2021.01.10. 「聖書預言・アップデート/決断の時」
https://www.youtube.com/watch?v=AoyvEEHYI3Y&t=9s
『決断の時』

おはようございます。ようこそ。 皆さんご参加くださり大変うれしいです。

数週間の休暇から戻って来れて大変うれしいです。 家族との時間、主との時間を取ることができ、 大
変リフレッシュし、ワクワクして戻ってきました。皆さんと今日ご一緒できる事に、ワクワクします。
日曜日の朝は、2 種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」に捧げ、第二礼
拝は、ハワイ時間 11 時 15 分からライブ配信する「聖書の学び」で、 聖書を節ごとに学んでいます。
現在「第二テモテ」です。 第二礼拝にも、皆さん是非ご参加されることをお勧めします。今日お話し
たいのは、 邪悪な動機と堕落した心を持つ人たちを見極め・警戒する方法です。皆さん同意されるか
と思いますが、私たちは 日ごとに悪が、どんどん悪化している時を生きています。今日の「聖書の学
び」は、従来通り、 聖書預言と大変結びつく類の内容で、悪が勝って繁栄しているように見える時に
関して、 空欄を埋めながら、また、点と点を繋げていきます。『しかし、神は』しかし、神は、いつ
も最終決定権を持っておられます。私たちが生きているこんにち、私たちは悪を目にしますが、 大事
なのは、神が全てをご覧になっていて、全てをご存知で、 最後には、神が最終決定権を持っておられ
るのを覚えておくことです。それが第二礼拝でお話しすることです。 皆さん、是非ご参加ください。
また、本題に入る前に、皆さん、 ソーシャルメディアのプラットフォームで起こったことをお聞きに
なったかと思います。だからこそ、主は私たちに「聖書預言」のウエブサイト、 jdfarag.org を構築す
るよう示唆されたのです。動画下の概要欄にリンクがありますが、 これは、Youtube チャンネルに何か
が起こった時の、皆さんの“行き先"です。全てがそこにあります。私たちがまだここにいるのが御心
なら、 これは私たちのドメインで、私たちのウエブサイトですから、 検閲されることはありません。
まだの方は、是非ご覧ください。登録なさった方々は、 大変多くの方に登録いただいていますが、 ご
忍耐に感謝します。通知はまだ届かないと思いますが、 皆さんは、既に登録済みであることにご留意
ください。御心なら、もうすぐ通知送信を始めます。 実際のところ、全てが起こっていることをみる
と、 それはすぐにでも実現しそうです。では始めましょう。なんという 2021 年の始まり方でしょう。
何という事でしょう。首都で起こった出来事、そして 就任式前に、さらに起こり得ることを通し、こ
んにち世界中の誰もが今直面している、 あるいは、今後直面するであろう決断について、 主が私に話
させようとしておられるように感じました。ですから、今や「決断の時」と思われるものについて、
よく聞かれる質問に答えていきたいと思います。具体的には、ワクチン投与開始と関連して、 今後、
旅行、仕事、更には売買をするために ワクチン接種要求に繋がると、私が主張するものです。
そうすることで、これが意味することをよりよく理解し、 それによって励まされることを願っていま
す。これは一体何を意味するのでしょうか？ 携挙がもう、いつでも起こりうるという事です。 それ
が、この意味です。使徒パウロが、 「テサロニケ人への手紙、第一 4 章」で書いていることを考えま
す。彼は、その章の最後に、携挙について具体的に、はっきり語った後、 戦いに疲れた教会に向かっ
てこう言います。「互いに、励まし合いなさい。」 （テサロニケ第一

4：18）

「私は、あなたがたが戦いに疲れているのも、 "今述べたこと"によって互いに励まし合っていること
も知っています。」今述べたこととは？”携挙が迫っている事”です。 それが、そういう意味なので
す。今日ここにお越しの方や、オンラインでご覧の方で、 失望されておられる方々は、お～ どう

か、元気を出してください。 勇気を出してください。なぜなら、これがまさに携挙の時に起こると言
われていたことだからです。イエスが仰ったことを考えます。
「私が来たのは、あなたがたに平安を与えるためです。 世が与える平安ではありません。」 （ヨハネ
14：27 参照）
イエスだけが、お与えになれる平安です。 使徒パウロが、「ピリピ人への手紙 4 章」で語る通り、 人
間の理解、人間の論理を超越した超自然的な平安。自然界では推し量れることも、理解することもでき
ません。 それは超自然的だからです。自然に取って変わるほどの平安。そういう種の平安を、 神は、
私たちが知っている世界歴史の最後の瞬間に、 私たちが持つのを望んでおられるのです。私は、今ま
でやったことのないことをやって見たいと思います。 それはフォローアップのようなものです。 どう
かご辛抱くださいますように。それをする理由は、情報が大量で、詳細に渡っているため、 解釈する
ことはもちろん、読むだけでも膨大な時間を要します。主を求めた後、そうすることに決めたのです
が、 御心なら、主が他の事を示されない限り、来週の日曜日、17 日に、御心なら、 この大変深刻な問
題について、もっと深く掘り下げたいと思います。敢えて言うと、私たちが直面する中で最も深刻な問
題についてです。オンラインでご覧の方も、ここにお越しの方も、 この動画の概要欄に多くのリンク
があるのにお気づきでしょう。それらをご覧になることを強くお勧めします。なぜなら、それらは今日
見ていくものの、いわば 「法医学的証拠」だからです。時間の都合上、全ては網羅しません。皆さん
が、ご自分でリサーチされ、 オンラインリサーチに限らず、何よりもまず第一に 神の御言葉を調べら
れることを願います。その理由は、私たちは、この機徴な問題について、 まず最初に聖書的視点から
取り組むからです。まず第一に、です。そして、私が言うことを鵜呑みにするのではなく、 ご自分で
聖書を調べることをお勧めします。これは、ご存知「使徒の働き 17 章 11 節」に書いてある通りです。
「ここのユダヤ人（ベレア人）たちは、テサロニケのユダヤ人よりも素直で…」 （これはテサロニケ
人を見下すものではなく、ただべレア人への誉め言葉です。）なぜ彼らは、そんなに素直だったのでし
ょうか？ なぜなら、お聞きください。「非常に熱心に御言葉を受け入れ…」 彼らには受容性がありま
した。彼らは、単に御言葉を受け入れただけではなく、"熱心に"受け入れました。そして、熱心に御言
葉を受け入れただけではなく、 そのとおりかどうか、聖書を調べました。そして、ただ聖書を調べた
だけではなく、 ”毎日”、聖書を調べていたのです。”毎日”その理由が書いてあります。
パウロが言っていることが、”そのとおりかどうか” 調べるためです。私は、皆さんにそれをしても
らいたいのです。皆さんに、聖書を調べ、私が言うことを、 そのとおりかどうか調べてもらいたいの
です。皆さんに、今日私が語ることが、真実かどうか 調べてもらいたいのです。そうしてくださいま
すか？ ありがとうございます。案内係に、サイン入りの書類を配ってもらいますので 皆さん、
（笑） 案内係はいません。必要ありませんので。実のところ、セキュリティと呼ばれる案内係はいま
すが。では、用意はいいですか？始めますよ。皆さん、あまり説得力がありませんでしたよ。 今すぐ
にでも抜け出せるように、頭を下げて目を閉じましょうか？ では、皆さん「ヨハネの黙示録」を見て
いただきたいと思います。ここで少し時間を取って、 有名な「獣の刻印・しるし」の聖句から始めま
す。黙示録 13 章。16 節から 18 節を読みたいと思います。
黙示録 13 章
16 また、小さな者にも大きな者にも、富める者にも貧しい者にも、 自由な身分の者にも奴隷にも、す
べての者に その右手か額に刻印を押させた。

17 そこで、この刻印のある者でなければ、 物を買うことも、売ることもできないようになった。 こ
の刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。
18 ここに知恵が必要である。賢い人は、 獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。 数字
は人間を指している。そして、数字は六百六十六である。
黙示録 14 章
9 また、別の第三の天使も続いて来て、大声でこう言った。 『だれでも、獣とその像を拝み、 額や手
にこの獣の刻印を受ける者があれば、
10 その者自身も、神の怒りの杯に混ぜものなしに注がれた、 神の怒りのぶどう酒を飲むことになり、
また、聖なる天使たちと小羊の前で、 火と硫黄で苦しめられることになる。
11 その苦しみの煙は、世々限りなく立ち上り、 獣とその像を拝む者たち、また、だれでも獣の名の刻
印を受ける者は、 昼も夜も安らぐことはない。』
黙示録 16 章 2 節。さらに悪くなります。
黙示録 16 章
2 そこで、第一の天使が出て行って、その鉢の中身を地上に注ぐと、 獣の刻印を押されている人間た
ち、また、 獣の像を礼拝する者たちに悪性のはれ物ができた。
医学的な反応のように聞こえますね？
黙示録 20 章
4 わたしはまた、多くの座を見た。 （ヨハネが聖霊によって書いています。） その上には座っている
者たちがおり、彼らには裁くことが許されていた。 わたしはまた、イエスの証と神の言葉のために、
首をはねられた者たちの魂を見た。この者たちは、あの獣もその像も拝まず、 額や手に獣の刻印を受
けなかった。 彼らは生き返って、キリストと共に千年の間 統治した。
これは王国時代、千年王国です。教会ではありません。彼らは、愛情をこめて、「患難時代の聖徒」と
呼ばれています。彼らは、反キリストを、獣の刻印を拒絶し、 命を犠牲にし、斬首されます。しか
し、ヨハネが書いているのは、彼らが王座にいて、 ただ座っているだけではなく、 裁くことが許され
ているのを見た事です。これらの者は、 ヨハネが、「あの者たちは誰ですか？」と聞きさえする者た
ちです。 （ヨハネ 7：13-14 参照）
彼らは、獣の刻印を拒絶し、獣の像を拝むことを拒絶したため、 7 年間の患難時代に斬首される者たち
です。それが、その者たちのことです。
黙示録 19 章
20 しかし、獣は捕らえられ、また、 獣の前でしるしを行った偽預言者も、一緒に捕らえられた。
因みに、再度ですが、今日の聖書の学び「第二テモテ 3 章 6～9 節」、 可能であればご参加いただきた
いのですが、 「偽のしるしと業」についてをお話しします。間違いなくサタンは、超自然の領域で、
奇跡を偽造することができます。彼は偽造の達人であり、それは実にしるしと業によって行われます。
第二テサロニケ、特に 2 章で学びました。嘘のしるしや業が出てきます。それらの意図は、惑わすため
で、それが、今から読む箇所です。記されている内容に、どうかご注意ください。
「しかし、獣は捕らえられ、また、 獣の前でしるしを行った偽預言者も、一緒に捕らえられた。この
しるしによって、獣の刻印を "受けた" 者や、 獣の像を "拝んでいた" 者どもは、 ”惑わされてい
た” のであった。

（何という欺瞞でしょうか。彼らは惑わされていたのです。 だから獣の刻印を受けたのです。）
...獣と偽預言者の両者は、生きたまま 硫黄の燃えている火の池に投げ込まれた。」
あ～待ちきれません。 私は既に主に、最前席を取ってくださるようお願いしてあります。マズいです
か？
黙示録 18 章 23 節。 皆さん特にこの箇所にご注意ください。ここは、バビロン崩壊・大バビロンの裁
きについて語っています。
黙示録 18 章
23 ともし火の明かりも、もはや決してお前のうちには輝かない。 花婿や花嫁の声も、もはや決してお
前のうちには聞かれない。なぜなら、お前の商人たちが地上の権力者となったからであり、 また、お
前の”魔術”によってすべての国の民が惑わされ、
待ってください。皆さん、分かりましたか？ 全世界が、惑わされ、すべての国の民が、惑わされるの
です。何によってでしょうか？ それは ”魔術”によって、です。魔術。これを覚えておいてくださ
い。後で戻ってきます。
黙示録 9 章
21 また彼らは人を殺すこと、まじない（魔術）、 みだらな行い、盗みを悔い改めなかった。
さて…宜しければ、この２つの言葉、”刻印/Mark” と ”魔術/Sorcery”を 詳しく精査すること
は、私の責務だと思います。一つ目の、”刻印/Mark” という言葉。新約聖書の原語であるギリシャ語
で、”刻印/Mark”という語は、 charagma (khar'-ag-mah／カラグマ)といい、 charax(khar'-ax／カ
ラグ)が語源です。これは、スタンプ（印）・タトゥー（入れ墨）という考えで、 Stake/杭・
Palisade/柵 という意味です。では、”魔術/sorcery”について話しましょう。原語のギリシャ語
で、”魔術/Sorcery”は、 Pharmacia/ファルマキア です。そこから英語の、Pharmacy/薬局、
Pharmaceutical/薬剤・製薬が由来し、 呪術的まじない・悪魔的魔術などで使われる Magic portion/
魔法の薬、Poison/毒などの意味を含みます。それが、Pharmacia/ファルマキア です。さて、この理解
があるからこそ、 製薬（pharmaceutical)ワクチン接種開始についての 前述の質問に対する答えがは
っきりすると思います。1 つ目。 「ワクチンは、黙示録で預言されている『獣の刻印』になるのでしょ
うか？」答えは、「はい。」黙示録の原文翻訳を通して与えられている詳細という観点から、 私は、
それが「獣の刻印」に”なる”と信じています。言い換えれば、黙示録によると、刻印とは、
Pharmaceutical/薬剤のタトゥーで、 鋭い棚状針で、額か右手に刻印し、毒をもたらします。
「わお、牧師先生、どうしてそうだと分かるんですか？」 今、（聖書を）読んだじゃないです
か！！！ すみません。意地悪でしたね。 叫ぶつもりもなかったんですけど、でもそうでしょう？
だからこそ、まず御言葉に行くのです。皮肉を言うつもりではありません。 たぶん、言っているのか
もしれませんが。私たちは、まず、一番に御言葉に行くのです。「でもちょっと待ってください。誰そ
れが」 私は、誰が何と言おうと気にしません！ 誰それが何と言おうと問題ありません。 問題は、神
の御言葉が何と仰っているかです！！ 「頼みますよ。それって陰謀でしょう？」ですって？
・・・（主よ、叫んで）すみません。わかりました。 どうでもいいわ〜、勝手に言ってなさい〜
私が数週間休んだら、こうなるんです。ところで、このことについては、 第二礼拝の、「第二テモ
テ」でもお話しします。最重要事項は、神の御言葉を知る事です。お聞きください。 私たちは、寛容
な世界に住んではいません。 かつてはそうだったかもしれませんが、 そんな世界はもう存在しませ

ん。神の御言葉を知らないことに対して、比較的寛容だった世界。 私たちは、もうそんな世界には生
きていません。正直言って、どうやってクリスチャンが、神の御言葉を知らずに、 この先の日々を生
き抜けるのか分かりません。私たちは、神の御言葉を知らなければならないのです。その理由は再度、
私は、預言アップで第二テモテの説教をしてしまっています。 多分そうすべきなのかもしれません。
分かりません。これが問題です。パウロがテモテに警告しているのは、 このように惑わす者たちがい
るという事です。彼らが、弱者や騙されやすい人を惑わせる理由は、 その人たちが、神の御言葉を知
らないからです。 それがそもそも、彼らが隙だらけで騙されやすい理由です。これらの堕落した心を
持った、邪悪な動機の者たちは、 臭いを嗅ぎつけて、巧みに侵入してくるのです。いい鴨です。バケ
ツから釣りをするようなものです。そんな感じでしたっけ？分かりません。そんな感じだということに
しましょう。さてさて、すでに進行中の「聖書預言・アップデート」に戻ります。パリセード/柵。パ
リセード/柵とは何でしょうか？ 聞いてくださりうれしいです。画面は、中世のパリセード/柵の写真
です。鋭い先の尖った牙のような杭で、防御構造物として使われていました。これが、パリセード/柵
で、 新約聖書のギリシャ語の原語でマーク・刻印を指しています。画面は、10 月 27 日の、
newsbreak.com のスクリーンショットです。 彼らがこの写真を掲載し、報道しているのは、
「ギリシア語で、マーク（スタンプや傷）を意味する言葉からの詳細は、今日の技術で考えると、 "聖
書の衝撃的な正確さ"と、 "悪名高き、魂を破滅させる獣の刻印” が どのように執行されるのかを明
らかに示している。」小さな柵のように見えますか？ これはいかがでしょうか？ これは、水曜日の
報道です。 先週の水曜日です。1 月 6 日です。 なんという日だったのでしょうか。BBC ニュースは
「COVID/コロナ：スウォンジー大学、”世界初”のワクチンスマートパッチを開発」 と題した記事を
掲載しました。（引用） 「研究者によると、初のコロナウイルスワクチン”スマートパッチ”が ウェ
ールズ大学で開発中だ。この使い捨て装置は、マイクロニードル（＝パリセード/柵）を使用して ワク
チンを投与し、体の免疫反応を測定することでその効果を監視する。臨床試験に向けた試作品を 3 月末
までに開発予定。」これをお聞きください。「スウォンジー大学の研究者は、3 年以内に この装置を市
販化することを目指している。」お～完璧です。完璧なタイミング！ 予定通りです！！！ 「牧師先
生、どういう意味ですか？」 お～ 3 年、3 月なので 3.5 年と言っておきます。 どなたか聞き覚えが
ありませんか？ 3.5 年。患難時代の中間点です。ダニエル書 9 章 27 節によると、第二テサロニケ 2 章
と一致して、 反キリストは、エルサレムの再建された神殿に 自分自身の身を置き、礼拝を要求しま
す。それが、3.5 年の中間時点です。この人たちは、まるで聖書を読んで言ってるのでしょうか。 「私
たちは、3 年後、おおよそ 3 年半後にこれを使用可能にする必要がある。」と。彼らは続けています。
引用を続けます。「ポリカーボネートやシリコンで作られた ”スマートパッチ”のミリ単位のマイク
ロニードルは、 皮膚を貫通してワクチンを投与する。皮膚のバイオマーカーを監視することで、 患者
のワクチン接種による炎症反応を同時に測定する。」これが何を指しているのかご存知ですよね？ こ
れをお聞きください。「この装置は、その後スキャン・精査される。」お～～～～～ ちょっと待って
ください。 ”スキャン”する… （聖書を見て）額、手の甲ですか？ ああ、今やっているような感じ
ですね。お許しいただきたいのですが、今どこかに入られるとき、 額をスキャンされませんか？ そ
うだと思いました。そう、すべて準備です。今や、医者の予約をしても、まず額をスキャンされ、体温
を測られてからでないと、行けません。彼らはそう言います。およそ 3.5 年内には実現します。 『お
よそ』と強調しておきます。彼らがこの技術を手にするのです。 スキャンするバイオテクノロジーで

す。それはワクチン接種の証明になります。彼らがあなたをスキャンして、ワクチン接種の証拠を確認
すれば、 中に入れる。飛行機に乗れる。医者の所へ行ける。 店舗に行ける。仕事に行ける。しかしま
ず先に、スキャンされます。「装置をスキャンしてデータを読み取ることで、 ワクチン効果や体の反
応を理解することが可能となる。」だからこそ、獣のしるし・刻印に ”いずれなる”（キーワード）
と信じています。2 つ目の質問です。「ワクチンで人間の DNA は変わるのでしょうか？」答えは、「は
い。」私はこれが、先ほど読んだ黙示録 14 章 9～11 節で、 「それを飲む者は呪われ、永遠の苦難に見
舞われる運命にある」 と語られている理由だと思います。彼らは神の怒りと憤りの杯を飲み干すので
す。 なぜでしょうか？ 彼らが獣の刻印・しるしを入れたからでしょうか？

なんだか不釣り合いな

感じがしますね。 でもちょっとお待ちください。それを入れた者は、もはや人間ではないということ
を理解すれば、そうは感じません。ご興味がある方は、実は 12 月 13 日、私たちは 人間の DNA 改変に
ついての預言アップを行いました。ノアの時代に、 サタンの種によって血統が破壊され、人間の DNA
が変えられました。だから神は地球を、呪われた運命の地球を滅ぼされました。 彼らはもはや人間で
はなく、ハイブリッドだったのです。イエスが人として来られたのは、人を贖うためです。サタンはそ
れを知っています。それが、事の背後の理由です。いいでしょう。この話をしましょう。 再度、これ
がまず第一に聖書に行く理由です。いいですね？ 数週間前、12 月 22 日、リンクを提供しようとしま
したが、 動画が削除され続けたので躊躇しました。ですので、実際にあるのは Truth Matters へのリ
ンクです。 彼らのウェブサイト上で、既にそこにあるか分かりませんが、 彼らがそれを投稿している
ことを強く望みます。必見です。 キャサリン・オースティン・フィッツの フルインタビュー動画で
す。公開予定のドキュメンタリー映画の一部です。そのドキュメンタリーに出てくる予定の 医師や専
門家たちへのインタビュー動画です。さてこのキャサリン・オースティン・フィッツは、アメリカの投
資銀行家で、 ディロン、リード＆カンパニーのマネージング・ディレクターを務め、 ジョージ・H・
W・ブッシュ大統領時代に、住宅都市開発担当の 米国次官補を務めた元官僚でもあります。この引用
を、皆さんにお聞きいただきたいのですが、その中で彼女は、人間の DNA 改変だけでなく、－お聞きく
ださい－ 来たるべき金融システムに接続するため、人体にオペレーティングシステムを インストール
することを説明しています。引用します。「彼らはこれをトランスヒューマニズムと 組み合わせよう
としています。 つまり 、文字通り、自分の体に同等のオペレーティングシステム（OS)を 組み込む注
射を受けるのです。そうすると、私は文字通り、物理的に金融システムに つながるのです。」 －引用
終了ー ひ～ え～っと、OS はアップグレードしないといけないんですよね。 ふむ。だから、2 回の
ワクチン接種が必要なんじゃないでしょうか。”ブースターショット？”
発するように行う追加注射

※一回目の注射が効果を

頼みますよ。私は以下を、モデルナの自社サイトから見つけました。

ワクチンを介して、オペレーションシステムをインストールする内容です。これは、モデルナ社サイト
のスクリーンショットで、 彼らが彼ら自身の言葉で、「オペレーティングシステム」と呼ぶものに関
する 非常に詳細な説明です。引用します。「我々のオペレーティング・システム： -mRNA（メッセン
ジャーRNA）科学の幅広い可能性を認識し、我々は、コンピュータ上のオペレーティングシステムと 非
常によく似た機能を持つ mRNA 技術プラットフォームの作成に着手。Plug & play（接続して機能する）
ことができるように… ーどちらかと言えば"Plug&pray(接続して祈る）という感じですがー 別のプロ
グラムと互換性を持たせて設計。我々の場合、「プログラム」や「アプリ」とは、 我々の mRNA の薬

（薬剤、魔術）、つまり タンパク質（DNA）をコード化するユニークな mRNA 配列を意味するー引用中
ー

我々の mRNA 薬は、「いのちのソフトウェア」だ。 （どちらかというと、死のソフトウェアです）

ー引用中ー これらのインストラクションセットを利用することで、 当社の治験用 mRNA 薬は、ソフト
ウェアのような品質を実現する。また、異種のタンパク質のために、単一の mRNA の治験薬だけで 異な
る mRNA 配列符号を組み合わせることも可能。」再度、動画下にありますが、ビル・ゲイツの動画への
リンクがあります。 彼自身の言葉で、人間の DNA 鎖のモデルを使用し、 CRISPR-Cas9 技術として知ら
れているものを使い、 その切断方法を話しています。御心なら、来週深く掘り下げて話しますが、
実際に、人間の DNA を変え、この OS を挿入するのです。では先に進めましょう。3 つ目の質問です。
「ワクチン接種は、義務化されるのでしょうか？」答えは、「はい、されるでしょう。」実際には、も
う始まっているかもしれません。そして問題なのは、ワクチンが義務化されるだけでなく、同様に拘留
も義務化されることです。一週間ほど前、ミネソタ州レッドウィングのカルバリーチャペルの牧師仲間
マイク・モンゴメリー氏から、ニューヨークで提案されているこの法案に 関連した、パーラーの投稿
がメールで送られてきました。以下は、4 ページの PDF ファイルからの抜粋です。 再度、リンクが概要
欄にあります。 引用します。「感染症疾患に晒された（かなり大雑把です）、または感染した個人に
対し、その疾患治療のための直接観察療法を含む、所定の適切治療、 予防薬、又はワクチン接種を完
了し、 その疾患の感染管理規定（追跡・トレース）に従うことを要求。」引き続き引用中。「公衆衛
生法は、次の通り、新しい項目追加により改正。公衆衛生に対して危険性がある、またはその可能性が
ある ーまたもや、かなり大雑把です。ー 症例、接触者、保菌者の排除・拘留 本項目の規定は、あら
ゆる感染症流行により、知事が 公衆衛生上緊急事態宣言した場合に実施するものとする。」何ですっ
て？ もうそうなったのですか？ はい。独断的に？ はい。どんな病気でも？ はい。知事が？ はい。
クオモ知事ですよね？ そうです。ニューヨークにいるオンラインメンバー、 皆さんを本当に愛してい
ます。皆さんのことを祈っています。引用中です。軽んじて見えたらすみません。 そうしないと文字
通り、泣いてしまいます私が泣き虫なのは分かっています。 男らしく泣きますからね。引用中です。
「知事は、単一の発令を行うことにより、 該当者又は該当者集団の排除及び／又は拘留を命ずること
ができる。 該当者又は該当者集団は拘留されるものとする。」お聞きください。「拘留場所は、知事
が指定した医療施設、 その他の適切な施設、又は敷地内である。 （強制収容所に聞こえませんか？）
医療施設その他の適切な施設、又は敷地内に収容されている者は、 無秩序な行動をしてはならない。
また、そのような施設や敷地から 離れたり、離れようとしたりしてはならない。」次は大きな問題
で、私はおそらく、この 4 つ目の質問に、 もう少し時間を取るべきでした。4 つ目： 「ワクチンに
は、堕胎した胎児の組織が入っているのでしょうか？」答えは、「はい。」どうか最後までお聞きくだ
さい。これについては、オンライン検索では、 検閲された事実確認サイトしか 出てこないことを知っ
ておいてください。それは、私にとって、さっき黙示録 18 章 23 節で読んだような 欺瞞の重要部分の
ようなものです。
「また、お前の魔術によって（薬剤の魔術によって） すべての国の民が惑わされ、」 （黙示録 18：
23）
惑わしです。だから彼らは、これが事実であることを証明した すべてのウェブサイトを精査、検閲、
削除するのです。しかし、神は。詳しく調べると、 堕胎された胎児組織がワクチンに使用されてきた
事実があり、 少なくともこのワクチン開発には使われていたことがわかります。なぜ私は、そのよう

な言い方をするのでしょうか？ 理由は、今まさにここで見ようとしている通り、ワクチンの成分が何
か、誰にも分らないからです。写真は、アストラゼネカの グローバルポリシーのスクリーンショット
です。 引用したいと思いますが、彼らは胎児組織使用を認めています。引用します。「我々のヒト胚
性幹細胞（hESCs）、”胎児組織”、 遺伝子情報（DNA)、およびその他、ヒト生物学的サンプル及び
ーお聞きくださいー 遺伝子組み換え生物の使用について。」概要欄にあるもう一つのリンクは、2015
年だったと思いますが、 ビルとメリンダ・ゲイツが、 ベルギーのブリュッセルで会議をしていた動画
です。ビル・ゲイツは、こんな感じです。 「私たちはワクチンの安全性について話すが、 それがどの
ようなものか知っているだろう。針を取って、子供の腕に刺すだけだ！」 彼はこんな風に、腕に刺し
ているのです。 遺伝子組み換え生物をです。遺伝子組み換え生物をご存知ですか？ 遺伝子を組み換
える生物です。 大変深遠ですよね。「その他、ヒト生物学的サンプル、および遺伝子組み換え生物の
使用については、 このポリシーの必須要件に沿ったものでなければならない。」つまり、使用してい
るということですね？ そうです。10 月 9 日、NBC ニュースは、 胎児組織からの細胞が、COVID-19/コ
ロナの薬物研究に使用されたと報道しました。引用します。「ホワイトハウスの『ワープ・スピード作
戦』を通じて、 連邦政府の資金援助を受けた 3 社の COVID-19 ワクチン候補も、 胎児組織から採取し
た細胞を研究に使用している。アストラゼネカとモデルナは、共に HEK293T の細胞株を用いて ワクチ
ンの初期研究を行っている。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、 COVID-19 に対するワクチンの有効
性をテストするため、 胎児の細胞から採取した PER.C6 と呼ばれる別の細胞株を使用。」それなのに、
これは祈りの答えであり、ワクチンは神からの奇跡だと 人々に伝えているミニストリーがあり、そう
ではないと言う牧師（JD 牧師挙手）や、 クリスチャン（皆さん）をバカ呼ばわりしています。ちなみ
にそれは、誇張した表現ではありません。まさに欺瞞・惑わしです。イエスが仰ったことを考えます。
「神がその期間を縮めてくださらなければ、だれ一人救われない。」 （マタイ 24：22）
選ばれた者でさえも欺かれ、 肉（肉、人間の DNA）は、生き残れなくなる。引用を続けます「 カリフ
ォルニア大学サンフランシスコ校 幹細胞プログラムディレクターのアーノルド・クリーグスタイン博
士曰く、『あらゆる治療法の生産や研究に一体何が使用されているのかが分かると、 人々はとても驚
くだろう。 そしてこれ（ワクチンのことです）は、まさにその完璧な例である。』最後の（５つ目）
質問です。「私は、個人的にワクチンを受けるのでしょうか？」恐らく皆さん答えはご存知かと思いま
す。実は、5 つの質問の中で唯一「いいえ。」と答えます。まったくもって、「いいえ。」です。私
が、このワクチンを受けることは絶対にありえません。これら全てのことが、去年 3 月に起こって以
来、 本当に多くの皆さんのお陰ですが、オンラインメンバーの皆さんからも、本当にたくさんの記事
や報告書、 研究結果や調査書をいただきました。再度、本当に大量の情報で、大変な作業でしたが、
全て目を通しました。私はそれらをリサーチし、調査し、 ワクチンについて多くのことを学びまし
た。そして私が学んだのは、ワクチンによる傷害が こんにちの病気の多くの原因であるということで
す。肉体的な病気についてだけを話しているのでなく、 ワクチン傷害による、精神疾患や障害の話を
しています。ここに問題があります。ロナルド・レーガン大統領が署名した 1986 年の法律がゆえに、
どの製薬会社も、ワクチンによる損害賠償責任を負いません。（免責）ワクチン傷害の示談金は、誰が
支払うかご存知ですか？ 私たち、納税者です。どういうことでしょうか？ 製薬会社が、連邦政府に行
ってこう言ったのです。「我々は、もうワクチン開発できません。 訴訟の支払い（示談金）でつぶれ
てしまいます。」「ワクチン開発するのであれば、私たちの責務を解除してください。」「ワクチン傷

害による金銭的責任を放棄しないと、 ワクチンによる傷害、不妊、死亡が多いので、 今のままでは、
事業を続けられません。」とそれで、政府が署名したため、 製薬会社が色々な意味で、見逃されるこ
とになったのです。正直言うと、これは私の心に突き刺さります。私の家族は、ワクチン傷害を受けて
います。皆さん、画面のスクリーンショットをご覧ください。スピロ・スクーラスによる 12 月 19 日の
YouTube 動画です。彼の YouTube チャンネルに投稿されたもので、下にリンクがあります。 ポール・ト
ーマス博士のインタビューです。このスクリーンショットは、 ジェームス・ライオンズ・ヴァイラー
博士とポール・トーマス博士による 標示的研究のワクチン結果を示しています。この研究は、ワクチ
ン接種した子供と、接種していない子供を 比較したもので、査読を経て 2020 年 11 月 22 日に 国際環
境研究公衆衛生学会誌に発表されました。ご覧の通り、ワクチン接種を表すオレンジ色の曲線グラフ
は、 ADHD、喘息、貧血などの障害が、 ワクチンを接種していない人よりもかなり高くなっています。
ここには写っていませんが、下にスクロールすると動画に出てきます。行動障害、リストは実際にはか
なり長いです。全ては、ワクチンに含まれている成分がゆえの、ワクチン傷害が原因です。比較的、私
の年齢に近い方には、まず第一にお気の毒ですが。私たちの時代は、どんな風だったか覚えています
か？ 学校に行き出すまでに、何回ワクチン接種が必要でしたか？ ざっと推測してみてください。5
回！ そうですね。ありがとうございます。当たった方に 10 ポイント！ 何のためのポイントなのか分
かりませんが、10 ポイントです。5 回、5 回ですよ。今の子供たちが、何回ワクチン接種するかご存知
ですか？ そう、25 回以上です。約 27 回。27 回です。あ”～～ あの時計が大嫌いです。天国には時
計がありません。永遠ですから、時間がありません。それだけで入場料を払う価値がありますね。とに
かく、またしても話が脱線してしまいました。 笑わないと泣いてしまいます。皆さんご存知でした
か？ こんにち、ここハワイの話ですが、 今でも、お子さんを公立の学校に入学させたいのであれば？
HPV ワクチンが必要です。 それが何かご存知ですね？ 性感染症予防のためです。 幼い女の子、男の
子にです。何ですって？ はい。幼い男の子に？ はい。性感染症予防？

はい。義務化されていま

す。 でないと、学校に行けず、公立の学校に在籍できません。ご存知でしたか？ そう、12～13 歳の幼
い女の子/男の子に、ワクチン接種義務。本当に？そしてそれは、 「ああ、どうせセックスするんだか
ら、我々は彼らを守りたい。」 という名目です。そんなわけありません。彼らを不妊にしたいので
す。 皆さん、私を信じられませんか？ よろしい。ここでパレスチナ人にならないようにしようと思っ
ています。 どれだけうまくいくかはわかりませんが。ご自分で、調査してみてください！
「でも JD 牧師、それは嘘だと明かされていましたよ。」「そうなんですか？どこで見たのですか？ ス
ノープスでしょう？」 ※ファクトチェックを行う米国のオンラインサイト 何人かの方が、笑ってく
ださって嬉しいです。 笑わなかった人は、笑うべきです。 スノープスは、乗っ取られたのですから！
彼らは嘘をついています！

スノープスには行かないでください 。 嘘をつかれるのが好きでない限

り。いつも嘘だと否定されます。 ビルとメリンダ・ゲイツ財団はインドに行き、ワクチンを接種。 子
供たちは全員死亡、少女たちは一生不妊です。それは嘘だと言われました。 嘘ではありません。
”惑わし” です。
「また、お前の魔術によって

すべての国の民が惑わされ、」 （黙示録 18：23）

インドだけではありません。もう一歩踏み込んでみようと思います。いいでしょう。 この時点で、私
が失うものはありません。これは、ワクチンのことではありません。これは人間の DNA を破壊し、人口
を削減しようとする人口制御・管理です。繰り返しになりますが、動画や文書が存在し、リンクもある

かもしれません。ビル・ゲイツの口から出てきた計画で、 これは驚くべきことではありません。 彼の
父親は、優生学運動の創設者の一人です。彼らは名称を、プランド・ペアレントフッドに 変えなけれ
ばなりませんでした。 ちなみにそれが、プランド・ペアレントフッド中絶クリニックがいつも アフリ
カ系アメリカ人が多く住む地域にある理由です。それは、地球を不毛にし、過疎化させることです。
なぜなら、人口制御は、単に追跡して人口管理するだけでなく、 人口削減することも含まれているの
を理解しなければなりません。そういうことなんです。ふ～ よろしい。では素敵な一日をお過ごしく
ださい。 いえ、少々お待ちください。
「しかし、神は！」です。「しかし、神は！」 ー拍手ー 主を褒めたたえます。皆さん、天の神が、一
瞬でも「なんということだ！」と 仰ると思われますか？「ワクチン展開だって？！どうすればいいの
だ！！！」と。そんなこと決してありません。全てが、神のご計画・神の御言葉通り、完璧に予定通り
です。神がこの状況をお許しになっておられます。 私たちに語られている通りに。ここが核心です。
たとえ何があったとしても、 神は、ご誠実で、神は信頼できる方です。あるいは、もういつでも起こ
り得る、イエス・キリスト教会携挙前に、 事態がどんなに悪化するとしてもです。皆さんの中には、
既に拒否しておられるか、 時が来た時にその代償を考え、ワクチンを拒否される人がおられるのを 私
は個人的に認識しています。その代償は、確かに大きなものです。繰り返しますが 「しかし、神
は。」です。この決断について、主を求めておられる人のために 私は、励ましたいと思います。神は
必ず与えてくださいます。「ええ、でも牧師先生、私はクビになります。」 ちょっとお待ちくださ
い。だから？ 神が、別の方法で与えてくだされないとでも？ どうか、お願いします。私が言わなけ
ればならないのは、問題は、私が言うことではなく、私の言い方です。愛情を込めて、でも出来るだけ
しっかりと言いたいのですが、 神は、あなたの面倒を見てくださるのです彼は、”出来ない”が、御
出来になりません。「ええ、でももし仕事場で、決断を迫られて、 このワクチン接種しなければなら
ないと言われたら…」「何が入っているのですか？」 「接種すれば分かるでしょう。」聞き覚えがあ
りますね。 すみません。また脱線しました。「接種しなければ、ここでは働けません。」 わかりまし
た。どうすればよいのでしょうか？ 神が、面倒を見てくださると思いませんか？ ローマ人への手紙 8
章 32 節です。「わたしたちすべてのために、（わたしたちを愛するがゆえに）、 その御子さえ惜しま
ず死に渡された方は、御子と一緒に すべてのものをわたしたちに賜らないはずがありましょうか。」
私は、息子の一人をあなたがたに与えることなどしません。 あなたがたを愛していますが、そこまで
は愛していません。そんな風に言ってもいいですか？ あなたがたも、私をそこまでは愛していないは
ずです。しかし、神はそこまで愛されています。神があなたをそれほど愛し、 あなたのために、御自
分の御子さえ惜しまず死に渡されたのなら、 神があなたにしてくださらないことなどありますか？
もう一度、もっと踏み込んでみます。こうは思いませんか？ もし神が、その扉を閉められたのなら、
神は、ここにもう一つの扉を用意しておられ、 それは、あなたの想像を遥か超えた豊かなものです。
その時のあなたの唯一の後悔は何か知っていますか？ もっと早くに、神を信じなかったことです。
「主よ、なんとあなたは素晴らしいのでしょう。」 「分かっている。。私は神だ。」「でも、主よ、
もっと早く私が知っていたら...」 「 そうだな。伝えようとしたんだよ。」「私を信じなさい。 あな
たをとても愛している。」「それが私の目的であり、栄光であり、あなたの善にならない限り、 床に
あなたの髪が抜け落ちることも許さない。」神は、私の髪を地面に落としすぎました。 でもそれは、
また別の話です。「私はあなたを守る。 私が、あなたに起こる出来事を許すのは、 それが最終的に、

あなたの益になり、私の栄光になる場合だけだ。」そのときは、それが起こります。「でも、主よ～～
～」私は、ペテロのことを考えます。 イエスが仰いました。「ペテロ来なさい。話があります。」
「何でしょうか？？」「先日、サタンが私のところに来て、 あなたを小麦のようにふるいにかける許
可を求めてきました。」 （ルカ：22：31 参照）「そうだったのですか？」 「そうです。」
「主よ、もちろんだめだと仰ってくださいましたよね？」 「いや、構わない、と言いました。」「な
ぜですか？？？？」「なぜなら、それがあなたの益になり、私の栄光になるからです。」
「待っていなさい。今に分かるから。」
詩篇 27 章
13 私は信じます。命あるものの地で主の恵みを見ることを。
14 主を待ち望め 雄々しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。
もうまもなく締めくくります。こんにちの世は、これまで以上に 邪悪さが度を増しているのは十分明
らかです。しかし、これまでないほど、主を信頼してください。決まり文句に聞こえるかもしれません
が、お許しください。 そう聞こえるかもしれませんが、そんなつもりはありません。ワクチン接種を
受けるかどうかの判断について 愛する人に警告しようとしている人がたくさんいることを知っていま
す。 私は、あなたに同情します。本当に大変なのは分かっています。 断腸の思いであり、心が痛みま
す。再度、決まり文句に聞こえるかもしれませんが、お許しください。 最善を尽くし、あとは神を信
頼してください。因みに神は、あなた以上に彼らを愛しておられます。それは、あなたの家族にとって
も特にそうです。放蕩息子や我儘娘をお持ちの方々、 そんな風に考えたことはあられませんか？ つ
まり、あなたは彼らをとても愛しておられます。こんなに愛し、こんなにも心が折れてしまうとは知ら
なかったほどにです。でも、神は、あなたが彼らを愛する以上に、彼らを愛しておられる、という風に
考えたことはありませんか？先週、家内が家内にしかできない方法で、話してくれました。深遠で、預
言的な言葉でさえもあると言わせていただきます。 それは次の通りです。「気づいているの？気にか
けているの？」「もしそうなら共有します。そうでないなら、気をつけなさい。」なかなかいいと思っ
たんです。 「引用してもいい？」と聞くと、彼女は 「どうぞ。来週あなたが使ってから著作権つける
わ。」と言いました。もう一度言わせてください。 一緒に考えてみてください。ここに問題がありま
すね？ みんな気づいていないのです。質問：あなたは気づいていますか？ 気づいているなら、 次の
質問：気にかけていますか？ よろしい。あなたが気にかけているなら、私は共有します。そうでない
なら、気をつけた方がいいです。 まさに、神が仰った通りに終わっていくからです。そのために私た
ちは、「聖書預言・アップデート」をしているのです。私たちは、気にかけているから、 イエス・キ
リストの福音を共有しているのです。子供にでもわかる、救いの簡単な説明、 「救いの ABC」で締めく
くるのです。福音とは何でしょうか？ 福音とは、良い知らせです。皆さんも、私同様だと思います
が、 今すぐ、良い知らせが聞きたいですよね？ 悪い知らせは、これが、これから悪化していき、 現
実になってきていて、起こり始めているということです。そして、このように終わるということです。
２、３週間前に、その話をしたと思います。これが終わり方です。私たちは元には戻れません。 それ
は、かなり悪い知らせです。しかし、それが私を良い知らせに備え、落ち着かせてくれます。良い知ら
せは、このすべてが落ちていき、 その時、私たちは上に上がるということです。 それが良い知らせで
す。福音/良い知らせとは、 イエス・キリストが来られ、十字架につけられ、 葬られ、３日目によみ
がえられた。そして、 彼はいつか戻って来られるのです。

「神のラッパが鳴り響くと、キリストに結ばれて死んだ人たちが、 まず最初に復活し、それからわた
したち生き残っている者が、 空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて 引き上げられます
（携挙されます）。」 （第一テサロニケ

4：16～17）

先週、このことを考えていましたが、 私のように愛する人が、主のもとへ帰っていった人たちのため
に、 感動的な体験談を共有したいと思います。私たちは、それを良く読み飛ばしてしまいますが、 し
かし、キリストにある死者が先によみがえるのです。ほ～私の娘ノエルは、先に復活の体でよみがえる
のです。私の母。待ちきれません。私の父。願っています。信仰によって信じます。キリストに結ばれ
て死んだ人たちが、 まず最初に復活して、空中にいるのです。私たちは、彼らと会い、そして空中で
共に、主に出会うのです。今、もういつでも起こりえます。 いつだって、起こりえるのです。今この
時なら、どうでしょうか？ 素晴らしいことですよね？ そうです！！！ 主を褒めたたえます。う”～
言いたいことがあります。「でも牧師先生、携挙は、7 年間の患難時代前には起こりませんよ。」 そう
ですか。どうぞご自由に。だからこそ、神の御言葉を知る上で、何を信じるかだけでなく、それを信じ
る理由を知ることが、最も重要なのです。落胆するのと、祝福されるとでは、雲泥の差が出てくるから
です。 古臭いのはわかっていますが、事実です。7 年の患難前に携挙が起きることを知り、 信じ、理
解していなければ、私は今、パニック状態です。そうでしょう？全てが変わります。はい、気分が良く
なりました。 では、「救いの ABC」です。オンラインでご覧の方、またはここにお越しの方、 私は決
めつけることはしません。主の御名を呼び求めたことのない方に、救いの方法を共有します。大変シン
プルです。子供でも分かるシンプルさです。 あなたがすべきことは、本当に何もないのです。イエス
がなさってくださいました。 彼が全額支払ってくださいました。完了したのです。 何も付け加えた
り、減らせるものはありません。「完了した。」 （ヨハネ 19：30）
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 節には、こう書かれています。 「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。 「人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられ
なくなっている。」
私たちは、生まれながらにして罪びとなのです。 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、 「罪の報酬は死です。」 これは悪い知らせです。死刑宣告です。
「しかし、（良い知らせ）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。」
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)
それが B、次が C です。
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、
「口でイエスは主であると公に言い表わし（confess)、 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 10:9-10)

理由はこうです。
「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）
最後に、ローマ人への手紙 10 章 13 節、決定打です。
『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』 (ローマ 10：13）
大変簡潔です。私は懇願します。 あなたが今までに主の御名前を呼び求めたことがないなら、まだ時
間のある内に、今日こそが、救いの日です。証を２つ紹介させてください。最初にご紹介するのは、大
変感動的な証、 トニーさんとアマンダ・マイヤーズさんからです。「私は、5 年前からあなたの預言ア
ップを見てきましたが、 妻はその前から見ています。 田舎の小さな教会、神の教会に１年ほど前から
通っています。あなたと聖霊のおかげで、私はこの一年、教会で立ち上がり、救いについて何度も話す
ようになりました。私たちは礼拝で 「救いの ABC」のカードを使い、配りました。今年、6 人が救いに
辿り着き、先週、16 人が洗礼を受けました。私があなたにこれを書いている主な理由は、先週洗礼を受
けた人のうちの一人が、 突如 5 日後に、自宅で亡くなったからです。あなたは、目を覚ますよう警報
を鳴らしておられます。JD、コリドン・インディアナに住む私の妻、私自身、そしてこの 40 人の小さ
な教会の人々は、神があなたをどのように用いておられるかに 非常に感銘を受けています。毎週あな
たが、大胆に語るのを見るのが大好きです。 決してやめることなく続けてください。 永遠の友：トニ
ー＆アマンダ・マイヤーズより」止めるつもりはありません。 主がそれをお許しになるはずがありま
せん。 ー拍手ー 次のは、ティッシュ・アラートです。 （涙を拭くティッシュをご用意ください）
本当です。 ブレット・アトキンソンさんからです。「JD 牧師へ。 去年の春、友人の紹介であなたのメ
ッセージにたどり着きました。 私は、イリノイ州タスコラという小さな町の請負業者です。この夏
『救いの ABC』ビルボードキャンペーンが行われているのを 見ました。私も、主が私に、「救いの
ABC」の広告塔費用を出すよう語りかけておられるのを感じました。ABC のビルボードを出すため、ビル
ボード会社に連絡する準備ができていたのですが、神が私を違う方向に導いておられるのを感じまし
た。彼は、私に違うメッセージを伝えなさいと仰いました。2 ヶ月以上、神が私にどんなメッセージを
伝えさせようとしておられるのか、理解しようと祈っていました。彼は、この堕落した世界で混乱して
いる人々、恐れを抱いている人々に、希望を与える聖句を分かち合うように仰いました。そして、マタ
イの福音書 11 章 28 節に導いてくださいました。
「すべて疲れた人、重荷を負っている人は わたしのもとに来なさい。 わたしがあなたがたを休ませて
あげます。」
感謝祭前に広告会社に連絡し、町で使用可能なビルボードについて問い合わせてみました。契約書に署
名してから、看板を出すのに数週間かかると説明されました。 誰にも、妻にも知らせず、一人でやっ
ていました。プライベートで何をしたかは、神のみご存知です。12 月 20 日、今までで最も堪え難い、
痛ましい悲劇が起きました。私たちの美しい娘ケリが、自動車事故で 26 歳の若さで亡くなりました。
このような痛みは他にありません。彼女の死から 2 日後、私たちは地元の葬儀屋と打ち合わせをし、
葬儀手配をしなければなりませんでした。その中で、参列や葬儀の時に配るメモリアルカードに何を載
せたいか、という質問をされました。私は、これらの決断を妻に委ねました。使用する写真と、誰が棺
の付添人になるべきか以外、彼女が何を決めたのかは知りませんでした。翌日、葬儀屋に戻り、近親者
家族だけ棺の中の娘に プライベートで会うことができました。その時、葬儀屋さんが完成したメモリ
アルカードを 持ってきてくれました。 見ているうちに、涙が溢れてきました。妻は、カードに入れて

欲しい聖句として、 マタイ 11 章 28 節を選んでいたのです。聖書の 31,000 以上の節の中で、なぜこの
聖句にしたのか 妻に尋ねました。彼女は、何年も前に、私が中毒で苦しんでいた時に、この聖句が、
彼女の心の支えになったと言いました。娘のケリも、アルコール依存症に悩む青年と付き合っていたの
で、妻は娘に、定期的にこの聖句をメールで送っていたと言っていました。葬儀場を出ようとした時
に、ビルボード会社から 私のビルボードが掲げられたと連絡がありました。神にしか御出来にならな
い奇跡が起こるまでは、自分がしたことを人に知らせるつもりはありませんでした。妻に見せたいもの
があると伝えました。ビルボード前まで車を走らせた私たちは、二人で涙を流しながら、喜びに満ちて
いました。愛に満ちた生ける神だけが、私たち二人の人生の重要な時に、希望のメッセージを分かち合
うために、密かに語りかけてくだされるのです。（これ好きです） ピッチフォーク（くま手）を真っ
二つに打ち壊している十字架は、 イエス・キリストによる、罪に対する勝利を表現した 私の建設会社
のロゴマークです。大切な娘ケリを、クリスマスの翌日に安らかに眠らせました。私たちの心は傷つい
ていても、私たちの娘が今、黄金の道を歩いているという事実に、私たちは大きな慰めを感じていま
す。栄光の日、愛する人とイエス・キリストに出会う時、 私たちは皆、喜ぶのです。追伸：神は私た
ちの娘が、神の御手の中にいることを示す いくつかのしるしを与えてくださいました。娘の体が墓に
埋葬されるとき、 神は、空に十字架を見せてくださいました。（この写真です）（神はそういうこと
をなさるんですよ。）もしライブ配信される説教で、このメッセージを共有していただけるのであれ
ば、 それはとても喜ばしいことです。このメッセージが、同じように疲れや重荷を負っている人に届
き、 イエス・キリストにしか与えられない休息を必要としている人に 届くことを願っています。
私のメールを、お気軽にどうぞお載せください。 （下のリンクにあります。）私たちの話に共感でき
る人がいるかもしれません。 そして、依存症で悩んでいる人や、大切な人を失った人とも、 ぜひお話
したいです。たとえ私の話と神のメッセージが、 たった一人だけにしか届かなくても、十分価値があ
るのです。私の娘は内面も外見も、今までで一番美しい人でした。彼女は純粋な愛の持ち主で、私たち
が彼女と 26 年間過ごせたことは、大きな祝福でした。 神の祝福を。 ブレット・アドキンソンより」
何が起こるか決して分かりません。 決して分からないのです。私たちは携挙の話をします。しかし、
早すぎる死が携挙前に私たちに起こるとしたら？ あり得る事なのです。ヤコブが語っています。 「こ
れこれの町へ行って、商売をして金儲けをしよう」 という人たち、気をつけなさい。 あなたがたに
は、明日の事は分からないのです。 （ヤコブ 4：13～14 参照）いつも、「神の御心なら」と前置きす
べきだと。最後に、差し支えなければ、 折りがよいので、久しぶりにこの話を共有したいと思いま
す。 ご忍耐に感謝します。これは主からの示唆だと思います。私はまだ 20 代で大変若く、独身で比較
的新しい信者でした。 当時の教会で、とても積極的に活動していました。『少年の家』でボランティ
アをしていました。10 代の里子少年のための家です。悲しいことに、親から望まれなかった少年たちで
す。 私は、可愛らしい 13 歳の黒人の男の子の面倒を見ていました。彼は大変かっこよかったです。
思えば、今、私の娘と同じ 13 歳です。毎週日曜日、教会礼拝の後にこの家に出かけたのです。 私たち
は、ただ彼を励まし、彼と一緒に祈り、彼を祝福し、彼のそばで助け、彼を愛しました。ある日、私は
本当に強い衝動に駆りたてられました。 もし死んだら、主のもとに行くと確信しているのかどうか、
彼に尋ねたいと思いました。彼は、「わからない。」と言いました。 私は、「君にも永遠の命がある
と確信できるんだよ。」 と言いました。「説明しようか？祈ろうか？」と聞くと、 彼は、「うん。」
と言いました。だから私は、彼に福音を分かち合い、 彼はその日、キリストを受け入れました。

その一週間後、彼は溺死したのです。私は彼に、福音を共有して本当に良かったと思いました。 私は
彼に会いたいです。天国で再び会いたいです。誰にも、何が起こるか決して分からないのです。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。福音に、感謝します。 永遠のいのちという
贈り物に、感謝します。私たちにこの贈り物を差し出せるようにと、 私たちの身代わりに、私たちの
ために、あなたの命で、 その代価を全額支払ってくださったことに感謝します。主よ、私はこの動画
を見ている人のために祈ります。 彼らがこの動画を見ていること、更には見続けていることは、偶然
ではありません。あなたに委ねたことがなく、 あなたに信頼を置いたことがなく、あなたを呼び求め
たことがない人にとって、今日が、彼らにとって、永遠のいのちのための 人生で最も大切な決断の日
となりますように。イエスの御名によって祈ります。 アーメン。
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http://www.calvarychapelkaneohe.com/
Calvary Chapel Kaneohe47-525Kamehameha Hwy. Kaneohe, Hawaii

筆記 hukuinn7

