 

彼女はすぐに酸素不足で、人工呼吸器を装着しました。4 月 1 日まで昏睡状態が続きました。最初は動け

なかったのですが、乗り越え、人工呼吸器を外して立つところまでできるようになりました。そして、ジ

ョンソン・アンド・ジョンソンのワクチン接種するように言われました。彼女はこのすべての前にあなた

の動画を見ていたので、それを拒否しました。しかし、彼らは強要しました。彼女の家族も強要しました。 

そして、彼女に接種したのです。彼女はすぐに私に電話をくれて、「息ができない」と言いました。翌日、

彼女は話すことが出来なくなりました。その翌日、彼女は死にました。彼らは彼女にワクチンを打って、 

彼女を殺したのです。」「こんにちわ。ミネソタ州に住む長年の友人がいます。彼女の 25歳の息子（25歳）

は健康な消防士です。2 回目のワクチン接種から 10 時間以内に死亡しました。私たちの中では分かって

いても、基本的に、肺の鉄砲水と言われ、ワクチンが原因とは言われていません。母親のショックは計り

知れません。息子に何が起こったのかを理解しようとしています。」 

「ワクチン 2回目の接種から、2～3日後に亡くなった人を 3 人知っています。」 

「老人ホームにいる認知症の人の多くが、ワクチン接種後に明らかに悪化しました。」 



「2人の住民が 2回目接種の 2 日後に死亡しました。」 

「30 代前半の女性 3 人を知っていますが、1 回目の接種後にベル麻痺の症状が出ました。片側の顔のし

びれ、唇への広がり、首から下への痛み、同じ側の耳の痛みなどです。4日後改善しました。」 

「ワクチン接種の体験談です。4 月 30 日に隣人が心臓発作で急死しました。ワクチンを接種していまし

たが、亡くなるまでの期間は不明です。」 

「先月、私の教会のグループに参加した 40 代の女性は、夫を亡くしたばかりです。2 回目のコロナワク

チンを接種した数日後に亡くなりました。私たちは彼女のために祈っています。」 

「ワクチンを打って傷害が出たり、亡くなったりした人を数多く知っています。私たちの友人のお父さ

んは、2 回目を接種し、3 週間後に亡くなりました。彼は血栓を起こし、心臓発作で亡くなったのです。

1 回目接種後に、調子が悪かったのに、誰にも言わずに 2 回目を接種しに行きました。手がしびれて、瓶

を開けることもできなかったのです。また、お客様の中でも 2 回接種を受けた方がいらっしゃいます。

彼女は、全身に激痛が走っています。彼女の足の皮膚は赤くなり、まるで焼けたようになっています。時

には黒くなり、時には、脈がないこともあるそうです。医師は何もしてくれません。ワクチンが原因であ

ることを否定しています。また、私の町に住む少年（22 歳）が接種したその日の夜、寝ている間に亡く

なりました。主人は、葬儀屋を手伝っています。ワクチンのせいで多数の人が亡くなっていると言ってい

ます。」 

リストはまだまだ続きます。「北アイルランドに住んでいるので、基本的にみんながみんなを知っていて、

みんなが話しをします。」以下はすべて、私の肉親の個人的な友人で実施しました。 

1: 男性。心臓発作を 2回起こし、両方生き延びました。 

2：男性。肺に血栓ができてしまった。 

3：男性。超高血圧になりました。脳卒中を起こしたと思われていましたが、それは否定されました。 

4：高熱とコロナ症状。男性。 

5: 女性。2 回目接種後、非常に具合が悪くなる。 

6：男性。脇の下にしこり。 

7：女性。長年閉経後にも拘らず月経。」 

因みに、その話は多々あります。 

8：男性。心不全、年齢 57 歳、心臓病の既往歴なし。 

9：上記男性の妹。ベッドで死亡しているのが発見され、心筋梗塞と判断された、55 歳。 

10：女性。激しい頭痛と悪寒。 

11：男性。接種後、コロナと診断される。 

12: 男性。腸閉塞の緊急手術。 

13：男性。悪寒と発熱。」 

「毎週日曜日に教会で一緒に座っていた老夫婦の旦那さんは、1 回目接種から 2 日後に亡くなりました。 

彼はコロナ前から非常に活発で、コロナからは僅か 4～6週間で回復したのに、接種で、かなり体調が悪

くなりました。」 

「"ワクチンの実体験 "を求められましたね。主人は 1月 5 日に 1回目接種をして、29日後にこの世を去

りました。彼は転倒するようになり、その後、入院したのです。彼が入院していた 1 週間の間、毎日午後

4 時間の面会が許されていたときのことです。彼が日に日に弱っていくのがわかりました。救急車で自宅



に戻り、自宅に到着してから 27 時間後に亡くなりました。2 回目の接種の翌日に亡くなりました。死因

は肺炎と記載されていましたが、彼は肺炎ではありません。彼は、急性腎不全で入院していたのです。」 

「夫はモデルナワクチンを接種しましたが、注射部位に時計電池を貼り付けた動画のことを教えられま

した。試しにやってみたら、電池は腕のどこにもつかないのに、接種部位にくっつきました。（動画があ

ります）これをググると、否定された陰謀論として出てきます。調べてみると、電池には磁気はないけれ

ど、鉄製の容器に入っているため、磁石にくっつくのが分かりました。コロナワクチンに何か磁性がある

のかと思いググってみると、「いいえ、磁気的なものは何もありません。ほとんどの投稿は、陰謀論であ

ることを指摘します。」と出てきます夫は、コロナワクチンの注射部位に何か磁気を帯びたものがあるの

です。」「私の親友である同僚、40 歳、以前は健康でした。家族の意向に反してファイザー社のワクチン

を摂取しました。そして、2回目接種をし、次の日目が覚め、顔の半分が麻痺した状態（ベル麻痺）で 

朝を迎えました。これは 2 ヶ月半前に起こったことで、彼女は未だに、話せない、食べられない、目を閉

じれないので、セラピーを受けています。一夜にして人生が変わってしまった彼女は、もう元には戻れま

せん。」 

「私は以前からあなたに手紙を書こうと考えていました。私の兄がワクチン接種し、何が起こったのか

をお伝えします。今日のアップデートで体験談のリクエストを聞き、書かなければならないと思いまし

た。私の兄（80 歳）は、性格が一変するような反応がありました。兄はワクチン接種後、興奮して意地

悪になりました。自分が危険な状態にあることを知り、周りの人に危害を加える前に、自分自身を射殺し

ました。匿名でお願いします。私の家族はこの件で傷ついています。」 

「"いじめ "で接種させられた友人。彼女は今、心臓に欠陥を抱えています。医師はこれはワクチンのせ

いだと 3 回言いましたが、これは実験であり、データがないため何も言えないそうです。磁石はくっつ

かないと後で言われても彼女はそうは思っていません。彼女には、磁石を腕に貼り付けた写真がありま

す。」 

「私はワクチンを打ったことがありませんが、接種した人が何人もいます。...これは、私たちが得た数多

くの回答の中でも代表的なものであり、専門家たちが現在「感染」と呼んでいるものを経験した、接種を

したことのない人たちからの回答です。専門家の間では、「トランスミッション/伝達」と呼ばれていま

す。  

伝達："ワクチンを接種した人が、ワクチンを接種していない人に感染させる "ということです。これが

彼女の仰っている事です。 

「私の周りにはワクチンを接種した人が何人もいますが、メディアが報道していないことは、ワクチン

の中に何かが入っていて、それが伝達して、ワクチンを接種していない人が病気になるということです。

ただの病気ではなく、本当に病気なんです。女性にも生殖器系の変化が見られます。私も含めてです。私

は、ワクチン接種した人が多数いる職場に戻るまで、生殖器系に何の問題もありませんでした。異常出

血、血栓、呼吸器系の問題を経験しています。産科の先生は、すべて正常だと言いますが。同じ問題（出

血、流産、血栓、極度の痙攣）を報告している何千人もの他の女性のグループを見つけました。そして彼

らは皆、ワクチンを接種していません。何が起きているのか、どうやって彼らは、一般の方々から寄せら

れた、このような逸話的な証拠を否定するのでしょうか。私はワクチン反対派ではありません。（子ども

達全員ワクチンを接種しています）また、陰謀論者でもありません。私たちは真実を共有しているだけ

で、誤った情報を広める理由はありません。」 



「私の個人的なワクチンの経験は、私の親しい友人のことです。彼は精神科医でした。1 月、”コロナの

ワクチン接種をしたばかりで、まだ第三の目ができていない～”とメールしてきました。その後 26～28時

間で死亡しました。彼は 68歳、非常に頭の良い医師で、病歴はありませんでした。彼の葬儀の際、彼の

同業者が、私に言ったことで、言われた直後から気分が悪くなりました。接種で死亡という話は、どこに

もありませんでした。悲しいのは、私は製薬会社の担当者ですが、彼の死後も、同僚の多くが接種しまし

た。彼がそれで死んでしまったことなど何も考えることなしに。私は彼に接種しないよう警告し、彼らに

も警告したというのに。」 

「私は牧師で、妹は理容師です。これまでに 3 名のお客様が、いずれもコロナワクチン接種後 2 週間以

内に亡くなっています。私たちは、ミシシッピ州ジャクソンに住んでいます。ある医師が、妻にこう言い

ました。"私はワクチンを打つべきではなかった"」 

「JD 牧師, 私はイリノイ州の小さな町に住んでいます。私たちのコミュニティは最近、老夫婦が数分後

に亡くなるという事件が起きショックを受けました。彼らは皆、ここではかなり有名な存在でした。この

老夫婦がワクチン接種し、接種後、14 日以内に 2 人ともが、コロナを発症し、人工呼吸器を装着しまし

た。（人口呼吸器は）永久的なものとになるので、家族はしばらくしてから、それを外すことに決めまし

た。人工呼吸器を外した後、二人とも数分後に死亡しました。」 

「夫と二人でモデルナのワクチンを受けました。くだらないワクチンは不要と思いましたが、私の夫が

そうしたので屈しました。だから、2 回目の接種のときは、悪い意味でも良い意味でも、副反応が出ない

ように祈りました。そして、神は答えてくださいました。二人とも 71歳です。」 

これを入れたかったのです。そして最後はこれです。理由はお分かりいただけると思います。 

「私には、病院や長期介護施設でリハビリセラピストをしている 22 歳の娘がいます。彼女は彼女の同意

なしにモデルナのワクチン接種を受けました。私たちに、22 歳の娘さんのことを話してくれているお母

さんです。「接種後 2 週間半で、（22 歳の娘は）、自分で立ったり歩いたりすることができなくなってしま

いました。約 5 ヶ月経っても、彼女はまだ奮闘しています。短い距離なら、歩行器を使えるようになりま

したが、体重のほとんどを腕で支えなければなりません。私たちは神の癒しを求め、娘の身体が元に戻る

よう、あなたの祈りの戦士たちに彼女の物語を伝えていただければ幸いです。」 

そしてこれで終わりにしたいと思います。冒頭、私は希望のメッセージがあると言いました。希望があり

ます。偉大な医師として癒してくださる神に希望があります。神に可能だからではなく、神はそうなさる

お方だからです。私たちの意志ではなく、主のみこころが行われるのです。もう一度お願いします。 特

に皆さん励ましたいのは...。私は、真の祈りの戦士である、多くの人々の前に立つ特権があるのを知って

います。感謝してもしきれません。皆さんにお伝えするのは、神は誰でも癒すことがお出来になります。 

この貴重な方々のためにお祈りください。もしよろしければ、このことをさっとお伝えしたいと思いま

す。あと 2、3分だけお時間をください。私はこの 1 年半の間、少し怒っているような、反感を買ってい

たかも知れません。もしそう思われているのであれば、どうかお許しください。私は、この接種を受ける

決断をした人に敵意はありません。私は誰も憎んでいません。この人たちも憎んでいません。私は悪を憎

みます。私が言おうとしているのは、この「聖書預言・アップデート」は、全く新しいレベルのものだと

いうことです。毎週のように言っていますが、飽きずに聞いてください。しかし、私たちは人々をできる

だけ早くイエスのもとに連れて行かなければなりません。もう時間がありません。タイタニック号は沈

んでいます。人々をイエスのもとへ、イエスを人々のもとへ届ける事以外他にすることはありません。タ



イタニック号のデッキの家具を並び替えている場合ではありません。最終的に問題となるのは、その人

がイエス・キリストの救いを得たかどうかだけです。それがすべてです。私たちの唯一の希望はイエスで

あり、それ以外何を言えばいいのか分かりません。イエス様、あなたは私たちの唯一の希望です。イエ

ス・キリストの福音、イエス・キリストという人にある救いが、今ほど重要だったことはかつてなかった

と思います。それが良い知らせです。良い知らせとは、イエスが地上に来られ、あなたや私のために十字

架で死なれ、墓に葬られ、3 日目に死からよみがえられたこと。彼が十字架にかけられ、葬られ、よみが

えられる前に、イエスは弟子たちに、ご自分は行かなければならない、ご自分が去った後に聖霊を送らな

ければならないと仰いました。事実、主は彼らに、聖霊を送るために行かなければならないと言われまし

た。しかしイエスは、ご自分が行かなければならないのは、彼らのために、私たちのために、御父の家に”

場所”を用意するために行くのだと彼らに告げられました。 

「わたしの父の家には住む所がたくさんあります。」(ヨハネ 14：2) 

「そうでなかったら、あなたがたのために場所を用意しに行く、と言ったでしょうか。」(ヨハネ 14：2) 

あなたがたのために場所を用意しに行く理由は、 

「わたしがいるところに、あなたがたもいるようにするためです。」(ヨハネ 14：3) 

言い換えれば、私は戻ってきて、あなたがたを連れて行くためです。私は、夜の盗人のように来て、あな

たがたを私の花嫁として迎え入れます。この世からあなたがたをさらっていきます。私が用意したその

場所に、あなたがたを連れて行き、一緒に結婚を完成させて祝うのです。私はあなたの花婿であり、あな

たがたは私の花嫁だからです。私たちは 7 年間お祝いをし、その 7 の期間が終わった後、7 年間の患難時

代終わりに、私たちは主の花嫁として、その場所、その婚姻部屋から出てくるのです。彼と共に、何万人

もの私たちが、彼と一緒にここへに戻ってくるのです。携挙は、イエスが私たちの為に来られ、再臨は、

主が私たちを花嫁として一緒に伴って来られるのです。それが良い知らせ・福音です。イエス・キリスト

における救いなのです。 

 

「救いの ABC」を共有したいと思います。救いの簡単な説明です。 

Ａ：自分が神に背いた罪びとであるのを、また自分には救い主が必要であると Admit/認める または、

Acknowledge/認識する。ローマ人への手紙 3章 10節にこう書かれています。 

「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節がその理由を教えています。 

「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、」 

さて、罪には罰則があります。私たちは生まれながらにして罪びとです。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。ですから罪には、罰則があってそれは死刑宣

告です。 

ローマ人への手紙 6 章 23節、これは悪い知らせで、 

「罪の報酬は死です。しかし、（良い知らせが）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 6:23) 

Ｂ：あなたの心で、イエス・キリストが主であると 神がイエスを死からよみがえらせたことを、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。」 



(ローマ 10:9) 

そして最後に Cです。Ｃ：主の御名を Call/呼び求める、Confess/告白する。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。」（ローマ 10:9） 

「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) 

今日ここにお越しの方、またオンラインでご覧の方に切に願います。他に何を言えばいいのかわかりま

せん。今日はその日です。永遠の命のための、人生で最も重要な決断のための。主の御名を呼び求めたこ

とがない方へ、心から懇願します。今日、今日、主を呼び求めてください。 

最後に、とても勇気づけられる言葉で締めくくりたいと思います。最近、日本から J.B.が来てくれたのを

覚えている方へ。このポケットティッシュのことを話してくれましたね。私は、すっかり忘れていたんで

す。彼女は、日本にポケットティッシュチームがありその中で画面のような「救いの ABC」、英語と日本

語で書かれている画像を付けている事を教えてくれました。（ティッシュを）今すぐに使いたいんですが 

すみません。彼らはそれを人々に配っているのです。数万人単位の話です。ちょっと失礼（鼻をかむ） 

素晴らしいミニストリーです！！ 彼女がメールをくれたので、共有したいと思います。それで終わり

ますので、ご辛抱ください。「チャンネル登録者から連絡を頂きました。（インターナショナル翻訳ミニス

トリーに日本で登録者がおられるのです。）お一人の方は、現在既存の ABC デザインを使っての、ポケ

ットティッシュチームにご参加いただきました。別の方は、ご自分で、「救いの ABC」のポケットティッ

シュデザインを作成し、伝道されています。このチームの中の幾人かが出向いているのは、 (これは日本

でのことです)ホームレスの地域で、彼らにイエスについてを話しています。ABC のポケットティッシュ

と一緒に彼らに、現金を渡しているのです。」 

これまでも共有してきましたが、これからも共有していきたいと思っているのが、天国に行ったら、キリ

ストのもとへ来た物凄い数の人々に私たちは、びっくりすると思います。これが故にですこのことがな

ければ、キリストのもとに来なかったであろう人々に。人間は悪を意味し、これ(今日の内容)は悪であり、 

悪を意図したものです。しかし、神は、こんにち、多くの人々の救いのために、これを善のために用いら

れています。人々が救われているのです。主を褒めたたえます。ご起立ください。－拍手喝采－ 

賛美チームは上がってきてください。皆さんのご忍耐に感謝します。主よ、ありがとうございます。 

愛する天のお父様。あなたに畏敬の念を抱きます。主よ、あなたのようなお方がおられるでしょうか。 

主よ、こんにち世界で起こっている全てのことを、あなたがご覧になり、知っておられ、気にかけておら

れる真理に私たちは憩います。主よ、私たちはまた、こんにち世界で起こっているすべてのことが、あな

たの預言的なご計画に沿って完璧に進んでいる真理に安住します。主よ、私たちがほんの少しでもお役

に立てることはなんという特権でしょう。まだ時間があるうちに、一人でも多くの人を火の中から救い

出すことができるのです。主よ、どうか私たちを用いてください。 

「神は、知恵ある者を恥じ入らせるために、この世の愚かな者を選び、...」(第一コリント 1：27) 

私たちを用いてください。 

「主はその御目をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を



現してくださるのです。」(第二歴代誌 16：9) 

主よ、あなたが見渡され、私たちを見つけてくださいますよう、私たちを使ってくださいますよう願いま

す。イザヤのように、あなたが私たちを見つけてくださることを願っています。 

「ここに私がおります。私を遣わしてください。」(イザヤ 6：8) 

私を用いてください。そして主よ、あなたがそうしてくださるとき、私たちは聖霊の力、大胆さ、特に聖

霊の大胆さ、満たし、聖霊のバプテスマが必要です。あなたがそうしてくださらないと、私たちにはでき

ないからです。ちょっとお待ちください。感じるのは、ここに、またオンラインでご覧の方で、聖霊のバ

プテスマを必要としている方です。あなたの人生には聖霊の力が必要です。今のあなたの人生は無力だ

からです。求めるだけでいいのです。地上の親である私たちが、子どもたちに頼まれたとき、良い贈り物

をします。パンが欲しいと言われ石をあげたりはしません。(マタイ 7：9) 

魚を求めているのに、蛇を与えるでしょうか。(マタイ 7：10) 

もし、あなたがたが求めるなら、天の御父はどれほどの聖霊を与えてくださるでしょう。 

「自分のものにならないのは、あなたがたが求めないからです。」(ヤコブ 4：2) 

今日、求めてください。今、求めてください。神はあなたに、聖霊を与えられます。イエスの御名によっ

て祈ります。アーメン。 
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