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https://www.youtube.com/watch?v=rov1sg35pdI
帰還不能点

おはようございます。 母の日のオンライン礼拝にようこそ。まずは、お母さん方全員に、

申し上げます。祝福された母の日を！ 特に現在の世界状況を考慮して、私たちは、皆さんの母の日が
超自然的に 超祝福されることを心から願っています。今日のアップデートで、主が 私に語らせようと
しておられると思うのは、俗に言う「帰還不能点(後戻りできない段階)」を 私たちが通り越してしまっ
た可能性が 十分にあるということについてです。私がそう言うのは、今日の世界は、 もう引き返すこ
とのできない決定的な地点に 達しているように思えるからです。今や、悪は最高潮です。私が告白せ
ねばならないことで、 木曜日の夜にも言ったことは、この危機に関して、 さらなる情報が明らかにな
り、また、この危機という旗印の下で 行われている悪事が明らかになるにつれ、私の心は、大変騒い
でいます。
主は、ノアの時代のことと、 創世記 6 章に書かれていることを、 私に思い起こさせました。
5 節～6 節を読みます。
「主は、地上に人の悪が増大し、 その心に図ることがみな、 いつも悪に傾くのをご覧になった。」
（創世記 6：5）
「それで主は、地上に人を造ったことを悔やみ、 心を痛められた。」 （創世記 6：6）
面白いのは、福音書の中で救い主ご自身が 次のように語っておられる事です。ノアの時代の悪は、 終
わりの日の悪のようだ、と。イエスは、ルカ 17 章 26 節で こう仰いました。
「ちょうど、ノアの日に起こったのと同じことが、 人の子の日にも起こります。」 （ルカ 17：26）
注目すべきは、 「悪」は「生きる」の反対読みです。E-V-I-L（悪）⇔

L-I-V-E（生きる）

そして、「悪魔」は「生きた」の反対読みです。D-E-V-I-L (悪魔）⇔

L-I-V-E-D（生きた）

私がそう言う理由は、悪が善とされ、善が悪とされる世界では、 それには説得力があるからです。と
言うのも、何とまあ、美容師が刑務所に入れられ、 性犯罪者が刑務所から釈放されているんです。そ
れはすべて逆なのです。 善が悪となり、悪が善となっています。イザヤ書 5 章 20 節では、 悪を善と呼
ぶ者に呪いを宣言しています。イザヤは「ああ」と書いていますが、 「ああ」は呪いです。(新改訳初
版）
「ああ」と言うのは、「すごーい」という 感じではなく、呪いなのです。
「わざわいだ（ああ）。悪を善、善を悪と言う者たち。 彼らは闇を光、光を闇とし、 苦みを甘み、甘
みを苦みとする。」 （イザヤ 5：20）
私はこの特定の節について考えていました。 殆どの方にとって馴染み深いものだと思いますが、そし
て何となく私が気が付いて、 ある意味、私の疑問に答えが与えられました。その疑問とは、これらの
人々は、自分達がしていることが ノアの時代のような悪であることを 本当に知っているのでしょう
か？
彼らが考えたあらゆる思考、 彼らが持っていたあらゆる意図は、止むことなく、常に、四六時中、絶
えず、 悪でしかありませんでした。冗長的なのは分かっています。私は、イザヤが「彼らには分かっ
ているのか？」という この質問に答えてくれているように思います。私が信じるところでは、 彼らは、
現実に、自分達がやっている悪事が、 人類のためだと考えています。彼らは、自分達がやっているこ

とが 悪だとは気づいていません。 彼らにしてみれば、それは善だから。だから悪が善であり、善が悪
なのです。
疑う人がいないように、言っておきますが、 悪は「超高速」に乗っていて、急いで付け加えると、今
日行われていることは 何年も前から計画されてきました。ちなみに、私が「超高速」という表現を使
ったのは、COVID-19 ワクチンを特定して実施するための 「超高速作戦」が先日、導入されたためで
す。
私が面白いと思って、 今日お話ししたい事は、今日私たちが見ていることの多くが、 筋書きに沿った
もの、 計画されたものであるように思える事です。先週、私は「イベント 201」と呼ばれる、 以前の
アップデートで言及したことを 再検討しました。これをご覧ください。 実際は「2-Global-1（2-グロ
ーバル-1）」。「グローバル 2021、2021 年」だと 提案する人もいます。それは、昨年の 10 月 18 日、
選りにもよって ニューヨーク市で開催されたイベントでした。このパンデミックが襲う わずか数週間
前です。イベント 201、または

2-グローバル-1 は、 高レベルのパンデミック演習で、「架空のコロナ

ウイルス」と呼ばれるものをモデルに、 世界的なパンデミックを想定したものです。ー以下引用しま
すー
その主催者は、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団、 ジョン・ホプキンス大学、 世界経済フォーラムでした。
世界経済フォーラムについては、 この後すぐにお話したいと思います。皆さんも”イベント 201”のウェ
ブサイトで、 実際にこの模擬実験のビデオを見ることができます。それは、実際は、色んな専門家た
ちによる 討論会という形になっています。彼らは基本的に、この模擬実験において、 シナリオを元に
話し合っています。「架空のコロナウイルスが 世界的に大流行したらどうなるか？」ですからこの討
論会の設定で…皆さんも、これらのビデオを見ることができます。 「イベント 201」の数時間分のビデ
オが ネット上にあります。注目していただきたいのは、 「コミュニケーションについての考察」と題
した 第 4 セグメントのビデオです。以下は、私が文字通りに、 一言一句違わず、その発言内容を 文字
起こししたものです。ビデオを見ながら、入力、一時停止、 入力、一時停止、入力しました。これは、
この模擬実験において、 これらのビデオ中にある彼らの発言を 一語一語、再現したものです。その談
話や、伝達方法の管理に関して。最初の引用は次のとおりです。
「公衆衛生上の必要性に関する情報管理を 中心にした、以前の話し合いと同様に...コミュニケーション
方法については、 集権的対応が必要だと思われます。...それは、そこから NGO コミュニティ内の 代
表的賛同者に知らせるために、 段々と転送していくことができます。」
NGO は「非政府組織」の頭字語です。「...NGO コミュニティー内... そして、医療関係者などに。」
「国際的に一元化して。」「...なぜなら、データ事実および重要なメッセージを 一元管理する必要があ
るためです。」次は、別の出席者からの引用です。
「それに加えて、恐らく私たちがやりたいことの一つは 通信事業者との連携だと思います。...私たちが
提供したいと思うコミュニケーションに 誰もが確実にアクセスできるように。それが重要になるから
です。」もう一つ引用します。別の出席者から。
「我々は毎日の状況説明において 非常に明確に、彼らに話すことができます。...この場合、中心になる
機関としては、 "世界保健機関”以外には考えられません。」では、別の引用です。これは非常に興味深
いです。 非常に注意深く聞いてください。
「補足的な戦術としては、宗教組織や市民社会や、 その他の機関などを選んで誘い..また基本的に、ほ

ぼ草の根レベルで 誠実さを持つことだと思います。」 ー引用終了ー
「え～何だって？！」つまり、我々がこれからやろうとしていることに 信用を与えるためには、宗教
的なコミュニティを 誘う必要がある。 なぜなら、それが信憑性と誠実さを 増すことになるから。も
う一つ別の引用があります。ここからが本当に面白くなります。ー引用ー
「ソーシャルメディアのプラットフォームは、偽情報の影響を受けやすいフォーラムが誰なのか、 理
解を深めるチャンスがあります。」 ー引用終了ー

そして最後の引用です。

「我々は、ソーシャルメディアが大きなダメージを 与えるのを食い止める必要があり、...我々はそれを
利用し、 味方につければいいのです。...彼らと協力して、このような 偽情報を避けるようにしなけれ
ばなりません。」驚くべきことではないと思いますが、 CNBC は次のように報告しています。
「Facebook は、 コロナウイルスの偽ニュースに『いいね！』や 反応する人への警告を開始する。」
実際にはもっと悪いんです。私は先週発表されたばかりの 報告を読んでいましたが、彼らには最高裁
があって... 今、フェイスブックの話をしていますが、 最高裁のようなものがって、20 人で構成されて
いて、Facebook のプラット フォーム上の全投稿を常に監視しています。さて、水曜日にブライトバー
ト(Breitbart) が 報道しました。「Twitter は、今や、あなたが間違った考えを 投稿しようとすると、
警告を与える」”間違った考え” 「あ～私の考えをコントロールしたいのですか？」「はい。」では、私
が何か、あなたによれば 「間違った考え」であることを投稿したら、 それは、間違った考えで、つま
り、正しいことが間違ったことになり、 間違ったことが正しいことに なりえるのですね？

はい、善

は悪とされ、悪は善とされるからです。繰り返しますが、それは筋書き通りなんです。 それに、もっ
と悪化します。
冒頭で述べたように、イベント 201 は 世界経済フォーラムの主催でもありました。彼らのウェブサイト
は 非常に緻密に計画されたものです。画面に URL を出します。世界経済フォーラムのサイトに行くか、
「世界経済フォーラム」を検索すると、 このウェブサイトが見つかります。ここまで進むと、言って
おきますが、 私はこんなのは見たことがありませんでした。それはものすごく徹底的なんです。私が
それを指摘し、 皆さんの注意を引きたいと思う理由は、彼らにはすでに世界的な計画が 整っていたよ
うであるからです。これらのスクリーンショットがその証拠です。この写真は”COVID-19”のページで
す。さて、これはただ 1 ページだけですが、 どのくらいの数のリンクがあるか分かりません。本当に、
このウェブサイトでこれらのリンクを すべて調べるには、文字通り何時間も、 多大な時間がかかるで
しょう。
ともかく、これは COVID-19 のページで、 想像しうる全ての事へのリンクがあります。「ワクチンの
発見」とか、 「メディアの役割」などといったリンクです。「COVID-19 期間中のメディアの役割」。
さて、それを選択すると、それに関係するリンクがもっと出てきます。 次のようなリンクです。いい
ですか？
グローバル・ガバナンス＝世界的統治、そして、 インターネット統治。インターネット・ガバナンス。
ここにあるのは 「デジタル・アイデンティティ」のリンクで、 「Hive-B」と韻を踏む技術へのリンク
があります。私がそんな風に言ったのには理由があります。「Hive-B 技術」です。
少し挙げるだけでも、「人工知能とロボット」、 「デジタル経済と社会」、 「ブロックチェーン」な
どがあります。ブロックチェーン技術に馴染みのない皆さん、 それについては、後でもう少しお話し
ます。

それは仮想通貨、デジタル通貨と関係があります。画面上は、「ワクチンの発見」というリンクで、
そこには多数のリンクがあります。なんと、「気候変動」や、事もあろうに 「LGBT インクルージョ
ン」などへのリンクです。以下は、このページからの引用です。「ほとんどの専門家は下記の信念を表
明している...
効果的なワクチンを一般に提供するには 少なくとも 1 年はかかる。」私はこれにあまり深く入りたくな
いのですが、しかし、少なくともここに示されている、 もう一つのリンクには、 コメントせざるを得
ないと思います。それは「バイオテクノロジー」のリンクです。その理由は、私たちがここ一か月以上
話してきた すべてのことが詳述されているからです。生体適合性のある近赤外量子ドットタトゥーに
よる 「身体活動データ」として知られる技術を使用する 前述のワクチンに関して。それは、予防接種
を記録するために、 マイクロニードルパッチによって 皮膚に注入されます。誰が予防接種を受け、
誰が予防接種を受けていないのかを 特定できるだけでなく、また、あなたのデジタル ID にもなります。
多くの人はそれが ID2020 であると考えていますが、 これはすでに環境が整っています。この ID、こ
の記録、 このマーク(刻印)があると、、、私たちはこのことについて 話していたばかりなんです。私
は先週、ある店に行きました。今、ここハワイ、この島では、いくつかの店では、マスクをしていない
限り、 店舗に入って何を買うこともできません。だから、私はマスクを着用して、店内にいます。私
はマスクをしない方がいいと思います。 テロリストのように見えるから。だから、私は妻に アロハ、
パイナップル、ヤシの木のついた マスクを作ってもらいましたが、 それでもダメでした。私はそれで
も...まあ私の問題については、もういいでしょう。だから、その店に入って何かを買うためには、 マス
クをしないといけません。だから、私はマスクをして店に行き、、、 心の中で思いました。あっ、面
白いな。今日は、マスクです。M-A-S-K（マスク）しかしまもなくすると、聖書が語っているように、
もう M-A-S-K（マスク）ではなくなり、 M-A-R-K（マーク・印）になります。「買いたいなら？」
「売りたいなら？」「生きたいなら？」マーク(印)が必要です。今は、まるで 条件付けをしているよう
です。マスクをしなければなりません。では。。。この ID2020、この生体適合性量子ドットタトゥー
は、 あなたを記録し、あなたの身元を 確認するものとなるでしょう。あなたが基本的な商品やサービ
スを 利用できるように。先週ですが、これは面白いです。 信じられないようですが、ホントのことで
す。「ルシフェラーゼ(発光酵素)」の情報を 何人もの方から送っていただきました。私は誰かがそうい
う読み方を したのを聞いただけで、読み方を知らないのですが、私には 「ルシファー・イレース（消
去）」のように 見えます。あるいは「ルシファー・レース（種）」でも、 略して「ルシファー」と呼
んでもいいでしょう。私は調べる時間があまりありませんでした。でも、少なくとも、 言及しておき
たかったんです。画面上にあるのは、NIH(アメリカ国立衛生研究所) アメリカ国立生物工学情報センタ
ーの ウェブページです。「自己発光型量子ドット複合体の作成」について。どうやら、これがそのタ
トゥー(入れ墨)、 つまり刻印の動力源になるようです。
その要約からの抜粋に 耳を傾けてください。
「これらの自己発光型量子ドット複合体は、...市販のカルボン酸提示量子ドットを 発光タンパク質レニ
ラ・ルシフェラーゼと 結合させることによって作成できる。」または、略してルシファー。それが実
際にその動力源となり、 それに光を与えるものなんです。 興味深いです。ところで、私たちはこれに
ついても話しましたが、 ビル・ゲイツには出願中の特許があります。それには誰かが割り当てた番号
があります。 WO 2020 060606。さて、それは特許番号ではありません。実際にオンラインのメンバー

から、 これについてメールをいただいたのですが、彼女は弁理士で、それは正式な特許番号ではない
そうです。 ならば、もっと興味深いです。なぜなら、それは、この出願中の特許に 誰かがその番号を
割り当てたことを 意味するからです。では、これは何の特許申請でしょうか？

それは、「身体活動

データを利用した 仮想通貨システム」として描写されています。仮想通貨に詳しい人もいますが、実
は この「データマイニング」が必要なんです。それが仮想通貨においては重要です。仮想通貨はもち
ろん、デジタル経済で、 ブロックチェーン技術を使用して すべての人の通貨を追跡するもので、この
仮想通貨を使って売買することができます。昨日私が知った別の情報があります。そして、皆さんが調
べられるように お知らせしたいと思います。皆さんは素晴らしいです。私に時間がないときはいつも、
皆さんにとても感謝します。すごいスピードで非常に多くの情報が 出て来ているのです。実際にすべ
てを調査し 精査するには時間が足りません。ということで、提示だけしておこうと思います。下院決
議案 6666 です。それは法案です。 引用します。
「保健福祉省長官に権限を与え、...資格のある事業体に助成金を授与して、 COVID-19 の診断テストを
実施し、...接触者追跡などの関連活動を、 移動医療ユニットや、（聞いてください。） 必要に応じて、
個人の”住宅”で、 ”その他の”目的に応じて実施する。」 ー引用終了ー
さて私が理解する限り、懸念されるのは、これが保健福祉省に、検査と隔離を目的として、 個人の住
居、住まいに立ち入る権利を与える事です。私が信じていることは、このワクチンが…それに付随する
バイオテクノロジーや、 追跡能力、この量子ドットタトゥーを以て、ちなみに、原語であるギリシャ
語の新約聖書では 黙示録 13 章で、反キリストがいかに強制させるか、 その預言がある箇所で、これは
強制されるものになります。
「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、 ...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。」 （黙示録

13：

16-17）
原語の「刻印」という言葉は、 英語の「入れ墨(タトゥー)」という単語の語源です。ですから、その技
術はすでに存在しています。私は、これが最終的に、究極的には 獣の印になるだろうと提案します。
ここで、問題があります。問題は、彼らが次のような筋書きと情報送信を 継続していることです。
「全員がワクチンを受けるまでは、 通常の生活に戻れない」と。これは多くの人が言ってきたことで
すが、 その最たる人物がビル・ゲイツ本人で、 彼は何度もこう言ってきました。これらのインタビュ
ーは ネット上で見ることができます。彼は繰り返し言ってきました。 「我々は通常に戻ることはでき
ない。 大勢の集会も。」「全員が予防接種を受けるまで、 通常に戻ることはできません。」だからこ
そ、私は、私たちが前述の『帰還不能点』を 通り過ぎていると、心から信じているのです。私たちに
分かっている事実が その理由です。ということで、月曜日に US News and World Report が 次のタイ
トルの記事を掲載しました。
「調査が示唆するところでは、 多くのワクチン懐疑論者が、 COVID-19 ワクチンを拒否するつもり
だ。」
それが大きな問題になりえる理由は ここにあります。大きな問題というのは、 彼らがそれを拒否する
ことです。その中で、彼らが言っている事を 引用します。「新型コロナウイルスのワクチンの供給可
能性は、 アメリカ人がいつ通常の生活に戻れるかを決定する上で 重要な役割を果たすだろう。」その

記事は、続けて、何が大きな問題であるかを 取り扱っています。 聞いてください。引用します。
「ワクチンの安全性については、 全体の約 1/5～2/5 のアメリカ人が 不安を感じているとの試算もあ
る。」これは引用ではなく、私の意見として加えますが、 「それは当然のことです。」引用に戻りま
す。 彼らの見解と意見によれば、問題はこれです。「これらの個人の大半が COVID-19 ワクチンの接
種を見送る場合、復旧プロセスを台無しにする可能性がある」 ー引用終了ー
敢えて言うなら、 拒否する者は強制されることになる、 ということでしょうか？

それは、すべて、

「全体の利益のため」という 名目で行われているからです。 人類全体の。仕事に復帰しよう。通常の
生活に戻ろう。でもあなたはダメ。 あなたは仕事に行く事ができない。 あなたは売り買いできない。
このワクチンを受けるまでは。ですから、やはり、 それは強制されるのです。私が思うに、アメリカ
人が通常の生活にいつ戻れるかを 決定する上で、ワクチンが重要な役割を果たす 可能性が高いことが、
もっと大きな問題であるのは、大飢饉の怖れに関係しています。木曜日のアルジャジーラによると、
国連が次の警告をしています。 これを引用します。
「今我々が直面しているのは、 二重のパンデミックであり、飢饉によるものだ。 それは我々に（聞い
てください） 聖書的な規模の影響を与える可能性がある。」私たちが話しているのは、 中東のアルジ
ャジーラですよ。そして、彼らはこの二重のパンデミック、 つまり、このウイルスだけでなく、 この
後に続く飢饉が…

ですから、疫病、パンデミックがあって、 それから飢饉です。聖書的な規模で。

あら。聖書的な規模について話したいんですか？

ちなみに私も同感です。黙示録 9 章 20 節と 21 節を

読みます。
聖霊によってヨハネが書いています。
「これらの災いによって殺されなかった、 人間の残りの者たちは、悔い改めて自分たちの手で 造った
ものから離れるということをせず、悪霊どもや、金、銀、銅、石、木で造られた偶像、 すなわち見る
ことも聞くことも歩くことも できないものを、拝み続けた。」 （黙示録

9：20）

「また彼らは、自分たちが行っている 殺人、魔術、...」その言葉をご記憶ください。 あとから戻りま
す。
「...淫らな行いや盗みを 悔い改めなかった。」 （黙示録

9：21）

言い換えれば、残された人はみんな...ところで、7 年間の患難時代に、神の裁き、神の御怒りが キリス
トを拒絶する世界に注がれる時、私たちは、地球の人口の 1/4 が死ぬと と告げられています。1/4 です
よ！

ここでヨハネは、これらの災いによって殺されず、 悔い改めなかった者たちのことを言ってい

ます。彼らは悔い改めようとせず、 魔術を悔い改めようとしませんでした。さて、これは原語のギリ
シャ語新約聖書では 興味深い言葉です。この言葉、sorceries（魔術）は、 「pharmakeia（ファルマキ
ア）」の訳で、 そこから英語の「薬局(pharmacy)」、 「薬剤(pharmaceutical)」が派生しています。
ちょっと奇妙な感じですよね。では、黙示録 18 章 23 節を見てみましょう。 それが少し空白を埋めてく
れるかもしれません。
「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無い。...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（バビロン）が 地上で権
力を握り、...おまえの魔術 （＝sorceries/ファルマキア/pharmakeia）によって すべての国々の民が惑
わされ、」 （黙示録

18：23）

ちょっとここで止まります。言い換えると、何か薬剤に関係するもの、魔術に関係するもの...

何かが、

惑わしだったのです。なぜなら、このことによって、すべての国々が 惑わされたからです。ここで本
当に興味深い事があります。なぜ私はこのワクチンが、、、なお、私はたぶんこれを言っておくべきで
しょう。というのは、私はこれについて尋ねられましたし、 もしかしたら、皆さんも 疑問に思ってい
るかもしれませんから、なんということ！
うなるのでしょうか？

では、ワクチンを受けなければ 復職できない場合は、ど

私はあなたを励まし、クリスチャンとして、 あなたがこのような立場に置か

れることがないのを 保証したいと思います。クリスチャンであるあなたが、 この立場に置かれること
がない理由は、 あなたがここから居なくなるからです。そして、あなたがここに居ない理由は、教会
携挙は、絶対に、7 年間の患難前に 起こらなければならないからです。先週、私はこう言いました。
「大患難前携挙という健全な教義に関し、 どっちつかず（ wishy-washy／ウイッシィウオッシィ） に
なっている場合ではありません。」と。オンラインメンバーからのコメントを貰いました。
「私は wishy-washy/ウイッシィウオッシィ (どっちつかず)なのではなく、 watchy-watchy/ウオッチィ
ウオッチィ (見張って構えている)なんです。結構、気に入りました。 印象的ですよね。
watchy-watchy/ウオッチィウオッチィ ＝見張って構えている。私がそう言うのは、賢いふりや、 可愛
いふりをするためではなく、私がそう言うのは、教義上、 患難前携挙という健全な教義について、 堅
実で健全になるべき時があるとすれば、それは今だからです！特に今！なぜなら、これが近づいている
から。これが実現しようとしているなら、 クリスチャンとして、私は、 それが起こる時に私がここに
は居ないことを 知っているからです。ああ！それがすべてを変えます！それは形成を一変させます！
だから何かが来ようとしています。 薬剤、ファルマシアを介したもので、 非常に欺瞞的になるもので
す。付け足すと、黙示録 16 章 2 節によると、 それは非常に有毒になります。私がその言葉を使うのに
は、理由があって、 まもなく分かります。聞いてください。 黙示録 16 章 2 節。
「第一の御使いが出て行き、鉢の中身を地に注いだ。....すると、獣の刻印を受けている者たちと 獣の
像を拝む者たちに、 ひどい悪性の腫れものができた。」 （黙示録

16：3）

さて、私がはっきりと認識しているのは、 幾人かの人、もしかしたら多くの人にとっては、 この傾向
があって、彼らは、携挙が起こるとき、 取り残されて、7 年間の患難時代に入っているでしょう。そし
て、もし、神の恵みによって、 あなたはこのビデオを見ていて、携挙がすでに起こって、あなたが 7 年
間の患難時代にいるなら、この刻印 (マーク) が、一つの像を礼拝することに 関連して来ることを知っ
てください。私は、その像が、その獣、つまり反キリストの AI 画像、人工知能画像であると信じてい
ます。
それは非常に具体的なものになります。それは、ただ薬局に入って行って、出てきたら、 「なんてこ
った。刻印を受けてしまった。」 と気づくようなものではありません。いいえ、そんなものではあり
ません。
他に良い言葉が見つかりませんが、 それは非常に明白なものとなります。なぜなら、それは、獣の像
を崇拝することと 関連づけられるからです。で、面白いのがこれです。だから刻印を受けた者は、一
度刻印を受けたら、 その運命を決定したことになります。いくつかの議論がありますやはり、あまり
深入りしたくないのですが、 いくつかの議論があります。彼らが開発しようとしているこのワクチン
には、 現実にあなたの DNA を変える可能性がある という事に関して。... 私たちは神のかたちに似せ
て創られたのに、 それを変える何かをあなたが受け入れたなら、あなたは永遠に破滅です。終わり。
刻印を受け入れる人。私が黙示録 16:2 について話したかった理由は、それには反応があること、感染症、

それも非常に深刻な感染症が起こることを 示唆しているようであるからです。この刻印/予防接種(ワク
チン)を受けた人に。あぁ。。。私が言いたいことがあるのですが…「主よ、これは言った方がいいの
でしょうか？」 （ちょっとお待ちください。。。「はい。分かりました。言います。」ビル＆メリン
ダ・ゲイツ財団は インドから追い出されました。なぜでしょうか。彼らは、幼い女の子たちにワクチ
ンを打っていて、 彼女たちは死に至らなかったとしても、 不妊になるか、麻痺状態になるか、 また
はその両方だったからです。
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団に対して 本当に数多くの訴訟が起こされています。「善を行う」という
旗の下で、 第三世界の国々の人々に接種されたワクチンの為に。非常にたくさんの人が・・・。 私は
その数を見ました。 やはり、もっと時間があったらいいのですが、多分。。。またしても、 皆さんは
熱心なオンライン教会ですから、もし、ご自分で調査をされたら、 私にも教えてください。私はこの
ワクチンのせいで麻痺している人々が、 かなりの数おられると聞きました。彼らの人生は、身体面で
は、永遠に すっかり変えられてしまって、ワクチンのせいで、彼らは身体的にも医学的にも 大きなダ
メージを受けておられます。だから黙示録 16 章 2 節で、 そのような反応があると語られているのは、
理にかなっています。刻印（マーク）を受けている人に、 ひどい悪性の腫れものができると。さて皆
さんの幾人かは、 内心思っておられるかもしれません。「JD 牧師、私は怖くなってきましたよ！」と。
さて、私がよく言ってきたことですが、 こんな言い方を許してください。しかし、私は、むしろ、あ
なたをひどく怖がらせて 地獄から引き出し、天国に入れたいのです。あなたにお世辞を言って地獄に
行かせるよりも。私はお世辞を言って、あなたを地獄に行かせるよりも、 あなたを怖がらせて、天国
に行かせたいんです。あなたはこのビデオを見ているかもしれません。因みに、あなたがこのビデオを
見ているのは 偶然ではありません。そして、あなたがまだ見ているのは 決して偶然ではありません。
そう、あなたは止めようかと思いましたね。 "X"をクリックして閉じようかと。がしかし、神は、 今
この瞬間、あなたに語っておられると 私は信じています。そして、私はあなたに言いたいのです。 確
かに、これは悪いニュースです。しかし、ここに良いニュースがあります。確かに、これは悪です。が
しかし、神は、 神だけがお出来になる方法で、悪のために意図されたことを使って、 それを善のため
に働かれます。それがお出来になるのは、神だけです主は私に、 詩篇 76:10 を思い出させてくださいま
した。皆さんにこれを共有したいと思います。それは私に言わせれば、聖書全体の中で 最も深遠な真
理の一つです。それはまさにこのダイナミック、 まさにこの真理を論じているからです。その真理と
は、次の通りです。詩篇 76 章 10 節。
「まことに 人の憤りまでもが あなたをたたえ あなたは あふれ出た憤りを 身に帯びられます。」
（詩編

76：10）

言い換えると、人間の怒りさえも、神を賛美します。神は人の怒りを受けて、 ご自身に栄光をもたら
すことがお出来になります。神は人間の悪を以て、 ご自分への賛美をもたらすことがお出来になりま
す。
「怒り」という語の 原文のヘブライ語の単語を調べてみました。それには、「熱、毒、悪意、憤り」
といった 意味が込められています。私に言わせれば、それがすべてを物語っています。神は、人間の
怒り、人間の毒、 人間の悪意、人間の策略を使うことができます。そして、神だけがお出来になるか
たちで、 ご自分を賛美するようそれらを用いられます。私は、創世記 50 章 20 節のことを思います。ヨ
セフが兄弟たちに 自分の正体を明らかにした箇所ですが、彼の容姿は全く変わっていたに違いありま

せん。もちろん随分年月が経っていましたから。彼の兄弟は彼に全く気付かなかったのです。彼らは、
それが自分達が奴隷として売った弟、 死に至らせるため置き去りにした弟のヨセフだとは 全く気付も
していません。
そしてついにヨセフはもう我慢できなくなり、 兄弟たちに自分の正体を明かすのです。そして彼らは
恐怖に打ちひしがれます。 当然のことながらそうでしょう。今やヨセフはパロに次いで 世界で最も権
力のある男だったのですから。ヨセフが指を鳴らせば、 彼らの首など すぐ飛ばされるのですから。し
かしヨセフはそうしませんでした。ヨセフは彼らにこう言います。「あなたがたは私に悪を謀りまし
た...」
あなたがたが私にしたことは、 全くの悪でした。...が、(しかし）神が、私はこの 2 つの言葉（BUT
GOD)が大好きです。 それはすべての様相を変えるからです。
「あなたがたは私に悪を謀りましたが、 神はそれを、良い事のための計らいと してくださいました。
それは今日のように、 多くの人が生かされるためだったのです。」 （創世記

50：20）

私は以前にもこの話をしましたが、 再びお話しします。私がこの話をするのに 飽き飽きされませんよ
うに。私の言うことを、誤解しないでください。しかし、私はこの危機にとても感謝しています。なぜ
なら、神がなさっていること、 これまでになさったことのためです。そして残された時間の限り、 こ
れからも続けて行なわれるだろうと 私は信じています。すなわち、多くの人を救うことです。私は、
このことのお陰でキリストのもとに来た人が 天国にどれくらいいるかは、 想像もつかないと思います。
それは良いニュースです。 私には、もっと良いニュースがあります。「Gooder=より良い」が正しい
英語でないことは 知っていますから、メールしないでください。でも"より良い"ニュースがあります。
悪いニュースが悪ければ悪いほど、 良いニュースはさらに良くなります。これは悪いニュースですが、
ここに良いニュースがあります。イエスがやって来られます。 大変間近に。もう間もなく、私たちを
携挙されます。私たちをこの邪悪な世界から連れ出される為に。邪悪さを増しているこの世界から。私
は、「日ごとに」と言っていましたが、今はもう、「1 時間ごとに」とまで 言わなければなりません。
悪がどんどん上塗りされていますから。私たちは、これらの毎週の預言アップデートを、復活の日曜日
とクリスマスを除いて 14 年以上やって来ました。毎週、私たちはイエス・キリストが すぐ来られるこ
とについて話してきました。救いの良い知らせである イエス・キリストの福音を。過度の簡略化をお
許しください。しかし、唯一の希望、 唯一の答えは、イエスです。それが唯一の答えです。 皆さんに
ある唯一の希望は、イエスです。私が他に何も達成していなくとも、 また、何も達成しなくとも、あ
なたを出来るだけ早く、 イエスの所へ連れて行ければ、 私は自分の仕事をしたことになるのです。彼
が唯一の答えです。 彼がこの世界に対する私たちの 唯一の希望です。私たちは

”救いの ABC”

を始

めました。それは簡単な救いの為の説明です。決してどなたの知性も 侮辱しようとするものではあり
ません。ただ子供のような、、、 「子供じみた」ではなく、子供にも分かる、 救われる方法の簡単な
説明です。それが私が今日、 皆さんに共有したいものです。おそらく 2 つのグループの人々が これを
見ておられます。1 つのグループは、すでに主を知っている方、 主を褒めたたえます。別のグループは、
救われる為に主のお名前を まだ呼び求めたことがない方。私は今日あなたに嘆願します。 今日が、救
いの日です。あと 2 分下さいますように。イエス・キリストの福音によって 救われる方法を説明します。
福音とは、”良い知らせ”

です。イエスが来られ、最初の時です。 彼は十字架につけられ、葬られ、

3 日目によみがえりました。そして彼はいつか再び戻って来られます。まず A です。これは、非常にシ

ンプルで 子供でもわかる簡単な救われる方法です。
Ａ：自分が神に背いた罪びとであり、 救い主を必要としていることを、 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 3 章 23 節が、その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 6 章 23 節は、他に良い言い方がないのですが、 パッケージになっていて、先に悪いニュースが
あって、 それから良いニュースです。悪いニュースは何か？ああ、私たちの罪には罰がある事。
「罪が支払う報酬は死です。...」 (ローマ 6：23a）
死刑宣告。それが悪いニュースです。私たちは皆、罪のために 永遠の死刑を宣告されています。ここ
に良いニュースがあります。
「しかし、神の賜物は、私たちの 主キリスト・イエスによる永遠の命なのです。」 (ローマ 6：23b）
それは与えられた贈り物で、 イエスがあの十字架の上でそれを全額支払いました。彼は自分の命をも
って、 「全額」支払って下さいました。私たちを買い戻し、贖うために、 イエスはすべてを犠牲にさ
れました。そして、彼が支払ってくださった 永遠の命という贈り物を 私たちに提供してくださってい
ます。
あなたがその支払いをするなら、 それは贈り物ではありませんよね？

他の誰かがそれを支払い、 あ

なたにそれを与えるなら、それは贈り物です。あなたにそれを贈るのです。それは贈り物の中の、贈り
物です。それが A です。これが B です。
Ｂ：あなたの心で、 イエス・キリストが主であると

Believe/信じる事。

そして、ローマ 10 章 9 節と 10 節が言うように、
「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）

”救われる” 救われうるとか、救われるはずだとか、 救われるかもしれない、ではなく、決断は既に下
されています。評決は次のとおりです

:「完了した。」あなたは救われるのです。負債は支払われまし

た。
最後に C です。
Ｃ：主の御名を Call/呼び求める、Confess/告白する。
ローマ 10 章 9 節と 10 節が言うように、
「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）
その理由です:
「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 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）
祈りましょう。
天のお父様。 ありがとうございます。主よ、私は今、これを見ている人で、 あなたを呼び求めたこと

がなく、心で信じて、口で告白し、罪の赦しを求めてあなたを信頼し、 自分たちの罪を認め、 救い主
としてのイエスを必要としていることを 認めたことのない人のために祈ります。彼らが今、この瞬間
にそうされますように。この生涯で最も重要な決断を先延ばしにし、 遅らせることがありませんよう
に。永遠の命を得るために。 まだ時間があるうちに。主よ、もう一つ...締めくくる前に、 私は本当に
祈って願う必要があると感じています。そして、それはクリスチャンのためです。今、私たちには、迷
える人々に手を差し伸べる 人生最大のチャンスがあるという事を 私は心から信じています。まだ日が
あるうちに、まだ時間があるうちに、 毎日すべての人をイエスに近づけるために。人々は問いかけて
います。 私たちにはその答えがあり、それをすべての人に与えることができます。私たちが持ってい
る あの希望について。主よ、ありがとうございます。そして最後に。マラナタ！主イエスよ。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。 アーメン。神の祝福がありますように。
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