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https://www.youtube.com/watch?v=31MUYupMrVk

アロハ、私たちの ”聖書預言＆アップデート” 初回のライブ配信へようこそ。今、ハワイ時間で午前 9
時です。このライブストリームが終わったら YouTube チャンネルに アップロードさせていただきます。
また、FacebookやTwitterなどの 他のソーシャルメディアでも配信します。宜しければ、本題に入りた
いと思います。間違いなく私たちには、 学ぶべき事がたくさんあります。今日一緒に過ごすこの時間
の中で、 皆さんが祝福されることを願っています。主が私の心に置かれたものを皆さんと分かち合い、
それによって励まされますように。今日は、私がお話ししたいと思っているのは、この無比無類で、前
代未聞の、 コロナウイルスのパンデミックが どこに向かっているのか、そしておそらくもっと重要な
のは、これに対する 私たちの対応がどうあるべきかということです。私の信念は... 私がこれを信じて、
こう発言しても 驚かれないだろうとわかっています。しかし私は本当に信じているのですが、 事実、
これが最終的に以下のものを もたらすものかもしれません。
教会携挙、反キリストの出現、７年間の患難時代。ちなみに、その順番通りにです。よろしければ、私
の考え方を説明します。また私たちが、人生最大のチャンスを 得る岐路に立っている理由についても
説明します。こう前置きさせてください。もしあなたがこれを見ていて、 今回のことで心底まで震え
あがっているなら、あなたに、 とても良いニュースがあります。しかし私はまず、神の御言葉と、御
言葉の神に、 忠実でなければなりません。そこで、皆さんには、愛をもって、 聖書が次に何が来ると
語っているか その真理を話します。具体的には、聖書の最後の書である ”ヨハネの黙示録”において。
つまり、この世界の混乱と無秩序から起こる 『新世界秩序（ＮＷＯ）』について。私は、今起きてい
ることが、実際、破滅的な状況を 生み出しているかもしれないことを、 提案したいと思います。
世界統一政府、世界統一経済、 世界統一宗教の準備として。終わりの時代に起こることとして、 まさ
に聖書が語っている通りに。その理由は、 このコロナウイルスのパンデミックには、政権を崩壊させ、
経済を崩壊させ、 宗教を統一させる傾向があるからです。 今現在でもそうなっているように。時間の
都合と情報量の多さから...ここ数週間は本当に強烈でした。ただ、あらゆるものに目を通して 全部調べ
ようとしていました。とにかく情報量がありすぎます。そこで私がしたことは、 それを凝縮しました。
ここ数日に報道されたことの一部を 引用したいと思います。心に留めていただきたいのは、 何もかも
が変化し続けているということです。 日ごとに、というだけでなく、でも実に、時間単位でです。
水曜日、ワシントン・エグザミナー誌は 次の見出しで報道しました。「イランは、コロナウイルスの
重圧で、 崩壊するかもしれない。」とEUトップ外交官が警告。また、水曜日には、AP通信は 同様の
見出しで報道しています。「崩壊している！ウイルスが スペインとイタリアの医療を襲う！」皆さん、
イタリアはマジでひどいです。これまた水曜日の CNNの掲載記事は、 （興味深いです。）
「コロナウイルスが、ロシアのプーチン大統領の "2036 年まで政権を維持する 計画" に 打撃を与えて
いる。」これは世界規模での ゲームチェンジャー（流れを変えるもの）と 言えるかもしれません。
木曜日、タイムズ・オブ・イスラエル社は、 速報を報じました。このコロナウイルスパンデミック直
面下での、 ネタニヤフとガンツによる”統一政権”について。私はこれについて考えていました。選挙よ
りも感染症の方が、効果的なようです。元気づけに、 ちょっと言ってみようと思いました。ちょっと
したユーモアをはさんだというか、 少なくとも、そう試みてみました。ところで、誰かの笑い声が聞
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こえないのは、笑う人がいないからです。ほんの少人数のチームがここにいるのですが、 私は彼らが
いてくれることに感謝しています。ということで、私は頑張っていますので どうかご辛抱ください。
叫ぶ相手がいないから全然違うんです。最前列には私が唾を吹きかける人が 座っていないのです。い
いでしょう。
まあ、言ってしまえば、 世界中の政府は、よくても苦戦していて、COVID-19 に対処しようと努めな
がら、 最悪の場合、崩壊しかけています。そこで、木曜日のブレイキング・ イスラエル・ニュースに
よる 不吉な報道です。これを聞いてください。 この記事の中で、イギリスのゴードン・ブラウン元首
相による 世界の指導者達に向けた提案が引用されています。COVID-19 に対応すべく、 世界統一政府
を樹立することです。ちなみに、彼には良い仲間がいます。現在、これが、政府による世界規模での
世界的な取り組みでなければならない、 と提案している人たちがたくさんいます。さて問題は、誰が
前述の世界政府のトップに なるのかということになります。火曜日のハアレツ社の社説記事によると
イスラエル保健相が信じている コロナウイルスの治療法は... いいですか？言いますよ。「救世主！」
お～～
... もちろんクリスチャンとして私たちはそれが、キリストと自称する偽キリストで、 反キリストだと
分かっています。となると疑問が湧いてきます。この反キリスト、この偽救世主は、実際に どうやっ
てコロナウイルスを治すことが できるのでしょうか？ ひと言で、答えます。”ワクチン”あぁこれは、
普通のワクチンではありません。追加料金なしでついてくるのが、量子ドットタトゥー、もしくは、
お好みならば、パッチマークとして知られている物でこれを利用して、彼らは、 予防接種を受けた人
と受けていない人を 記録し、追跡することができるのです。ある情報源によると、 これは、ビル&メ
リンダ・ゲイツ財団を通して 実現されるということです。彼らは ”I D2020”として 知られているもの
を開発しました。今こそ、皆さんにこう言っておくべきでしょう。私の言葉を鵜呑みにしないでくださ
い。ベレアの人々のようになって、 聖書を調べてください。そして、今日私が皆さんに共有している
ことが 真実かどうかを見てみてください。オンラインで検索してみてください。ありますか
ら。 ”ID2020”です。
”量子ドットタトゥー” で 検索してみてください。私に言わせれば、それは技術的に、まさに 私たち
が言われていることを記述しています。彼らが手にし、彼らがしようとし、 あらゆる人に強制するこ
と。
ヨハネの黙示録 13 章に書かれています。さて、まだ別の問題が残っています。何が問題なの？まあ...
新世界、新秩序、 この再秩序とでも言うものは、誰が何を、ということは もう扱いましたが、しかし、
彼らがまだ知る必要があるのは、 どうやって処理をするのか、ということですが、そのような大規模
な... それは巨大なものになります。 もうすでにそうなっていまが、この大量のデータを どうやって処
理するか。答えは？ 5G テクノロジー。興味深いのが、私は報道や記事を読みあさっているうちに、
これによって衝撃を受けました...。すでにネットの速度が遅くなっているのです。 在宅でネットをして
いる人々が大勢いるためで、 みんなが同時にネットを使用しているからです。すでに世界中でインタ
ーネットの速度が 遅くなっているということですね。大変興味深いです。ところで、補足的に言わせ
てください。
他にも預言的な展開が起こっていますが、それらはこの”コロナウイルスの疫病”のために、 影が薄くな
っています。私は理由があって そういう呼び方をしています。明らかな理由だと、みなされるかと思



います。この”イナゴの災難”が起こっています。コロナウイルスのせいで あまり耳にしませんよね。し
かし、それは世界中を一掃しており、 行く手全てのものを破壊しています。先週読んだ報道によると、
事もあろうに、 中国に向かっているとのことでした。実はこれも検索すると出て来ます。イナゴの大
群がいかに壊滅的なものであるかを 知ることができます。それらの大群は、すべてを破壊します。こ
れでも十分じゃなかったら？ 珍しい場所で地震が起きています。マタイ24章でイエスが言われた通り
です。
ほんの 10 日前、ユタ州ソルトレイクシティで 非常に珍しい地震が発生しました。それは、モルモン教
の神殿の尖塔にある 天使モロナイ像のラッパが、 地面に叩き落としました。地面に落ちたんです。ち
ょっと笑ってしまってごめんなさい。神様が、そんなことをされるのが大好きなんです。「うわー、先
生、愛はどこにあるの？」「じゃあ皆さん、ご存知ですか？」モルモン教は偽りの宗教です。偽りの宗
教です。
何が面白いかというと、私は、サムエル記 第一 1章 5 節を思い出します。ペリシテ人が契約の箱を ダ
ゴンの神殿に持ち込んだ時のことです。この像、この偽の神であるダゴンが、 顔から地面に倒れまし
た。
そして、契約の箱の前で壊れたのです。ダグ・ゴーン・イット＝忌々しいそれが由来なのかどうかは知
らないですが。私は、次のように言えると思いますし、 皆さんも同意してくださると思います。今、
神様は最後の警告として、愛情を持って 世の注目を集めようとされているのです。なぜなら、彼は愛
に満ちた神であり、 誰一人として滅びることを望んでおられず、全ての人が悔い改めに来るようにと
望んでおられるからです。私のこの数週間の、主との静かな時間の中で、主は私に、出エジプト記と、
エジプトを襲った災いを示されました。エジプトは、聖書の中では、世の縮図であり、 予型であるこ
とを理解することが重要です。そこで、私が自分のアーカイブに入って 思い出したのが、10 の災いは
全て、エジプト人が崇拝していた 偽りの神々に対して打撃を与えたという事ですナイル川の血の災い。
蛙の災い。
私は蛙には異議があります。(JD)Farag(ファラグ）ではなく、 Frog(フロッグ/蛙）です。彼らは実際
に崇拝していたんです。 これらは神々でした。彼らには 3000 以上の神々がいたのです。そしてこれら
の災いは全て、 エジプト人が崇拝していた偽りの神々を撃ちました。なぜ私はこれを指摘するのでし
ょう？ いくつかの理由があります。その主なものが、出エジプト記に記されている エジプトに降り
かかった 災いが、黙示録に記されている 世に下される神の裁きに 預言的に並行していることです。
まだ未来のことです。実際、2008 年だったと思います。 私たちは、聖書の学びで「出エジプト記」を
学んでいました。本ごとに、章ごとに、節ごとに 進みますから。私たちは実際に、それらの災いの一
つ一つについて、 その予型や比較、類似点を、 黙示録に照らして学びました。というのも、ピッタリ
なんです。
私が提案するのは、真の生ける神が、現代の 偽りの神々を撃たれるという事です。スポーツや、芸能、
特にお金の神を。私に言わせれば、問題は、 これが最終警告なのかどうか？ ではないでしょうか。
私はそうだと信じていますし、 もし、そうだとしたら、人々の心が頑なになるでしょうか、 それとも
心を明け渡すでしょうか？ ご辛抱ください。ここでちょっと向きを変えたいと思います。皆さんが私
の心の声を聞いて下さり、 私がこれから言うことを、 誤解なさらない事が本当に重要です。私が、元
通りの生活に戻ることはないと 信じているように聞こえるなら、それは私が、元通りの生活に戻るこ



とはないと 思っているからです。ライブを始める前に、 チームの人たちに話していたのですが、私が
ますます確信して来ているのが、このコロナウイルスが、 私たちクリスチャンにとって、 携挙で終結
するという事です。間違っているかもしれません。でも、私は、備えをしておいて、 元の生活が戻っ
て来る方がいいと思います。それがどんなものであるとしても。備えをしていなくて、 元の生活が戻
って来ないというよりも。言い換えれば、備えずにそれが起こってしまうよりも、 むしろ備えをして
おいて、 それが起こらない方がいいんです。とりあえず、 普通のような生活が戻ってくるとしましょ
う。今回は、こういう風には進まず、 こうならないとします。では、私は皆さんに 疑問を提示したい
と思います。私たちは、何を失ったのでしょうか？ 何を失ったのでしょう？ 私たちには、失うもの
は何もなく、 得るものしかありません。冒頭で私は、私たちが人生最大の機会の岐路に 立っていると
言いました。それがどういうことかというと、今まだ時間があるうちに、私たちが迷える人々に 手を
差し伸べる機会は 今だという事です。私たちの手が迷える人々に届くなら、 何を失うというのでしょ
うか？私たちには、失うものは何もなく、 得るものしかありません。すなわち、多くの人々の救いの
ことです。 この史上最後の時間において。私は本当に、これが 世界の歴史において、 私たちの知っ
ている現状の、 最後の瞬間だと信じています。ですから、私たちは14年前から預言アップデートを し
てきました。実際 15 年目です。
クリスマスと復活の日曜日を除いて、 毎週日曜日、毎週、私はこの説教壇の後ろに立つ特権に 与って
来ました。そして、主が来られることを 皆さんに伝えてきました。聖書の預言が成就していることを。
その時が近いということを。私は今日、皆さんの前に立っています。今日、主の前に立ち、皆さんに言
います。「今」、主が近いのではなく、つまり、 主の戻って来られるのが「近い」のではなく、主が
戻って来られるのは 「ここに来ている」のです。本当に、心からそう信じています。数年前から、 こ
ういうアップデートをして、”救いの ABC” として知られているもので 締めくくるようにしています。
イエス・キリストにある 救いの福音をもって締めくくっています。そんな風に、今日の この時間を終
わりにしたいと思います。福音とは何か？ 福音とは、良い知らせという意味です。あなたの負債は返
済されました。
あなたの罰は支払われました。あなたは、自由です。その罰は、イエスが初回に来られた時に 支払わ
れました。彼は、十字架につけられ、葬られ、 三日目によみがえられました。そして良い知らせです。
イエスは、いつかまた戻って来られます。今思いつきましたが、主は私がこれを共有するのを 望まれ
ているでしょう。 大変興味深いです。考えてみてください。その 10 番目の災い、エジプトで 10 番目
の災いが何だったかご存知ですね？ それは、長子である長男の死でした。例外は、あなたに子羊がい
て、その子羊の血が、 家の玄関の鴨居にある場合です。そうであれば、どうなるかというと、 その 10
番目の災いが襲ってきたときに、 たしかにそれは襲ってきましたが、死の御使いがやって来て、 それ
は実際に来ましたが、家の玄関の鴨居に十字架の形で 子羊の血が塗られていたなら、その死の御使い
は、 あなたの家を過越し(Pass Over)て、 あなたは救われる（助かる）のです。”過越し”の小羊が誰で
あるか、そして その預言の成就が誰であるかをご存知ですか？ それは、人としてのイエス・キリス
トです。ですから、神の小羊、人としての イエス・キリストの血を持つ者たちは、私たちの身代わり
に流された彼の血が、言ってみれば、 私たちの人生の玄関の鴨居に塗られているなら、 救われるので
す。そして、その死の御使いは過越します。これについてもう 1つ思ったことがあります。今日、皆さ
んがイスラエルに行くと、



ユダヤ人全員が 今年の過ぎ越しの祭りの日には 家の中にいるでしょう。考えてみてください。今、陰
謀の香りが漂っているのは 分かってますから、公言させてもらいましょう。「私はいかなる予測もし
ていません。」ただ私が言っているのは、 復活の日曜日が近づいていること、それは、イスラエルで
は過越の祭りです。クリスチャンの私たちにとっては 復活の日曜日です。 それがもうすぐです。それ
って、面白くないですか？ ユダヤ人の過越祭と復活の日のこの前夜に。 それが良い知らせです。イ
エスが地上に来られ、彼は十字架につけられ、葬られました。彼は三日目によみがえられました。そし
て、またいつか戻ってこられます。さて、救いのABCは、一つの説明に過ぎません。子供でも分かる、
簡単な救いの説明です。それは唯一の方法ではなく、 一つの方法です。今日これを見ている方々に言
いたいのですが
もしかしたら、あなたはテレビで これを見ておられるかもしれません。私たちは、ここ地元の放送局、
KALOやOLELOでも流しています。あなたがこれを見ていて、ご自分の中で 「あ～、これはちょっと
怖いな～。」 思うなら、それは良い事になりえます。このように言わせてください。私はお世辞であ
なたを地獄に行かせるよりも、 怯えさせて天国に行かせたいんです。ちょっと不躾に聞こえるかもし
れませんが、 それが真実なのです。それが偽りのない真実であり 真実以外の何物でもありません。だ
から神様、助けてください。”救いの ABC”をお伝えしたいと思います。どうすれば救われるか、という
ことです。もしあなたが主の御名を求めた事がないのなら、 今日、私はあなたに懇願します。今日が、
『救いの日』です。神がこんな時の為に、あなたを導いて この動画を見せたのではないと どうして言
えるのでしょうか？
Aとは何ですか？ 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。
あなたが罪びとであり、 救い主を必要としていることを。悔い改めるとはこういうことです。悔い改
めとは面白い言葉なんですね。実は軍事用語なんです。「回れ右」という意味です。あなたは 180 度向
き直る。その180度は、罪からの転換。そして、罪の赦しのために 救い主イエス・キリストに立ち返る
事です。ローマ人への手紙3章10節には、 「正しい者はいない。一人もいない。」 とあります。あな
たは、自分は良い人間だと 思っているかもしれませんし、 おそらくそうなのでしょう。しかし、あな
たは決して十分ではありません。ローマ人への手紙 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）
ローマ人への手紙6章23節は 本当に興味深いです。なぜなら、悪いニュースを先に言い、 良いニュー
スと一緒にセットにしているからです。何が悪いニュースなのか？
「罪が支払う報酬は死です。...」 (ローマ 6：23a）死刑宣告です。私たち全員、罪のために死刑を宣告
されています。罪の報酬は死であるからです。それが悪いニュースです。でも、ここで朗報です。良い
ニュースは、神の贈り物は... それは神の贈り物なんです。
「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）
これがAで、次が 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。そして、
また、ローマ人への手紙 10 章 9 節と 10 節にあるように、神は彼を死者の中からよみがえらせたことを
信じる。



「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）
それは間違いありません。それは絶対的です。救われるかもしれないとか、救われうるだろうとか、救
われるはずだとか、書いていません。そうではなく、 あなたは救われるのです。そして最後にC
Ｃ：主の御名を Call/呼び求める、Confess/告白する。
またローマ人への手紙 10 章 9節と 10 節にあるように、
「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）
その理由はここにあります。
「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）
どうやってやるの？ あぁ、ローマ人への手紙 10 章 13 節です。 これで決定的になります。
『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』 (ローマ 10：13）
最後にひと言..... お時間下さり感謝します。これまでに、皆さんの前に立って、 私が今から言おうとす
る事が 言える時があったとしたら、それは今です。 今日です。明日のことは、誰にも約束されていま
せん。そして、時が迫っています。もう言ってしまいますね。木曜の夜や日曜の朝に 私がここに来る
保証はありません。もしくは皆さんが、来週の木曜の夜か 日曜の朝にここに来られる保証はありませ
ん。もしくは明日の朝、月曜の朝はどうでしょうか。保証はありません。教会携挙が、予想もしない時
に起こることを 理解していますか？ いつでも起こりうることなのです。それは今日でも起こりうる
ことです。
あなたに準備ができていないならば、 準備をしておくことを強くお勧めします。主との関係を正して
ください。あなたが主をお迎えする準備ができるように。あなたがそうされることを祈っています。祈
りましょう。

天のお父様、ありがとうございます。主よ、これを見ている人の中で、本当に苦悩している人、 本当
に傷ついている人がいます。多くの人が仕事や事業を 失ってしまったかもしれません。彼らは、家を
失うかもしれません。でも、主よ、あなたは... ある言い回しを思い出します。あなたにイエスしかな
くなるまでは、 イエスさえいればよいことを、 あなたは、決して知ることは無い。主よ、今日のこの
時間に私がしたことが、出来るだけ迅速に人々を、 あなたに、イエス様に向かわせたことを望みます。
あなたが唯一の答えだからです。あなたが唯一の答えなのです。救いは、イエス様以外にはありません。
そして、あなたを知っていて、 あなたが彼らを知っているかもしれない人たちも、これが彼らをあな
たに近づけることを 祈っています。そして、あなたが、同様に、 彼らに近づいてくださることを。あ
なたが彼らを励まし、慰め、 強めてくださるように。最後に主よ 。これを見ている人で、 あなたを
呼び求めたことがなく、心の中で信じ、口で告白し、罪の赦しのために あなたを信頼したことのない
人のために、主よ、どうか今日が 彼らの救いの日となりますように。イエス様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。ありがとうございます。 アロハ！

--------------------------------------------------------------------------------------------
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