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悪魔的プロパガンダ 

JD ファラグ牧師 

おはようございます。ようこそ。オンラインでご覧いただきありがとうございます。これは日曜日の朝の

第一礼拝です。日曜日の朝は、２つの礼拝を行っていて、第一礼拝は「聖書預言・アップデート」です。 

皆さんご参加くださり大変嬉しいです。宜しければすぐに本題に入ります。さっとお伝えしますが、第二

礼拝は、節ごとの「聖書の学び」を再び、現在「テトスへの手紙 3章」です。まだ「テトスへの手紙」の

途中で、今日のテキストは、3 章 8～11 節です。今回は、教会内のキリストの体に不和をまき散らし、分

裂を引き起こす者に対処するために、どうすべきかについてをお話しします。それが、ハワイ時間 11 時

15 分からライブ配信します。またオンラインでご覧の皆さん、ユーチューブやフェイスブックよりも、 

”jdFarag.org”に直接行かれるのをお勧めします。検閲されず、完全版で預言アップデートをご覧いただけ

るのは、ウエブサイトだけです。ですから、初めはユーチューブやフェイスブックでライブ配信を行いま

すが、ある時点でそれを終了し、ウェブサイトに誘導します。途切れないので、最初から、ウエブサイト

でご覧いただければと願います。 

では、今日は、激しいです。「そうじゃないときありますか？」と皆さん、私を見ておられますね。 

今日皆さんにお話しする必要があるのは、悪魔的プロパガンダが蔓延している現状についてで、謙虚に、

驚くべき成功を納めていると言わせて頂きます。始める前に、一緒に祈りたいと思います。はい。 

愛する天のお父様。あなたの教会、あなたの人々、今日この為にあなたの御言葉の中で共に過ごす時間を

感謝します。主よ、あなただけが御出来になる通り、あなたはいつもご誠実であられ、聖霊によって、ま

ず私たちを集中させ、その集中を保ってくださいますように。そうすれば、私たちは気が散らず、あなた

が今日私たちにご用意下さったものを見逃さないのです。私たちのいる時代が困難なものであっても、

主よ、このような時にあなたに目を向けます。 私たちは、あなたを必死に渇望するのを素直に謙虚に認

めます。ですから主よ、私たちを導いて下さい。どうか私を落ち着かせ、コントロール下さい。もし私が、

主が言わせたくないことを言おうとしているのなら、聖霊によって私をコントロールし、止めてくださ

い。そうしてくだされば、私は言いません。そして逆に、私が言うつもりのないことで、あなたが私に言

わせたいことがあれば、それを忠実に言えるよう、聖霊の促しが本当に必要です。主よ、私たちに聞く耳、

見る目、受け取る心を与えてください。イエスの御名によって祈ります。アーメン。 

では、定義から始めたいと思います。まずプロパガンダとは何か、簡単に定義するのが私の責務だと思い

ます。そのために、ブリタニカ辞典を見てみましょう。ブリタニカは、「世論に影響を与えるために、情

報、議論、噂、真実や嘘を広めること」と定義しています。 

「プロパガンダとは、多かれ少なかれ組織的に行われる他人の信念を操作するための努力で、象徴、言

葉、音楽、徽章などを利用しながら態度や行動をとることである。プロパガンダ担当者は、最も効果があ

ると思われる方法で、意図的に議論を選択し、提示します。適切な事実を省略したり、歪曲したり、単に

嘘をついたり、プロパガンダ以外の事から人々の注意をそらそうとしたりすることもある。さて、主が私

にこの話をさせようとしておられると感じた理由は、今日、多くの人がこのプロパガンダの餌食になっ

ているようだからです。そう、彼らは絶え間ない圧力や最悪の場合は脅迫に同意しています。もう一歩踏

み込んで言わせていただくと、この悪魔のプロパガンダの餌食になっている人もいて、その理由は、お金

や賄賂をもらっているからです。2週間前、私たちは復活の日曜日を祝いました。そして、私が説教のた



めに選んだ聖句は「マタイの福音書 28 章」でした。興味深いことに「マタイの福音書」では、キリスト

の復活の真実を隠すための、このような悪魔のプロパガンダの例が実際見られます。祭司長たちが、弟子

がイエスの体を盗んだというプロパガンダを広めるために、兵士たちに多額の金を与えたと記されてい

ます。「マタイの福音書 28 章 12 節から 15節」を読みます。 

マタイの福音書 28章 

「そこで祭司長たちは長老たちとともに集まって”協議し、”兵士たちに多額の金を与えて、」（12 節） 

「こう言った。『弟子たちが夜やって来て、われわれが眠っている間にイエスを盗んで行った』と言いな

さい。」（13 節） 

「もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得して、あなたがたには心配をかけないよう

にするから。」（14節） 

訳すと、「あなたがたを殺されないようにする」これは、死を意味する脅しであり、彼らはそれを知って

いました。 

「そこで、彼らはお金をもらって、言われたとおりにした。それで、この話（/プロパガンダ）は 

今日までユダヤ人の間に広まっている。」（15 節） 

早送りして、約 2000 年後の今、そのプロパガンダは、今も存在しているのが分かります。そしてこれは、

包み直され、再構築され、言わば、再設定されています。つまり、世の救世主についてのプロパガンダが 

流布されているのではなく、この再梱包されたプロパガンダは、世の異なる救世主についてなのです。 

お聞きください。テクノロジーに例えて言うと、サタンが自分のデバイスにたくさんのアプリを入れて

いるようなものです。私は自分の例えをアップグレードしました。というのも、何年か前に、若い人たち

は、私は娘にいつも 言います。「どうでもいいよ！」「わかった。そんなパパなのね～」「どうでもいい

よ！」それはいいことですよ。私たちにはその権利がありますよね。はい、すでに進行中のアップデート

に戻ります。ですから、彼の端末にこれらのアプリが入ってます。その中で一番好きなものを使ってい

て、そのお気に入りはプロパガンダアプリです。そして彼がこのプロパガンダアプリを開くと面白いほ

ど、ウィルスのように広がります。それが、コンピュータウイルスのように、支配し、腐敗させ、破壊し

ます。結局のところ、サタンの唯一の目的は、混乱の作者、兄弟を非難する者、嘘の父として、盗み、殺

し、滅ぼすことです。 

「ヨハネの福音書 8 章」には、律法学者とパリサイ人が、イエスが言っていることや広めていることが

真実ではないと非難した興味深い記述があります。イエスは、ご自分を信じる代わりに、ご自分を殺そう

としていることを知って、43～45節でこう答えています。イエスが仰るのをお聞きください。 

「あなたがたは、なぜわたしの話が分からないのですか。それは、わたしのことばに聞き従うことができ

ないからです。」（ヨハネ 8：43） 

「あなたがたは、悪魔である父から出た者であって、あなたがたの父の欲望を成し遂げたいと思ってい

ます。悪魔は初めから人殺しで、真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は、偽

りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら、彼は偽り者、また偽りの父だからです。」（44節） 

「しかし、このわたしは真理を話しているので、あなたがたはわたしを信じません。」（45 節） 

疑問は、”なぜか？”の一つで、なぜ彼らは彼を理解しなかったのでしょうか。信じなかったのでしょうか。 

イエスの答えは、彼らが悪魔の言葉、つまり嘘の言葉しか理解しなかったからです。 

つまり、イエスは真理という外国語を語っていたのです。そして、彼らが知っている唯一の言語は 彼ら



の母国語の生活語です。彼らが真理の言葉を知らなかった理由は、なぜなら、前述のアプリ、いわばプロ

パガンダ・アプリが、彼らの心のハードドライブを破壊していたからです。そんな時は、新しいファイル

を再インストールして、神の御言葉で心を新たにすることが唯一の解決策です。真理の御言葉を。真理の

言語を。言葉遊びのように聞こえるのは分かりますが、洗脳されることと、脳を洗うことは違います。説

明します。パウロに説明してもらいます。彼は、「ローマ人への手紙１２章２節」で説明しています。 

ローマ人への手紙１２章２節 

「この世と調子を合わせてはいけません。むしろ、心を新たにすることで、自分を変えていただきなさ

い。そうすれば、神のみこころは何か、すなわち、何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるのかを見分

けるようになります。」 

適合することと変えることの対比に留意ください。また、この世と神との対比もです。なぜ私はこれを指

摘するのでしょうか。なぜなら、私たちは、この世の考え方に合わせるのではなく、神の考え方に新たに

変えてもらえるのです。世や世のプロパガンダに洗脳された脳を洗う必要があります。世の考え方を。世

の中のやり方を。そうすれば、新たに洗われた私たちの思考が有効になり、活性化されます。それが、真

の神の御心、御言葉は良いものであり、喜ばしいものであり、完全なものであるのを試し、証明すること

ができます。同じことを違う言い方で言わせてください。私たちが神の御言葉によって変えられ、心が新

たにされない限り、霊を見分けたり、試したりすることはできません。「これは神のものなのか？」分か

りません。皆さん、知り、試し、証明することが出来ます。ここで（聖書の中で）しかし、あなたの心が

神の御言葉の水で新たにされ清められない限り、あなたには試して証明できるという希望はありません。

私にとって、このことは、2 章前にパウロが書いている「心を新たにすることと、御言葉を聞くことと」 

に合致していると思います。皆さん、「ローマ人への手紙 10 章 17 節」です。 

「ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことは、キリストについてのことばを通して実現する

のです。」（ローマ 10：17） 

彼がそんな風に言っているのは興味深いです。皆さんは、彼がただ単純に”信仰は神の御言葉を聞くこと。” 

と言ってると思うでしょう。そうではありません。彼が言っているのは、信仰は聞くことによってもたら

されるが、彼はそれを取得し、明確にして、神の御言葉を聞くことによって、と言ってるのです。皆さん

分かりましたか？ 言い換えると、信仰は聞くことによってもたらされます。あなたが聞いているもの

が、あなたが信仰を置くものになります。だからこそ、彼はそれを取得する必要があるのです。それが、

信仰が聞くことによってもたらされる方法です。しかし、神の御言葉を聞くことによってです。世の話で

はありません。御言葉！、ふーむ 1 週間休むとこうなりますよね。私が自分で自分自身を例えとして話

せば、誰も誰かのことを話していると思わないでしょう。私は時々、非常に注意しなければなりません。 

というのも、一定方向を見て、「欲望とプライドと欲の！！」なんて話をしていると、「うわ～。いやだ。」

と隠れる方がいるんです。なので、下を向いて言います。皆さん私の禿げ頭が見れますね。聖霊が私に確

信させてくれたことの一つは、私が聞いている声です。私は誰の声を聴いているのでしょうか。なぜな

ら、私たちの注目を集めようとする声がたくさんあるからです。同意されますか？ そして、確信が生ま

れます。再度、私は誰も見ていませんよ。確信が持てるのは、気付いた時です。 私が、聖霊の小さき声

を聞くよりも、ニュース報道に耳を傾けていたら、間違いなく平安がありません。不安でいっぱいになっ

てしまうのも当然です。恐怖でいっぱいになるのも無理はありません。これが真理です。神の御言葉の真

理を聞いて信じるのか、この世の嘘を聞いて信じるのか。二者択一です。ナチスのプロパガンダ大臣だっ



たジョセフ・ゲイブルスという人が、こんなふうに言っていました。お聞きください。「大きな嘘をつい

て、それを繰り返していれば、人々はやがてそれを信じるようになる。」プロパガンダの旗印の下、ホロ

コースト間に続いた悪魔的荒廃と破壊を見れば、一目瞭然です。休みを取った週に、3時間のドキュメン

タリーを観ました。眠りにつくためです。ー笑いー しかし、それはヒトラーのプロパガンダ・マシンで

した。とても興味深い引用を紹介したいと思います。聖霊によって、こんにち起こっていることのレンズ

を通し皆さんに聞いてほしいのです。よろしいですか？ 準備いいですか？ 

「ヒトラーは、プロパガンダの効果的な使い方を深く理解していた。1920 年代、これらの才能を使い、 

言葉やイメージ、象徴主義に大きく依存し、自国内の裏切り者や敵との戦いを定義しました。第一次世界

大戦で、連合軍が優れたプロパガンダを駆使して勝利したという見方が一般的だった。これは、ヒトラー

が起因している。イギリスやアメリカが無敵の大軍を破壊するため自然に使った魔法のようなものがあ

るはずだ。それは軍事的な手段ではあり得ず、ヒトラーが特定した死霊術はプロパガンダであった。突然

であり、新しいものだった。それは、幸せの薬だった。それは、皮下注射だった。（何ですって？！）そ

れがすべてを変えてしまうのだ。ヒトラーは、1918 年の第一次世界大戦の敗北という屈辱を味わうまで

は、「この状況を打開する方法はないか」「私がドイツを再び偉大な国にする方法はないか」と考えるよう

になった。強く言えば、人々はあなたが言うことを信じる。彼は「大きな嘘」のアイデアを紹介している。 

小さな嘘をついても無視されるかもしれない。大きな嘘をつくのだ。そうすれば、人々はそれを信じて、

その嘘を大々的に伝える。Mine Kampf（ドイツ語で「私の闘い」の意）は、プロパガンダ作品であると

同時に、大衆操作のツールとして、プロパガンダをどのように利用するかというヒトラーの理解の青写

真でもある。彼は、聴衆の抵抗がなくなるまで、メッセージを繰り返し、繰り返し、繰り返していくこと

を話した。そのためには、敵を人間以下の危険な存在として認識しなければならない。そして、自分のメ

ッセージを大げさに表現するのだ。」敢えて言いますと、これはまさにこんにち起こっていることではな

いでしょうか。もしよろしければ、その理由と方法の両方を説明したいと思います。そのために、ユーチ

ューブとフェイスでの配信を終了します。jdfarag.org をご覧ください。 

 

ー本編ー 

もしも当時、裏切り者として危険視されていた「内なる敵」のイメージが、実は現在のコロナワクチン拒

否者であると言ったらどうでしょうか。また当時の、大衆操作の大げさなプロパガンダ・ツールが、今の

人々にワクチンを接種させるためのものだとあなたに言ったらどうでしょう？ どうやって？ あぁ～ 

大きな嘘を繰り返し、繰り返し、繰り返すことで。大きな嘘とは何ですか？ COVID-19/コロナとワク

チンが、世界の新しい通常を取り戻すための世の救世主としての最終的な解決策であると。それであな

たは何を待っているのですか？ 待たずに、ためらわずにワクチン接種を！ 皆さん笑ってくださって

大変嬉しいです。笑わないなら、泣いてしまいますよね。ちょっと待ってください。あなたは反科学、反

ワクチンの陰謀論者の一人アルミ箔の兜をかぶった過激派ではありませんよね。 JD 牧師挙手中。ー爆笑

ー そうであれば、あなたは敵として危険な脅威です。あなたは悪いのです。 ユダヤ人が当時、優秀な

民族に対する脅威として敵であったように。ワクチン拒否者もまた、現在の人類の脅威として敵になり

つつあるのです。皆さん、点と点を繋げれますか？ 当時、敵と思われていたユダヤ人を絶滅させなけれ

ばならなかったように、今、敵と思われている反ワクチン者を絶滅させなければならないのです。それが

理由で、これが世の方法＝大虐殺です。2月 7 日のアップデートで「大虐殺の 10段階」と題し、現在世



界で起きていることを不気味なほど正確に表現していることを紹介しました。一例として、大規模な大

虐殺で行うことの一つは、敵の人間性を奪うことです。奴らは人間ではない．．．と。ユダヤ人に対して行

ったことです。それで何を仰っているのですか、JD 牧師？ はい。私が言いたいのは、Covid-19とワク

チンは、当時のユダヤ人の大虐殺の代わりに世界的な大虐殺を目的とした悪魔の陰謀であり、こんにち

の福音派クリスチャン大虐殺のように見え始めています。4 月 5 日（月）の yahooニュースに、「白人福

音派のワクチン拒否：パンデミック長引かす」というタイトルのニューヨークタイムズの記事が掲載さ

れました。その中で、ウィートン大学の人道的災害研究所の創設者兼エグゼクティブ・ディレクターであ

るジェイミー・アッテンの言葉が紹介されています。「イリノイ州の福音主義機関の言及。」引用します。 

「もし、かなりの数の白人福音派がこの問題に賛同してくれなければ、パンデミックは必要以上に長引

くことになるだろう。」 

同日の CBS ニュースでは、 

「パンデミックを終わらせる道は、福音派教会にある理由」という見出しの記事と動画が掲載されてい

ます。その文書から抜粋してご紹介します。 

「白人の福音主義者たちは、」皆さん、因みにお許しください。私は今、白人の福音主義者かもしれませ

ん。私たちはここハワイで、あらゆる部族、あらゆる国、あらゆる舌（言語）です。アラブ人の牧師がい

て、アフリカ系アメリカ人の副牧師がいて、事実、その話にはやめておきます。”白人の福音主義派”すみ

ません。脱線しました。「白人福音主義派は、コロナワクチンの接種希望の可能性が最も低いグループの

一つである。それに比べて黒人のプロテスタントは、1/3 程度の躊躇である。インタビューを受けたゲス

トは、福音派の人々がコロナワクチン接種拒否傾向にある理由を尋ねられました。その答えの一つは、 

（引用します） 

『非常に具体的に宗教的な懸念を持つ人もいて、例えば”獣の刻印”と”黙示録”とかいう未来の象徴と言わ

れるものと何らかの関係があると懸念する人がいます。』黙示録：Revelation です。RevelationS ではあ

りません！ 失礼しました。ただ私は、でも皆さん、 私の言い方や引用の仕方には理由があって、その

理由が何かは皆さんわかってくださってますよね？ それは、つまり、あんたみたいに愚かな間抜けど

もが混じっているということですよね。どうしちゃったんですか？ それが「獣のしるし」と思ってるん

ですか？ はははははははははは。ゲストは想像通り、その後、彼らを説得する方法について質問されま

した。皆さんのことですよ。今度は指せます。ー笑いー 説得してワクチンを接種してもらうための方法

です。彼女の回答をお聞きください。引用します。 

『私はある元牧師と話をしましたが、彼はワクチンについて福音派クリスチャン全般を説得し、教育す

るプロジェクトを始めました。』結局のところ、彼らは教育を受けておらず、無知で愚かだからです。そ

れは彼女の発言ではありませんが、言わなくてもそういう意味です。『彼は、短いビデオクリップをたく

さん投稿しています。（お～）福音派クリスチャンが、抱くかもしれない不安を解消するために彼が行っ

ている医療専門家のインタビューです。』彼らは無知なので説得するために。彼らは教育を受けていない

のです！ 頼みますよ、どれだけ馬鹿げてるのでしょうか。これが終末預言に関係していると考えてい

るのです。ははは。私がこの短いビデオクリップを強調した理由は、この元牧師が、なぜ彼が”元牧師”な

のかと疑問に思うからです。なぜ彼は元牧師なのか？ 分かりませんが、彼らがそう言っていました。 

このプロパガンダの層を剥がして、これが何であるのか言っていいですか？ そういえば、ヒトラーが、

ラジオを実質上無料にしていたことを知っていますか？ 誰もがラジオを持てるように非常に低価格で



す。なぜでしょうか？ 彼のプロパガンダを聞くためです。何度も何度も何度も聞かせ続けたのです。そ

して彼らは洗脳されました。繰り返し、繰り返し、繰り返し、聞かせ続けられて。因みに彼はビデオを使

っていました。単なる言葉でできない脳の一部にアクセスするためそのイメージは非常に強力です。映

像と音声を組み合わせれば、非常に強力なプロパガンダツールになります。彼はそれを知っていました。 

なので今、これら全ての短いビデオクリップは、彼らのプロパガンダ作品です。 

木曜日、PBS News Hourは、「牧師が明かす、福音派コミュニティにおけるコロナワクチンへの躊躇の理

由」という記事と動画を掲載しました。ここでは、南部バプテスト連盟の倫理・宗教的自由委員会の会長

であるラッセル・ムーアにインタビューした記録をご紹介します。聞かれましたか？南部バプテスト連

盟です。両方の注射を受けて、完全にワクチン接種されたと述べたムーア氏は、（引用します。） 

「誤報や偽情報に対抗する方法の多くは、人々が互いに会話することです。」と述べた。へ～ 

「そして私たちの多くが、『ワクチン接種はクリスチャンにとって受け入れられるものであるだけでなく、 

私たちがその技術を持っていることを、神に感謝すべきものである』と言うために、できることをしてい

るのです。なぜなら、私達が物事をやり直すことになるので私たちがより速くする必要があるのです。」 

へ～ インタビューの終わりに、彼はこう言いました。 

「ワクチンに抵抗があるという話の多くは、ソーシャルメディアにもたらされたものだと思います。そ

こでは、”これは何か暗い陰謀の一部だ”とか、”これでは誰かが病気になってしまうのでは？”とか。私が

初期に行ったことの 1つは、ありとあらゆる陰謀論や恐怖心を調べ上げ、それらに対抗することでした。」 

あ～本当に？？ 私が見たワクチン推進派の反論動画では、彼らはただ主張を繰り返しているだけでし

た。彼らはただこう繰り返しています。「これは科学なのだ。」「科学に耳を傾けよう！」彼らには証拠が

ありません。彼らにはできません。なぜならないからです。分かりました。主よ。ごめんなさい。 

もし皆さんが、私に最大の奮闘が何かと聞かれたらワクチンを拒否する人たちを奨励し、辱めようとし

ているクリスチャンの指導者たちがいることです。つまり、彼らがやっていることは、マントラを繰り返

しているだけなのです。「科学に耳を傾けよ。」それが彼らの唯一の反論です。興味深いのは、彼らがこの

ような動画を作成して、ユーチューブやその他のプラットフォームに投稿し、あなたはそれを見ると、彼

らは専門家を使っています。この科学者、あの医者、この免疫学者、あの専門家...などプロがいても明ら

かに欠けていることに気づくでしょう。データが一切ないことに気づかれるでしょう。言わば、法医学的

証拠がないことに。つまり、堕胎された赤ちゃんの組織について話す時でさえ彼らはその話を吹っ飛ば

します。「ああ、あれは昔の細胞株だよ。」と。嘘を言っています。無知なのか、それとも嘘をついている

のかどちらかです。それは誤りなのですから。「データを見せてください。」その中の一部が分かりました

か？ これについてやるべきではないでしょうが、遅すぎます。思わず口走ってしまいました。しかし彼

が「彼らを教育する必要がある」と言った時中身がないのに気付きましたか？ 彼らの方はこう言って

いるんです。「ワクチンで病気になります！」「データを見せろ！私は私のデータを見せるから！」あまり

良い言い方ではなかったですね。メモに書いてある話ではなかったので。皆さん、要点は分かりましたよ

ね？ ”ワクチン反対派”だから、 福音主義者は教育が要るですって？！では、私たちには多くのデータ

がありますが。データがたくさんあります。たくさんのチャートがあり、たくさんの証拠があり、たくさ

んの事実があります。あなたはただそこに座って、大胆にも 「安全だ。」と仰る。「へ～本当に？」 

皆さんこれが何かご存知ですか？ そう、それは証拠から目をそらせるためのプロパガンダです。です

から、人々はメッセージを聞き続けると、彼らが繰り返し発しているので、私たちが目にする証拠に注意



を払わなくなります。皆さん分かりますよね。さて、ワクチン賛成派やワクチン接種する人たちが、 

悪魔のプロパガンダだと言っているわけではないのをご理解ください。これの全てが起こる時に、私が

全ての答えを持っているわけではないし、真実の隅々まで分かっているのでもないこともご理解くださ

い。しかし神が分かっておられます。そして感謝すべきことに、神はその御言葉の中で、このような大規

模な欺瞞があることを警告しておられます。福音書や書簡を読んでいて興味深いのは、終わり時の一番

の兆候は、欺瞞、欺瞞だということです。マタイ 24章で、弟子たちがイエスに尋ねています。 

「あなたが来られ、世が終わる時のしるしは、どのようなものですか。」（マタイ 24：3） 

実に２面の質問です。そして何よりも先にイエスが仰います。 

「人に惑わされないように気を付けなさい。」（マタイ 24：4） 

騙されてはいけません。惑わされてはいけません。私たちには、神の御言葉において、霊的な領域で悪の

策略として宣伝される、このようなプロパガンダがあると警告されています。私たちの格闘は、血肉に対

してではありません。（エペソ 6：12参照）人々が敵ではありません。敵が敵です。これは、悪魔の領域、

霊的な領域、天上にいるもろもろの悪霊、異なる領域の存在です。そのため、このプロパガンダは最終的

に、教会携挙後、第二テサロニケ 2 章の通り、神御自身が送られる強力な妄想へと変わっていきます。 

皆さんご存知ですね。そう、私たちはこれについてよく話します。私たちは、第一・第二テサロニケを、 

節ごとに学び終えました。2章 9 節から 11節をご覧ください。 

第二テサロニケ 2 章 

９不法の者は、サタンの働きによって到来し、あらゆる力、”偽りの”しるしと不思議、 

「あ、嘘なんですね。あなたそれについて話してましたね。」はい。10節はその全容です。 

10 また、あらゆる悪の欺きをもって、滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは、自分を救う真理を

愛をもって受けいれなかったからです。 

11 それで神は、惑わす力を送られ、彼らは（その）偽りを信じるようになります。 

その大きな嘘を。それが理由です。それを説明しています。なぜ人々は、その嘘を信じるのでしょうか？ 

彼らは真理を拒絶したからです。 

イエスが真理であり、道であり、いのちなのです。（ヨハネ 14:6） 

真理を拒絶すると、あなたは嘘に対して無防備になります。皆さん私同様だと思いますが、頭を悩ませて

いるのではないでしょうか？ 彼は人々をみて、「何なんだ？！」私は個人的に、これはすでに実現し始

めていると考えています。7年間の患難時代に近づくにつれ、例えて言うなら、エアコンやヒーターに近

づけば近づくほど、その冷気や熱気を感じるようになるでしょう。皆さん私の言いたいことが分かりま

すよね。つまり、最終的な解決策としての強力な妄想と大嘘に関する 2 つのことは、それに近づくほど

にそれを感じ、それを目にするようになってきました。もしよろしければ、この場をお借りして、多くの

皆さんと同様、私も今回の出来事の意味を強く認識していることをお伝えしたいと思います。どうか最

後まで私の心をお聞きください。多くの人が、家族や愛する人、さらにはキリストの兄弟姉妹の間で、ワ

クチンと反ワクチンがいかに大きな対立を引き起こしたかという現実を、個人的に私に話してくれまし

た。繰り返しになりますが、私が全ての答えを持っているわけではありません。しかし、私が持っている

ものは、皆さんも持っているものであり、それは神の御言葉と神の御霊（聖霊）です。 

詩篇 119 篇 105 節 

「あなたのみことばは 私の足のともしび私の道の光です。」 



神の御霊と神の御言葉が、この終わりの時、危機的な時代を乗り切るために、私たちを助け、私たちの歩

みを導くのです。励ましたいのはやまやまですが、これから先限りなく悪い状況になることを警告して

おかないと大きな過ちを犯してしまうと思います。これを考えてみてください。数ヶ月前までは、マスク

反対派のレッテルを貼られることは悪いことでしたよね？ しかし今や、反マスク派、そして反ワクチ

ン派。その問題は、私たちが問題なのです。今までにないほど、私たちは聖霊の力とバプテスマが必要で

す。私たちが堅固で忠実でいて希望を持つならば。フロリダ州オーランドのオンラインメンバーの 

アンジェラさんから、このことを示す内容のメールを頂きました。 

「先日あなたは、ワクチンや、拒否するときに受けなければならない迫害の種類について話しておられ

ましたね。今日は、あなたが話しておられたことを身をもって知りました。お店に入ったときに、マスク

をしていなかったことに気づきました。私は気にしないことにしました。必要な商品を手に取って、列に

並びました。清算しようとしたとき、列に並んでいた女性が私に向かって怒鳴り始めました。私がマスク

をしていなかったので、彼女は私を人殺しと呼びました。私もレジ係もショックを受けました。私は清算

しようとしましたが、彼女は「あなたは 50 万人以上の人々の死に責任がある」と叫びました。「私が？」 

（これが私が店舗に行かない理由です）補足的に、これを挿入する必要があります。データ証拠について

話します。2020 年の死亡率、全死亡率を示す証拠があります。全ての死因です。心筋梗塞、がん、脳卒

中、何であれ、すべての事故、殺人、すべての死因です。2020 年の総死亡者数が、これまでの年に比べ

て少なくなっています。皆さん、皆さん、皆さん、それをご存知でしたか？ あ～ところで良い知らせで

す。インフルエンザが撲滅しました。そう、２０２０年インフルエンザの死亡はゼロです。ハレルヤ～ 

再度引用しますね。恐らく、これが私が一週間休むべきでない理由ですが、引用ですが、大変大変興味深

いです。このワクチンは、コロナのために造られたものではありません。コロナが、ワクチンのために造

られたのです。皆さん分かりますか？ このかわいそうなキリストの姉妹は、店で怒鳴られ、50 万人の

死に責任がある人殺しと呼ばれたのです。彼女のメールの続きです。「私の後ろには、長蛇の列があった

のを分かってください。彼ら全員が証人です。私はその女性の方を向いて言いました。『あなたにお答え

するつもりはありません。』それに対して、彼女は再度私を人殺しと呼びました。もしもこの女性が、JD

牧師、あなたのような方を知っていたなら、私は喘息持ちなので、マスクで息をするのは大変なんです。」 

別の補足をします。ご辛抱ください。うーん、それは皮肉の中の皮肉ですね。喘息は、ワクチン傷害が起

因です。皆さん信じますか？ ADHD（多動症）、これらの障害のすべて、子どもたちが抱える問題や悩

みのすべてが、ワクチンです。神の恵みによって、そういえば、この自閉症の話をしましたね。 ワクチ

ンが原因です。私たちにはデータがあり、証拠があります。研究、査読付き研究です。ワクチン接種して

いない子ども、ワクチン接種した子どもの比較です。ワクチンを接種していない子どもたちのうち、

ADHD や双極性障害、喘息などを発症していない子どもはどれくらいいるのでしょうか。つまりリスト

は、ずらっとあります。（ワクチン接種していない子どもは）何人発症していますか？ ゼロです。 

ゼロですか？ はい。（ワクチン接種した子どもは）何人発症していますか？ ああ、桁違いですね。 

なぜ彼らは動画を作るときにそのことを話さないのでしょうか。（今の言い方）失礼しました。私は、分

かりました止めます。助けはいりませんからね。彼女のメールを続けます。 

「ほとんどの場合、私は鼻の下にマスクをします。もしこの女性が、私の子どもが何年も前にワクチンに

よって負傷し、運動性や発声性のチックを引き起こす自己免疫疾患を患っていることを知っていたら、 

このような状態なので、現在、ホームスクールをしています。コロナワクチンを打たないことで仲間はず



れにされてしまうのでしょうか？ 私は、毎日怒鳴られたとしても、絶対ワクチン接種はしません。なぜ

私がマスクをしていないのかを考えることもなく、私を知らないこの女性は、私を人殺しと呼びました。 

このような日には、あなたが教えた、イエスにしがみつくことについての全説教を思い出します。彼は私

たちが本当に頼れる唯一の人だからです。」では、ここが核心です。イエスにしがみつくことが私たちの

唯一の希望です。質問です。家に帰る準備はもうできていますか？ あ～良かった。聞いてください。私

は嫌味を言うつもりはありませんが、遅すぎますね。言ってしまいました。聖化された嫌味です。よろし

いでしょうか。しかし、問題です。もし私たちの中に、私自身も含めて、この世に希望を持ち続けている

人がいるとしたら、その質問に対する答えは「ノー」です。逆に、もし私たちの中に、この世での生活や

希望を失い、この世を否定し自分自身に死んだ人なら、答えは、輝かしい「はい」です。私は、準備万端

です。まだ希望を持っているのであれば、ああ、でも、新しい日常に戻るんだ！ お好きにどうぞ。先週、

長年の親友からメールが届きました。彼女は私たちの地元のメンバーの一人で、医療関係の仕事をして

います。聖霊の力が人々を動かし、希望を与えているという力強い証なので、読んでみたいと思います。 

「ずっとお伝えしたいと思っていたのですが、なかなか機会がありませんでした。3 月中旬のこと、元社

員から、メッセージをもらいました。周りの人たちは、クリスチャンも含めてワクチンを受けているの

で、自分は院内少数派で悩んでいるとのことです。という内容です。諦めてワクチン接種することを考え

ようという気持ちになったそうです。私は、私の部署では 7 人がワクチンを受けていないと答え、あな

たの預言の教えについて話しました。これが彼女の答えです。 

『ユーチューブで説教を 2 回見ました。その後、彼のウェブサイトで、私は泣いて泣いて、もう怖くな

い！ 私は信者です。私は罪びとです。私は主なる神に恐れを委ね、全能なる神は私にトンネルの出口へ

の光を示してくださいました。私は彼の来臨を待ちます。私は、自分の行き先を知っているのです。』 

その通り！ー拍手喝采ー だから私たちはこれをするのです！ 知っていますよね？ イエスを人々の

下へ、人々をイエスの下へ、まだ時間がある内に、手遅れになる前に導くのです。彼が私たちの唯一の希

望です。これが私たちが「預言・アップデート」をする理由で、イエス・キリストの福音・救いをシェア

する理由です。「救いの ABC」、子どもにでも分かる救いの説明をシェアする理由です。 

福音とはなんでしょうか。使徒パウロが、「第一コリント 15 章 1から 4 節」で福音を定義しています。 

イエスが（地上に）来られ、十字架にかけられ死なれ、葬られ、３日目によみがえられました。良い知ら

せです。彼はあなたのためにそうされたのです。彼はあなたのためにそれをされたのです。それが福音と

いう言葉の意味です。良い知らせ。 

「あなたの負債は支払われた。死の罰則は、他の人が支払ってくださった。あなたは自由に行ってよい。」 

良い知らせです。それが福音です。 

「救いの ABC」を始めた時には、考えもしませんでした。恐らくもう３年です。こんな子どもにでも分

かる簡単な救いの説明を使って、神が文字通り地球の最果てにまで到達し、人々にイエス・キリストの救

いをもたらしてくださるなどと。「民数記 22章」にあるように、神がロバを通してでも語られるのは、 

驚くべきではないのと同様、彼は、アラブのロバを介して話すことが御出来になるのです。それが私の拘

りです。 

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。」 

私たちは生まれながらにして罪びとなのです。ですから、イエスが仰るように、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、私にとって、より良い言い方が見つ

かりませんが、悪い知らせと良い知らせがセットになっています。悪い知らせとは何ですか？ 本当に

悪い知らせです。あなたは、死刑宣告を受けています。なぜなら、 

「罪の報酬は死です。」(ローマ 6:23a) 

それって本当に悪いです。分かっています。良い知らせを聞く準備はできていますか？ はい。良い知ら

せは、 

「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) 

こういう仕組みです。贈り物とは、誰かが購入してくれてプレゼント下さる物ですよね？もしあなたが

支払うなら、贈り物ではなく購入する物です。つまり、プレゼントをもらったり、プレゼントをあげたり

する場合、誰かがその代金を支払わなければなりません。分かりますか？ 意味深なのは分かっていま

す。イエスは、その贈り物の代価を支払うために、すべてを犠牲にされたのです。彼は、私たちに永遠の

命の贈り物を受け取るためのギフトとして差し出してくださっているのです。それが良い知らせです。

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） 

それはかなり確定的ですよね。陪審員はもういません。評決は出ています。 

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） 

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、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） 

最後に、オンラインメンバーからの「救いの ABC」についての証を紹介して締めくくりたいと思います。 

たくさんの証を頂いています。またどれを紹介するか、時間的なことも考えて、選ぶのはとても難しいの

ですが、これをご紹介したいと思います。これは、わぉ～！なんです。オンラインメンバーからです。 

「こんにちは！私は JDの聖書預言・アップデートのフォロワーで、この数ヶ月間、多くのことを楽しみ、 

学んできました。（私もたくさん学びました）4 歳の孫に写真とメッセージを送りたいと思いました。最

近、彼は母親（私の娘で、夫と一緒にあなたのアップデートを毎週見ています）に、イエスを救い主、主

として心に求める祈りを手伝ってほしいと頼んできたのです。 

ちょうど先週のこと、イーサンは、ウィスコンシン州ケノシャのコーヒーショップの古いテーブルの 

秘密の引き出しに、他のメモと一緒に「救いの ABC」を残す方法を見つけました。他の人に読んでもら



うために残すのです。イーサンは 1 週間ほど前、自分の救いの祈りをしたばかりなので、他の人のため

にこのようなことをすることに興奮していました。なんと素敵な機会でしょう。聖霊がイーサンと私に 

こんなことをさせてくださるなんて。その日、たまたま財布にあった紙に書かれたメモをその引き出し

を開けて、メモを拾うのにふさわしい人を、神が導いてくださるよう祈りました。彼らがイエスのみに

道、真理、命を望むように。」この画面が写真です。主を褒めたたえます。ー拍手ー 

この写真は、神が私たちの人生にどれほど素晴らしく、驚くべき働きをしてくださるかを思い出させて

くれる可愛い写真です。イーサンにも思い出になる素晴らしい物語です。ありがとうございます。ウィス

コンシン州の Janおばあちゃんより。」 

主を褒めたたえます。ー拍手ー 

ご起立ください。賛美チームは上がってきてください。皆さんのご忍耐感謝します。私は、時間に敏感に

なりたいと思っています。オーバーして長くなっていますが。しかし、私がどれほど長くならないようし

ているか知ってもらえれば、ありがたいです。私は実際に保存してみて、来週やってみようかなと思って

いるうちに、どんどん増えていってしまいます。文字通り数百です。数百。大袈裟な話ではありません。

私は、御座に行ったら、主に聞いてみようと思います。主よ、これはかなりたくさんあって、難しいもの

です。もし私がこれらすべてを準備し、これらすべてを共有するとしたら、携挙を伝えるにはどれだけの

時間がかかるのか、でも、私たちは見つけるでしょうけど。ただ、それほどなのです。そこで私は、主が

私に何を省略させ、何を共有させたいのかを見極めてくださるようお願いしました。そして今日、主が語

ってくださったと本当に信じます。また、私たちが御霊が教会に語られることに聞く耳を持つ者に数え

られる存在であると信じます。もし、この教会にお越しの方、あるいはオンラインで見ている方の中で、

仮定はしませんが、主の御名を呼び求めたことのない人がいたら、謙虚に愛を込めて言わせていただく

と、全ての物事の起こる速さ、聖書預言が成就していく速さを考えると、あなたは本当に危険な領域にい

ると思います。あなたは非常に大きなリスクを負っています。今日、あなたに永遠の命のために人生で最

も重要な決断をしてほしいと願います。遅らせないでください。遅らせず、先延ばしにしないでくださ

い。今日が救いの日です。祈りましょう。 

天のお父様。ありがとうございます。このようなことは、ある人にとっては恐怖であると同時に刺激であ

り、当然のことだと思います。なぜなら主よ、私は、誰かをおだてて地獄行かせるよりも、怖がらせてで

も天国に行かせたいです。そして、もしこれが必要なことで、多くの人にとってそうであるようように、 

もしこれが彼らをあなたのもとに連れてくるために必要なことであるなら、そうなさってください。 

主よ。ここにお越しの方、オンラインでご覧の方で、あなたの御名を呼び求めたことがなく、口で告白し

たことがなく、心で信じて罪の赦しのためにあなたに信頼を置いたことがない方が、今日が救いの日と

なるよう祈ります。主よ、永遠のいのちという贈り物に感謝します。福音の簡潔さに感謝します。神の御

霊から生まれ変わったことを知っている私たちにとって、携挙までの間さらに悪くなるとしても感謝し

ます。主よ、ありがとうございます。私たちはあなたを愛しています。イエス様、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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