
2021.01.31. 聖書預言アップデート 何かがおかしい 

 

おはようございます。配信開始が遅れて申し訳ありません。技術的な問題を解決していました。今朝の、

ライブ配信へご参加いただき大変うれしく思います。早速、本題に入ります。その理由はすぐに分かって

いただけます。今日、世界で起きているあらゆる出来事は何かおかしいと多くの方が、見極めておられる

懸念に対応したいと思います。全出来事とその速さには、皆さん同意されると思います。何か変な感じが

しますよね。何かが正しくないように見えるのは、それが正しくないからだと言わせていただきます。今

日は、それについてお話ししたいと思います。さて、本題に入る前に、先週公表したことをお伝えします。

新ウェブサイト jdfarag.org での同時ライブ配信についてです先週の日曜日に、Youtube と Facebook と

両方で「預言・アップ」のライブ配信を始めました。しかし、本編は Jdfarag.orgで見ていただきたいと

いう願いを込めて両方のライブ配信は一旦停止し、新サイトへ続きます。その方がより良いですので。

今、最初から jdfarag.orgでご覧になっておられる方は、配信が途切れることがありません。YouTubeや

他のプラットフォームの代わりに、jdfarag.orgを、全動画をご覧いただく定番の行き先にされるのをお

勧めします。私たちは YouTube で、毎週決まった時間に全動画のライブ配信し続けるつもりです。しか

し、ハワイ時間の 9時から配信する「預言・アップ」だけは、イントロダクションのみを配信し、繰り返

しになりますが、一旦配信を終了し、本編は、ウエブサイトで継続し、ライブでご覧いただけます。私た

ちは、視聴者、特に新規登録者へ【リマインダー/お知らせ】として、この方法を行っており、多くの方

が、jdfarag.orgで検閲不可のフル動画をご覧になっています。今後、Youtubeではなく、新サイトへ直

接行かれるのを覚えていただくことが私たちの願いですしかし、これには時間がかかることはわかって

いますし、明らかに、私たちの側でも同様に時間がかかります。ですから、これからもこういう方法でや

っていきたいと思います。皆さんのご忍耐に感謝します。さらに大切なのは、皆さんのお祈りをお願いし

たいのです。具体的には、動画をダウンロードし、動画にクローズドキャプションを付け、ビデオテレビ

で見ることを可能にするのを目指しています。要望が殺到していて、不満だと言いたいところですが、聖

化されていないので、要望だと言っておきます。 

繰り返しますが、ご忍耐に感謝します。どうかお祈りください。なぜなら、私たちのチームは事実上、動

画をダウンロードできるよう、全設定取得のため、24 時間体制で取り組んでいます。皆さんの多くが、

テレビで「預言・アップ」を放送するために、オンラインのホームグループをお持ちなのを存じています。 

申し訳ありませんが、まだそこまで構築できていないのですが、それを目指しているところで、コンピュ

ーターに精通されている方、実際、それをしていただけるかと思います。方法があり、それに取り組んで

いますので、その点についても、お祈りください。御心なら、出来るだけ多くの方にたどり着けるよう、

出来るだけ長くソーシャルメディアのプラットフォームに留まるつもりです。しかし、私たちのチャン

ネルが削除される場合、ある時点で、彼らは削除するのではないかと予想しています。「聖書預言・アッ

プデート」だけではなく、「聖書の学び」もです。その時に、スムーズに途切れることなく移行ができる

ようなサイトになることを期待し、祈っています。ですので、皆さんのご忍耐とお祈りに感謝します。 

では、イントロダクションの方法で、はっきり言わせていただくと、今日お話しすることは、聞く耳を持

っておられる方だけのためです。先週も触れましたが、今週本当に面白いのは、主がまたしてもなさるこ

と、またそれ以上に、これはまさに、節ごとの聖書の学び「第二テモテ」でお話しすることです。先週は、

「第二テモテ３章」を学び終えました。３章の次は何かご存知ですか？ 大変意味深いのですが、４章で



す。「第二テモテ４章」の最初の５節を学びます。使徒パウロは、テモテ宛てに次のように手紙を書いて

います。「終わりの時に、人々が健全な教えに耐えられなくなる時が来ます。」その代わりに、彼らが何を

するのかというと、耳に心地よい話をする教師たちに、多くの人々が群がります。自分たちが聞きたいこ

とを言う人たちのところに。彼らは、健全な教えに耐えられなくなるのです。彼らは我慢できないので

す。あ、第二礼拝の内容を話してしまっていますので、ここで止めます。皆さん、ご参加されるのをお勧

めします。本当に、楽しみにしています。ハワイ時間、１１時１５分からライブ配信されますので是非ご

参加ください。では、堅固で、健全な、基礎の土台を作るために、いつも通り、神の御言葉から始めまし

ょう。私が話すことが、真実なのかどうかを確かめるため、聖書をご自分でしっかり調べることをお勧め

します。「使徒の働き１７章１１節」です。「ここのユダヤ人たちは、テサロニケのユダヤ人よりも素直で、 

非常に熱心に御言葉を受け入れ、（パウロが語ることが）そのとおりかどうか、毎日、聖書を調べていた。」

それが、私が皆さんにしていただきたいことです。第一コリント人への手紙１２章、一緒にその箇所をご

覧ください。いくつかの聖句を通して、私たちの基礎を築いていきます。７節～１０節、使徒パウロがコ

リントの教会へ手紙を書いています。彼が詳細に記しているのは、賜物、聖霊の顕れです。７節から、 

「一人一人に、”霊”の働きが現れるのは、全体の益となるためです。」（７節） 

「ある人には、”霊”によって知恵の言葉、ある人には同じ”霊”によって知識の言葉が与えられ、」 

（８節） 

「ある人にはその同じ”霊”によって信仰、ある人にはこの唯一の”霊”によって病気をいやす力、」（９

節） 

「ある人には奇跡をおこなう力、（皆さん、これを覚えておいてください）ある人には預言する力、ある

人には霊を見分ける力、（これ、ご留意ください。）ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解

釈する力が与えられています。」（１０節） 

「第一テサロニケ５章１９節～２２節」を読みたいと思います。使徒パウロが、聖霊によって書いていま

す。 

第一テサロニケ５章 

「”霊”の火を消してはいけません。」（１９節） 

「預言を軽んじてはいけません。」（２０節） 

「すべてを吟味して、良いものを大事にしなさい。」（２１節） 

「あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。」（２２節） 

第一ヨハネ４章１節 

「愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢

世に出て来ているからです。」 

第一ヨハネ４章６節 

「わたしたちは神に属する者です。神を知る人は、わたしたちに耳を傾けます（聞く耳がある人です）

が、神に属していない者は、わたしたちに耳を傾けません。これによって、真理の霊と人を惑わす霊と

を見分けることができます。」 

第二テサロニケ２章 

「不法の者は、サタンの働きによって現れ、あらゆる偽りの奇跡としるしと不思議な業（嘘をつく）と

を行い、」（９節） 



「そして、あらゆる不義を用いて、滅びていく人々を欺くのです。彼らが滅びるのは、自分たちの救い

となる真理を愛そうとしなかったからです。」（１０節） 

「それで、神は彼らに惑わす力を送られ、その人たちは偽りを信じるようになります。」 

（１１節） 

「こうして、真理を信じないで不義を喜んでいた者は皆、裁かれるのです。」（１２節） 

では、私が、これらの特定の聖句で始めたいと思った理由はなぜなら、彼らに共通するのが、神から与え

られた見極めを思い出すため非常に必要だからです。霊的に見極める時があったとすれば、今がその時

です。こんにちの世の混乱に向けて、唯一の治療法であるという理由からです。霊的な見極めによって、

私たちは、神の霊とは何か、悪魔の偽りの霊とは何か、パウロが言うところの悪魔の教義を知ることがで

きるのです。これは、「第一テモテ４章１節」です。 

第一テモテ４章１節 

「しかし、”霊”は次のように明確に告げておられます。終わりの時には、（お聞きください）惑わす霊

と、悪霊どもの教えとに心を奪われ、信仰からの脱落する者がいます。」 

私が信じるところは、今やこれまでにないほどに、これらの惑わしの霊が、悪魔の教義が、霊的な領域で

の大きな成功を遂げていることです。現在、世界的な惑わしと、混沌と混乱が付きまとっているのは一目

瞭然であり、今もなお続いています。『しかし、神は。』しかし、神は、この賜物を私たちに与えてくださ

っています。霊的に見極めるというこの賜物は、すべての嘘を暴き、霊的な目で真実を見ます。さてここ

で問題です。その問題は、私たちが、この見極める賜物を活かせるのかどうかです。混乱の作者であり、

欺瞞の達人である悪魔に惑わされたり、欺かれたりしないために。それを説明させてください私が言い

たいのは、神は、本当に私たちにこの賜物を与えてくださっているという事です。必ずしも、受け取ると

いう意味だけではなく、何よりも活用することが大切です。私はそれが今、問題だと思います。 

これは、何かがおかしいという確信の感覚の話に戻ります。それは、神が私たちの注意を引かれるための

方法なのです。彼は、私たちを阻止したり、間を置くことによって、それをなさいます。「平安がない、

何か間違ってる気がする。」それは、主からの示唆です。それが主からです。それが見極めです。具体的

な例えを挙げてみます。例えば、あなたの車に、警告灯が点灯しています。「なんなんだ？」エンジン・

ライト確認です。因みに私は点灯が大嫌いです。何かがおかしいから、警告を発しています。どうします

か？ 消電用の黒いテープを貼りますか？ ー(笑)ーエンジン・ライトを確認してください。敢えて言

いますが、”何かがおかしいのを確認してください。”これが、神の仰る方法です。「あなたは、これに平

安がありません。何かが正しくないように感じています。それは私からです。」そしてあなたがそれを確

認する理由は、それが、正しくないからです。事実、全てのレベルで間違っているのです。神がこの世界

的な惑わしを、政治的にも経済的にもお許しになっておられる理由は、すべて彼の、預言的な救いのご計

画通りだと主張させていただきます。勘違いしないでください。起こっている全出来事は、神の預言的な

ご計画通り完璧に進んでいます。しかしながら、神が、人の救いのために忠実なご計画があられるよう

に、悪魔には同様に、人を呪うための邪悪な計画があります。敢えて言うなら、その計画は、今展開して

いるだけではなく、最終的に、意図した結末に到達するためフル稼働しています。その終わりが「終わり

の時」なのです。それが、私たちが知っている通りの「終わりの時」であり、私たちは、それについて予

言されていて、それによって、進行中の悪の企みが支持を集めている理由を説明しています。またそれ

が、いわゆる「ワープ・スピード作戦」に陥っている理由を説明していて、サタンはそれを知っています。 



悲しいことに、ほとんどの人々が分かっておられません。ほとんどの人々が、時間が残り少ないのを分か

っておられません。 

ヨハネの黙示録１２章１２節 

「このゆえに、もろもろの天と、その中に住む者たちよ、喜べ。地と海とは不幸(Woe)である。（Woeは、

呪いです。Wow！/わぉ！という意味ではありません）（その理由は、） 

悪魔は怒りに燃えて、お前たちのところへ降って行った。残された時が少ないのを知ったからである。」 

願わくば、私たちクリスチャンが、もう残された時が少ないのを知ってほしいと思います。では、サタン

が、自分に残された時が少ないのを知っているというのはどういう意味でしょうか？ 

ヨハネの黙示録６章７節～８節 

「子羊が第四の封印を解いた時、私は、第四の生き物の声が『来なさい』と言うのを聞いた。」「私は見

た。すると見よ、青ざめた馬がいた。これに乗っている者の名は『死』で、よみがそれに従っていた。彼

らに、地上の四分の一を支配して、剣と飢饉と死病（plague）と地の獣によって殺す”権威”（これ覚え

ておいてください）が与えられた。」 

死病（plague）です。死病（plague）と地の獣によって。誰が、彼らに権威を与えるのでしょうか？ 

ー神です。なぜ神が、彼らにその権威をお与えになるのでしょうか？ 答えは、皆さんしっかりお聞きく

ださい。敵は皆さんに知ってもらいたくないのです。悪魔は、神の悪魔です。神と同格ではありません。

悪魔は、神の被造物です。彼は全知全能ではなく、全能ではなく、彼は遍在しません。神は悪魔に、最終

的に神のご計画を成就させることだけをお許しになっています。そしてこれは、今日ここお越しの方、ま

たはオンラインでご覧の方のゲームチェンジャーかもしれません。神がお許しにならない限り、悪魔は、

皆さんに何もできません。最終的に、神の栄光と皆さんの益のためでなければ、神は決してお許しになら

ないことをご理解ください。ヨブに聞いてみてください。ヨブに聞く機会はありますが、私たちは、 

最初の 5000兆年、1兆年、10億年は、興味がないと思います。時間も永遠も測れませんが。しかし、サ

タンは、神に許可を求めなければならなかったのです。ちなみに、ペテロにも聞いてみてください。イエ

スがペテロに、こう仰る記述があります。「ペテロ、ペテロ、ここに来なさい。話したいことがあります。」 

「たぶんあなたは嫌でしょうが、サタンが、あなたを小麦のようにふるいにかける許可を私に求めたの

です。」聖句には書いてませんが、ペテロを知ろうとするなら、彼の心中は、どんな様子でしょうか？ こ

んな感じではないでしょうか。「わかりました。あなたは、ダメだと仰ったんですよね？」「いいえ。ペテ

ロ、だからあなたと話したかったのです。私は彼に許可を与えました。」「なぜですか～～～？？」「なぜ

なら、最終的に、私の栄光とあなたの益になるからです。」ヨブも同様です。サタンは彼に何もできませ

んでした。彼は、神の許可がない限り、髪の毛一本にも触れることができませんでした。そしてそれが、

最終的に神のご計画を果たさない限り、神は彼に許可を与えられません。それは、私たちの人生で、神の

善を、自分の心の中に、常に刻んでおく必要があると思います。なぜなら、敵はすぐそこにいて、こう疑

いの種を蒔くからです。 

「神は、何と言われたのですか？」（創世記 3：1参照） 

「なぜ神は、こんな出来事をお許しになっておられるのですか？」 

彼はいつも、特に試練の真っ只中にいるときに神の善を疑う種を蒔くことばかりします。皆さんが、落胆

して落ち込み、絶望に打ちひしがれているときを敵は知っています。彼はすぐそばにいるのです。 

そんな時こそ、堅固で、健全であるべきでなのです。神の善に関してを。それでは、このイントロダクシ



ョンと説明を持って、聖書預言に基づき、実際に何が起こっているのか、何が本当に起こるのかを 

深く掘り下げてみたいと思います。また、この時点で YouTube などのプラットフォームでのライブ配信

は終了します。皆さん、本編は jdfarag.orgをご覧ください。もう準備 OKですね。それでは、"いわゆる

"COVID-19/コロナワクチンは、悪魔のような欺瞞であり、世界規模で人類を殺し、破滅させ、滅ぼすため

のものであるという、さらなる法医学的証拠から始めましょう。いかがですか？ 素敵な午後をお過ご

しください。それが真実です。「私はそんなこと聞きたくありません。」私もそんなこと聞きたくありませ

ん。本当に。しかし、それが真実だからこそ、私たちはそれを聞く必要があります。それは全て真実であ

り、真実以外の何物でもありません。神よ。助けてください。私がこれを乗り越えるのを助けてください。 

画面は、オンラインメンバーが送ってくださった MedAlerts※ウェブサイトのスクリーンショットです。 

※データベースサイト このホームページは、「MedAlerts は公式のワクチン有害事象報告システム、

VAERS検索エンジン、CDCワンダーに代わるものを提供しています。」と書かれています。それがその名前

です。「いずれも政府の未加工データから構築されますが、MedAlerts の方がユーザーインターフェース

が優れています。より強力な検索機能、より充実したレポート機能を備え、最高の検索機能となっていま

す。米国政府は、ワクチン投与後に発生した健康被害の報告を収集しています。VAERS と呼ばれるこのデ

ータベースは、誰でも使用できます。画面は、10日前、1月 21日、そのサイトの検索結果ページのスク

リーンショットですが、大変詳細に示しているので書き加えておきます。33ページのうち 1ページは、 

いわゆる COVID-19/コロナワクチンが直接の死因で 329人が死亡したのを記録しています。そして、これ

は米国だけのことです。1ページ目に、12月 23日、モデナワクチンを接種した患者の記録があり、その

2 日後のクリスマスに、ワクチンが直接の原因となり死亡しました。"重要なのは、これらは死亡者の検

索結果のみであり、このいわゆるワクチン接種後、重度の衰弱や反応が出た人数は、含まれていないとい

うことです。"私が「いわゆる」と言う理由は、今からお話しする通り、これはワクチンではないからで

す。何人かのオンラインメンバーから、The New American のアレックス・ニューマンがリー・メリット

博士へインタビューしている動画を送っていただきました。いくつか抜粋して引用します。「私たちの権

利を奪い、事業を廃止させ、経済を破壊し、私たちの身体の完全性を覆すための完璧な言い訳のようで

す。おそらく彼らは、ワクチン義務化と言うでしょう。彼らはそれを利用して恐怖を生み出し、恐怖が驚

異的に心理学的に、人口を操っているのです。彼らは、私たちの経済を崩壊させました。彼らは、 私た

ちの子供の世代を圧迫し、 くだらないマスクを利用し、様々な方法で私たちにダメージを与えています。」 

補足的に言う必要を、聖霊から示唆されています。おそらくオンラインでご覧の方だと思います。私たち

には実際の数字を知らされていませんが、どれだけの人が命を奪われているかご存知ですか？ 何人の

人が自殺しているかご存知ですか？ 何人の若者が自殺しているかご存知ですか？ ではこれはどうで

しょうか。何人の牧師が自殺しているのかご存知ですか？ オンラインでご覧の方で、敵があなたの思

考に自殺の種を植え付けたのなら、私はあなたに、神があなたを愛しておられ、いつも希望があること

を、あなたの希望はイエスにあることを知ってほしいと思います。あなたの希望はイエスにあり、彼があ

なたの唯一の希望です。続けます。－引用ー「それは psyop です。」皆さん、psyop をご存知ですか？心

理作戦のことです。「これは心理作戦です。その理由は、私たちが学んだその他のものもあり、彼らは、

私達自身が医師のように研究するなんて本当に期待してなかったと思います。私達は沢山のことを学び

ました。これは、本当にワクチンではありません。これが何であれ、この RNAが何であれ、感染を防ぐこ

とはできないのを彼ら自身が認めています。もしこれがワクチンだったとしても、この取引（対応）上で、



弾頭部分の役割を果たすため作られた"スパイクタンパク質"です。」再度補足的に言わせ頂きますと、 

これは少し専門的な話になります。しかし、もし私がこれを理解できるなら、皆さんも理解することがで

きます。繰り返しますが、敵に思わさせられてはいけません。「これは非常に専門的な医療用語だな～」

と。いいえ、敵にそれをさせないでください。私が言うのは大袈裟ではありません。そうではなく、え～

何と言えばいいのでしょうか。なんという言葉か忘れましたが、皆さん言わなくてもわかりますよね。私

に出来るなら、皆さんお出来になります、と言うのは、私は頭の回転が速くはないという意味です。よろ

しいですね？ ですから、私にこれが理解できるなら、皆さんは、これを理解することが御出来になりま

す。敵にこう言わせないでください。「これは複雑すぎる！」と。そうではありません。再度引用します。 

「来年、彼らと生物戦（生物兵器）は、私が悲しいことに学んだことの一つですが、全国各地に生物戦が

あり、私たちが文字通り資金を提供してきたということです。考えてみてください。私たちは、軍の生物

兵器研究所で働くために、P. L. A.ウイルス学者に資金提供してきたのです。それは、狂気がかった反逆

罪の極みです。彼らが提供するのは、病原体や、病原体の一部、またはアジュバント、すなわち「免疫シ

ステムをより反応させる化学物」の一部などではありません。彼らがしているのは、プログラミングする

ことです。＝MRNA MRNAは、DNA のようなものですが "メッセンジャーRNAです。＝M RNA」「それは、体

内でタンパク質を作ることです。それはまるで、（この表現方法をお聞きください。）3D プリンターに入

れるコンピューターチップのようなもので、作って欲しいものを伝えればプリントアウト（生成）しま

す。私たちは、工学的にはそういうのはありますが、これは生物学的に当てはめているのです。私が MRNA

を作り、それが、あなたの体内に特定のものを生成するように指示するのです。この場合、彼らがやった

ことは、体内のあらゆる細胞内で、スパイクタンパク質またはその一部を生成するために、この MRNAの

一部を作ったことです。そのスパイクタンパク質で、あなたは体内で病原体を実際に創るのです。ここ

で、実際にどれだけのスパイクタンパク質が作られているのか、気になるところですが、どうやって見つ

けたらいいのかわからないのです。私はそれを見つけることができませんが、誰かが知っていると確信

しています。医者はそのデータを得ることができないのです。このプロジェクトのトップの人たちです。

彼らは知っているが、私たちは知らないのです。彼らは、スパイクタンパク質だと言っていますが、どう

やって証明するのでしょうか？ 私たちにはわかりません。スパイクタンパク質、またその他別のタン

パク質のように、このコロナウイルスに繋がる何かを作って、それを MRNAにするだけです。でもそれが

自然界には存在しないことを私は知っています。ワクチンで死ぬ人なんていません。そして 2年後、私が

創ったもの全部、その対極にあるものをリリースしました。それがこの免疫力強化死を引き起こします。 

ですから、それが遅延死（遅発性死亡）です。それがバイナリポイズン（二成分の毒）というものです。 

遅れてくるのです。私があなたにパート 1を与え、立ち去ります。するとあなたは、パート２と接触しよ

うとして、死ぬのです。ワクチンへの手掛かりになりません。ですからあらゆる場面で、あなたは騙され

ているのです。」－引用終了ー 金曜日、オンラインメンバーがアンドリュー・ウェイクフィールド博士

の BitChute動画を送ってくださいました。題名は、「これはワクチンではなく、不可逆的な遺伝子組み換

えである。」その中で彼が話していることを引用します。「これは、ワクチンではありません。いわゆるワ

クチンを発生させるタンパク質の生成につながる中間生成物であり、これまで人間には試したことのな

い”遺伝子”工学である。1 年後、2 年後、5 年後に問題が起きて、すでに世界中で何十億人もの人が接

種していたら、もう手遅れです。接種してしまえば、取り出せません。スイッチを切ることもできません。

止められません。少し前に、別のオンラインメンバーから、アイルランドの分子生物学者で、免疫学者の



ドロレス・ケーヒル氏のインタビュー動画を送っていただきました。当時は参照しませんでしたが、 

他のプラットフォームに投稿されたこの動画へ後続のリンクを受け取り、メリット博士とウェイクフィ

ールド博士の両者が語っていることすべてを、彼女が確証するだけでなく、いくつかの理由から、今日は

引用する価値があると思いました。というわけで、ビッチュートの動画からの抜粋をご紹介します。題名

は、"MRNAワクチン接種開始から数ヶ月後に、人が死に出す理由"彼女はまず、2012年に発表されたこの

論文のスクリーンショットを見せてくれました。2012年です。「"SARSコロナウイルスワクチンによる予

防接種は SARS ウイルスとの挑戦で肺免疫病理学につながる"引用します。「メッセンジャーRNA を注入し

た時の問題点は、スパイクタンパク質のように ウイルスのタンパク質がある場合、このプラス陽性の RNA

が私たちの細胞に入ることができます。私たちの細胞で発現するスパイクタンパク質は、それらの細胞

が死ぬと免疫システムにさらされる可能性があり、そして 、体が抗体反応を含む免疫反応を起こし始め

ます。ですから、それが 12月に起こると、すぐに始まりますので、2〜3週間以内にそのプロセスが始ま

ります。しかし、 2021年 2 月、3月、4月に、別のコロナウイルスが自然に蔓延しているとしたら、 

（これは 2020年の話です）それは自然への挑戦になるでしょう。SARSは、天然のコロナウイルスの一つ

で、一般的な風邪の可能性もあります。この研究で（ここで彼女は 2012年から参照しています）何が起

こったかというと、動物モデルに試した後、非常に具合が悪くなり、何匹かが死んでしまったということ

です。」そして、彼女は抽象的に最後の部分を指摘します。引用します。「SARS-COVID/コロナワクチンの、

ヒトへの適用には注意が必要である"。」（2012年です）つまり、この狙いは抗体依存性の反応、あるいは

サイトカインストーム(免疫の暴走)で、（すぐに彼女はサイトカインストームが何であるかを説明しま

す。）免疫プライミング、または免疫スーパープライミングです。」これはすべて理にかなっています。 

「そのため、何十年も前からコロナウイルスのワクチンは認可されていないのです。メッセンジャーRNA

（MRNA)がウイルスを発現し始め、自然に循環しているコロナウイルスに出くわした時、 １ヶ月後、１年

後、２年後かもしれませんが、人々は重度の疾病になり、このサイトカインストーム（免疫暴走）でのせ

いで、非常に迅速に重症化します。実験用ワクチン RSV でも見られました。同じ問題を抱えていたこの

RSV ワクチンを投与された小児のほとんどは、重度の感染症を伴う疾患で入院回数が多く、35 人中 2 人

の子供が死亡しました。ワクチン接種の 35 人中 2 人が死亡したのです。そこから導き出された結論は、

以前接種したワクチンによって、この疾病が悪化したということでした。ですから人々が知っておく必

要があるのは、これらの RNAワクチンで、ワクチンを接種した後の自分の残りの人生は、この研究の子供

たち同様、ワクチンを接種したために、死亡の可能性がはるかに上がるという事です。人々は関連性を見

ないかもしれませんが、私たちが望まないのは、COVID-19 や COVID-21 と呼ばれる 2 月、3 月、4 月に重

要な死があった場合です。ワクチンのせいで病気になったり、死ぬ確率が高くなったりしているという

問題です。ウイルスが蔓延しているからではなく、数週間先、数ヶ月先にワクチンを接種するからです。」 

さて、ケイヒルさんが、サイトカインストームとは何かと聞かれた時に、彼女が言ったのは以下の通りで

す。お聞きください。「サイトカインストームとは、ワクチンに RNA遺伝子を入れて体内に注射すると 

ワクチンが実際に体内に入るのを防ぐ自然な免疫反応を全て迂回します。ですから、突然ウイルスの MRNA

が体内に入ってくると、ヒトタンパク質を発現するために細胞の中で人間の機械として動きます。つま

り突然、体内にそのウイルスが注入されると、免疫システムが、本来あるべきでないものが体内にあると

してみなし、免疫反応を起こすのです。しかし衝撃的なのは、通常は免疫がウイルスを駆除できるのです

が、なぜ MRNAが致命的なのかというと、それを注射すると遺伝子の中に入り込んで、表れ始めるからで



す。体内から免疫反応を装い始め、文字通りウイルスタンパク質源のためにそれを取り除くことができ

ず、あなたは、遺伝子組み換えされた生物のようになるのです。」皆さん、意味わかりますか？「遺伝子

組み換え生物で、あなたの体は、ウイルスタンパク質を発現します。ゆっくりとあなたの免疫システム

が、それを取り除こうとしますが出来ません。あなたの美しくて絶妙な抗体が排除しようとします。 

でも、もう不可能なのです。それが、あなたの身体の一部に同化・統合したからです。」すると突然、抗

体反応が活性化し、あろうことかこのウイルス性タンパク質を認識し、体内の全細胞内抗体となります。

そして、この抗体があなたの細胞や臓器を攻撃し始めます。ですから、死亡する方は敗血症性ショックを

起こし、３日～４日、５日で臓器不全に陥って死に至ります。」JNS(Jewish News Syndicate)のこの見出

しの報道が出ても、驚くべきことではないと思います。「イスラエルのウイルス専門家：1～2年ごとにワ

クチンの接種更新が必要かもしれない。」更新ですって？ ファウチ博士の記録が残っています。私はリ

ンクも記事も持っていませんが、何だか影響ある言い方です。引用すると、「あなたは、アップグレード・

更新が必要になるでしょう。」私たちはコンピュータについて話しているのでしょうか? 実際そうなん

です。以前にこれを指摘しましたが、これはソフトウェアです。彼らは、オペレーティングシステムをイ

ンストールします。皆さん、私を信じられませんか？ 先週、モデナ社の自社ウェブサイトだったと思い

ます。彼らはそれを、「人生のソフトウェア」と呼んでいます。オペレーティングシステムです。私がこ

れに言及したのは、私にとって、これがワクチンではないことの証拠だからです。これは、パソコンのイ

ンストールソフトをコード化して、"これを生成してほしい。”と 3D プリンターに言っている描写のよ

うです。産み出すものの、極悪非道で、悪意ある悪質なもののみです。これが、何かが正しくないと感じ

る理由であることは言うまでもありません。それは正しくありません。簡単に言えば、これが実際に起こ

っていることです。それはサタン的です。邪悪で、悪魔的です。それは欺瞞であり、文字通り人類破壊と

いう唯一の目標です。終盤戦。終盤戦の意味をご存知ですか？ それは最初に人類を殺し、破壊し、人口

を減らした後、人口を監視して支配します。先週、イギリスのエクスプレス紙に、98 歳のフィリップ王

子が、30 年以上前に発したコメントが再浮上しているという興味深い記事を見つけました。エディンバ

ラ公爵の 1988年の発言を引用。「自分が転生したら、 致命的なウイルスとして戻ってきて 過剰人口の

解決に貢献したい。」頼みますよ。ビル・ゲイツさん、頼みますよ。彼が昨年 3月にマイクロソフトを辞

任し、COVID-19 ウイルスワクチン開発というこの崇高な目的のために、残りの人生を捧げたのは偶然だ

と思いますか？おぉ。。。あぁ、先走ってしまいました。これが COVID-19/コロナと、ワクチンではない"

いわゆるワクチン”のすべてです。つまり世界の人々が、ワクチン接種を強制的に強要されるのは時間

の問題だということです。ある方が仰ったように、皆さん、このことを考えてみてほしいのです「想像し

てみてください。 接種を脅されなければならないほど安全なワクチンを。致命的な病気だから、感染し

ているかどうかを知るため検査しなければならないことを。それは理にかなっていますか? それは「正

しくない！」です。「正しくない！」だけです。私が、第二テサロニケ 2章を参照したかった理由は、そ

れがそのようにな強力な惑わしだからです。そして、この強力な欺瞞を送られる神が、不公平だとは一瞬

たりとも思わないでください。彼がこの強力な欺瞞、この強い妄想を送られる理由は、彼らがすでに真実

を拒絶したからです。彼らはすでに、自分の運命を封印したのです。旧約聖書で、神は、ファラオの心を

頑なにされたと書いてありましたね？ 最初に読んだ時は、それってフェアじゃない、と思いました。 

可哀想なファラオが、戦うチャンスを失くしたように思えます。「神は彼の心を頑なになさったのだから

当たり前だ。なぜそんなことをするの？お～皆さん理解しなければならないのは、神がファラオの心を



頑なにされる以前に、8回出てくるのが、ファラオは自分で心を頑なにして、自身の運命を封印したと語

られている事です。神の御霊は、いつまでもその人に働きかけられるわけではありません。あなたの心が

決まっている時点があります。あなたの心はすでに頑なになっており、それゆえ、あなたの運命はすでに

封印されているのです。ところで、まるでローマ人への手紙１章ですね。とても激しい章です。ローマ人

への手紙を学んだときのことを思い出します。もう何年も前のことですが。ローマ人への手紙を学ぶの

に２年、もしかしたらそれ以上かかったかもしれません。なんという書なのでしょう。ほ～！ローマ人へ

の手紙１章。私は教え全体を通して泣きました。なぜなら、神は彼らを恥ずべき情欲にに引き渡されるの

です。女同士・男同士です。（ローマ 1：26-27）こういう感じです。「わかりました。自分のしたいよう

にしなさい。」「あなたは私を拒絶しました。私は試みましたが、あなたはすでに決心しています。それが

理由です。」そして、ここに欺瞞がやって来ます。「真実を拒絶すればどんな嘘でも信じるようになる、と

語られました。」「あなたは自分自身解放しました。最も異様な嘘に影響を受けやすく、脆弱で、騙されや

すいのです。」例えば、このような嘘：携挙後、「人々はエイリアンに拉致されたのです。」「ああ、なるほ

ど。」と。それは嘘です。UFO。それは嘘です。欺瞞です。UFOは悪魔です。もしも～し。彼らは悪魔です。 

脱線しました。医療関係者で、私の非常に良い友人からのメールをご紹介したいと思います。「似たよう

な記事が既に届いているかもしれませんが、以下は COVID-19ワクチンパスポートへのリンクです。興味

深いと思われるかもしれません。私たちの副社長は、当院では近々、ワクチン遵守者を IDバッジで識別

する方法を導入すると言っていました。私たちは現在、誰かと話したり会ったりする際、マスクとアイシ

ールドを着用する必要があります。しかし、ワクチンを接種すれば、アイシールドをつける必要はありま

せん。「マスク着用だけ！」です。管理者は、ワクチン接種した従業員と、接種していない従業員を素早

く見分けることができるようになります。私たち非遵守の者は目立つと思ってください。そこがポイン

トです。先日、3人目のスタッフから、2週間ほど前に 2回目のワクチンを打って以来、悔しい思いをし

ていると連絡がありました。彼女は「注意散漫」を感じていて、それは普段の彼女と違うと。"皮膚から

飛び出したい "ような感覚があるとも言っていました。これは、ERのケースマネージャーが、最初のワ

クチン接種直後に言っていたことです。恐怖とプレッシャーで、スタッフの 50％から増加して 80％以上

がワクチンを接種したことを残念に思います。」画面は、「COVID-19ワクチンパスポートの時期なのか？」 

というリンクのスクリーンショットです。その中で彼らは、「大手テック企業の Microsoft、Oracle、

Salesforce は、メイヨークリニックと提携し、大手ヘルスケア企業と共同で、個人が感染予防にワクチ

ンを接種したかどうかを示す”COVID-19ワクチンパスポートのデジタル化技術を開発”と発表。しかし、

一部の専門家は、この技術があまりにも早く開発され過ぎではないかと懸念。」時間がないからそうなら

ざるを得ませんね。サタンは自分の時が短いのを知っています。ショーを開始しなければなりませんか

ら。1 月 22 日（金）、CNBC は、ユナイテッド航空の CEO が COVID/コロナワクチンを従業員に義務化した

いと考えており、他の企業にも同じように接種するよう働きかけていることを報道しました。時間の問

題です。ここに来て、最近よく聞かれる質問があります。なぜ、他の預言的意義のある出来事を除外して、

なぜワクチンを強調するのかと。それは公平なご質問です。このご質問には、次のように答えさせてくだ

さい。まず、これがこんにち、私たちが直面している最重要課題だからです。「まあ、そうだけど、イス

ラエルで起きていることはどうなんですか？」皆さん聞かれる準備はできておられますか？ 彼らの人

口のワクチン接種で、どの国がリードしているか知っていますか？ イスラエル。米国以上ですか？は

い。米国以上。今でも、多くの人がワクチン接種を受けるべきかどうかの決断に直面しています。私がこ



こに立って、このすべてを話すことに楽しんでいると思われますか? 全く違います。私は恐れています

よ。主は、わたしの心を御存じです。これが現実です。このいわゆるワクチンを取り上げているもう一つ

の理由は、これが 7年間の患難時代に獣のしるしに”なる”（今じゃありません）”なる”のを、疑う余

地のない証拠が証明しているからです。この理由だけで、このような話をするのは、私の義務だからで

す。これが今起きていることを見ているのなら、どれだけ近づいているのでしょうか？ なぜなら、私た

ちが話して、強調して、見つめて、議論している事は、最終的に、7 年の患難時代に成就するものです。 

「私たちがここにいないのに、なぜわざわざ話す必要があるのですか？」全く仰る通りです。神に感謝し

ますよね? しかし、もし私たちが今すでに見ているものが、最終的に 7年間の患難時代に成就するなら、 

それが今、すでに実現し始めているのです。これが、ルカ福音書 21章 28節です。イエスがおっしゃいま

した。「”これらのこと”が起こり”始め”たら...身を潜めて！」ではありません。いいえ、彼はそうは

仰いませんでした。いいえ、彼は「身を潜めて！」とは仰いませんでした。頭を上げなさい。身を潜める

のではなく、なぜでしょうか。なぜなら、「あなたがたの贖いは近づいているからです。」皆さん、拍手な

さってください。主を褒めたたえます。からかってるのですか？ 実際に、第二礼拝でお話しします。 

第二礼拝に引っ張ろうとしています。つまりこれは、私たちが正気を保つため、また唯一の正気を保つ方

法を話しているのですよ。私は本当に、大変差し迫っていると信じています。そして今、可能な限り、ま

た可能な限り迅速にイエスを人々に、人々をイエスに導く時なのです。それが理由です。またそれが、毎

週の預言アップデートを行う理由です。それが、福音/イエス・キリストの救いの良い知らせで、「救いの

ABC」という、子どもでも分かる救いの簡単な説明で締めくくる理由です。福音という言葉の意味は何で

しょうか？ それは良い知らせです。あなたの負債、あなたの罰則が全額支払われたことを意味します。 

あなたは自由に行ってよいのです。それが福音という言葉の意味です。良い知らせです。良い知らせとは

何でしょうか？ はい、イエスはあなたのために死なれたのです。彼は十字架につけられ、葬られ、3日

目によみがえり、そして、ある日再び戻って来られます。それが良い知らせです。すなわち福音、イエス・

キリストの福音です。第一コリントの 15章 1～4節をお読みください。「救いの ABC」とは何でしょうか?

それは、言わば、あなたの中にある希望、祝福された希望、救いの良い知らせという答えを人々に共有す

る装備であり、あなたが提供するための、子供にでも分かる、簡単な説明のテンプレートです。ところで、

皆さんの人生で、皆さんを見てこう仰る方々がおられるのを確信しています。「なぜそんなに楽しいの？」

「あなたは動じないように見えます。」「あぁ、よくぞ聞いてくださいました！」「理由を知りたいですか？」 

「はい。なぜですか？」「なぜ他の人のように恐れていないのですか？」「理由はこれです。」良い知らせ

（福音）を知っているからです。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。これは非常に大事で、あなたが罪びとだと認めな

い限り、こういう風に言うのは申し訳ありませんが、救い主を求めていないことになります。あなたが罪

びとでないなら、救い主を探していませんからね。あなたが罪びとだと認めるとき、自分が救い主を必要

としていることに気づくのです。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、先に悪い知らせ（本当に悪い知らせ）と、それから、良い知らせがセット

になっています。悪い知らせとはなんでしょうか？ 悪い知らせとは、 

「罪の報酬は死です。」(ローマ 6:23a) 



私たちはみな、生まれながらの罪びとで、全員誰しもが死刑判決を受けています。それが悪い知らせで

す。良い知らせを聞く準備ができておられますか? 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)  

神からの贈り物なのです。彼が、全額支払ってくださいました。ご自分の全てを犠牲にして。命を懸けて。 

私たちの身代わりにご自分の血を流して、 その贈り物を購入されたのです。そして、あなたに私に、差

し出してくださっています。贈り物なのです。あなたが自分で支払うなら、それは贈り物ではなく、購入

したものです。あなたはそれを支払っていません。あなたがその贈り物を得るためにできることは何も

ないのです。それは神の賜物です。 

「わたしたちは信仰によって恵みによって救われたのです。」（エペソ 2：8-9参照） 

それは神の賜物です。行いによるのではありません。自分が得ようと手に入れたかように、誰も誇る事の

ないためです。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。」 

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。」 

「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節です。 

『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』 

私はその言葉が好きです。（救われる＝will be saved）の、willが何を意味するかご存知ですか? あな

たが、”救われる”という事です。再度、深遠ですね。救われうる、救われるかもしれない、救われるべ

きだ、ではなく、”救われる”のです。あなたは救われます。以上。ヨハネが言っています。 

「永遠のいのちを持っていることを、あなたがたに分からせるためです。」（第一ヨハネ 5:11) 

陪審員はもういません。判決が出ています。あなたが信仰によって恵みによって救われたのです。イエス

が、あなたの代わりに、あなたのためにしてくださったからです。私はあなたに懇願します。 推測して

いるのではありませんが、もしあなたが、今日この教会の礼拝に、恐らく初めて来られたなら、あなたが

主の御名を呼び求めたことがないなら、切に願います。永遠の命のために、あなたの人生で最も重要な決

断を、一日でも、一時間でも、先延ばしにされませんように。オンラインでご覧になっておられる方かも

しれません。これは偶然ではありません。主は、あなたが見るのを止めないよう、見続けるよう導かれた

のです。今日が救いの日です。私はあなたに懇願します。今、あらゆる事が起こっている時であり、あら

ゆる事が起こる速さと同様に、全てが実現しつつあります。まさに神の御言葉（聖書）がそうなると、語

っているとおりによろしければ、オンラインメンバーからの、とても貴重で可愛らしい証を 2 つご紹介

したいと思います。最初のは、オランダのデ・フリース一家からです。ダークとテレサが一緒にいるのは、

ヨシュア(17 歳)、ダナ(15 歳)、リヴァイ(12 歳)と、（私たちにも、同名のリヴァイがいます。）ユダ(10

歳)、オデリヤ(名前を正しく発音していることを願っています/8歳)、ノヤ(6歳)とシェリル(4歳)。 

「シャローム、 親愛なるイエスの弟子の JD ファラグさんへ。あなたのミニストリーとあなたの教えを



ありがとうございます。今の世の中のおかしなことに対して、大胆に語ってくださる方にたどり着けて

嬉しく思っています。12月になると、ドーナツボールを揚げて、売ったり、食べるのが オランダの伝統

です。添付した写真は、宜しくなかったでしょうか。－(笑)ー（美味しそうですよね！！！残念ながら、

私は何も食べることが、、、（断食中））今月は、そういう色んな種類のドーナツを販売するドーナツスタン

ドがたくさん出ているのです。私たちの子供たち（4歳～17歳）は、これを機会にドーナツを自分で揚げ

て、英語の「救いの ABC」カードと一緒に販売しています。オランダ語は、少し大きいので、翻訳すると

全部入らないからです。彼らには、お小遣い稼ぎでしたが、ある意味、神の御国に貢献することができま

した。あなたの教えをたくさん見てきましたが、福音を伝えるために、人々が ABCを使っている方法に感

動しました。」因みに、これはおそらく言うのに良いタイミングだと思いますが、私は今日 2つの証を共

有しますが、非常にたくさんの証をいただいています。独創性ある証を送ってくださった皆さん、私が読

み上げないからと言って、読んでいないのではないのをご理解ください。送っていただくものは、一つ一

つ全部読ませていただいていて、全ての証に祝福され、励まされています。独創的な方法というのは、全

くもって神にしか御出来にならない方法なのですこれは新しい方法です。認めざるを得ません。この美

味しそうなドーナツ    「彼らは、自分たちが揚げたドーナツを販売するのに、ラミネート加工した ABC

を一緒に入れるのが素晴らしいアイデアだと考えたのです。12 月 29 日、30 日、31 日の３日間で、彼ら

は、600個以上のドーナツを揚げました。彼らは、午前中ドーナツを揚げ、午後は売りに行きました。何

にも文句を言わずにです! その 3日間が終わり、彼らはとても疲れていましたが、とても満足していま

した。彼らは、500個以上のドーナツを売ったので、(残りは私達が買います！笑) 

彼らの努力は報われました。そして、彼らはあなたの教会に献金しました。あ～なんて可愛らしいなので

しょうか。ー拍手ー ところで、言っておくべきなのが、私たちは献金をお願いしたことはありません。 

ご存知だと思いますが、オンラインの方にも、私たちは、ここでは献金を受け取りません。後ろに箱があ

るだけで、何も問題があるわけではありません。知っておいていただきたいのは、無理にしていただいて

も何にもなりません聖書にお金のことが書かれている箇所でない限りこの説教壇でお金の話をすること

はありません。お金について語るのはその箇所に来た時だけです。よし、これで気が楽になりました。今

どきはね...きちんと言っておいた方が良いですね。「あなたのお働きが、私たちの子供たちに影響を与

えているのは素晴らしいことです。」だから、「救いの ABC」が大好きなのです。は、ミッシェル・オニー

ルさんからです。「こんにちは、JD牧師。私は、ブリティッシュコロンビア州ポートムーディの新しいオ

ンラインメンバーです。6ヶ月前に、親友からあなたのことを聞いたのです。私と子供たちは、毎週熱心

にあなたのメッセージを聞いています。今日、子供たちを公園に連れて行ったのですが、長女が岩を拾い

ました。驚いたことに、それにはあなたのウェブサイトが書いてあるのです。そして「救いの ABC」も! 

私たちはとても興奮しました私は最近、あなたの「ウェブサイト」と「救いの ABC」をバンクーバー中に

広げようと思い、ステッカーを注文していました。しかし、今、私たちは、その岩を見つけました。 

それに塗って、公園にも置いていきます。私はホームスクールをしていますが、封鎖（ロックダウン）と

マスクには大いに反対ですあなたに出会えたことをとても嬉しく思います。あなたを、私の祈りのリス

トに入れさせていただきました。（ありがとうございます）あなたがされている全てに感謝します。主を

褒めたたえます。ー拍手ーあなたのされる全てに感謝します。暴政と闘ってくださり感謝します。私には

無理ですから。祝福を。ミッシェルより。」なんて祝福でしょう。生きた励ましです。ご起立ください。 

賛美チームが上がってきます。今日の話が重いものであったのは分かっています。考えていたのですが、 



賛美チームはすぐ上がってきてください。これを共有したいだけなので。 

「最後に、」と、まだ言ってませんよね？ははは。では、最後の最後に。イエスが群衆に教えておられた

時、厳しい教えがあって、群衆が去って行った時のことを考えていました。つまり、彼らは去っていった

のです。彼らは、イエスが教えているときに、イエスを離れ去りました。興味深いのは、イエスが弟子た

ちの方を向いて、尋ねられたことが詳細に記されていることです。 

「イエスは十二人に、『あなたがたも離れて行きたいのですか』と言われた。」（ヨハネ 6：67） 

すべての牧師の悪夢は、教えている途中で誰かが立ち上がり、帰ってしまうときです。泣き、そして、彼

らは戻って来ると、「ああ、良かった。トイレだったんだ。」「私の説教のせいじゃなかった。何か言った

のかな？」とか。とにかく、そこで、イエスは弟子たちに向き直って尋ねられます。『あなたがたも離れ

て行きたいのですか』「私は難しい教えだったことは分かっていますが、『あなたがたも離れて行きたい

のですか』？」そして、ペテロが、私はペテロが大好きです彼はイエスに言います「マジですか？」そん

な言い方してませんが、要はそういう感じです。 

「私たちは、だれのところに行けるでしょうか。あなた（だけ）が、永遠のいのちのことばを持っておら

れます。」（ヨハネ 6:68参照） 

「他にどこに行けるというのでしょうか。難しい教えなのは分かっています。聞きたくはありません。 

真理が、私の肉で明らかになるので、あなたから離れ去りたいです。しかし、他に私がどこに行けるとい

うのですか？ これがいのちのパンです。あなたがいのちのパン、命の言葉、永遠の命なのです。 

祈りましょう。天の御父様、本当にありがとうございます。 

どうか、神様、見極める力をあなたの民に与えてくださるよう祈ります。私たちには、見極める力が必要

なのです。私たちは見極める必要があります。どうか主よ、この決断を迫られている多くの人たちのため

に、たぶん明日の朝には。あるいは今日の午後にも。彼らはこの決断をしなければなりません。主よ、あ

なたが力強く、彼らにご自身を現してくださるようにお祈りします。それほどまで、この現実があるので

す。このようにならなければ、あなたがこのような奇跡的な方法でご自身を明らかにすることはなかっ

たでしょう。主よ 恐れを完全に取り除いてください。主よ、敵に恐怖を、あなたの民の心と思考に、置

かせないでください。彼らの心を強め、励ましてください。 

イエスの御名によって祈ります。アーメン。 
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