2020.12.06 「聖書預言・アップデート/偉大なる設定」
https://www.youtube.com/watch?v=-Jr3eAwOMy8
『偉大なる設定』おはようございます。 私たちの毎週の「聖書預言・アップデート」へようこそ。日
曜日の朝は、2 つの礼拝を行っています。 第一礼拝は、「聖書預言・アップデート」です。そして第二
礼拝は、節ごとに学ぶ「聖書の学び」で、 現在、「第二テモテ」です。皆さん一緒にご参加されるこ
とをお勧めします。 ハワイ時間の午前 11 時 15 分からライブ配信します。今日は、私たちの人生の困
難や苦難が、神の善や忠実さとは 矛盾しているように思える時についてをお話しします。皆さんは今
までに、自分の周りのすべてのものが 混乱しているという経験をされたことがありますか？ そして
そのことによって神の善を疑ったり、 疑問にさえ思うこともあります。それが今日話すことです。ま
た、まだの方は、 ぜひ新ウェブサイト「JDFarag.org」をご覧ください。そして、本題の前にもう一つ
あります。私たちには祈りが必要です。実のところ奇跡が必要です。この建物の携帯アンテナの移動に
関して、 祈りをお願いしたいと思いました。私たち側に要求されたことは全て行いました。法的に必
要なことは全て済ませました。 そして今は、主に委ねなければなりません。祈りが必要です。 建物か
らアンテナを撤去するには、奇跡が必要なのです。今、お願いしたいのは、具体的な祈りです。特にオ
ンライン教会の方、 彼らができるだけ早く新しい場所を見つけ、 この建物からアンテナを撤去するよ
うお祈りください。私は、神がそれをどのようにして可能にされたかを、 光栄にもここに立ち、皆さ
んに共有できる日を心待ちにしています。 そして主だけがその栄光を手にされるのです。この件に関
し具体的に祈ってくださる方々に、 前もって感謝したいと思います。では本題に入りましょう。 今日
は取り組むことがたくさんあります。 何と言うことでしょう。今日は少し違ったことをしたいと思っ
ており、 「ヨハネの黙示録」の中の、ある預言に焦点を当てます。先週、いつものように、「聖書預
言・アップデート」で 何を話すべきかについて、主を求めていました。そんな時、オンラインメンバ
ーの方からメールをいただきました。 それは実は、私が数週間前から取り組んでいた内容で、 座って
祈りながら、主が私に許可を下さるのを待っていたところでしたですのでそのメールを受け取った時、
今日、この話をするべきなのだと強く確信しました。私がお話ししたいのは、私が『偉大なる設定』と
呼ぶものです。それは、私たちが以前から何度も話してきた、 WEF（世界経済フォーラム）から発され
る、 「偉大なる再設定」に繋がる『偉大なる設定』です。「偉大なる再設定」は、実は誤称です。 実
際には、再設定ではありません。世界経済を立ち上げるための移行と変革であり、 今の全てがそのた
めに仕掛けられています。聖書預言は、この世界経済が７年間の患難時代、 間違いなく反キリストに
支配されることを語っています。
しかし、新世界経済を構築するためには、 まず現在の経済を解体制御する必要があります。 その意味
を説明します。私は、COVID-19/コロナは、 ハイパーインフレーションの引き金となる、 現在の経済
を崩壊するための爆発的な仕掛けだと信じています。「黙示録第 6 章」をご覧ください。5 節から 8 節
を読ますが、 このように前書きしたいと思います。敵の好きにさせてはいけません。今日は皆さんと
共有したい専門的データや情報がたくさんあります。 それらは聖書預言の文脈に沿ったものです。 そ
して何が起こるかと言うと、それはいつも私に起こることです。 敵は皆さんの思考に、「これは難し
すぎる。」 という考えを植え付けようとするでしょう。「専門的すぎて、理解できない。」と。敵
に、そんなことをさせてはいけません。お聞きください。私に理解できるのなら、皆さんも理解できま
す。 口先だけではなく、本音を言っているのです。私は、高校教育しか受けておらず、 実のところか
ろうじて卒業しました。誇りには思っていませんが。しかし、私がこれを理解できるなら、皆さんにも
理解できます。 敵に、惑わされてはいけません。黙示録 6 章。5 節から始めます。ヨハネが聖霊によっ
て、書いているのは、 彼が目にしたもの、そしてどのような裁きが下るかについての描写です。
黙示録 6 章

5 子羊が第三の封印を開いたとき、 第三の生き物が『出て来い』と言うのを、わたしは聞いた。そし
て見ていると、見よ、黒い馬が現れ、 乗っている者は、手に秤を持っていた。
はかりや計量器、天秤などです。これが売買の方法でした。 人々は、これらのはかりを使って商売し
ていました。
6 わたしは、四つの生き物の間から出る声のようなものが、 こう言うのを聞いた。『小麦は一コイニ
クスで一デナリオン。 大麦は三コイニクスで一デナリオン。 オリーブ油とぶどう酒とを損なうな。』
オリーブ油とぶどう酒は、聖書では富の象徴です。言い換えれば、エリート、富裕層は、影響を受けな
い、 取るに足らないということです。彼らは、全く損害を受けず、被害もありません。しかし、この
封印が開かれると、パンを作るための材料だけに、 丸一日分の給料がかかるようですこれはハイパー
インフレーションと呼ばれています。 これを覚えておいてください。後で戻って来ます。
7 子羊が第四の封印を開いたとき、 『出て来い』と言う第四の生き物の声を、わたしは聞いた。
8 そして見ていると、見よ、”青白い”馬が現れ、...
”青白い”は、聖書原語のギリシャ語で、英単語の塩素、または クロロフィルの由来となる、クロロ
ス、という単語です。
青白い馬が現れ、乗っている者の名は、『死』といい、 これに陰府が従っていた。
これをお聞きください。
彼らには、地上の四分の一を支配し、剣と飢饉と死をもって、 更に地上の野獣で人を滅ぼす権威が与
えられた。
ですから、第三の封印が開かれた時には、 このハイパーインフレと飢饉が起こり、 第四の封印が解か
れた時には、それが蔓延しているようです。そしてそれは、今まで見たことのない様な、深刻なものに
なります。イエスが、 「マタイの福音書 24 章」で仰ったことを思い出してください。
「そのとき（来たる患難時代）には、世界の初めから今までなく、 今後も決してないほどの大きな苦
難が来るからである。」 （マタイ 24：21）
非常に厳しい時代です。この封印が開かれるとき… この数字をよく考えてみてください。分かりやす
く、地球の人口が 80 億人だとしましょう。私たちには、何人の人が携挙されるのか分かりませんが、
計算しやすいように、80 億にしておきましょう。 その四分の一は？ 20 億人ですね。 この封印が開
かれた時に 20 億人が死ぬのです。お許しいただけるなら、オンラインメンバーからの メールを共有し
たいと思います。これは、反キリストの脚本そのものである 12 段階の概要、あるいは "計画" です。
繰り返しますが、神は皆さんに知性を与えておられます。 皆さんにこれをよく考え、理解してほしい
のです。よろしいですね？
No.1： 貨幣的ベースの拡大を通して負債バブルを作りだす。 インフレの典型的な定義。これは、米国
の金・ドル交換停止発表（ドル＝ショック）が 起こった 1971 年から発生しています。
No.2： このようなシステムを崩壊させないために、 貨幣的ベースを指数関数的に増加させる。指数関
数的増加システムでは、 貨幣創出グラフは最終的には垂直になる。ここに簡単な類例があります。 と
ても分かりやすいです。ヤンキースタジアムのマウンドに水を一滴垂らし、 1 分ごとに 2 倍にしたら、
44 分で約 5 フィートの深さ（高さ）になり、 49 分で満杯になります。指数的な増加では、システムが
破綻する直前に マネーサプライが狂気的に増加します。それが今、私たちがいる所です。
No.3：貨幣的ベース増加の結果として物価が上昇するので、 政府は消費者物価指数（CPI データ）を操
作することで 物価上昇を隠蔽しなければならなくなる。
No.4：この隠蔽操作は、指数的増加の必要条件のおかげで、 貨幣創出グラフが垂直になるまでは上手
くいく。私は、この垂直的ピークは、今年の 3 月から始まったと信じています。
No.5：これが起こると、通常は即ハイパーインフレになる。物価インフレの経済式には、2 つの変数が
あります。 貨幣的ベースと貨幣の流通速度です。貨幣の流通速度とは、経済を通しでの通貨回転率の
ことです。貨幣的ベースを急速に拡大して、 通貨を破壊していることを国民に悟られたくないなら、

貨幣の流通速度を遅くしなければなりません。私は、これが、COVID-19/コロナで 封鎖/ロックダウン
している理由だと信じています。考えてみてください。これは、通貨が破壊されていることを人々に察
知されるような 価格高騰を防ぐために、経済活動を妨げます。このロックダウンは、政府が経済的な
生産手段を獲得する間、 ”強い通貨”という幻想を持ち続けるために重要です。
No.6：政府は… （これは今、私たちが目にしていることです。）政府が企業債を買い始めるのは、債
券保有者が 株式保有者の株よりも倒産を優先しているからです。これは、政府が生産手段を掌握する
ことで、 経済転換・変革を図るという一種の裏ワザです。
No.7：立法府は中小企業を支援する方法を考えられないので、 政府の借金購入によって恩恵を受けて
いる大企業の競争を失くす。これにより、政府所有の事業体以外での購入という選択肢は ほとんどな
くなります。なるほど…だからレストランは閉鎖しなければならず、 個人経営店舗も閉鎖しなければ
ならなかったのですね。申し訳ありません、お許しいただきたいのですが、 これは、支配された解体
です。非常に意図的です。非常に作為的です。非常に計画的です。
No.8：政府はこれら民間企業の一部所有者となり、その結果、 カンタス航空 CEO が、旅行者へワクチ
ン義務化を求めているように、 経営陣に政策をささやくことになる。これは、憲法修正第１条と主要
テクノロジー会社のように、 市民的自由の問題から政府を隔離することになる。黙示録 13 章を考えて
ください。 売買することができません。先週、私たちはこのことについて話しました。イスラエルの
ある記事を見ました。 「我々はワクチン接種を強制することはできない。 その代わりにこうするの
だ。」どうするのでしょうか？ 「ああ、私たちが強制することはありませんが、 アマゾンや、航空会
社は強制するでしょう。」「だから、ワクチンなしでは売買も取引もできません。」 いい加減にして
くださいよ。
No.9：経済の大部分が破壊されると、人々は自暴自棄になり、 ある種のユニバーサルベーシックイン
カム/UBI が制定される。 これについても話したことがあります。これは（興味深いです）、貨幣の流
通速度と価格上昇を 加速させます。さらに、中央銀行が銀行システムの崩壊を防ごうとするため、 銀
行恐慌と膨大な貨幣創出が起こる可能性が高い。これらの出来事は、彼らの計画に従って、 貨幣的シ
ステムのハイパーインフレ的崩壊につながります。
No.10：通貨崩壊は、ほとんどの人々を 経済的に一掃するかもしれない。ハイパーインフレに備えて準
備しようとする十分な洞察力を持っている人は、 税金を厳しく取り立てられて痛い目を見るでしょ
う。 専制国家では、法は専制者の意志にすぎないからです。
No.11：真のヘーゲル弁証法的に言うと 、 彼らは、十分な人数が死に、人々が自暴自棄になって 解決
策を持つ人 ー反キリストーに絶対権力を与えるまで、 人々を苦しめ続けると考えられる。そして、最
後、12 番目です。
No.12：私が思うに解決策は、、、 (ヘーゲル弁証法的には、 危機を作り出し、 反応をコントロール
し、 そして 解決策を提示するというものです。)解決策は、本質的に管理された、 デジタル通貨・暗
号になるのではないかと考えます。 もし売買したいなら、第 4 次産業革命の技術が必要です。 （世界
経済フォーラムとはこのことです）これには、COVID-19/コロナワクチン、またはそれに続くものを介
し、 デジタルと遺伝子組み換えの両構成要素を含む可能性がある。彼はメールの冒頭でこう書いてい
ました。 「創世記 47 章 15-26 節は、お金がなくなった時、人々が どのように反応するかの良い例だ
と思います。 この場合、彼らは反キリストに服従することになります。」創世記 47 章に、皆さんの注
意を引かせてください。 15 節～20 節を読みたいと思います「エジプトの国にもカナン地方にも、銀が
尽き果てると、 エジプト人は皆、ヨセフのところにやって来て、 『食べる物をください。あなたさま
は、私どもを見殺しになさる おつもりですか。銀はなくなってしまいました』と言った。」「ヨセフ
は答えた。『家畜を連れてきなさい。 もし銀がなくなったのなら、家畜と引き換えに与えよう。』」
「人々が家畜をヨセフのところに連れて来ると、ヨセフは、 馬や、羊や牛の群れや、ろばと引き換え
に食料を与えた。ヨセフはこうして、その年、すべての家畜と引き換えに 人々に食糧を分け与え

た。」「その年も終わり、次の年になると、 人々はまたヨセフのところに来て、言った。『御主君に
は、何もかも隠さずに申し上げます。 銀はすっかりなくなり、家畜の群れも御主君のものとなって、
御覧のように残っているのは、（お聞きください） わたしどもの体（私たち自身）と農地だけで
す。」「どうしてあなたさまの前で、わたしどもと農地が 滅んでしまってよいでしょうか。食糧と引
き換えに、わたしどもと土地を買い上げてください。 わたしどもは農地と共に、ファラオの奴隷にな
ります。種をお与えください。そうすれば、わたしどもは死なずに 生きることができ、農地も荒れ果
てないでしょう。」20 節、「ヨセフは、エジプト中のすべての農地をファラオのために 買い上げた。
飢饉が激しくなったので、エジプト人は皆自分の畑を 売ったからである。土地はこうして、ファラオ
のものとなった。」これが、私のお話ししたいことです。
私たちが今読んだものは、まさに今起ころうとしていることの 深遠な預言的描写です。私はさらに一
歩踏み込んで、 それは、既に起こっていると言わせていただきます。そして、この深遠な預言的描写
は、 聖書預言と予型論というキャンバス上に描かれています。つまり、7 年間の飢饉は、7 年間の患難
時代の予型であり、 ヨセフは、世の救世主としてのイエス・キリストの予型です。「救い主イエス・
キリスト」の予型を描いているだけでなく、 「患難前の携挙」も描写しています。以下は省略したも
のですが、もしお望みならば、 ここにおられる方は、オンラインで見ることができます。オンライン
の方は、動画下にリンクがあります。 全リストの PDF ファイルで、ほぼ 100 個はあると思います。皆
さん「100 個話すのですか？」という感じですね。 それはしません。多すぎるので、98 個にしました
（笑）。 いいえ、それもしません。数は数えなかったので分かりませんが、いくつか取り上げます。
これは、省略したリストです。 ヨセフがいかに救い主、キリストの予型であり、 キリストの花嫁であ
る教会が、7 年間の患難前に どのように連れ出されるのかを示したものです。そして、それだけではあ
りません。 テレビショッピングのように聞こえなければいいのですが、 「それだけではありませ
ん！」それはまた、7 年間の患難時代に、イスラエル国家が どのように救われるのかを鋭く描いていま
す。では手早く見ていきます。まずはこれです。因みに、全聖句の参照は、リンク先ファイルにありま
す。ヨセフは、父親に愛されました。 イエスは、御父の愛する御子です。ヨセフは、しもべとして苦
しみました。 イエスは、苦しみのしもべと呼ばれました。ヨセフは、彼らを支配するという夢を見た
ため、憎まれました。イエスは、いつか全てを支配・統治されるため、 憎まれました。ヨセフは、自
分の兄弟に拒絶されました。 イエスはご自分の民に拒絶され、受け入れられませんでした。ヨセフ
に、イスラエルでさえもひれ伏しました。 イエスに、やがて全イスラエルがひれ伏すことになりま
す。彼らは遠くからヨセフを見て、彼を殺すことを計画しました。 同様に、彼らはイエスを殺す方法
を計画しました。ヨセフは裏切られ、銀貨で売られました。 イエスは、ユダによって裏切られ、銀貨
で売られました。ヨセフは、彼のコートを血に浸されました。 イエスは、血に濡れたローブを着せら
れました。ヨセフは、コートを剥ぎ取られました。 イエスは、ローブを剥ぎ取られました。ヨセフ
は、空の穴に投げ込まれました。 イエスは、空の墓に葬られました。ヨセフは、ポティファルの前
で、不当に告発されました。 イエスは、ピラトの前で、不当に告発されました。ヨセフは、その容疑
から自分を弁護しませんでした。 イエスは、その容疑からご自分を弁護しませんでした。ヨセフは、
監獄で、2 人の犯罪者の隣にいました。 イエスは、十字架で、2 人の犯罪者の隣にかけられました。ヨ
セフと一緒にいた、一人の囚人は滅び、一人は救われます。 イエスと一緒にいた泥棒は、いつも話す
ように、 一人は滅び、もう一人は救われます。ヨセフは、三日目の復帰を予言しました。 イエスは、
ご自分が、三日目によみがえると予言されました。ヨセフは、献酌人に、 復帰したら自分を思い出し
てほしいと頼みます。イエスは、杯を持って、ご自分が蘇られた後、 彼らにご自分を思い出すよう仰
っています。ヨセフの場合は、二つの要素を持った二つの夢です。 杯とパンです。私たちは愛情を込
めて、 パン屋＝パン焼き人と、執事＝献酌人と呼びます。それは、聖餐式の杯とパンです。 パンと杯
という二つの要素です。 イエスの場合、最後の晩餐には二つの要素があります。 杯とパンです。ヨセ
フは彼らに、監獄に入れられるようなことは 何もしていないことを告げます。 ピラトは彼らに、イエ

スは十字架にかけられるようなことは 何もしていないと告げます。ヨセフは、7 年間の飢饉を予言的に
明らかにします。 イエスは、7 年間の患難を予言的に明らかにされています。ここから面白くなりま
す。ヨセフは、”飢饉前”、エジプトから花嫁をめとります。（創世記 41:45） 彼は、7 年の飢饉前
に、エジプトから花嫁を貰うのです。そして同様に、イエスは、7 年の患難時代前に、 彼の異邦人の花
嫁を連れて行かれます。7 年の飢饉前に、ヨセフに息子が生まれます。 7 年の患難前に、イエスに、新
生した子供たちが来ます。ヨセフは、監獄から王位に就きました。 イエスは、墓から御座に就かれま
した。ヨセフは、30 歳で仕事を始めました。 イエスは、30 歳で宣教を始められました。ヨセフは、物
理的に世界唯一の生命源のパンでした。 イエスは、この世の霊的な唯一のいのちの源のパンです。ヨ
セフのもとに来た者はみな生きて、 死ぬことはありませんでした。イエスを呼び求める者はみな救わ
れ、 滅びることはありません。ヨセフの兄弟は、飢饉の真っ只中で、彼のところにやって来ます。
イスラエルは、患難の真っ只中に、 彼らの真の救世主、イエスのもとへ来ます。10 人の兄弟は、食料
を提供してもらうために、 ヨセフの元へやってきます。十戒は、義とされるために、私たちをイエス
のもとへ導きます。ヨセフの兄弟は、救われ、彼にひれ伏します。 イスラエル、イエスの兄弟は、救
われ、彼にひれ伏します。ヨセフの兄弟は、3 日目に牢獄から釈放されます。 ユダヤ人は、3 日目に回
復します。恐らく、これについて少し説明する必要があります。 これはさらなる予型論です。皆さ
ん、ペテロが、 「主のもとでは、一日は千年のようで、千年は一日のようです。」 と言っている箇所
をご存知ですか？ （第二ペテロ 3：8 参照）そして再度、3 日目によみがえる事は？ ホセア書 6 章 2
節にある預言です。どういう意味でしょうか？ これは、二千年＝二日です。しかし三日目には？ 三
日目の朝には、復活して生き返るのです。聖句の解釈、特に大患難前携挙に関連した解釈が 問題にな
る理由の一つは、
教会とイスラエルの境界線を乱して曖昧にしてしまうからです。 そんなことをすれば、大変なことに
なります。困ったことになります。嫌じゃないですか？ 面倒なことになります。そんなことをしたら
大変です。 それをしないでください。してはいけません。神は、ユダヤ人のためのご計画を持ってお
られます。神は、ユダヤ人を見放しておられません。因みに皆さん、 神がユダヤ人を見放されたら困
ります。
理由をご存知ですか？ 神は、ユダヤ人との契約を結んでおられるからです。だから何なのでしょう
か？ つまり神は、私とあなたとも契約されておられますそれが適切な英語ではないことは分かってい
ます。 メールしてこないでください。もし神がユダヤ人と契約を持たれていたとしたら… 実際持たれ
ていますが、 そして神がユダヤ人を見捨てられたとしたら… 皆さん、どれほど安心していられるでし
ょうか。お分かりですか？ 神は、ユダヤ人を見放しておられません。 アラブ人がそう言っているの
です。神は、ご自分の民のためにご計画を持たれていて、 教会が取り除かれると、神は、その全焦点
をイスラエルの国、 イスラエルの回復に移されるのですイスラエルの救いです。それが患難時代の目
的です。皆さんご存知ですよね。患難時代の目的は、ユダヤ人国家の救い。 さあ、皆さんご一緒に
♪...（笑）...ラップになってました？いい線でした？ 分かりませんが。 ―爆笑ー あげますので受
け取ってください。私なら受け取って逃げます。患難時代の目的は、ユダヤ人国家の救い。ここで、患
難前携挙の健全な教義に、異議を唱えたい人に質問します。イエス・キリストの花嫁が、7 年間の患難
時代に入り、 その患難を経験する目的は何ですか？「それに答えられますよ。」 「どうぞ仰ってくだ
さい。」これがあなたの答えです。あなたの答えは、 「自分自身を清め、向上させなければならない
からだ。」待って待って待ってください。何ですって？！ まさか冗談ですよね。いえ、真剣です。
あなたは今、「それは行いによる」と仰ったんですよ！！ あなたは、たった今恵みから行いに移った
のです。 ならばあなたの聖書からエペソ 2 章 8～9 節の箇所を破りとるべきです。同時にあなたの聖書
から聖書の大半を破りとるべきです。叫ぶつもりはありませんでしたが、 手遅れですね。エペソ 2 章
8～9 節 「事実、あなたがたは、恵みにより、信仰によって救われました。 このことは、自らの力によ
るのではなく、神の賜物です。」

想像できますか？ 「私は、7 年間の患難をどうやって乗り越えたか自慢するぞ！」 「ああ、私はふさ
わしくない。」それは行いです！ ああ、自分で得たのですね？ 私は、またしても、、、主よ、私の
言葉に恵みを添えてください。皆さん、部分的携挙説について聞かれたことはありますか？ ああ、聞
かれたことがあられますね。これが部分携挙説です。 主のために心燃やし、主に沿って歩く者だけ
が、 主によって携挙されるというものです。本当に？ 待って、ちょっと待ってください。それは、
自分がそれを獲得しなければならないことを意味します。それは再度、行いです。自分がしなければな
らないことがあると言っているのです。それはもうありません。すでに完了しています。先走ってしま
いました。 これは後で話します。『完了した』 （ヨハネ 19：30）ピリオド＝完了。コンマ＝、では
ありません。
完了です。終わりました。確定です。「完了したのですか？」「はい。」 「何もする必要はないので
すか？」「ありません。完了です。」 完了です。すべきことはありません。「またまた〜。何かある
でしょう。」 ありません。あなたは恵みによって救われています。 恵みと、そして＿＿＿＿ではあり
ません。恵みに、プラス＿＿＿＿ではありません。あなたは恵みによって救われています。ピリオド＝
完。あなたにできることは何もありません。では最後にもう一つ、そして次に進みます。「最後に」と
言う回数に注意しなければいけませんね。私は若いころはエネルギーがあって、もっと好戦的でした。
年を取るにつれて、少し落ち着いてきていると思います。何人かの方は、「それで落ち着いているとで
も？」 と仰るでしょうが。しかし私は、7 年間の患難前に携挙が起こると信じていない、 キリストに
おける兄弟姉妹に言いたいのですが、『私がそう言ったでしょ』と言える日が もうすぐそこまで来て
いると言いたいのです。時間がないでしょうから、上がる時には言えません。 瞬く間ですから「時間
はないでしょうが、機会を見つけて…」 いや、それはないでしょう。それは完全に肉の話です。冗談
でしょう？ 携挙後、私たちが気にする事はありません。しかしこれはどなたにでも言いたいことで、
愛を込めて言います。 卑屈になっているのはわかっています。しかし、あなたは、好むと好まざると
に関わらず、 7 年の患難前に携挙されることになります。「ええ、でも患難前ではないと思います。」
もし私が神だったなら…もちろん私は神ではありませんが。 そのことを神に感謝します。皆さんがそ
うでないことにも感謝します。私が言うのは、 「ではあなたは、７年の大患難前携挙を信じていない
のですね？ そうですか。」「あなたは患難時代を経験したいのですね？どうぞ。どうぞ。」私は悔い
改めないといけませんね。 ―（笑）ー 先に進んだ方がよさそうです。
ヨセフの兄弟、ルベンは、 彼の血の報いを、自分たちが受けるのだと言いました。イエスには、彼ら
は、 その血の責任は、我々（と子孫）にあると言いました。ヨセフは、兄弟たちを思い涙を流しまし
た。 イエスは、エルサレムを思い涙を流されました。ヨセフの兄弟は、彼のもとにすぐには来ません
でした。 イスラエルは、イエス・キリストの救いの知識にすぐには来ません。ヨセフは、乳香と没薬
の捧げものを貰いました。 イエスは、黄金と乳香と没薬を献上されました。ヨセフは、自分の家で兄
弟たちとパンを裂くことを望みました。 イエスは、切に彼の御国で、私たちとパンを裂くことを 望ん
でおられます。
ヨセフの 11 人の兄弟は、彼の食卓で、彼への裏切りを罪にはされませんでした。 イエスの 11 人の弟
子は、彼の食卓で、彼への裏切りを罪にはされませんでした。最終的に、ヨセフは、兄弟たちに身を明
かします。 イエスもまた、最終的に、イスラエルにご自分を明らかにされます。ヨセフの兄弟は、彼
を見て呆然としました。 イスラエルは、主を見て嘆き悲しみます。ヨセフは、人々を救うためにエジ
プトに送られました。 イエスは、人々を救うために世に送られました。イスラエル（ヤコブ/ヨセフの
父）は、 ヨセフに会えることを信じ、「十分だ」と言いました。 イエスを信じる全ての者に、イエス
は、「完了した」と仰いました。そして最後に、イスラエル（ヤコブ/ヨセフの父）は、 「私の息子が
まだ生きていたとは。」と言いました。彼らは、「イエス、（神の息子）御子は生きている」と言いま
した。つまりこれは、これを皆さんと一緒に見ていきたいと思ったのは、 本当に、本当に、素晴らし
いからです。

まあ、それが唯一の理由ではありませんが。素晴らしくないですか？ 実は、私がこれを見ていきたか
った理由は、 7 年間の飢饉が預言的に 7 年間の患難に類似しているからです。ご辛抱いただけるなら、
詳しく説明します。7 年間の患難時代に向けた全条件が、 7 年間の患難前の今、起こっているのを見る
と、それは、私たちがどれだけ近づいているのかを 示すものではないのでしょうか？ 私たちは既
に、このハイパーインフレの始まりを見ています。既に、世界統一経済、世界統一政府、キャッシュレ
スをもたらす 世界経済の制御解体・崩壊を目の当たりにしています。私は本当に、その引き金が引か
れようとしていると 心から信じています。そしてこれは、前述の COVID-19/コロナという 爆薬がある
という事実によってです。これは、何年も前に計画されました。今年はこの話をずっとしていますが、
これは全て台本化されているのです。すべて計画されており、それを証明する法医学的証拠もありま
す。これは世界の政府と経済を、 完全崩壊する意図的な策略であり、計画です。それだけでなく、 世
界の経済と世界の政府を崩壊させることに加え、 世界の宗教を統一する計画です。このオンラインメ
ンバーが仰ったように、私は、 彼らが金融バブルを出来るだけ大きく膨らませ、 COVID/コロナはそれ
を潰すためのピンであると信じています。スポーツの喩えを使うのをお許しください。 私たちはも
う、試合の最後の数秒にいるのではありません。 延長戦/ロスタイム中でもありません。サドンデスで
す。皆さん、それが何を意味するか分かりますか？ 次のスコアで、ゲーム終了。ゲームオーバーで
す。私は、この作り出された危機こそがそれであり、 また、反キリストの先触れになるかもしれない
と信じています。 そして彼と共に到来するのは「ニューエイジの夜明け」です。「牧師先生、どうし
てそんな風に言うのですか？」 理由があります。説明します。それはニューエイジの水瓶座の時代、
黄金の夜明け、 ニューエイジの夜明け、光の中の大覚醒、闇の中から光へ。それは偽りの光です。因
みに、それはルシフェリアンの光です。 ルシファー（光の担い手）を意味します。それは偽りの光で
す。彼は、光の天使として現れます。そして、彼が反キリストの形で現れるとき、 彼はこの男に憑依
するでしょう。サタンはこの男、反キリストに憑依します。 悪霊ではなく、サタン自身がです。彼
は、サタン的に取りつかれるのです。サタンはずっと、崇拝されることを望んできました。そうです
ね？ 初めからずっとです。彼の唯一の目標は、自分が崇拝されることです。前からあるものですが、
ニューエイジと呼ぶことにしましょう。 それは、言い方が悪いのですが、再梱包されています。ニュ
ーエイジ、ニューエイジの新しい夜明け、新しい始まり、 大覚醒、暗闇の中から光へ、混乱から秩序
へと。皆さんお好きなように何とでも呼んでください。 どんな名前でも、全て同じことです。偉大な
る再設定、大覚醒 ーすべて同じです。しかし、それは偉大なる欺瞞です。昨日、私が準備し、祈り、
勉強、リサーチしていたとき、 アリス・ベイリーの著書に偶然出くわしました。 皆さんが彼女のこと
をご存知かわかりませんが。彼女は、「ニューエイジ運動の母」と呼ばれています。彼女は「キリスト
の再臨」という本を書きました。引用します。お聞きください。「何らかの苦しい一撃や厳しい真理の
提示が非常に必要とされています。 クリスチャンの世界を目覚めさせ、クリスチャンが（お聞きくだ
さい） ”世界的”（グローバル）な神的関係の中で自分たちの居場所を認識するためです。そして、
キリストがすべての信仰を代表し、世界的な教師としての 正しい位置を占めていることに気づくため
です。彼は、世界的な教師であり、クリスチャンの教師ではありません。」何らかの一撃ですって？
クリスチャンが、イエスがクリスチャンの教師ではないことに気づくには、 苦しい一撃が必要ですっ
て？ どうやら彼はクリスチャンの教師ではなく、世界的な教師のようです。疑問に思うのは、 あな
たが言っているこの苦しい一撃とは何でしょうか？ 彼女が書いていることを見れば一目瞭然です。彼
女は続けます。引用します。 「彼らは危機の時にやってきます。
彼らはしばしば、古いものや望ましくないものに終止符を打ち、 自然の中に内在する神の進化する生
命のために、 新しく、より適切な道を作るため、”危機を生み出し” ます。彼らは、悪が横行してい
るときにやって来ます。このような理由から、こんにち、 アバター（アバターの定義を調べることを
お勧めします） が求められているのかもしれません。キリストの再臨に必要なステージが、用意/set
（私は up を加え、設定/set up とします）されています。」何とまあ… これはあらゆるレベルで間違

っています。大きな問題発生です。問題は、このニューエイジのキリストは偽キリスト、 反キリスト
であり、イエス・キリストではありません。そして、この偉大なる大覚醒や偉大なる再設定、 あるい
は何と呼ぼうと、実際には 偉大なる患難をもたらす偉大なる欺瞞です。私は先週、このことを考えて
いました。 実を言うと、数週間前から私の心の中にありました。終わりの兆候について話すとき、多
くのことが思い浮かびます。 勿論、イスラエル国家の救いは、明らかにリストの上位に挙がります。
頻度と強度の増し加わった地震など、 すべての兆候を挙げたリストもあります。通常、イエスが終わ
りの時とイエスの再臨の兆候は何かと 尋ねられた、マタイ 24 章から読み取れます。そしてイエスは彼
らに、飢饉と疫病、戦争や戦争の噂、 民は民に、国は国に敵対し、民族の反乱、人種の反乱、 戦争が
起こり、方々で地震が起こり、それらはより大きな頻度とより大きな強度でやってくる 産みの苦しみ
の始まりであると答えておられます。ですので私たちは皆、それらの兆候に精通していますが、 彼が
これらの前に、最初に仰ったことをご存知ですか？イエスはこう仰いました。
「人に惑わされないように気をつけなさい。...」 （マタイ 4：4）
「わたしの名を名乗る者が大勢現われ、（偽キリスト）が現れます。 騙されてはいけません。」
私と一緒にこれを考えてみてください。終わりの時の一番の兆候の一つは欺瞞であり、 その欺瞞の標
的の対象は誰でしょうか。考えてみてください。それは世界ではありません。 彼らは、すでに騙され
ていますから。「ちょっと待ってください、それが世界でなければ、私ですか？」 「そうです。皆さ
んです。私たちです。」 クリスチャンが、おもに騙されるのです。質問です。ルシフェリアンの本な
どないことにお気づきですか？ これらはルシフェリアンです。モハメッドの再臨に関する本などあり
ません仏陀の再臨に関する本も存在しません。なぜそれは常にイエス・キリストについてなのでしょう
か？ よろしければ、もう一つ質問があります。なぜ暴言を吐くとき、 私の主であり救い主、あなた
の主であり救い主である、 イエス・キリストの名を使うのですか？ 私が何をしたいと思いますか？
私は、機会均等な冒涜者になりたいのです。今度親指をハンマーで叩いてしまったら、 「あー、ムハ
ンマド！」と言います。それは何か違います。 何故なのでしょうか？ なぜなら、モハマドは偽預言
者だからです。イスラムは、偽の宗教。アッラーは、偽りの神。 それは神の敬称ではありません。彼
らの神、アッラーの名前です。偽りの神。これらは偽りの宗教です。因みに、私はここでいくつか点を
繋げるなら、モハメッドや仏陀や他の誰かの再臨に関する本が存在しない 理由をご存知ですか？ そ
れはイエス・キリストだけです。 なぜなら、イエスが本物だからです。偽モハメドなんてものは存在
しません。偽仏陀なんてものはありません。本物ではないものを偽物にすることはないでしょう。です
から、70 ドル札の偽札などないのです。 それは通用しないからです。そんなものがあるわけがありま
せん。これが私の思考の仕組みです。 私のために祈ってください。でしょう？ 納得ですね？ なぜ
100 ドル札の偽造が出回るのでしょう？ 100 ドル札が本物だからです。偽造品は、本物を証明し、確証
します。 それが理由です！
だからこそ、偽キリスト、偽造キリストが出てくるのです。 考え違いしないでください。サタンは偽
造の王です。彼は欺きの王であり、彼はクリスチャンを欺こうとします。 彼はすでに世界を欺いてい
ます。
おもに彼の目標は、皆さんや私を欺くことです。大変巧妙です。 新約聖書の中で、警告、勧告が何度
も繰り返されているのはなぜだと思いますか？「人に惑わされないようにしなさい。」と。惑わされる
可能性があるからです。 選ばれし者であってもです。 選ばれし者のために、かの日を短くしなければ
なりません。「うわー。ではどうすればいいですか？」と 考えておられるかもしれない方のために…
「ありがとうございます。 私の一日を台無しにしてくれました。 私のクリスマスを台無しにしてくれ
ました。」と。財政は破綻、経済は崩壊して…「どうすればいいのか？」 そうではありません。
「主に従う人が捨てられ子孫がパンを乞う事はない。」 （詩編 37：25 参照）
神は常に提供してくださいます。そして因みに、 だからこそ、何を信じるかだけでなく、 なぜ信じて
いるのかを知ることが大切なのです。ネタバレですが、私たちはここにいません。「あ～それは現実逃

避主義だ。」 分かっています。私は脱出したいです。それは偉大なる脱出です！ 携挙です！ です
よね？ さて、最後に… 本当に最後です。木曜日の夜、ソロモンの歌、キリストの花嫁についての
「雅歌」を学び、 古代ユダヤ人の結婚式における患難前携挙の予型論について話しました。花婿がい
かに父親の家に行って、婚姻部屋や場所を用意し、 誰も知らない時間に帰ってくることを。花嫁は常
に準備ができていなければなりませんでした。 彼は、自分の花嫁を掠め奪い取り、彼女のために用意
した この場所へ彼女を連れて行くのです。そして彼らは、”7”日間祝い、婚礼を完成させるのです。
ある人がユーモアを込めて言ったように、世が患難時代の間、 私たちは完成の数である 7 の間、祝う
ことになります。
そしてその 7 が完了すると、花嫁は婚姻部屋から現れ、 彼らにはこの巨大な祝宴が待っています。子
羊の結婚式の祝宴と呼ばれています。 待ちきれません。皆さん、言っておきますが。天国の食べ物
は…
その７の期間の後ですこのように考えてみてください。最後の晩餐でイエスは、 これが、新しい血に
よる契約だと仰いました。 それが、結婚の聖約です。それは私たちの婚約＝ビトゥロウザルであり、
今、私たちは花婿が来て、私たちを奪い、 掠め奪って行かれるのを、携挙されるのを待っています。
さて、皆さんが私のようなら、そしてそうだと思いますが、 待ちきれませんよね？ ああ。主よ、来
てください。このように考えたことがありますか？ 彼も待ちきれないのです。何ですって？ はい。ル
カの福音書 22 章には、二度もこう書かれています。
「私は切に願い、熱心に待ち望んでいる。 ここでしている事が神の国で成し遂げられる時を。」 （ル
カ 22：15～18 参照）
待ちきれません。私は、堕落した新郎、罪びとでした。妻と私が結婚する前に、私は日を数えました。
文字通り、私は日々カレンダーに X を付けていきました。これは Google カレンダーができる前なの
で、 紙のカレンダーでした。私たちの結婚式の日まで、待ちきれませんでした。そんなふうに考えた
ことあられますか？ これが福音です。福音とは良い知らせであり、イエスが来られ、十字架につけら
れ、 葬られ、3 日目によみがえられただけではありません。それが全てではありません。全ての話は：
イエスが来られ、十字架につけられ、葬られ、 3 日目によみがえり、”そして” 彼は再び戻って来ら
れます。それがイエス・キリストの福音、良い知らせです。
「あなたがたは、心を騒がせてはいけません。 ひるんではなりません。恐れてはいけません。」 （ヨ
ハネ 14：27）
第二礼拝の、第二テモテの学びで それについてもっと話すつもりです。 恐れてはいけません。神は、
常にあなたに与えてくださいます。「はい。でも牧師先生、かなり怖くなってきています。」 「わか
っています。」「何をすればいいのかわからないです。 今から携挙までの間に悪化したら？」主が、
それをご存知だと思いませんか？ 主はご存知です。あなたが必要とするものは何であれ、与えてくだ
さいます。恐怖の中で過ごす 1 分は、無駄な 1 分です。ここにおられる方、あるいはオンラインでご覧
の方で、 まだ救われるために主の名を呼び求めたことのない方のために、 救いの ABC を共有したいと
思います。しかしその前に、共有したいことがあります。 これは素晴らしいです。神だけがなさるこ
とです。
ジムとクリス・コート、そして彼らの会社、 ザ・マスターズ・タッチ社から頂きました。 ジムとクリ
スは、35 年以上に渡り、私のとても親愛なる友人です。神は、ミニストリーでもある彼らのビジネスを
祝福してくださいました。 彼らは二人とも、地元のオンラインメンバーです。ジムは、こう書いてい
ます。「主は、何百万通ものカスタムメール作成のキャパのある 印刷・郵送会社を通して、クリスと
私を祝福してくださっています。私はずっと、これを主のために使えるはずと感じていましたが、 ど
うすればよいのか分かりませんでした。JD が ABC ビルボード広告の話をした時、パッと閃きました。
『私も郵便を活用し、人々に ABC を積極的に伝えていくことができる。』と。もちろん、郵送リストを
レンタルして、無名の人へ 大量に送りまくることも出来ます。しかし私はこう思いました。 『福音を

分かち合おうとしても連絡が取りにくかったり、 会話がしにくいと思っている友人や家族に、 教会の
メンバー自身が送れるようにしてはどうか。』と。ABC を、匿名で直接郵便受けに入れるのです。郵便
受けの郵便物は、簡単に無視することはできません。基本的には、米国郵政公社を使用して、全郵便受
けに小冊子を送付します。そこで、ウェブサイト「themastersmail.org」を作成しました。可能であれ
ば、皆さんがご覧になれるよう画面上に出してください。 動画下の概要欄にもあります。 リンクをク
リックすると、このウェブサイトに行けます。お知り合いで、福音を伝えたい人、 救われてない人の
お名前を 5 人入力することを是非お勧めします。その後、マスターズ・タッチ社は、それらの名前を使
って、 郵便物を作成して送付します。リサーチによると、何かのメッセージに反応するには、 人々は
通常、同じメッセージを複数回目にする必要があるそうです。ですので、福音を伝えるのに必要なのは
たった一通の郵便物だけであるにもかかわらず、福音のメッセージを目にする機会が増えることで そ
れについて考える時間が長くなるよう、 一人一人に少なくとも３通のダイレクトメールを お届けした
いと考えています。
このサービスは、どなたでも無料でお使いいただけます。また送付する方へは、お一人お一人がお祈り
と共に、 ご連絡いただきますようお願いしています。実際、3 通目の郵便物には、 『これらのメッセ
ージは、あなたをとても愛している人から送られました。』 とだけ書かれているので、会話を始める
のに良い機会になるはずです。彼らに連絡を取る、絶好の機会になるでしょう。もしそうされることに
気が引ける場合や、 1 対 1 ではよく知らない人宛なら、彼らが JDFarag.org のサイトを参照し、 より
詳細な情報を得れるようにもできます。目標は、これらを使って彼らが答えを求めて さらに掘り下げ
ていくための扉を開くこと、 そして福音を簡潔に伝えることです。ですので、再度、リンクは画面上
と動画下にあります。 「themastersmail.org」です。彼らは、皆さん、そして誰もが無料で利用でき
るようにと、 特別にこのサイトを立ち上げられました。5 人分の住所、 5 つまで入力できます。もし
どなたかこれを見ていて、これを受け取ったら？ 誰が送ってきたのでしょう？ 主の御心なら、見つ
けられるでしょう。
マスターズタッチ社は、まずこの 1 通目を送付します。 表紙には "世界はどこに向かっているのか？"
と書いてあります。 いい質問ですね。それは多くの方の心にある質問です。 そうだと思いませんか？
それから裏返すと、そこに答えがあります: 世界はどこに向かっているのか？『終わり』です。いいで
すね。とてもいいです。そして、”救いの ABC”と、 その下に 新ウェブサイト”JDFarag.org” が
載っています。私は、皆さんにこれを共有できるのを楽しみしていました。 皆さんがこれを利用され
ること、またオンラインでご覧の方、 このウェブサイトに行かれることを願っています。リンクは以
下の通りです。 このメッセージから始まるこれらの郵便物を 受け取ってもらいたい方の住所をご記入
ください。そして、さらに重要なことは、 祈り、祈り、祈り、祈り続ける事です。この郵便物が届け
られている間にも、 神があなたに先立って行ってくださること、そして これを受け取った時、神が彼
らの心で動かして下さるよう祈るのです。メロドラマ的に聞こえるなら申し訳ありませんが、 これは
生死に関わることです。私たちは、永遠の生死と向き合っているのです。これほど危険な時は、未だか
つてありません。 人類史の中で今の時代ほど、絶好の機会はありません。救いの ABC とは何でしょう
か？ あなたが今もオンライン上でご覧になっているなら… ここの皆さんは、まだ着席されているの
で分かりますが。なので、今のところは大丈夫ですね。 もう少し時間を頂きたいと思います。それは
救いの簡単な、子供にでも分かる説明です。
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、
「正しい者はいない。一人もいない。」 (ローマ 3：10）
ローマ人への手紙 3 章 23 節が理由を教えてくれます。
「人は皆（私たちの誰しもが）、罪を犯して 神の栄光を受けられなくなっていますが、」 (ローマ
3：23）

ローマ人への手紙 6 章 23 節、
「罪が支払う報酬は死です。...」 (ローマ 6：23a）
「しかし、（ここに良い知らせがあります。） 神の賜物は、わたしたちの主キリスト・イエスによる
永遠の命なのです。」 (ローマ 6：23b）
それは私たちが受け取る贈り物です。 私たちが支払ったのではありません。イエスが全額支払われま
した。そのために彼は全てを犠牲にされました。 ご自分の血で全額代価を払い、私たちを買い戻され
ました。そして、彼は、私たちのためにご購入した贈り物、 永遠の命という贈り物を私たちに差し出
してくださっています。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、
「...心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、 あなたは救われるからです。」
(ローマ 10：9）
陪審員はもういません。判決の時です。あなたは救われます。そして最後に C。 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、
「口でイエスが主であると公に言い表し、 心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるな
ら、 あなたは救われるからです。」(ローマ 10：9）
そして、これが理由です。
「実に、人は心で信じて義とされ、 口で公に言い表して救われるのです。」 (ローマ 10：10）
そして最後にローマ人への手紙 10 章 13 節、
『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』 (ローマ 10：13）
それほど簡単です。間違いなくあまりにもシンプルです。 それが躓きになる人もいます。「いや、そ
れ以外にもあるだろう。落とし穴があるはずだ。」 いいえありません「それは簡単すぎる。」 知って
います。子供でもできることです。それがイエスが仰ったことです。それがまさに要点です。ご起立く
ださい。祈りましょう。主よ、ありがとうございます。主よ、私たちはあなたに感謝してもしきれませ
ん。栄光のこちら側では、私たちがどれほど感謝しているかを あなたに表現することは不可能です。
永遠の命という贈り物、そして救いの良い知らせに対して、 わたしたちは、本当に感謝しています。
主よ、私は祈りを持って締めくくる中で、 これを聞いている人、見ている人の多くが 今、本当に傷つ
いていることを知っています。答えを探し、希望を探しています。イエス様、あなたが彼らの答えにな
りますように。あなたが彼らの希望になりますように。あなたが、彼らにご自身を明らかになさいます
ように。
彼らが心を開き、あなたを呼び求め、心で信じ、口で告白し、 あなたに立ち返り、罪の赦しのために
あなたに信頼することができるように、 彼らに希望を与えてください。そして最後に、主よ。私がこ
う願い、こう祈る時、 ここにいる方も、見ている方もみんな同意すると思います。早く来てくださ
い。主イエスよ、早く来てください。マラナタ。イエスの御名によって祈ります。アーメン。
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