2021.01.24. 「聖書預言・アップデート決断の時 Part2」本編フル動画
『決断の時 Part 2』 おはようございます。毎週の「聖書預言・アップデート」へようこそ。 早速 取
り掛かります。理由はこうです。 先週、私は主を求め、主との時間を過ごしました。 そして、１月１０
日の『決断の時』と題した、
「預言・アップ」をフォローするよう仰ったのを感じました。 ありがたいこ
とに、神の恵みによって、私たちの素晴らしいチームが、本当に彼らは素晴らしく、新ウェブサイト
「JDFarag.org」で、同時にライブ配信する機能を確保しました。 この YouTube 動画下にリンクがありま
すが、この動画は、Facebook でもライブ配信しています。 さて、私たちは今日皆さんに、これからの「預
言・アップ」に関してお知らせがあります。 これは「預言・アップ」のみに適用します。これからは、
ここで、YouTube と Facebook で イントロダクションという方法を取り、 その後、YouTube と Facebook
の両方とも、ライブ配信を終了します。 その後、jdfarag.org で途切れることなく続きを配信します。
そこで私たちは、この非常に深刻な問題を深く掘り下げます。非常に深刻です。 ゲームではありません。
文字通り、大変深刻な話です。大げさに言っているのではありません。 そこで私たちが皆さんにお勧め
したいのは、 オンラインメンバーの方に向けて話をしていますが、YouTube の代わりに、
「jdfarag.org 」
をすべての動画の メインの「行き先」にされることです。 また今後も、毎週同じように、定期的な時間
帯に YouTube で全動画をライブ配信していきます。 しかし、
「聖書預言・アップデート」に関してだけ
は、イントロダクションのみを配信します。 このようにすることで、月間 130 万人の視聴者が
「jdfarag.org」で、検閲不可の完全フル動画の「預言・アップ」を 見ていただける役割を果たせます。
私たちの希望は、YouTube の代わりに、皆さんが今後は、
「jdfarag.org」へ直接行くことを覚えてくださ
る事です。 しかし、時間がかかるかもしれないのはわかっていますので、こういう方法で、
「預言・アッ
プ」を続けていくことになります。 繰り返しますが、改めて、皆さんのご忍耐と、何よりも、私たちの
ためのお祈りに大変感謝します。 具体的には、検閲の横行に対応して、ウェブサイトの戦略的な更新を
実施していくため、 また本当に重要なのが、 一緒に仕事をするパートナーを選ぶ際の決断について、
皆さんのお祈りを本当に必要としています。 御心なら、私たちは、できる限り多くの人に届くように、
YouTube や他のソーシャルメディアのプラットフォームに 留まりたいと思っています。 しかし、私たち
は、決して屈服したり、コンテンツの真実に妥協しません。アカウントが削除されたとしても、それはそ
れで構いません。 私たちはその準備ができています。 ー拍手ー ♪♪♪ すみません。 それでは、 イ
ントロダクションという方法で、はっきりさせておきたいのですが 、今日お話しすることは、 聞く耳を
持っている方だけのものです。 説明します。 あなたが答えを探しているのなら、あなたは聞く耳を持っ
ておられます。 主を褒めたたえます。 あなたが議論を探しているのなら、 主よ、分かりました。 私は
ここで、大変愛にあふれる説教を試みます。 あなたが議論を探しているなら、あなたは聞く耳を持って
おられません。 ご存知のように、狼狽、争い、混乱、これらは他でもなく、すべて悪魔自身から来てい
ますね。 何が悲しいかと言えば、 悪魔は、混乱の作者、兄弟の告発者、偽りの父として、あろうことか
クリスチャンを利用して、大きな成功をしています。 実際、今週も主が導きの中、第二礼拝の、節ごと
の「聖書の学び」で、
「第二テモテ」御心なら３章を終えますが、 １４章から１７章に、まさにこのこと
が語られています。 オンラインの皆さん、できれば jdfarag.org で、ご参加されるのをお勧したいと思
います。 ちなみに、全プラットフォームでもライブ配信します。 ハワイ時間の 11 時 15 分からです。
「混乱の時代を生き抜く」と題した学びです。 それが、第二礼拝です。もちろん第一礼拝に来られた方

は、是非、第二礼拝にもご参加され、 一緒に一日を過ごすことをお勧めしたいと思います。 私たちは、
一日を一緒に過ごすには、最適な人たちなんですよ。 では、宜しければ、この厄介な話題に取り組む前
にまず第一に、神の御言葉から始めたいと思います。 それは、厄介な問題なのです。 いつものように、
私の言葉を鵜呑みにするのではなく、私の言うことが正しいかどうか、 自分で聖書を調べて調べてみる
ことをお勧めします。 「使徒の働き 17 章 11 節」が語っています。 「この町（ベレア）のユダヤ人は、
テサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心にみことばを受け入れ、
（受け入れただけでなく） は
たしてそのとおりかどうか、”毎日” 聖書を調べた。
」 "パウロが話したことが、真実であるかどうか
を確認するために" それが、私が皆さんにしてほしいことです。 「黙示録第 13 章」を見てみましょう。
16 節から読み始め、18 節まで読みます。 その後、その箇所で私たちの学びの基礎を確立し、そこから遡
りながら、学んでいきます。 よく知られている聖句です。特に今は、明らかな理由があります。 黙示録
13 章 16 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。」
（１６節） 「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。
」
（１７節） 「ここに、知恵が必要である。思慮ある者はその獣の数字を数
えなさい。それは人間を表す数字であるから。 その数字は六百六十六である。」
（１８節） さて、黙示録
13 章の節を少し戻してみましょう。3～8 節を読みたいと思います。 ヨハネが書いています。 （私は見
た） 「この獣の頭の一つが傷つけられて、死んだと思われたが、この致命的な傷も治ってしまった。そ
こで全地は驚いて この獣に服従した。
」
（３節） 「竜が自分の権威をこの獣に与えたので、人々は竜を”
拝んだ”。人々はまた、この獣を拝んでこう言った。『だれが、この獣と肩を並べることができようか。
だれが、この獣と闘うことができようか。
』
」
（４節） 「この獣にはまた、大言と冒涜の言葉を吐く口が与
えられ、四十二カ月の間（キーワード）
、活動する権威が与えられた。」
（５節） ３年半の間です。 「そ
こで、獣は口を開いて神を冒涜し、神の名と神の幕屋、天に住む者たちを冒涜した。」
（６節） 「獣は聖
なる者たちと闘い、
（教会ではありません） （彼らは、患難時代に、イエス・キリストの救いにたどり着
く、患難時代の聖徒です。
）これに勝つことが許され、また、あらゆる種族、民族、言葉の違う民、国民
を支配する権威が与えられた。
」
（７節） 「地上に住む者で、天地創造の時から、屠られた小羊の命の書
にその名が記されていない者たちは皆、 この獣を拝むであろう。」
（８節） 第二テサロニケ 2 章 3～4 節。
宜しければ、理由があって、1599 年のジュネーヴ聖書からこれを読みます。 第二テサロニケ２章３節。
「だれがどのような手段を用いても、だまされてはいけません。 なぜなら、主の日は(＝７年間の患難
時代）"まず"(キーワード）
、a departing(出発）が起こり、 不法の者、つまり、滅びの子が出現しなけ
ればならないからです。」 「この者は、すべて神と呼ばれたり拝まれたりするものに反抗して、傲慢に
ふるまい、ついには、神殿に座り込み、 自分こそは神であると宣言するのです。」
ダニエル書 9 章 27 節「彼は一週（7 年）の間、多くの者と同盟を固め半週（患難時代の中間点の 3.5 年）
でいけにえと献げ物を廃止する。 (それは、神殿が 7 年の患難時代の初めに 再建されること、そして生
け贄を捧げるのはその再建された神殿であることを示唆しています。）（神殿で）憎むべきものの翼の上
に荒廃をもたらすものが座す。そしてついに、定められた破滅が荒廃の上に注がれる。」 マタイの福音
書 24 章 15 節～22 節を読みたいと思います。イエスがお話しになっています。よく聞いてください。「預
言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が、聖なる場所に立つのを見たらー読者は悟れー、」 （先ほど読
んだ箇所です） （先ほど読んだ箇所です。それが、イエスが参照されている所です。ダニエル書９章 27

節だと分かる部分です。
） 「預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が、聖なる場所に立つのを見たら
ー読者は悟れー、
」 （１５節） 「そのとき、ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。」
（１６節） 「屋上に
いる者は、家にある物を取り出そうとして下に降りてはならない。」
（１７節） 「畑にいる者は、上着を
取りに帰ってはならない。
」 （１８節） 「それらの日には、身重の女と乳飲み子を持つ女は不幸だ。」
（１９節） 「逃げるのが冬や安息日にならないように、祈りなさい。」
（２０節） なぜならイスラエルで
は、全ての交通機関が止まってしまうからです。 「そのときには、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くるからである。」
（２１節）「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。しかし、神は選ばれた人たちのために、 その期間を縮めてくださるであろう。」
【
（２２節） 最後の一つは、黙示録１２章６節です。 「女（＝イスラエル）は荒れ野へ逃げ込んだ。そ
こには、この女が千二百六十日の間

養われるように、 神の用意された場所があった。」 ３年半です。

もっと具体的に言えば、7 年間の患難時代後半の、３．５年です。 なぜでしょうか。なぜなら、 7 年間
の患難時代の中間点で、反キリストは、自分自身を高く上げ、神の神殿で自分が神であると宣言するから
です。 それは忌まわしい醜態であり、ユダヤ人はそれに気づきます。それが、荒廃を引き起こします。
そして、彼らは、神が彼らを守るためにご準備されたこの場所に逃げ、7 年間の患難時代後半 3.5 年の間、
神が彼らを守られます。 その期間、最後の 3 年半の間で、イスラエルが救われるのです。 それでは、こ
れらの具体的な聖句を理解した上で、 こんにち、多くの人が直面している決断について、いくつかの質
問に答える準備ができたと思います。 また、このタイミングで YouTube と Facebook のライブ配信は終
了します。 この続きは、検閲不可の、
「jdfarag.org」へ、皆さんをご招待します。 ♪♪ すみません。
よろしいですか？ それでは～～～！！！

ー拍手ー 準備はいいですか。ベルトをお締めください。因

みに、私は真剣です。
質問#1 いつ、ワクチンは、
（こういう風に言いえるのは気分がいいです。）実際に、獣のしるしになるの
でしょうか？ さてこれは、現在ワクチンは、獣のマークではないと、皆さんが理解しているのを前提と
しています。 ワクチンは、獣のしるしに”なる”＝キーワード、でしょう。まだそうではありません。
それについて、すぐに話します。 では、どの時点で、実際に獣のしるしになるのでしょうか? 答え：正
確な時期は不明です。 聖書は、前述の 3.5 年という患難時代の中間点で、反キリストは、神殿で自らを
高く上げ、自分が神であると宣言する、とだけ語っています。 これは、ワクチンが獣のしるしになる、
正確な時期を意味するものではありません。 先ほど読んだ「黙示録 13:16-18」の通りそれがしるしです
が、いつ、しるしになるのかは語られていません。 さて、ご辛抱頂き最後までお聞きくださるなら、 獣
のしるしが、"いつ "から "どのように "獣のしるしになるのかを説明します。 ”いつ”、獣のしるし
になるのか、そして、”どのように”実際に獣のしるしになるのかと、言った方が良いと思います。 こ
れらが、私たちが答える質問です。 私たちには、分かりません。正確な時期については、聖句には具体
的に書かれていません。 繰り返しますが、私たちに語られているのは、反キリストが、3.5 年の時点で、
神の神殿で、自分自身を高く上げることだけです。 さて、なぜ私はこれを指摘するのでしょうか? なぜ
なら、 ワクチンは、
（患難時代）前半の 3.5 年のどこかで、事実、獣のしるしに”なる”可能性がありま
す。 それを理解することは大変重要です。 質問#2 今ワクチンを接種すると、獣のしるしを受けること
になるのですか？ 答え：いいえ! もう一度言わせてください。いいえ！ なぜでしょうか。理由は、 イ
エス・キリストの花嫁は、7 年間の患難時代に、ここにはいないからです。 私たちが求めているのは、
イエス・キリストであって、反キリストではありません。 そして、私たちがここにいない理由は反キリ

ストが現れる前に、イエス・キリストの花嫁は、携挙されなければならないからです。 反キリストも獣
もいないのに、どうやって獣のしるしがありえますか？ まだいないのです。 それは起こりますが、私た
ちは、それが起こるとき、ここにはいません。 そのことに関し、主を称えます。 「ちょっと待ってくだ
さい。牧師先生、あなたは、
、
、
」はい、そうです。 実は参照するつもりで、皆さん興味がおありならリン
クを提供していますが、 ところで、今日見ていくすべてのリンクは、ソーシャルメディアではなく、こ
のウェブサイト上にあります。 しかし、
「第二テサロニケ 2 章 3 節」の教えに関するリンクが下にあり
ます。 「第二テサロニケ 2 章」を節ごとに学ぶ中で、私たちはその 1 節だけに学びの時間の全てを捧げ
ました。 「第二テサロニケ２章 3 節」にたどり着いたとき、私たちは、”これは携挙である”ということ
について、学びの時間の全てを費やしました。 携挙です。 the departing=出発は、教会携挙。それが先
に起こり、それから、反キリストが出現します。 それまで出現しません。今はまだ、引き留める者たち
が引き留めているのです。 そのことを神に感謝します。 引き留める者たちが取り除かれ、教会であるイ
エス・キリストの花嫁が連れ去られると、ほ～！！！ 文字通り、地獄の幕開けです。 もう引き留める者
がいませんから。 叫んでしまって、申し訳ありません。そんなに叫ばないように努力します。 また、昨
年の 8 月 9 日、私たちは、患難前携挙に関する聖書の詳細な”証拠”について、全「預言・アップ」の時
間を捧げました。 興味をお持ちの方は是非ご覧になることをお勧めします。再度、それらのリンクは下
にあります。 では、質問#3 今ワクチンを接種すれば、、非難され、救いを失うのでしょうか? 答え：い
いえ！ もう一度言わせてください。いいえ！ 理由はこうです。 あなたが新生し、神の御霊によって証
印を押されているなら、何も、そして誰も、あなたからそれを奪うことはできません。 新たに生まれ変
わったら、 生まれ変わらない、ができません。 ここが問題です。救いを失うことが可能ならば、それが
どのような意味を持つかご存知ですか？ それは私たちが、恵みによって救われるのではなく、行いによ
って救われるという意味です。そのために行動し、維持しなければならないという意味です。 それは恵
みではありません。それは行いです。 エペソ人への手紙 2 章 8-9 節、 「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。
」 「行いによるので
はありません。それは、だれも誇ることがないためなのです。
」 簡単に言えば、私たちの救いは、私たち
が何をするか、何をしないかで決まるものではありません。 むしろ、私たちの救いは、イエス・キリス
トが私たちのために、私たちの代わりに死んでくださったという、既に私たちのためにしてくださった
ことが前提です。 それだけです！ 「完了した。」 （ヨハネ 19：30） ピリオドです！コンマではありま
せん! 私たちが、それに付け足したり、差し引いたりできることは何もありません。 Finito/フィニー
ト（完了）です。これって、スペイン語ですか? かっこいいですね。 カラース！アラビア語です。 アラ
ビア語は良いですよ。 とても激しい言語です。（唾が飛んで）たった今私は洗礼を授けました…
ああ、だからどなたも最前列に座っていないのですね。 ローマ人への手紙 8 章、34 節から 39 節を、皆
さん注目ください。 ローマ人への手紙 8 章は、神の御言葉の中で素晴らしい章です。 自分に対する神の
愛を疑っている人、神の愛に関して何らかの不安がある人に是非お勧めします。 ローマ人への手紙 8 章
を是非じっくり読んで見てください。 34 節、 「だれが私たちを罪ありとするのですか。死んでくださ
った方、いや、よみがえられた方であるキリスト・イエスが、神の右の座に着き、しかも私たちのために、
とりなしていてくださるのです。
」「だれが、私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、
苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。
」 ワクチンですか。 ああ、
申し訳ありません。原文には書いてませんね。 JDV 版訳（JD 牧師バージョン）ですね。 「こう書かれて

います。
『あなたのために、私たちは休みなく殺され、屠られる羊とみなされています。』」 「しかし、こ
れらすべてにおいても、私たちを愛して下さった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。
」 「私はこ
う確信しています。死も、いのちも、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力
あるものも、
」 「高いところにあるものも、深いところにあるものも、そのほかのどんな被造物も、私た
ちの主キリスト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。」 お～、わお～わお～
わお～！！ ですよね？つまり、これがほぼ全てを物語っています。 分かりませんが、ここで見逃されて
いるものはないと思います。 全ての被造物、高いところにあるものも、深いところにあるものも、影響
しないのです。 何も、皆さんを引き離すことはできません。 では、一息つかせてください。
「いつ」か
らということから、
「どうやって」の話に移る前に、今、ワクチンを受けている人たちの話を少ししない
と、失念になってしまいます。 具体的には、ご自分の意思ですでにワクチンを接種することを決めてい
る人や、その決断間近にある人に、何が起こるのか、ということです。 悲しいことに、良くありません。
事実が明らかになればですが、それを接種した多くの人は、死亡したり、衰弱性疾患を経験しています。
あるメールから始めたいと思います。何年も前から知っている私の個人的な知人で、 医療分野で働いて
います。許可をもらっているので、共有します。 「今のところ、従業員の約 50%がワクチンを接種しま
した。 2 回目のワクチンでは、1 回目のワクチンから極度の不安を経験したスタッフにひどい症状が出
てしまいました。 その中の一人から、ワクチン接種した途端に気分が悪くなり、立ち眩みがするとメー
ルがありました。 また彼女に 、断続的な胸痛、疼き、悪寒、吐き気や頭痛が起こりました。 彼女から、
今もずっと体が衰弱し、疲れが取れず、まだ仕事に復帰できないと連絡が来ました。 彼女はまた、FDA の
無作為化試験の以下の概要を送ってくれました。 "本試験は、米国、アルゼンチン、ブラジル、ドイツ、
南アフリカ、トルコから約 4 万人が参加した無作為化二重盲検試験（目隠し試験天・プラセボ対照試験）
で、 若い患者は、高齢者群（55 歳以上）と比較して、副作用の頻度や重症度が高い。” （JD 牧師挙手）
私は年配だと思いますので、高齢者群です。 "最も一般的な副作用は、注射部位反応、疲労、頭痛、筋肉
痛、発熱だった。 安全性分析で、2 ヶ月間のフォローアップ期間中の副作用を調べた。 ワクチンの副作
用は、一般的に最初の 6 週間以内に起こる。 ベル麻痺は、ワクチン接種者 4 名で報告され、プラセボグ
ループでは 1 名も報告されず。 計測された頻度は、一般人口で予想されるバックグラウンド率と一致。
この研究で、合計 6 人の死亡者が出ている。 研究員が発表した、ワクチンに関連して重大な有害事象と
考えられるものは 3 件：肩の損傷・心室性不整脈・リンパ節腫脹” 正しく発音しているといいのですが。
"心室性不整脈は既往症心疾患を持つ参加者に確認された。" さて、なぜ私はこの情報を共有しているの
でしょうか? なぜなら、このワクチン接種することを検討されている人は、いくつかのことを知る必要
があられると思います。 ここ数週間の私のリサーチで、ワクチンが直接的な原因で多くの死亡例が見つ
かりました。 しかし、イスラエルのアルツ・シェバ社の 2 つを除いて、ほとんどの報告書や記事は、イ
ンターネットから削除されています。 最初のものは、75 歳のイスラエル人男性が COVID-19/コロナワク
チンを接種して、わずか 2 時間後に死亡したというものです。 2 つ目は、ワクチン接種後、数時間で倒
れて亡くなった 88 歳の方の事です。 12 月 2 日、ローラ・イングラムが、フォックスニュースで、COVID
ワクチンについてスチャリット・バクディ博士にインタビューしました。 そのインタビューから、いく
つか引用します。 イングラム ： 「先生、ワクチンの問題で、今夜、アンソニー・ファウチは、このネ
ットワーク上で、彼らが”集団免疫”と呼ぶものに達するためには、実アメリカ人の 75％がワクチン接
種しなければならないと言っています。どう思われますか？」 バクディ博士：
「ナンセンスです。 ファ

ウチ博士が、有名な医学者で免疫学者であることは知っています。しかし、彼の言うことは間違っていま
す。 これに関して、文献でじっくり説明してきました。 理由は、こんなことを言う人は、免疫学の基本
を少しも理解していないからです。 ファウチ博士のような立場にいる人が言うなんて、非常に、大変驚
くべきことです。 ですから私は、いつでも世界のどこででも、彼に反論する準備があります。 2 分で出
来ることではありませんが。
」 イングラム:「じゃあ、COVID/コロナワクチンは必要ないと思われますか?
彼の答えをお聞きください。 引用します。 「私はそれは、完全に危険だと思います。 警告しておきま
すが、もしこの線に沿って行くならば、あなたは破滅の道を辿ることになります。 それは全くもって必
要ありません。
」 画面は、ビットシュートの必見動画のスクリーンショットです。 YouTube では削除さ
れました。 題目は、
「世界の医師が警告を発す」
”COVID ワクチンを受けてはいけない！” 繰り返します
が、リンクは、このサイトの下にあります。 間違いなく、多くの方が、シモーネ・ゴールド博士の動画
について耳にされたか、ご覧になったと思います。 これもまた、YouTube で削除されました。 再度動画
を投稿した別の YouTube チャンネルへのリンクを貼っています。 削除されるかもしれませんが、まだあ
るかもしれません。 リンクは下にあります。 削除されないことを願います。 この動画から引用します。
非常に興味深いです。 良くお聞きください。 引用します。 「この大きな戦いは、恐怖であることを早
期に気づきました。この大きな戦いは、ウィルスではなく、恐怖なのです。 今やその恐怖が、人々に本
当に普通の生活に戻りたいと思わせるようになりました。 人々は、恐怖に駆られているのか、この状況
に疲れているのか、どちらかです。 それが、向こう見ずに実験薬に走ると言う、本当に根本的に不合理
な決断をする人たちにつながっていると思います。 彼らは、生活を取り戻したいだけなのです。 ”ワク
チンを打てば人生を取り戻せる”と言われています。 悪いニュースをお伝えしなければならないのです
が、それは絶対にありえないことです。 接種しても、しなくても、元には戻りません。 ファウチ博士は、
既に公にしています。外科部長や他の多くの人と共に、確か今日のビジネス・インサイダー紙だったと思
いますがワクチンと呼ばれているものは… 今日は時間がないので、今後のアップデートで、これがワク
チンではないことを話したいと思います。 実際にはワクチンではありません。 「この自称ワクチンとい
う実験的な生物学的製剤は、実際には感染を止めません。 マスク着用と社会的距離感を、し続けること
になります。 実際には何も変わりません。
」私はただ、ワクチン接種決断に関し、情報をお伝えしたいだ
けだということをご理解ください。あなたが接種する決断をされるなら、それについての事実を知る必
要があります。 そしてその事実とは、あなたが元の生活を取り戻せることはないということです。 決し
て元には戻りません。 それは、嘘です! 欺瞞です! ここに真実があります。 深刻で致命的な副作用が
あります。 それが原因で正常に戻ることはありません。危険性は、実際に成分が何かという事です。 成
分はなんでしょうか？ ああ！ 読むには法律を通さないと、すみません。フラッシュバックしましたが、
今戻ってきました。 ワクチンの成分は、ワクチンを接種するまでわからないのでしょうか？ お断りで
す。 私たちには、成分のいくつかは分かっています。 （Youtube で）削除される前に、 ワクチンの製
造に使用されたのは、堕胎した胎児細胞なのを示すジョージタウン大学ケネディ倫理研究所のスクリー
ンショットを撮ることができました。 最も広く使用されている胎児細胞は、WI-38 および MRC-5 です。
WI-38 細胞は、1962 年にレナード・ヘイフリックによって 3 ヶ月の女子胎児の肺から採取されました。
MRC-5 細胞は、1966 年に 14 週目の男子胎児の肺から採取されました。 さて今、皆さん、こう聞かれるか
もしれません。 それは、随分昔のことです。 今はどうなのですか? このワクチンには、堕胎した赤ちゃ
んの胎児組織が入っているのですか? 答え、はい! 間違いなく、はい！です。 アストラゼネカ「グロー

バルポリシー」からの引用です。これは私がオンラインで見つけた追加のポリシーです。 私が「決断の
時 Part1」で引用したアストラゼネカの「グローバルポリシー」がありましたが、 これは別のものです。
「滅多にはないが稀に、－彼らはこういう言い回しをしますーアストラゼネカグループは、重篤な医療
障害の理解を深めるための研究に ヒト胎児組織を使用することがあります。 科学的に合理的な代替案
がない場合にのみ、研究計画の科学的妥当性の内部審査を実施の上、組織の使用許可が与えられること
もある。
」 つまり、私たちは胎児組織を使用します。 堕胎した子供の組織です。 「ヒト胎児組織の将来
の使用をさらに制限・回避するため、私たちは、科学的進歩の最前線に立ち続け、業界最良の慣行を提供
します。
」 ですからつまり、彼らは堕胎した胎児組織を使用しています。 画面は、COVID-19/コロナワク
チン、アストラゼネカの外装箱ですが、ChAdOx1-S （組換え）とう表記に注目してください。 理由は、
アストラゼネカ[ワクチン]で使用されている組換え株は、堕胎した赤ちゃんの胎児組織から培養された
ものだと主張する人たちがいるからです。 12 月 6 日に公開され、検閲・削除された動画がありました。
組換え DNA と MRC-5 が、堕胎した 14 週のコーカサス人男子胎児から肺組織を導出する研究によって元々
開発された可能性を示しています。 さて、それはアストラゼネカです。ではファイザーとモデルナはど
うでしょうか? 聞いてくださりうれしいです。 12 月 20 日、ナショナル・レビュー社は、両社共、胎児
組織を使用していることを確認する報告書を発表しました。 ファイザーとモデルナのワクチンの場合、
使用されたのは、HEK293 腎細胞でした。 これらは、中絶に由来すると考えられています。 この記事の
リンクがありますが、アストラゼネカの方針同様、彼らがそれを軽く扱おうとしている医師の話を引用
しています。 引用します。 「"中絶 "との関連性がある一方、ファイザーとモデルナは、プランド・ペ
アレントフッドが訴えられたような"赤ちゃんの体のパーツの人身売買ではない"。
」 ああ、それならい
いのですね。 「ミーニー博士も、この査定に同意し、"再生された胎児細胞株と、胎児組織の間には” 非
常に重要な区別があると語る。
」 彼らは、それを区別し、より聞こえの良いものにしたいと思っているの
です。 一つの問題があります。それは同じ言葉です：胎児。 胎児です。 好きなように、可愛くして綺
麗に聞こえるようにしても、堕胎した赤ちゃんには違いありません。 ...再生された胎児細胞株と、胎児
組織の間の非常に重要な区別を、彼は明記しているが.... 公平を期して、彼の言葉を引用します。 「彼
の意見では、科学者がこの物質を扱うのは、いかなる場合であっても間違いである。
」 同意します! 昨年
6 月 5 日、sciencemag.com でも、堕胎した胎児のヒト胎児細胞株の使用が確認されています。 （引用）
「COVID-19/コロナワクチン候補の少なくとも 5 社は、2 つのヒト胎児細胞株のうちの 1 つを使用。 HEK293 は、研究や産業界で広く使用されている腎臓細胞株で、1972 年頃に堕胎した胎児から採取したもの
である。
」 ジョンソン・エンド・ジョンソンの子会社であるヤンセンファーマが所有す独自の細胞株であ
る PER.C6 は、 1985 年に堕胎した 18 週の胎児の網膜細胞から開発された。
」 繰り返しますが、 私の話
を鵜呑みにせずに、ご自分でリサーチしてみてください。 聞いてください。私がこれを見つけれるのな
ら、皆さんにも見つけられます。 「その方法」に移りましょう。 質問#4 ワクチンは実際に、どのよう
に、獣のマークに”なる”のでしょうか? どのようにして？ この質問には、もう一つの質問も加えなけ
ればなりません。ワクチンは、額に注入できないのに、どうやって獣の印になるのでしょうか？ 額や手
ではなく、腕に接種するのに？ 答え：これが方法です。 これは、 "ルシフェラーゼ"として知られるも
のによって作動し、監視される、量子ドットタトゥーを通してワクチン投与する技術です。 「ありえな
い！」誰が仰ったのですか？愛してます！ありえるのです！ ルシファーは「光の担い手」を意味するこ
とを理解する必要があります。 ですから、これによって作動するのです。 それに光、力、エネルギーを

与えます。そして照らすのです。 ルシファーゼ、ルシファー消去のようなものです。 それが方法なんで
す。 画面は、NIH 国立生物工学情報センターのホームページ、"自己発光型量子ドット結合体の作成 "に
ついてです。 要旨から引用させてください。 「外部刺激不要で発光可能な新しいタイプの量子ドット共
役体が報告された。 これらの自己発光型量子ドット共役体は、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・ルシフェラーゼへカップリングすることで調製可能。 生物発光共鳴エネルギー
移動を介し、量子ドットに放出されたエネルギーが、ー引用中ー 量子ドットの発光につながる。 平たく
言えば、この技術がワクチン接種とされるものを通して、全個人の ID と情報を伴ったトランスヒューマ
ン・オペレーティング・システムの エネルギー源となるのです。 画面は、scientificamerican.com の、
"ルシフェラーゼ量子ドットタトゥー”が皮膚上及び皮膚内に配置されるのを示すイラストです。 こう
補足させてください。あなたが聞く耳を持っておられるなら、何の問題もありません。 もしあなたが聞
く耳を持っていないならあなたは、黙示録 13 章の御言葉をめぐり、兄弟たちを誹謗中傷していることに
なります。 「違う、表皮でなく、皮下だ！」
「いいや、皮下ではなく、表皮だ。
」 宜しいですか? 両方で
す! 両方です。 そういう機能なのです。表皮から皮下へ入る。 救われた人と議論するのをやめてくださ
い。迷える人々に手を差し伸べてください。 お願いします！あなたに嘆願します! はい主よ。私をお助
けください。 以下は、ジョージア工科大学の YouTube 動画から、 実際の量子ドットマイクロニードルパ
ッチを使って予防接種を行う様子を撮影した複数のスクリーンショットです。 バンドエイドみたいです
ね。 マイロ針（微小針）がついたパッチです。 「決断の時 Part１」は、黙示録 13 章と新約聖書の原
語

ギリシャ語とのつながりを見ました。 このマークには、パリセードや尖った物という考えがありま

す。これです！これがマーク・しるしです！ 額につけるのです。 さて、なぜ額にそれをつけるのでしょ
うか？ あぁ手があられない、義手の場合、額につけるんです。あるいはあなたがそれを好まれたとした
ら？ 言ってしまうなら、これは全て条件づけです。 先日、銀行に行ってきました。もう二度とその銀行
には行きません。今はアプリがあって、預金を全部スキャンできますから。 もう二度と行きません。 起
こったことが、トラウマになっています。 中に入ると、ドアのところに男性がいました。
「この前に立っ
てください。スキャンしなければなりません。」と言うのです。 「何ですって？！」 そう、ここにこう
いう装置があって、その前に立つのです。すると、
「シャカシャカシャカ(666)...」いえいえ、そんな音
はしてませんが、私をスキャンして、体温測定するのです。 私の額をスキャンするんです。 冗談でしょ
う？ 前提条件です。準備しているんです。前兆です。 先ほどの動画の、バンドエイド風パッチの内側を
クローズアップしてみました。 こちらは、表皮から中に入る側の画像です。 装着すると、針が刺さって
溶け出し、毒が注入されるのです。 一度これをすれば、スキャンできるのです。 「ああ、あなたはワク
チン接種していますね。
」と。 だから入店出来て、今日はスパイシーアヒポケを買えます。は～ 前にこ
れを話したのは分かっています。再度言う事に、皆さんがうんざりなさらないのを願いますが、真実で
す。 マスク/Mask は、マーク/Mark と一文字違いです。 M-A-S-K/マスク M-A-R-K/しるし 私たちは今、
マスクなしでは、売り買い出来ません。 前提条件。準備。前兆。 これは、女性が、手の甲に貼っている
スクリーンショットです。 このリンクは、サイト内の下部にあります。興味がおありなら、この動画を
見ることができます。 ご覧になる前に祈ってください。 ぞっとしますから。 昨年の 4 月 8 日に、カー
ネギーメロン大学は、CMU が COVID-19 に対応したマイクロニードルパッチを開発したという報告書を発
表しました。 その中で彼らはこう言っています。 「マイクロニードルアレイには、何百本もの小さな針
（パリセード）が、コンタクトレンズくらいの大きさの小さなパッチに付いている。 それはかなり小さ

いです。 「マイクロニードルは、バイオ溶解性で砂糖のような天然素材で作られており、マイクロニー
ドルを製造する際、この水溶性材料に、導入するワクチンや薬剤を混合。 皮膚に塗布すると、マイクロ
ニードルはすぐに溶解し、薬剤が行き渡る。 微小な針のため、マイクロニードルパッチは痛みや出血を
引き起こさない。
」 ああ、それはそれはご親切さま。痛みや出血がなくてありがたいです。 質問#5
ワクチンは、実際、 どのように人間の DNA を変化させるのか? 答え：CRISPR/Cas9 技術として知られて
いるものを使用し、人間の DNA を切断し、人間の DNA を組み継ぐという方法によってです。 画面は、2019
年 8 月 14 日に、sciencenews.org が公開した、この CRISPR/Cas 9 技術についてのスクリーンショット
です。 これは、引用です。
「元は、バクテリアによって開発し再設計されたウィルスハンター。 2012 年、
2013 年に、科学者たちは、 ーお聞きくださいー DNA を正確な位置で切断するため、システムを微調整
することができる方法を説明。 そして、それがヒトや動物の細胞にどのように展開できるかを実証。 RNA
（聞き覚えがありますか？） の一片、DNA に似た一本鎖の遺伝分子は CRISPR の部分で、Cas9 と呼ばれ
る酵素を遺伝子情報、つまりゲノム＝遺伝子 DNA コードの特定の場所に誘導。
」 「酵素は、DNA の二重螺
旋の両鎖を切断。 切断すると、特定の遺伝子を無効にしたり、厄介な DNA を切り取り、問題修復が可能。
」
そうなんですか。なんて便利なのでしょう。 先週の月曜日、1 月 18 日、Genetic Engineering &
Biotechnology News は、DARPA（政府の研究開発プログラムを統括する国防高等研究計画庁）が巨大企業、
IDbyDNA Technologies 社を使った CRISPER 診断薬のため資金を投入するという記事を掲載。 引用しま
す。 「この装置は、
（お聞きください）生物学的監視/バイオモニタリングのために、実用的なデータを
提供するために設計されたプラットフォームを適用する。 」 うわ～それは、ここ（聖書）にあります!
ここに書いてあります... わお～！ 「 生物学的監視の取り組みには、 国防高等研究計画局（DARPA）に
よると、対策・展開情報を提供するため、既知および、緊急発生した病原体の特性評価を伴う。
」 しかし、
これは、
、
、これは武器です! 「この装置は、早期の脅威検知、疾病の重症度へのアクセス、状況把握改善
を可能にするのことを目的とする。
」 この契約は、DARPA が、 "遺伝子編集技術（DIGET-頭字語）でそれ
を検出 "を実行することを可能にする。 DIGET は、1,000 以上のターゲットを対象とした「大規模多重
化検出」装置の開発を呼びかける。 少なくとも、10 のターゲットを検出するためのハンドヘルド型、
使い捨てポイントオブニーズデバイス同様に、病原体とホストのバイオマーカーの両方に対応。 バイオ
マーカー ：モバイルデバイス、オンポイント、オンデマンド、スキャン。そういうことです。 遡ること
2018 年 4 月 12 日、Business Insider は、ビル・ゲイツは、今や論争の的であり、革命的な遺伝子編集技
術を見送るのは悲劇だと語る" というタイトルの記事を掲載しました。引用します。「ビル・ゲイツは、
CRISPER のような遺伝子編集ツールの使用を提唱している。 CRISPR は、科学者が DNA を編集し、
（人間
のような）望ましくない遺伝子を排除することを可能にする。 そして、潜在的に好ましい代替に置き換
えることができる。 過去数年、科学者たちは、 DNA の一片を編集可能にする CRISPR という分子ツール
の発見と改良によって、私たちの能力に革命を起こした。」 DNA の一片を変革。 このツールは、遺伝子
コードの特定の部分を切り取り、新しい切片に置き換えることができ、病気を除去したり、
（引用中）生
き物に全く新しい形質を与えたりすることが可能。
」 あ～そうなんですか～？ 「CRISPER が発見される
前、DNA を編集することは可能だったが、このツールを使うことで、これまでよりも、はるかに精密かつ
低価で DNA 編集可能。 世界が過去数十年の目覚ましい進歩を続けていけば、安全性と倫理のガイドライ
ンに従って、科学者が、CRISPER のような有望なツールを利用し続けるよう奨励されることが 極めて重
要だ。
」とゲイツ氏は書いている。 引用中です。 「ゲイツ氏は、遺伝子編集ツールの利用を長く支持し

てきた。 CRISPER を使って人間の病気をなくそうとし始めた最初の企業の一つエディタス・メディシン”
の初期投資家の一人でもある。
」 私たちは驚くべきではありません。彼の父親は、優生学運動の創設者の
一人でした。 彼らはそれを再梱包化し、プランド・ペアレントフッドと名称変更しました。 「ゲイツ財
団の研究者は、作物を改善するため遺伝子編集を使用する方法に、約 10 年間取り組んできた... 」 と
ころで、ゲイツは農地を買い占めています。「...作物を改良し、マラリアをもつ蚊を一掃するためだ。
」
これは、別の機会の別のトピックです。 「DNA を簡単に改変できる能力は、慎重に行われる限り、世界
を良くできる強力なツールである。
」 ゲイツが書いている通り引用します。
「この機会を逃すのは悲劇だ。
」
昨年 4 月 30 日、ビル・ゲイツは、彼の YouTube チャンネル（決して削除されません）にも投稿された
ゲイツ・ノート・ブログ動画の中で、写真のように、人間の DNA 鎖の模型を使用し、彼が RNA と DNA ワク
チンと称するものに関して説明しています。 ゲイツを引用します。
「ですから私は、RNA と DNA ワクチン
という 2 つの新しいアプローチに大変興奮しています。 もし、これらの新しいアプローチの一つが成功
すれば、
（これは昨年の 4 月 30 日のことです）私たちは、ワクチンを全世界にもっと早く届けることが
できるでしょう。 新しく有望で、最終的な方法の 1 つは、RNA ワクチンと呼ばれています。 RNA と DNA
では、その形を入れるのではなく、
（お聞きください）その形を作るために、コードに指示を入れるので
す。
」 同じことを別の方法で言えるかどうかやってみます。 MRNA、M はメッセンジャーなので、メール
のようなメッセージを DNA に送るんです。 そしてそれを再構築して、組み継ぎ、切断して、新しい何か
を挿入するのです。 次は、2015 年 1 月 22 日にベルギーのブリュッセルで、ビル・ゲイツと夫人が講演
した際の動画からの引用です。 「...薬に何の心配がありますか? 副作用の可能性がありますか?安全試
験は必要ですか? つまり、私たちは、遺伝子組換え生物を子供の腕に注射するんですよ。
」 私たちは、た
だ静脈に打つんですよ。
（こういう風に、彼はジェスチャーしました。
） 彼はそれを実演しています。大
変不気味です。 腕に打ち込むだけだとこう実演し、彼の顔には笑顔があるんです。本気ですか？ ご辛抱
ください。 先に進む前に、 最後に一つ、 人間の DNA の改変について、話すことがあります。 それは、”
なぜか？”ということに関連しています。これが”どのように”についての答えで、”いつか？”につい
ても話しました。 しかし”なぜ”でしょう？ ”なぜ”人間の DNA を改変するのでしょうか? それは、
サタンは初めから、人間の DNA を 堕落させようとしたからです。 私たちは、実際に 12 月 13 日にこれ
に答えました。 繰り返しますが、私たちは「次に来ることは？」というタイトルで、
「聖書預言・アップ
デート」の時間全てを捧げました。 創世記に、サタンの種と書かれているものについてです。
「創世記 3
章 15 節」 「なぜ？」に関する答えは次のとおりです。 サタンが人間の DNA を変えようとするのは、
彼がもはや人間ではなく、トランスヒューマンだからです。 つまり贖われることはありません。神イエ
スは、人間を贖うために、人間になられたからです。 そして、サタンはそれを知っています。どうか最
後までお聞きください。 これは、今ワクチンを接種する人が、贖われないということではありません。
強調することはおろか、それさえも言わなければならないのは悲しいです。もう一度言わせてください。
これは、今、このワクチンを接種する人が、贖われないという意味ではありません。 なぜでしょうか。
その理由はこうです。 前述の技術は、まだ使われておらず、獣はまだ出現していないからです。 だから、
それはありえません。 それは携挙の後であり、恐らく患難時代の始まりで、です。 引き留める者が取り
去られ、邪魔者がいなくなると、反キリストが出現します。そして教会は携挙され、この時取り残された
人々は、この決断を迫られることになります。 それは永遠の決断であり、7 年間の患難時代に、人が呪
われるのか、救われるのかを決めるものです。 これについて最後にもう一つ。私は、もう「最後に」と

言いましたか?では、最後の最後に。 どうか注意深くお聞きください。敵は皆さんに、これを聞いたり、
知って欲しくはありません。 携挙の後、7 年の患難時代に取り残された人々は、無意識にしるしを受け
るということはありません。 どういう意味でしょうか。 携挙後、7 年の患難時代には、人々は騙されて
獣のしるしを受けるのではない、という意味ですそれは愛に満ちた神の性質と相容れないからです。「第
二ペテロ 3 章 9 節」 「ある人たちは、遅いと考えているようですが、主は約束の実現を送らせておられ
るのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなたがたのために忍
耐しておられるのです。
」 神は、人々がキリストのもとに来ることを望んでおられます。 神は、神がど
ういうお方であるかという観点に反することは、決してお許しになりません。 誰も、
「今自分はしるしを
入れてしまったのか？」
「そうだ。あなたは永遠に呪われる。」
「嫌だー！」ということには絶対になりま
せん。 それは神の御人格とは違います。 「ヨハネの福音書 3 章 17 節」聖書の中で最も有名でよく知ら
れている節（ヨハネ 3：16）の、次の節です。 ヨハネ 3:16、
「神は、実に、そのひとり子をお与えになっ
たほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つため
である。
」 皆さん、次の節が何を語っているかご存知ですか? お読みします。 「神が御子を世に遣わさ
れたのは、世をさばくためではなく、御子によって世が救われるためである。」
（ヨハネ 3：17） こう言
わせてください。神は、誰しもの人生の歩みが救いに繋がるように、状況を調整し、動かしてくださるの
です。 それをしないわけにはいかれないのです。 神はそんなお方ではありません。言い換えれば...神
は、誰も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに来ることを望んでおられるのです。 神は、 あら
ゆることをなさって、何にも止められることなく、その人をイエス・キリストへの救いへ向けられます。
それが神というお方です。 それが神というお方なのです。 では、最後の質問です。 質問#6 この情報を
踏まえて、クリスチャンである私たちはどのように対応すべきなのでしょうか？ 答え: 今まで以上に、
できるだけ早く、イエスを人々のもとへ、人々をイエスのもとへ連れて行くことが、私たちには絶対的に
求められているのです。 もう時間はありません。 決断の時です。 今がその時です。 今、その時なんで
す。 今、緊急事態です。今すぐ、イエスを人々に、人々をイエスのもとに導かなければいけません！ 今
です！私はあなたに嘆願します。お願いします！

あなたがこれをオンラインでご覧になられているな

ら、 これが私たちがこれを行う理由です。 クリスチャンではない人たちに、何が待っているのか知って
いますか？ それともこれはどうですか? 自分が、クリスチャンだと思っているけれど、そうではない人
に？ 皆さん、だからこそ、ご辛抱ください。 私は人々を見るとき、救われているのか、失われているの
かどちらかでしか見ません。 民主党か、共和党か、などでは見ません。 繰り返しますが、私がそう言う
事に、皆さんうんざりなさらないのを願います。 それはすべてを変えます。彼らに対して怒るのではな
く、祈るようにしています。 イエス、イエス、イエス。 イエス様、憐れんでください。 なぜなら、神
のラッパが鳴り響くと、そして神のラッパは鳴り響きます。 キリストに結ばれて死んだ人たちが、まず
最初に復活し、それから生き残っている私たちは引き上げられ、携挙されます。
（第一テサロニケ 4：1617） そして彼らは取り残され、これに直面するのです。 繰り返しますが、これが私たちがこれらのアッ
プデートを行う理由であり、イエス・キリストの福音と、救いの簡単な方法「救いの ABC」で締めくくる
理由です。 福音とは何でしょうか? 福音とは、イエスが来られ、あなたの代わりに、あなたのために死
なれたこと。 そして彼は葬られ、3 日目によみがえられました。そしてある日、御父（神）の家に準備
された場所に、私たちを連れて行くため再び戻って来られます。 それが、良い知らせです。 「救いの
ABC」は、実際テンプレートなのです。 誰かに救いを説明するための、子供にでも分かるシンプルなツー

ルなのです。 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。」 ローマ人への手紙 6 章 23 節が、興味深い
のは、先に来る悪い知らせと、後に来る良い知らせがセットになっているのです。 悪い知らせは何でし
ょうか?
「罪の報酬は死です。...」(ローマ 6:23a)
死刑宣告です。 良い知らせは?
「... 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です。」(ローマ 6:23b)
それは贈り物です。彼が全額支払われました。彼の命をかけて。全てを犠牲にされて。 彼の血潮で、全
代価を支払い、私たちに贈り物として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
「...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。
」
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。
」 そして、これがその理由です。
「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）
最後に、ローマ人への手紙 10 章 13 節、これで決まりです。
『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』 ピリオド。
（完）コンマではありません。 あなたは救われ
ます、もしも～なら、ではありません。あなたは救われます、しかし、ではありません。 そうではなく、
あなたは救われます。 ピリオド（完）
。大変シンプルです。 終わる前に、証を 1 つ分かち合うことをお
許しいただけますか？ 時計を見ないでください。 オンラインメンバーの、ブライアン・ビルマイヤー
さんからのメールです。 「先週、個人的にとても重要で感動的な経験をしました。そして、あなたが、
教会の壁を遥か超えてなさっている励ましと、いかに人々の人生を変えているか、あなたに感謝と報告
する必要があると感じました。 これはちなみに、皆さんのことでもあります。 私の名前は、ブライアン
です。医療関連業界で働いています。 数ヶ月前、キリストにおける親友があなたの動画の一つを共有し
てくれて、あなたの預言アップのメッセージに初めて出会いました。 それ以来、いくつかの動画を見る
ようになり、いつも貴重なものだと思っていましたが、生活やその他すべきことで、しばらく見ていませ
んでした。 先週の話になりますが、 前述の通り、私は医療関係の仕事をしており、故郷のインディアナ
州の様々な都市に車で移動します。 医療従事者や、患者さんの多い場所で会話をしながら、病院や医院
で一日を過ごします。 そのため、ある時点で、私の雇用主は、ワクチンを受けるか、仕事を辞めるかの
要求をしてくることは分かっています。 ワクチンが議論され、研究に入った日から、心の中で分かって
いました。 私は大家族を養っており、健康保険に加入しており、私の仕事のおかげで、大変良い生活を
送ることができているので、私は深く悩んできました。 先週、自宅から車で約 1 時間半のインディアナ
州のテレ・ホートという町に行ったとき、これらの心配事が、私の頭と心に重くのしかかっていました。
」
この前は テレ・オートと、発音を間違えました。今はどう発音するか分かりました！ 「運転中、同じ業
界で働いている友人 2 人に電話をかけて、その日が来たらどうすればいいのかアドバイスを求めました。

彼らが私に言えることは大してありませんでした。彼らもこの決断に悩んでいたからです。 大変精神的
に悩みました。 テレ・ホートの郊外に着くと、交通量の多い交差点に出ました。 右の窓から外を見たと
き、たまたま置かれていた通りのベンチに目が行きました。他でもない JD ファラグ・聖書預言のこんな
広告でした。
「恐れているの？混乱しているの？イエスが答えです。」 すぐに携帯を取り出して写真を撮
りました。最初に預言アップの動画を送ってくれた友人に送ろうと思いました。 ハワイの JD ファラグ
の看板が、インディアナの人里離れた場所まで続くなんて、と一緒に笑いたかったのです。 強調してみ
ました。 特記：私の携帯は、動いているものを上手く撮れません。ほんの少しでも震えると、ブレてほ
とんどボケて写ります。 センターコンソールから携帯電話をつかみ、車が移動している間に、窓からこ
の写真を撮るのに、約 2 秒ありました。実際に、撮影できる可能性はゼロに近いと思っていました。 そ
う、綺麗に写り、完全に読み取れます。 友人に写真を送ったところ、私がそれを目にすることはおろか、
これが存在することすらほぼあり得ないと、思わず笑ってしまいました。 一日の仕事を終えて、帰り道、
よく運転中にするように、ポッドキャストを聴くことにしました。 そのベンチサインのお陰で、最新の
預言アップの動画をチェックしようと思い、引っ張り出しました。 タイトルが「決断の時」だと分かっ
た時の、私の衝撃を想像してみてください。 まさに私の心を苦しめていたものが内容でした。 その日の
朝、家を出たときには想像もできなかった方法で、運転中、聞き学び、慰められました。 まるで神が、
私と、私が必要としているものに対して直接話しかけてくださっているようだったと言っても過言では
ありません。 ただ感じただけでなく、心の底から分かったのです。 私は、神のなさることは、偶然では
ないのを、十分分かっています。この出来事は、私に非常に強い感動を与えたので、共有しなければなら
ないと感じました。 自分の個人的な決断の時が来たらどうなるのか、今でもとても不安です。 いかに家
族を食べさせ、養い今まで豊かに祝福されたものをどうやって維持していくのか心配です。 それは、私
自身の人間的弱さや信仰の欠如です。 しかし、私が今分かるのは、私や私の家族がこのワクチンを受け
ることはないという確信とともに、神が、私たちの面倒を見てくださるということです。 彼はいかよう
にも、私たちのために提供してくださる。それが私を大きく変えました。 あなたがされているこの励ま
しと、あなたの働きに大変感謝します。
」 心から感謝します。そして、インディアナで、このベンチを設
置してくれた方に喝采を送ります。 神だけが御出来になる方法です！！！ ー拍手ー ご起立ください。
賛美チームが上がってきますので、祈りで締めくくりましょう。 しかしその前に... さて、これが最後
ですが、これが、最後の最後です。励ましの言葉です。 この決断を迫られて、あなたの生活が危うくな
っていることを私が痛感していないとは、一瞬たりとも思わないでください。 あなたの家族を養う能力
が危機に瀕しています。 今まで何年も続けてきた仕事が危うくなってきています。 私はあなたを励ま
したいのです。 私はこれがいつもの、決まり文句に聞こえないのを願います。
”神を信頼してください。
”
主を信頼してください。 彼は、お出来になるのです。あなたが想像もしなかったような方法で、あなた
のために提供することが御出来になるのです。 彼に出来ないと思いますか？ 主にとって、難しすぎる
ことは何もありません。 彼は、不可能を可能になさるのです。 彼を信頼してください。 「ええ、でも
牧師先生、冗談でしょ?私はすべてを失うのですよ。
」お～ いや、そうではありません。
「わたしのために命を失う者は、かえってそれを得るのである。」（マタイ 10：39）
得るのである。 「はい、でも！！！」いいえ、主を信頼してください。 では、これが最後の、最後の励
ましの言葉です。 それほど長くはありません。 いいえ、もう一度別の方法で言わせてください。 何も
かも、急速に起こっているのがわかりますか? そうでしょう？ 私は正しいですか？ 私たちが見ている

ものすべて、私たちが見たすべてのものは、最終的には、7 年間の患難時代で成就します。 そして、そ
れはすでに起こっています。 今。 そして、携挙は患難時代前に起きなければなりませんし、そうなりま
す。では、私たちはどのくらい差し迫っているのでしょうか？ 私たちは、誰もが想像しうる以上に、差
し迫っています。 イエスが、 ヨハネに フィラデルフィアの教会宛に書かせられたことを考えてみます。
「 しっかり忍耐しなさい。 私はあなたが疲れているのは分かっています。頑張りなさい。わたしはすぐ
に来る。
」
（黙示録 3：10-11 参照） ”わたしはすぐに来る”何が起こるか分かりますか? ”わたしはす
ぐに来る” ”わたしはすぐに来る” 祈りましょう。
主よ、ありがとうございます。 主よ、シンプルにお願いします。この礼拝に来られている方か、オンラ
インでご覧の方で、 あなたを呼び求めたことがなく、心で信じ、口で告白し、罪の許しのために、あな
たに信頼を置いたことがない方に、 今日が彼らの救いの日となりますように。 永遠の命のための、人生
で最も重要な決断を一分たりとも先延ばしにされませんように。 そして主よ、戦いに疲れた人を励まし、
あなたが来られるのを思い出させてくださることで励まし、心を強くしてくださいますように。 もうそ
れほど長くはありません。 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。
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