2020.07.12 聖書預言アップデート：獣のしるし － J.D.ファラグ 牧師
https://youtu.be/Ca g N A mqkpJc
『獣の印』それでは～ おはようございます。 毎週の聖書預言と情勢アップデートへようこそ。皆さん
オンラインでご参加してくださり 私たちはとても嬉しいです。今日はまたやりたいことがたくさんある
ので、 すぐ本題に入りましょう。今日のアップデートでは、次の事に関する混乱の多くを 解消したいと
思っています。まだ実現していない COVID-19/コロナワクチンが、 最終的には、黙示録で預言されて
いる 獣のしるしになる可能性がある事です。また先週触れた”Q アノン/大いなる覚醒”についても 続い
てお話しをしておかないと、 私の職務怠慢になってしまうと思います。主の御心であれば、来週の日曜
日、 聖書の観点から"この運動"に取り組み、なぜ私がそれが欺きだと考えているかを 説明します。その
話は来週します。でも今日はまず、両方のトピックに関する情報を 送って下さった方々に感謝したいと
思います。知っていただきたいのですが、 私は皆さんから、本当に多くを学んでいます。実際、今日お
話しする事の多くは、 非常に洞察力があり、情報に通じている方たちから 頂いた内容です。その方々の
多くは医療関係者です。私は一週間の大半をかけ、 すべての資料を見てきました。かなりの量の情報を
頂いたことを 付け加えておきたいと思います。始める前に、イザヤ書 8 章 11 ｰ 13 節から 始めたいと思
います。御心なら、来週はこの話もするかもしれませんが、イザヤ書 8 章 11 節。
「まことに、主は強い御手をもって私を捕らえ、 この民の道に歩まないよう、私を戒めて こう言われ
た。」 （イザヤ 11：8）
「『あなたがたは、この民が謀反と呼ぶことを 何一つ謀反と呼ぶな。この民が恐れるものを 恐れてはな
らない。おびえてはならない。』」 （イザヤ 11：9）
「万軍の主、主を聖なる者とせよ。 主こそ、あなたがたの恐れ。 主こそ、あなたがたのおののき。」（イ
ザヤ 11：10）
預言者イザヤがこの預言を書いたとき、イスラエルとシリアの軍隊はすでにユダを破り、 エルサレムに
向かっていました。その理由は、自分たちの支配者を玉座に置き、 アハズ王を失脚させようとする 陰謀
があったからです。そのため、イザヤは、聖霊の霊感を受け、 この預言の中で、敵が何を企んでいても
恐れる必要はないと宣言しています。むしろ主は、民衆が悪の陰謀や脅威を 恐れるのではなく、 主を恐
れることを望んでおられる、と。理解すべき事は、旧約聖書の原語のヘブライ語で 陰謀を表すこの言葉
には、ある集団が共謀し協力して 違法で有害な何かを行おうとする計画、企み、策略 という意味が含ま
れてることです。このことを理解した上で、 私に言わせれば邪悪なものであるこの計画について、 私た
ちは話を進めることが出来ると思います。世界中の人々にワクチンを接種するための 陰謀とも言えるも
のです。ご自分の意志で、元の生活に戻るため、 ワクチンを望む方もおられるでしょう。いずれは、”す
べての人に”義務化されるでしょう。 キーワードは「すべての人」この後すぐにその”すべての人に”と言
う言葉に 戻ってきたいと思います。さて、「まさか、それは起こらないだろう。」と お考えの方へ。二言
で言います：Think MASK =マスクを考えてください。3 か月前に... 私は認めて白状します。3 か月前、
あなたが私のところに来て こう言ったとします。「JD 牧師、あなたは マスクが義務づけられると思いま
すか？」私は、 「いや、それはないと思うよ」と 言っていたでしょう。もしも～し？ 今でさえ、一部
の州では マスク着用を義務化しています。私が信じているのは。。。 今日はあまり原稿から外れないよう
にします。私は覚書から外れないようにするつもりです。私が今日話そうとしている内容を考えると、
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その理由は明白なものだと思います。情報がたくさんあって、しかも非常に技術的なものです。しかし、
今、原稿にはない事を言います。私は個人的には、今のマスク＝M-A-S-K は、 皆を印＝M-A-R-K に備
える為ではないかと思います。皆さん同様、私はフードランドに行って スパイシーアヒポケを... 因み
に私はスパイシーアヒポケが大好きなんですが、 マスクがないと買いに行けないのです。それとも誰か
に買ってきてもらうか...... 本当にそうしてみようかと考えたんですよ。しかし、マスクは義務付けられ
ています。その店で何かを購入したいなら、必須です。これは私が、将来の、まだ先の COVID-19 ワク
チンが 最終的に黙示録 13 章で預言された獣のしるしになると 信じる多くの理由の一つなのです。黙示
録 13 章を読んでみましょう。 15 節から 18 節までです。いくつか指摘したい事があります。15 節、ヨ
ハネは次のように書いています。
「それから、その獣の像に息を吹き込んで、 獣の像がものを言うことさえできるようにし、獣のイメー
ジは話すことと、... （注意深くお聞きください。）また、その像を拝まない者たちを みな殺すようにし
た。」 （黙示録 13：15）
「獣は、すべての者に...」”すべての人”です。 後で戻るので、それを覚えておいてください。
「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、 その右手あるいは額に刻印を受けさせた。」 （黙示録 13：16）
そして、17 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。」 （黙示録 13:17）
「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。」 （黙示録 13：18）
さて、ヨハネの黙示録 20 章 4 節。 今週は間違えませんでした。（*先週は間違って 24 章と言ったので）
「また私は多くの座を見た。それらの上に 座っている者たちがいて、彼らには さばきを行う権威が与
えられた。また私は、イエスの証と神のことばのゆえに 首をはねられた人々のたましいを見た。」
なぜか？ イエスの証と神のことばのゆえに。
「...彼らは獣もその像も拝まず、額にも手にも 獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返って、 キリ
ストとともに千年の間、 王として治めた。」 (黙示録 20：4）
千年王国のことを語っています。 1000 年間、千年王国の治世。はい。お許しいただけるなら、預言的な
観点で、言わば、点と点をつなぎ、どのように前述のワクチンが、 ここに当てはまるのか説明したいと
思います。まず、これは非常に重要です。お見逃しなく。刻印を受けることに伴うのは、 誓い、または
誓約とも言うもので、獣に忠誠を誓い、崇拝することです。さらに、刻印を受けることは、獣を崇拝して
刻印を受ける者は皆、 そうやって初めて、仕事をし、 売買が出来るようにするものです。反キリストは
まだ現れていないのを 理解することが重要です。そのため、今ワクチンを受ける人は 獣を崇拝していま
せんし、そうする事も出来ません。簡単に言えば、まだ獣が表れていないという事実から、 崇拝すべき
獣はまだ存在しないという事です。しかし、以前のアップデートでも述べましたが、 私は個人的にはど
んなワクチンも絶対に受けません。これにはたくさんの理由がありますが、 おもな理由はそれらの成分
と それによる潜在的な害のためです。仕事に戻るために、 ワクチンを受けるべきかどうか お尋ねにな
った方に関しては、それはあなたの決断です。私があなたに何をすべきか、すべきでないかを 告げるこ
とは、決してありません。私に出来るのはただ、私が先週したように、 真剣に調べることを皆さんにお
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勧めするだけです。皆さんには情報が必要です。 これはあなたが判断を迫られる事 かもしれないからで
す。先週お話ししたように、 私は皆さんを励ましたいと思います。このようなものを拒否する方々で、
生計を失う恐れのある方を。
神はあなたを決して離れず、また あなたを見捨てることはせず、 彼は常にあなたを養って下さいます。
（へブル 13：5 参照）
神の子たちが、食べ物を乞う事はありません。 （詩編 37:25 参照）
神は、さもなければ、あなたには 知り得なかったような方法で、 あなたを養うことを選ばれるかもしれ
ません。ひょっとすると、神はその扉を閉めて、 別の扉を開けようとしておられるのかもしれません。
神が扉を閉められる時には必ず、 私の人生でもそうでしたが、それは決まって、 それよりはるかに良い
扉を開けられるためでした。しかし、重ねて言いますが、 それはあなたのする決断です。私は既に自分
の決定をしました。私は受けません。 私が得ている情報を元にして。そしてその情報を、 今日皆さんに
お伝えしたいと思います。あなたがその決定を下す前に、 もう少し調査をされた方が良いかもしれませ
ん。COVID-19 ワクチンが、いかに人間の DNA を 変質させる性質を持っているかに関して。これにつ
いては以前に話しました。今日は詳しくは説明しません。画面は、実際にビル・ゲイツのブログサイトで
ある GatesNotes.com のスクリーンショットです。ゲイツ氏のサイトにある動画から、 引用します。
「だからこそ、私はいくつかの候補が取っている ２つの新しいアプローチに 特に興奮しています。」
COVID-19 ワクチンの候補のことです。「RNA ワクチンと DNA ワクチンで、これらの 新しいアプロー
チのいずれかが成功した場合、我々は、ワクチンを全世界に、 ずっと早く、届けることができるでしょ
う。RNA と DNA では、 （お聞きください。） その形を入れる代わりに、 その形を作るため、コード
に指示を入れるのです。」それは DNA コード、ゲノム、人間の DNA コードです。「ですから、指示をそ
の DNA コードに接合し、 何をすべきか命じるのです。」それは人間の DNA を変革することです。クリ
スチャンである私たちが、 印を受け入れるべく、このような立場に置かれることが あるのかどうかとい
う問いに対して、答えは、 「絶対にありません。」どうかお聞きください。 ここに理由があります。
教会は、前述の預言が成就する 7 年間の患難前に 携挙されねばなりません。再度、大変注意深くお聞き
ください。 こう言って、誤解されたくありませんから。これは非常に重要です。だからと言って、ワク
チンが出来上がる前に 携挙が起きなければならない という事ではありません。それは私たちが獣への
忠誠と崇拝を誓って それを受けるのを強制される事はないという事です。どうしてそんなに確信がある
の？ はい。私は、神の確かな預言の御言葉の権威において 確信しています。神の書かれた御言葉の真
理の権威と、そして 患難前携挙という健全な教義と真実において。特に、第二テサロニケの 2 章で こ
れについても詳しく説明しました。ワクチンがいつ、どのようにして 実際に獣の印に移行するかについ
ては最終的には、人工知能を使った、DNA を改変する バイオ技術によるだろうと私は思っています。
今のは舌を噛みそうな長い言葉でしたね。ちょっとだけ説明させてください。今日存在する技術は。。。
私はこう尋ねられました：COVID-19 ワクチンが、どうして刻印になり得るのか？ 誰も頭、つまり額に
ワクチン接種を受けないのに。でしょう？ その通りです。そこで、この量子ドットタトゥー技術の出番
となり、そして、現在存在するこの技術の特許が、 現在存在しています。それは入れ墨です...ところで
これは私にとって... 皆さんもだといいのですが…なぜなら、またこの質問も尋ねられましたから。
一部の翻訳は、黙示録 13 章の印は、 （皮膚の）「上に」ではなく、 「中に」としています。私はそれは
両方だと提案します。なぜなら、この技術では、 タトゥーを皮膚の上につければ、 続いて中に入って行
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くものだからです。だから両方だと思います。今日皆さんも目にするのは...

これはやはり、 準備、事

前の条件付けであり、 事前プログラミングと言っても良いものだ と思いますが、人々がある場所に入館
や出入りを許可される際、彼らが手にしているのは、この...言えない！ 体温計です。額で体温を測る温
度計です。なんて都合のいいこと！どこであろうと皆さんが行こうとしている場所に 入ることが許され
る前に。 恐らくは何かを買う場所。私たちは、これについて尋ねられました。人々が教会に入って来る
前に 彼らの体温を測りませんか？ いいえ！その気になれば本当にこうして良い時ですね...。（十字架
のジェスチャー）それ（体温測定）は しませんよ。 ごめんなさいね。お聞きください、頼みますよ。あ
なたは７ｘ３でしょう？ 私の上司が、いつもこう言っていました。 「お前は 7 X 3。もう子供じゃない
だろう！」「21 歳だ。お前は大人だ。」体調が悪い場合は、家にいてください。悪気はありません。 教会
には来ないでください。家にいてください！ 体調が悪い場合は、家にいてください。牧師として、教会
に来ないで下さいと 言う日が来るとは思いもしませんでした。画面をご覧ください。おそらく 動画に出
してくれると思います。この技術はすでに存在しており、ダニエル 9：27、第二テサロニケ 2：4、 先ほ
ど読んだ黙示録 13：15-18、 そして、マタイ 24：15-25 によると、印にするためのこの移行は、実際に
は 7 年間の患難時代の中間点で起こるようです。それは反キリストが、自分が崇拝されることを 要求す
る箇所です。そして、彼、つまり獣の像を崇拝することを 拒否する人々は、殺されます。だからこそ、
私は患難前携挙について、 教義的に確固とした確信があるのが、 とてもありがたいのです。そうではな
かったら、私個人としては 今ごろビビっているでしょう。そう言ってもよろしいですか？ 言いましたけ
ど。文字通り、私は死ぬほど怖がっているでしょう。私は今とにかく恐怖でいっぱいに なっているでし
ょう。もし、大患難前携挙の真理、 —理論ではなく真理です— これについて、 私が教義的に健全で落
ち着いていないなら。悲しいことに、取り残された人々が 7 年の患難に入るのは、携挙の後で、
彼らは、その決断を下さねばならない 立場に置かれます。つまり、獣の印を 受け入れなければならない
という事、もし彼らが獣を崇拝することを拒否した場合、 斬首されると脅迫される事です。この未来の
ワクチンが獣の印になるという 主要な理由の一つは何だと思うかと尋ねられたら、私の答えはこれでし
ょう。それが医学的であり薬学的だからです。 説明します。どうかお聞きください。黙示録 9 章 20 節
～21 節。
「これらの災害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
物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、淫らな行いや盗みを悔い改めなかった。」 （黙示録
9:21)
新約聖書の原語ギリシャ語で 魔術（sorceries）を表すこの単語は、 非常に興味深い単語です。それはギ
リシャ語の pharmakia／ファルマキアであり、 ここに英語の単語、薬局／ファーマシー または医薬品/
ファーマスーティカルが由来します。つまり、これはこの薬剤的ダイナミクス、この薬学、 医療的な何
かという概念を伴います。そして黙示録 16：2 は、私に言わせれば、 これが何か医療や製薬に関係する
ものであることを 本当に指摘しているようです。ヨハネが次のように語っています。
「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 16：2）
私が何を言おうとしているかお分かりですか？ この理由と方法によって、 私たちは実質的に獣の印と
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ワクチンの薬剤を 結びつけることが出来るのです。まず、それを受けた人は この医学的反応を起こすで
しょう。お聞きください。 私は医療専門家ではありませんが、 一つ知っている事があります。あなたの
体が、 何か有毒なものを取り除こうとしている時、それは色々な方法で排出されます。そして、その方
法の 1 つとして、 皮膚に吹き出して来るものがあるんです。つまり、ある種の医薬品を服用したことに
よる 医学的な反応であることを示しているわけです。だから、それを受けた人は、 このような医学的な
反応を起こします。そしてそれを拒否した人は、 斬首によって医学的に殺害されます。例の表情で私を
見ておられる方もいますね。どんな表情かお分かりですね。オンラインで見られている方の表情は わか
りません。ご自分でおわかりでしょう。これがまるで、SF 映画の中の事のように 聞こえることは分かっ
ています。さて、現在使用されている医療コードの話に入ります。 それは改訂されています。先週も多
くの方が親切に教えてくれました。1 人のオンラインメンバーが 改訂されたコードを送ってくれました。
先週お話しした ICD-9 ではなく、 現在は ICD-10 です。このウェブサイトの スクリーンショットから
の 引 用 で す 。 URL が ご 覧 い た だ け ま す 。

画 面 に 表 示 し て お き ま す 。

https://www.icd10data.com/ICD10CM/ Codes/V00=Y99/X92- Y09/X99-/X99.9
引用します。「ICD-10-CMX99.9 の 2020 年版は...」 面白いですね、999。ちょっと言ってみただけです。
「2019 年 10 月 1 日より施行された」なんて都合がいいことでしょうか。ちょうど間に合って。COVID19 用に改訂する必要があったからです。一つ引っかかるのは、それが起こったのは... うーん...ええ、気
にしないでください。彼らは 10 月 18 日に、 ニューヨークであの模擬実験をしたから、 彼らはすでに...
あらあら、私はその話はしたくなかったので。引用に戻りましょう。まだ引用中です。「これは、X99.9 の
アメリカ版 ICD-10-CM。ICD-10-X99.9 の他の国際版は異なる場合がある。ICD-10-CM のコード規則。
X99.9 は傷害の性質ではなく、 傷害を引き起こした状況を記述する。X99.9 への後方参照を含む 外部要
因インデックス項目：暴行（による）（における）Y09、 切断又は穿刺器具 X99.9； 斬首（ギロチンによ
る）殺人 X99.9；断頭。」これらは、払い戻しを受けるための請求コード、 医療請求コードです。これら
は、現在請求に使用しているコードです。別のオンラインメンバーから この情報が送られてきました。
「978.0 に相当する ICD-10：2015 年 10 月をもって、 医療用コードとしての ICD-9 コード使用終了。
代替えとして、 同等の ICD-10-CM コードを使用すること。」私が衝撃を受けたのは、 画面でご覧いた
だ け ま す が … こ の サ イ ト に ア ク セ ス し た い 方 の た め URL を 出 し て お き ま す 。
https://icd.codes/icd9cm/9780 しかしこのコードは、、、 引用します。「ICD-10 コード T50A91A：
他の細菌ワクチンによる中毒、 偶発的（意図的ではない）、初診（請求可能）。」どういう意味か分かりま
せんがしかし、私は「他の細菌ワクチンによる中毒」が 何を意味するのかは知っています。さらに別の
オンラインメンバーが NCBI の このウェブサイトを送ってくれました。NCBI とは アメリカ国立生物
工学情報センターです。これは私が先週触れたビデオへの応答として、多くのオンラインメンバーから受
け取ったものです。私はそれを吟味し、それが偽物であると結論付けました。これは特に最近数か月間、
ソーシャルメディアで 出回っているビデオで、実際に DNA を改変する事の出来る ワクチンについて
のものです。具体的には、VMAT2、神遺伝子として 知られているものに関してです。 動画の妥当性や
信憑性に疑問を感じながらもせめてこのサイトのことだけでも 触れておこうと決意しました。もしかし
たら皆さんがご自分で 調べて下さるかもしれないと思って。調べられたらお知らせください。 私は大変
興味があります。私のこのビデオをアーカイブにとってあります。私はすでにそれを書き起こして、 抜
粋もしてあります。しかしこのウェブサイトは、非専攻の実習コースで 神遺伝子分析の正当な実験をし
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ているようです。摘要からの引用です。
「遺伝子を性格タイプや疾患感受性などの 複雑な人間の特性と結びつける参考文献は ニュースメディ
アや大衆文化の中に豊富にある。著書『神の遺伝子：信仰が私たちの遺伝子に どのように組み込まれて
いるのか？』の中で、ディーン・ヘイマーは、VMAT2 遺伝子の一種が、 霊的体験をどれほど積極的に
受け入れやすいかに 一役買っていると主張している。」では、もしそれが真実であれば... そしてその可
能性は十分にありますが、皆さん、このことの意味合いが分かりますか？ ビル・ゲイツのこの引用は既
に聞きましたね。 彼らは隠してはいません。彼らは実際に、ワクチンが人間の DNA を 変える能力を持
っていることを とても喜んでいます。では、彼らが DNA の特定部分を 狙っているとしましょう。 遺
伝的に。霊的体験の受け入れやすさに 一役買っているものを。人間の DNA を改変するだけでなく、私
たちを、ある意味で、 トランスヒューマンとして知られるものに 近づける事を成し遂げるのです。なぜ
それが重要なのですか？ イエスは人となったからです。 人間の DNA を持って。彼は完全に神であり、
完全に人でした。 人を、人間を、人類を贖うために。つまり、サタンは最初から 人間の DNA を弄り、
改変しようとしてきたのです。創世記を見れば、 それが分かるでしょう。もし彼がそれを変えたり、改
変したり、 人間の DNA から取り除くことが出来て、 トランスヒューマンになれば、そうすれば、その
人間は、 もはや完全な人間でなくなり、そのため、人間、人類のための神の贖いの対象から 外れてしま
います。だから、何となく理にかなっています。 私たちの DNA には、、、神様...
あなたは私に奇しいことをなさって 恐ろしいほどです。 （詩篇 139:14 参照）
そのために... そして私は謹んで言いますが… 私はこの質問に対する答えを知っていると思います。
内科医、外科医、医者、医学界の人々は、どうして彼らは神を信じないでいられるのですか？ なんとま
あー！ええ、私が言うのは簡単ですよね？ つまり、私たちはとても複雑なんです！ ある人が言ったよ
うに、 私たちは「べとべとしたもの（goo）」から 「動物園(zoo)」に、それから「あなた (you)」に 進
化したと考えるなんて！この時間の終わりに、 オンラインメンバーからの証しを 紹介したいと思いま
すが、これは、自称無神論者に関することなんですが、私に言わせれば、 その方がもっと信仰が必要で
す！ ビッグバン理論はどうでしょう？ 私は完全に脱線していることは分かってますが、 どうかご辛
抱ください。原稿に従うと言ったのは何だったんでしょう。まあ、とにかく私は ある人の説明方法が気
に入っています。その可能性、確率、 数学的な統計的確率についてなんですが、 このビッグバンが起こ
って、そして何百万とか何十億とかいう年月がかかって 私たちは進化した、と。頼みますよ。実は私は
あるビッグバンを信じてはいますが、 そのビッグバン理論は信じていません。私は或るビッグバンを信
じています。神は仰いました。 「バン！」 そしたらブーン！それで終わりです。話が逸れすぎてます
か？ 戻りますのでご心配なく。しかし、それはまるで廃品置き場で 爆発があったようなもので、その爆
発によって完全に機能する ボーイング 777 が誕生しました。もしもし？ 皆さんそれを受け入れます
か？ それがあなたの言っていることです。あなたに言わせれば、 私の内臓が完璧に機能しているの
は。。。私の甲状腺は、何をすべきか知っていて。。。私が甲状腺を取り上げるのは、 何故かと言うと、
私は最近、甲状腺の重要性を学んだんですけど、 皆さん、想像もつきませんよ。すごいです！ この小
さな内臓がとても重要なんです。私はとても申し訳なくなります。 もう甲状腺をそんなに粗末に扱わな
い事にします。しかし、甲状腺はとても重要です。膵臓もそうです。他のものすべても。それはすべて完
璧に機能しています。 脳の事なんか、もっとすごいですよ。そこには話を持って行きません。ほぅ、脳、
人間の脳？ 冗談でしょ？ とにかく神が、その設計者です。
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神はご自分のかたちとして私たちを創造されました。（創世記 1:27）
あなたは私に、奇しいことをなさって 恐ろしいほどです。（詩篇 139:14 参照）
神は DNA を創造されました。私たちの DNA について、 本当に興味深いことをご存知ですか？ 私たち
は皆、独特なのです。私はこれについて考えていました。人類の歴史上、これまで私のような人間は こ
の世に存在したことはありません。神に感謝しますよね？ そして、私とまったく同じような人が、 今
後この世にいることも決してないでしょう。私たちは、独特に、完璧に、 恐ろしいほど素晴らしく、創
られています。でも、私が信じているのは。。。 それはこの VMAT2 ではないかもしれません。 その可
能性もあります。しかし、私が事実として知っているのは、 神が、この神に対する渇望と切望を持つよ
う、 私たちを創造された事です。間違いなく、皆さんも、 「神はこの神の形をした真空を持つものとし
て 私たちを創造した」と言われるのを 聞いたことがあるでしょう。この神の形をした穴は、神によっ
て、神とともに、 神にあってのみ満たされる事ができます。木曜日の夜の聖書の学びで、 「箴言」は終
わりましたので、 「伝道者の書」に入れば、この話に取り組みます。 「伝道者の書」の学びを始めるつ
もりですが、 まだいつかは分かりません。しかし、その時には、これが 非常にはっきりと見えてきます。
「見よ。すべては空しく、風を追うようなものだ。」 （伝道者の書 1：14）
私はイエスとあの井戸にいた女性のことを考えます。イエスが仰ったのは、
『この水を飲む人はみな、また渇きます。しかし、わたしが与える水を飲む人は、 いつまでも決して渇
くことがありません。...』 （ヨハネ 4：13、14）
霊的な意味で語られて、あの霊的な渇き、霊的な飢え、 あの虚しさ、あなたの魂に空いた穴は、あなた
を愛し、ご自分のかたちとしてあなたを創造した 神によってのみ満たされ満足する事ができるのです。
では、すでに進行中の 預言アップデートに戻りましょう。数週間前、私は スザンナ・シェイルから連絡
をもらいました。彼女はオンラインメンバーであり、 映画「1986：The Act」の 製作総責任者です。そ
れは水曜日にリリースされたばかりで、 この前の 7 月 8 日水曜日です。私は実際にレンタルして見まし
た。それはぞっとするようなドキュメンタリーです。 お勧めです。私は強くお勧めしますが、 気弱な人
にはお勧めしません。それはかなり強烈なものです。その中で、アンディ・ウェイクフィールド博士、 ロ
バート・F.・ケネディ Jr、デル・ビッグツリー他が、大手製薬会社の歴史を徹底的に記録しており、ワク
チン業界は、 ワクチンによるいかなる傷害に対しても 全く法的責任を負わないのです。繰り返します
が、 （気の弱い）人にはお勧めしません かなり激しいです。クリスチャンのドキュメンタリーではあ
りません。しかし、それは非常に参考になるもので、 敢えて言うならば、その大半の情報は、、、私がつ
い最近まで知らなかったものです。そして実際に”COVID-19”がなかったら、 私はこれについて知るこ
とはなかったでしょう。これについていくつかの調査を始めて、これについてもっと学んで行ったら、
すべてつじつまが合って来たんです。さらに一歩踏みこんで言うと、今、個人的に、私の家族、子供たち
と 予防接種のことを考えると、今、いくつかのことが見えて来ました。残念ですが。それ以上は言いま
せん。もう一つ。これは本当に判断がつきかねましたが、 少なくとも、触れておきたいと思いました。
これもまた水曜日の、i24 ニュースの報道です。これ聞かれましたか？「カニエ・ウェスト、 ”誕生日パ
ーティー（党）”候補として 大統領選に出馬。」私はこれが、、、息子が教えてくれた時、 「まさか」と思
いました。息子は、「いや本当だよ！」 事実です。その報道からの引用です。ここで私がそれについて述
べる理由が すぐにお分かりになります。引用。「インタビュー中のより奇妙な抜粋において、そのラッパ
ーは、彼のホワイトハウスが ワカンダのように運営されることを誓った。」その発音で間違ってないと思
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います。「それはマーベルの ブラックパンサー映画にある架空の国で、彼は COVID-19 ワクチンを獣の
印と呼び、 自分がその大ファンではないことを明らかにした。また彼は自身が、2 月に COVID-19 にか
かったことも明かしている。」では良い午後をお過ごしください。一体全体...さて、ここで要点です。
私がこう言うとき、主が私の心をご存知です。そして私を知っている皆さんも、私がこう言う時に 私の
心を知って下さるのを願います。私はこれらのことについて 完全に間違っているかもしれません。もし
そうなら 私は間違っていたとすぐに認めて告白します。 「私の間違いでした」と。以前にもそうした事
があります。 私がしくじって、間違っていて、 私はこの説教壇から何度かへりくだって、自分が間違っ
ていたために、 許しを求めました。そして私がこれについて間違っていたら、 必ずそうします。しかし、
私はこの質問をせねばなりません。 もちろん、答えは分かっています。これは、全て一致するように見
えませんか？ すべて？ 彼らは、明確な言葉で 非常にはっきりさせています。誰も「新しい通常（ニュ
ー・ノーマル）」に 戻ることが出来ない、と。これは私だけかもしれませんが、 でも、「新しい通常」？
あれは矛盾語法の中の 矛盾語法ですよね？ さあどうですか？ 新しいなら、通常ではない。 通常な
ら、新しくはない。COVID-19 の世界へようこそ。新しい通常！ 私たちがとても混乱しているのも 当
然です！ 混乱の作者は誰ですか？ でしょう？ 実はそれが来週もっとお話しすることです。この欺
きについて取り扱います。 来たるべき「大いなる覚醒」について。ちょっと、お許しください。 我慢し
て聞いて下さい。簡単にまとめましょう。いいですね？ ヨハネの黙示録には何か医療的、 薬剤的であ
るようなものが書かれています。小さい者も、大きい者も、富んでいる者も、 貧しい者も、自由人も、
奴隷も、誰もが、 受けるのを要求されるものがあります。あなたが誰であるかは関係ありません。肌の
色も関係ない。 ちょっとそれを入れてみようと思いました。キリストにおける兄弟が最近私に言ったよ
うに、 それは皮膚(skin)の問題ではありません。 それは罪(sin)の問題です。アラブ人がそう言っている
のです。日焼けしたアラブ人。 ところで、私の日焼けはお好きですか？ 皆さんには、神の御言葉のこ
の預言があります。この印が全ての人にとって義務化されると 告げています。そしてそれを拒否する人
先週も話しましたが、彼らはワクチン躊躇については それほど心配していません。ワクチン接種への躊
躇には。なぜかご存知ですか？ 「我々は、彼らを納得させられるから。」「我々は、脅して何とかするか
ら。」だから、ワクチンの躊躇は問題ではありません。問題は何ですか？ ーワクチン拒否者。ーまた、こ
の印を拒否する人々が斬首されるという 詳細な預言があります。斬首の払い戻し用に、医療コードが改
訂されている？ 誰か、お願いします。 私だけじゃないと言ってください。よろしい。いませんね。 い
いでしょう。つまり、これは私だけ？それとも すみません唾を飛ばしてしまって。毎週のように洗礼を
受ける人がいたので、 一番前の列を外しました。またまた、ふざけちゃってすみません。まず、私はユ
ーモアが大好きなんです 神はユーモアのセンスをお持ちです。しかし、大真面目に、 私が間違っている
可能性はありますが、 間違ってるとは思いません。私は間違ってないと思います。これがそうではない
なら、 何がそうなのか分かりません。さらに一歩進めてよろしいですか？ 駄目？ いいえ勧めます。
さっと、手早く。議論上、仮定の話をしましょうね？ 皆さんには、次の状況が想像できますか？ 明日
の朝、目覚めてニュースを見ると、 「COVID-19 の感染は劇的に減少しました！ 国全体、世界全体が
すぐに再開します。誰もが通常どおり元の生活に戻れます。もう問題はありません！ ウイルスはもうあ
りません！心配しないで、楽しんで。」 でしょうか？ それが起こると思えますか？ 私には思えません。
私にはそれが反対方向に進んでいるのが見えます。私はこれだと思います。そして、そうならば、それは
私たちが教会携挙に どれだけ近いかを示すものではないでしょうか？ そ してその後の 7 年間の患難
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に。さらに最後に... もう”最後に”と言ってありましたか？ いいえ、まだ。 よかった！ じゃあ、これ
が最初の”最後に”です。以前に言ったことがありますが もう一度言います。皆さんがうんざりされない
のを願います。私は覚書から読みます。私はこう書きました。 こういう風に言いたいんです。私はむし
ろ、これが起こる準備ができていて、 起こらない方が良いのです。逆に、準備ができていなくて、それ
が起こるよりも。分かってもらえたらいいのですが。 それ以上うまく言えませんから。言い換えれば、
私はむしろ 準備ができていて、起こらない方が、準備ができていないのに、 ある日、目を覚まして、こ
れだ！となるよりも 良いのです。そうではないですか？ それが妥当ではありませんか？ これが、私た
ちがこれらのアップデートを 毎週行い、何年も行って来た理由です。そして、これが私たちが イエス・
キリストの福音と救いの ABC による簡単な救いの説明で 締めくくる理由です。救いの ABC の前に
先週オンラインメンバーから受け取った 証をもう一つお伝えしたいと思います。なお、私たちは皆さん
からのメールに とても感謝しています。これはマーシーからです。 なんて素晴らしいお名前でしょう。
マーシー（慈悲）。
「こんにちは JD 牧師、私の名前はマーシーです。 私は、オンラインメンバーです。今日、自転車道で
自転車に乗っている時に、 ニックという 18 歳の子に会いました。私たちは、大学のことや 彼の将来の
希望について話しました。彼は弁護士になりたいのです。私が彼にクリスチャンかどうか尋ねると、 彼
は無神論者だと言いました。そこで私は言いました。無神論者というのは、信じないためには、 まず神
の存在を信じないといけないのを知ってる？」それはすごくいいですよね！ 私も使いましょう。盗用し
ますね！「私たちはとても長い間話をしました。 私はワックスマンとあなたの事を考えていました。」
ワックスマンが誰か知っていますね？ 他でもないバリー・マグアイアさんです。「心の中で祈りながら、
主に、ニックを少し イエスに近づけるのを手伝って下さるよう 頼んでいました。」先に進む前に、それ
を説明しましょう。バリー・マグアイアさんに来ていただいて、 話をしていただく特権に預かった時、
それによってすごく開放されました。 私は、何かによって解放された時はいつも それが真実だと分かる
のです。そして逆に言えば、縛られる時には、 真実ではないと分かるのです。つまり、真理はあなたを
自由にします。
「子が自由にするなら、 あなたがたは本当に自由になるのです。」 （ヨハネ 8:36)
イエスは仰いました。
「わたしのくびきは負いやすく、 わたしの荷は軽いからです。」 （マタイ 11：30）
ヨハネは言いました。
「神の命令は重荷となりません。」 （第一ヨハネ

5：3）

ですから誰かが本当に重い荷を私に課した時は、 それはたぶん主からではありません。
ヤコブは、言っています。
「上からの知恵は、…協調性があり、…」（ヤコブ 3：17）
それは妥当なものです。
「わたしのくびきは負いやすく、 わたしの荷は軽いからです。」 （マタイ 11：30）
私がバリーをよく知るようになると、 彼は本当に私に挑戦し始めました。信仰を、もっと 1 対 1 で共有
するように 私を励ましてくれました。と言うのも、説教壇の後ろからだと、 ずっと簡単なんです。皆さ
んには想像もつきませんよ。この説教壇の後ろという安全性と、 このマイクの独占性を失くすと、1 対
1 で？ それは全く異なる事態です。これは、信仰を分かち合うことに関して、 私たちクリスチャンが抱
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いている最大の恐怖です。それは敵からのものです。 なぜなら、敵は当然、皆さんに信仰を 分かち合っ
てほしくないでしょ？ ですから、彼はこの恐れをあなたに与え、 あなたにこの圧力をかけます。
「おい、彼らをキリストに導かないと！」「もし彼らが罪人の祈りを祈らなければ、 お前は失敗だ！」「や
ってみるまでもない。」それで私たちはやめておきます。 でしょう？ 神がバリー・マグアイアを 私の
人生に連れて来られた理由の一つは これだと思っています。もちろん、私は彼を皆さんに紹介しました。
彼は言います。ただ彼らを動かし、皆を、 毎日イエスに近づけるだけだ。なぜなら、あなたはただ種を
植えるだけの人であるかもしれないからです。先週、これについて少しお話しました。または、他の誰か
がすでに植えた種に 水をやっているのかもしれません。または、もしかしたら神は、あなたに、 その魂
を収穫し、イエス・キリストの救いに導くという 重大な特権を与えられるかもしれません。皆さんに言
いたいのは、人々をキリストに導いたことのある人は、 私がこれを言う際に何を言っているのか ご存じ
です。誰かをキリストに導く時ほどの 高揚感は他にありません。これは私の誇りではありませんが、
私はキリストのもとに来る前に たくさんの薬をやりましたが、こんな高揚感はありません。これは霊的
な高揚です。 神は私たちをそういう風にお創りになりました。それで気がついたのは、、、 「ああ、そう
だ。取引を成立させる必要はないんだ。売り込まなくてもいいし、、、」 これもまた別の話ですが、主が個
人的に私を取り扱わねばならなかった事です。 これは私の話です。霊的なプライドというものがあると
思います。私たちの救いの勲章が一つ増えるんです。売上表に追加できる。私はそういう背景から来てい
ますから。 高圧的な営業です。いわば、魂を勝ち取ることよりも 売り上げの方を気にしているのです。
それで私のパラダイムが変わったのです。 つまり、全てが変わりました。 もうプレッシャーはありませ
ん。私はただ、彼らに、私の内にいるイエスを 見せるだけで良いのです。 彼らは既に、イエスを見たい、
イエスを知りたいと思っているのですから。神は彼らをそのようにお創りになったからです。だから、あ
なたが外出している時、自転車に乗っていても、 マスクをしてお店にいても私は人に向かって笑顔を見
せようとしているのに 笑顔に気づいてもらえない。ちなみにブレスミント代をかなり節約しました。 も
うどうでもよくなってしまったので。失礼しました。この症状に臨床名があるのは知っていますが... 医
療といえば でも時々電話で技術サポート係や カスタマーサポート係と話していると、 本当に嫌な思
いをしている人がいます。皆さん、彼らの一日が想像できますか？ 特に今？ 誰かが 30 分も待たされ
ていて ぎ～～～～最近私にもありました。彼女は電話に出ると、 既におどおどしていました。彼女は、
「もしもし、、、私の名前は、、、 いかがされましたか？」彼女がもう困らされてきたのが 私にはすぐ分か
りました。私は、 「電話に出て下さってありがとう。怒るお客さんが多い中、 あなたがどんな一日を過
ごすのか想像も出来ません。私は、怒った客にはなりませんからね。」電話の向こうで、 彼女の泣き出し
そうな声が聞こえてきました。私がやっているのは、言うなれば ただ彼らを備えているだけです。 なぜ
なら、その電話の最後に、私は「あなたのために祈ります」とかいう 意味の事を言うつもりなので。
「今日これからあなたが祝福されるよう 私は祈って神にお願いしますと。私がしたのは、ただ彼らをイ
エスに近づける事です。それだけでいいんです。彼らをイエスに近づけるだけ。それがマーシーさんのし
た事です。彼女は言っています。 「私は実際、救いの ABC まで話せました。 私はそれをそらで覚えて
いて、 すごく嬉しかったです。」皆さんに、伝えたいことがあります。この教会に来られているか、 オ
ンラインで暫く見ておられるのに、まだこれを暗記しておられないとしたら、あなたに按手するか何かし
ないといけませんね。「彼は、（お聞きください。）また 聖書を読み始めると言いました。私はあなたの聖
書預言アップデートについて 彼に話しました。彼の携帯であなたを検索し始めると すぐに先生の動画
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が出てきました。」お可哀そうに（笑） それは申し訳ない。「今日、イエスが私の心に、森の中を自転車
で走るよう 言ってくださった事をとても嬉しく思います。祝福された日を！いつも救いの ABC を 共有
して下さり、ありがとうございます。それがどのように、 誰かをイエスに近づけることになるのか、 分
かりませんよ。」ですから、救いの ABC で終わらせたいと思います。 もう２～３分ください。救いの ABC
は、決して誰かの知性を 侮辱するものではありません。ただ子供にでも分かる、救いの説明です。
イエスは仰いました。子供のようにならなければ、 神の国に入ることはできません。子供じみた、では
なく、子供のように。イエスが仰ったのは、 子供のように信頼する事です。子供たちが小さい時、彼ら
は 信じすぎるくらいです。信じ過ぎるから、見知らぬ人には注意するよう 言わないとけないくらいで
す。それがイエスの仰っている事で、 子供のような信頼を持つ必要があるのです。子供のようなシンプ
ルさ。
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。
「正しい者はいない。一人もいない。」ローマ書３章 10 節
あなたは良い人かもしれませんが、 それは決して十分ではありません。
ローマ書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...」 (ローマ 3：23）
ローマ書６章 23 節は面白いです。 なぜなら、言わば、先に悪い知らせが来て、そして良い知らせが来
る。 セットになっているのです。先に悪い知らせを知るのは良いと思います。 なぜなら、これは正しい
英語ではないのは分かっているので、 メールしないでください。悪い知らせが悪ければ悪いほど、 良い
知らせがさらに良くなるのです。これは本当に悪い知らせです。 悪い知らせが何かご存知ですか？
「罪が支払う報酬は死です。...」 (ローマ 6：23a）
死刑宣告です。ちょっと待ってください。 皆が罪びとだと仰いましたね。そうです。そこがポイントで
す。皆が罪びととして生まれたと仰るのですか？ はい、そうです。罪びととして生まれたから、 皆が死
刑宣告を受けていると？ はい。それは本当に悪い事です。 そうなんです。それがポイントです。私たち
の誰しもが、神の完全な法を 破っているのです。私たちは皆、罪を犯してきて、 神の栄誉を受けること
が出来ないのです。それが悪い知らせです。では良い知らせを聞く準備は出来ていますか？ 私は出来て
ます。良い知らせはこれです。
「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）
こういう事です。全ての人が罪を犯したから、私たちは 永遠に死刑を宣告されたわけですね。ここは永
遠の法廷であり、私たちは 宇宙の裁判官の前に立っています。罪状の申し立てを提出するように告げら
れます。私たちの罪状申し立ては？ 告発通り有罪です。さて、これから評決の段階に入ります。評決は
何か？ 死刑判決です。その時、一人の人が入ってきます。 普通の人ではありません。神の人。キリスト
なるイエスです。彼は永遠の法廷に入ってきて、 宇宙の裁判官に言います。
「お止めください。全部止めて。」「私が、彼の死を、彼女の死を、 代わりに受けます。」「彼らの為に、
彼らの身代わりに。」裁判官があなたを見て言います。 「ホー！」地元の裁判官だから、ホー！まずかっ
たですね。分かってます。オンラインの皆さん、ハワイにおられたら 今のが分かりますよ。内輪のジョ
ークでした。裁判官はあなたを見て言います。「君、良い知らせだ！」「君の死刑判決は、払われた。 自
由に行ってよい。」それが福音の意味です。朗報！あなたの負債は支払われた。 自由に行って良い。それ
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が福音です。次に B
Ｂ：あなたの心で、 イエス・キリストが主であると、そして、 神が彼を死者の中からよみがえらせたと
Believe/信じる。ローマ書 10 章 9～10 節。
「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）
そして最後に C
Ｃ：主の御名を Call/呼び求める。再度、ローマ書 10 章 9～10 節。
「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、10 節です。
「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）
私はこの「義とされる」という言葉が大好きです。 その理由は、それは、聞いた通りのような言葉の一
つだから。私は義とされる。その意味をご存知ですか？ 私が一度も罪を犯していないかのように。（Just
if I'd never sinned ⇔ Justified) ね？ 私は義とされる。私が一度も罪を犯してないかのように。 それ
はイエスが十字架に行かれた時に、 全額支払ってくださったから。贈り物を買い取られ、私たち一人一
人に 差し出してくださっているからです。イエスが何をされていたかと言うと、 私たちの罪の支払いを
し、東と西が離れているように、 私たちの罪を取り除いて下さったのです。
「あなたの背きの罪をぬぐい去り、 もうあなたの罪を思い出さない。」 （イザヤ 43：25）
いかがでしょうか？ 私は義とされます。 私が一度も罪を犯していないかのように。神があなたをご覧
になる時、 神はあなたの罪を見るのではなく、 ご自分の御子をご覧になるのです。そして最後に、ロー
マ書 10 章 13 節。私はこれが大好きです。私にとっては、38 年前の 1 月、本土でのことでした。主の御
名前を呼び求めて救われました。
『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』 (ローマ 10：13）
ご起立ください。 祈りましょう。今日は、ご辛抱下さりありがとうございます。主よ、ありがとうござ
います。主よ、どうやって... 天国のこちら側では無理です。私たちがあなたにどれだけ感謝し、有難い
と思うかを 十分に申し上げることは出来ません。あなたが私たちの為に支払ってくださった、 永遠のい
のちという贈り物をありがとうございます。良い知らせをありがとうございます。終わりの時の世界の様
子を 教えて下さりありがとうございます。私たちが知り、備えられるように。主よ、福音の簡潔さに感
謝します。主よ、この教会での礼拝におられる方、または オンラインでご覧になっている方で、あなた
を呼び求めたことがなく、 あなたに信頼を置いて、あなたを見上げ、口で告白し、 心で信じたことのな
い方がいらっしゃれば、彼らが、永遠のいのちという 人生で最も重要な決断をすることを祈ります。
主よ、ありがとうございます。イエスの御名によって祈ります。 アーメン。
--------------------------------------------- ----------------------------------------------メッセージ by JD Farag 牧師カルバリーチャペルカネオヘ
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