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おはようございます、ようこそ。オンラインで参加していただき、とても嬉しいです。こ

れは、私たちの毎週の 聖書預言・アップデートです。日曜日の朝は、2つの礼拝がありま

す。第一礼拝は、聖書預言を学ぶことに捧げ、 第二礼拝は、通常の日曜朝の説教で、ハワ

イ時間の午前 11時 15分から始まり、 現在私たちは、第一テモテを学んでいます。この手

紙を、節ごとに学んでいっています。今日は、敬虔である事が、才覚のある事よりも 遥か

に重要である事を見て行きます。それが生来の賜物であろうと、霊的な賜物であろうと、 

クリスチャンとして、日常生活と教会生活の 両方においてです。ハワイ時間、今日の午前

11 時 15分からです。 一緒にご参加されることをお勧めします。教会が「敬虔な教会」で

ある必要がある時、 それは今です。それが第二礼拝で、話す内容です。では、取り組む事

がたくさんありますから、 すぐ本題に入ります。ウイルスによってこの世界的な危機に 

今既に起こっている事から、今後、 何が起こる事になるのかという 質問に答えていきま

す。その答えは、一言で言えば、「プログラミング」です。 特に、ハリウッドやエンター

テインメント産業に 関連するものです。長年にわたって、彼らは、大衆に対し、 恐怖心

から足並みを揃えて従順させるための 予測プログラミングと洗脳に成功してきました。そ

れが今日お話ししたい事です。音楽業界 (今日はこれについてはお話しません）、 映画、

インターネット、そして特に テレビ番組を見れば分かります。「テレビ(television)」と

いう言葉は、古代ギリシャ語の 2つの単語の組み合わせですが、ある人は、それがその発

音通りのような 意味の言葉だと言っています。Television＝テレビジョン Tell a vision

＝幻を伝える。 

興味深いのは、皆さんこんな風に 考えたことがあるかどうかは分かりませんが、テレビに

は、プログラミング(番組制作）があります。チャンネルを使って。 チャネリング (伝

達) !? 

...（警報音）...そしてこのチャネリングは、テレビを 媒体 (*medium＝「霊媒」の意も

あり)として 使用しています。もう一つ指摘しておくべき事は、 皆さんがご存知かどうか

分かりませんが、ところで、私の言葉を鵜呑みにしないで下さい。皆さんもご自分で、調

べられます。”ハリウッド(Hollywood)”は、ドルイド僧たちが 魔法をかける時に神聖な

的として使用していた 植物ヒイラギ（Holly) に由来しています。『サタンの聖書』の著

者であり、サタン教会の 開祖であるアントン・ラヴェイ氏の著書、 『The Devils 

Notebook（悪魔手帳)』の 86ページに書かれている事を引用します。「皆さんの多くは、

テレビを新しい神とみなす 私の著書を既に読んでいる。私が今まで言わなかった事があ

る。テレビは、新しい悪魔的宗教にとって 重要な主流インフィルトレーション ( 侵入) 

だ。テレビ受信機、すなわち、サタンの家庭祭壇は、 50年代前半以来、より精巧になっ

てきた。小さくてぼやけた画面から、 複数の TVモニターが壁一面を覆う 巨大なエンター

テイメント・センターへと。日常生活からの無害な休息として始まったものが、 それ自

体、現実の生活の代替物となり、数百万人の人たちにとっては、 主要な大衆宗教となっ

た。」皮肉なことですが、テレビのインタビューで、 アントン・ラヴェイ氏は、 テレビ

に関してこう述べました。 ー引用ー「実は、キリスト教よりもテレビの方が ずっと、新

しい普遍宗教に近い。テレビの神々や司祭たち、司祭長たちが 望むなら、そしてそれが彼

らの目的にかなうならば、彼らは、我々が知っているキリスト教を 排除することができ

る。」私はそうは思いません。しかし、それから彼はこう言います。「テレビの影響力

は、間違いなく、 キリスト教の影響よりも はるかにずっと大きいのだ。」皆さん、ラヴ

ェイ氏がここで言っていることは、 実際、真実です。テレビの影響は非常に大きいので、
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広告主たちは 宣伝のために、文字通り、数百万ドルを 支払うほどです。その効果と影響

力のために。それは、「テレビで暴力を見ても、影響はされない」 という議論に、きっぱ

りと決着をつけます。ご冗談でしょ？テレビに影響力がないのなら、 彼らはこれらの広告

主に、 莫大な額のお金を払い戻すべきでしょう。これらの広告主が、テレビで宣伝するた

めに、 その様な額のお金をかけるという事実だけで、それが、視聴者の思考に大きな反響

と影響力を 持っている事の証拠なのです。それが、彼の言っている事であり、 彼は間違

っていません。さて、クリスチャンは決してテレビを 持つべきではないと考えて、 家に

帰ってテレビを壊す人がいないように、急いで言わせていただくと、 「あなたがテレビを

所有しているか」ではなく、 「テレビがあなたを所有しているか？」です。つまり、私た

ちのテレビは、 道徳心がない、と言うか、中立的なのです。それは不道徳な目的にも、道

徳的な目的にも 使用できるという事です。これはインターネット、お金、その他、 私た

ちが所有する多くのものにも当てはまります。問題は「私たちが何を所有しているか」で

はなく、 「何が私たちを所有しているか」です。お金は中立です。お金は道徳的な目的の

ために使うことも出来ますし、 不道徳な目的のために使うことも出来ます。テレビもそう

です。とはいうものの、大衆は、テレビに魅了され、 そのため、洗脳されています。あり

がたいことに、神の御言葉は、洗脳される代わりに 脳を洗浄してもらうために、答えを与

えてくれます。言葉遊びではありません。説明します。 

テレビが私たちに対して行なう この洗脳、未了、催眠ですが、神はそれに対して答えを持

っておられます。 ローマ書 12章、1節と 2節です。使徒パウロが書いている事に 耳を傾

けて下さい。 

ローマ書 12章 

1 ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、 あなたがたに勧めます。あなたが

たのからだを、 神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として 献げなさい。それこそ、

あなたがたに ふさわしい礼拝です。 

2 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。 

調子を合わせるのではなく、変えていただく。 －どうやって？－ 心を新たにすること

で。「...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。」あえて言うならば、 世界によるプログラミ

ングを プログラミングし直すことです。私は、どれほどのクリスチャンと、悲しい事に、 

どれほどの教会が、ロックダウンと足並みを 揃えているかという事実に、本当に あっけ

に取られている事を告白せねばなりません。それがなぜなのか、主に尋ねてみて...私が思

いつく唯一の答えは、 御言葉による再プログラミングではなく、 世からの予測プログラ

ミングのせいだという事です。そして、私にとって興味深いのは...一緒にこれを考えてみ

てください。同調しやすい傾向のある人は、 聖書預言を知らない人である場合が多いで

す。言い換えれば、 世に予測プログラムされてきたものは全て、 まさに聖書預言が私た

ちをそれに対して 備えたものです。聖書預言がとても重要なのは このためです。だか

ら、、、 これについてはお話した事があるし、 深入りしたくありませんが、だからクリ

スチャンは、ほとんどの場合、 聖書に関して無知なのです。しかし、聖書預言となると、

さらに無知なのです。聖書のほぼ三分の一が聖書預言なのです。つまり、聖書預言を教え

ずして、 聖書の全部を教えることは出来ないのです。なぜなら聖書の三分の一は、預言だ

からです。それには理由があるのです。神は、私たちが知る事を望んでおられます。 何が

起ころうとしているか、私たちが 無知である事を望んでおられません。ある人が言ったよ

うに、神は私たちが 怖がるのでなく、備えることを望んでおられます。おもしろいです。 



準備ができていない人たちは、 怖がっている人たちで、そして準備ができている人たち

は、 怖がってない人たちです。ヨハネの黙示録を見れば、 今起こっている事はすべて、 

予告されていた事を見ることが出来ます。幾つかの点では、非常に詳細に。すなわち、新

世界秩序と 世界の指導者、反キリストです。人口を減らし、抑制する疫病。強制される印

（マーク）。 拒もうならば、死を脅されます。 黙示録 13章。黙示録 17章、黙示録 18

章、 黙示録 6 章、黙示録 11 章、、、 実際は黙示録全章の 1～22章。この印は、興味深い

詳細ですが、 ものを言うようにされた像を拝む事と 関連付けられます。獣の像です。そ

れは AIや、5G 技術をも暗示しています。 

AI とは何ですか? 人工知能です。すぐにお話しします。5G、この大規模な、、、5Gからの

放射線が細胞を汚染して、この上気道疾患を 起こしているのではないかという意見もあり

ます。しかし、AIや 5G技術だけでなく、 DNAを変革するトランスヒューマニズムもあり

ます。全て黙示録に書かれています。 実際には、聖書の全体に、至る所に。これは、前述

の質問に繋がります。すでに起こっている出来事によって、 まだ起きていない事を、どう

やって知るのか？ その答えは、サタンは、聖書と聖書預言を 私たちの誰よりも、よく知

っている という事実にあります。このために、彼は全知ではありませんが、 「どのよう

に」、また大体において「いつ」、 全てが終わるかを知っているのです。そのためにま

た、彼は自分には 時間が少ししかない事を知っているのです。また、それによって、な

ぜ、彼が超過勤務で、 このような時に至るまで、非常に 忙しくしてきたかの説明がつき

ます。お許しいただけるなら、私は皆さんに エンターテイメントの分野における 彼の働

きのいくつかをお見せしたいと思います。彼は、長年ずっと忙しく働いてきています。そ

うするために、 映画やアニメ、漫画から引用したいと思います。25年前の 1995 年にさか

のぼります。実際にはもっとずっと前、 映画が出現した時からですが、 とりあえず、

1995 年に戻りましょう。 

これを急いで見ていきますから、 シートベルトを締めてつかまってください。しかし、そ

れらの物すべてに共通するのは、 それらが皆、”ウイルス”の名目で、今日、まさに 私

たちが目にしている物を描いていることです。そこで以下に、スクリーンショットと 台本

の言葉をそのまま引用して紹介します。事前に警告しておきますが、 かなりゾッとしま

す。 

この 1995年の映画、『12モンキーズ』から始めます。致命的なウイルスが、人類をほぼ

全滅させ、 生存者は地下生活を余儀なくされるという話でした。ブルース・ウィリス演じ

る、 ジェームズ・コールという名の登場人物が、 タイムトラベルをして、科学者が治療

法を開発するのを助けるために、 過去に戻り、原種ウイルスを探します。狂信的な環境保

護主義者で、 反コーポラティズム的な見解を持つ精神病患者、 ジェフリー・ゴインズと

いう人物と対峙します。ある場面で、ゴインズは、有名なウイルス学者で あった彼の父に

ついて、コールに言います。 －引用ー「父は、DNA ウイルスを使った実験に伴う危険性を 

何年も前から、警告してきた。」これはその映画からのスクリーンショットです。 この落

書きの内容は次の通りです。 ー引用しますー「ウイルスはあるのか？ これが起源なの

か？50億人が死ぬ？」実は、これがその映画の筋です。このウイルスを放出することで、

世界人口を減少させ、 管理しようとする邪悪な計画でした。聞き覚えがありますか？ も

っと良くなりますよ。と言うより、その逆かも。次の有名な映画は「アウトブレイク」。 

ダスティン・ホフマンとモーガン・フリーマン主演で、 これも 1995年に公開されまし

た。それは、あるウイルスの大流行を扱うもので、 彼らがそのウイルスの起源を捜すとい

う内容です。しかしながら、急いで治療法を見つけようと、 軍が町を隔離し、戒厳令を課

します。パンデミックの拡大を防ぐため、町と住民を 焼却処分することで、ウイルスを封



じ込めるという 軍の計画だった、クリーン・スイープ作戦の代わりに、彼らは一旦ウィル

スが同定されたら、ウイルスの存在を 隠ぺいするためにその作戦を利用する事に決めま

す。将来、生物兵器として使用するために それを保存するためです。「Vフォー・ヴェン

デッタ」、 これは非常に興味深い映画です。2005年に公開された、 ディストピア的な政

治アクション映画です。 

V の人格は、人体実験の結果であり、彼は 自分を拘束した人々を狙っている事が明かされ

ます。Vの正体を探る中で、彼らは秘密裏に開始された 生物兵器プログラムにたどり着き

ます。その結果として、聖マリア・ウイルスが 作り出されたのでした。ウイルスが放出さ

れ、10万人以上が死亡します。大流行は、－これお聞きください。－ 宗教テロ組織の責

任とされました。彼らは相次ぐ恐怖と混沌を利用し、内部の人間を政界に 送り出し、圧倒

的多数で勝利し、国を支配し、また、ウィルス治療から利益も得ます。鳥肌(チキンスキ

ン)ですか？ ああ、オンラインの方、「グースバンプ(鳥肌)」です。 ここでは鳥の皮

（チキンスキン）と呼びます。Vは、 －これお聞きください。－ 偽装であり、惑わしだ

ったと判明し、最初は不信がられましたが、最終的には 政府への信頼が揺らぎます。オン

ラインの方々のために、再度画面に出せますか。左の画像の「Freedom! Forever!（自由! 

永遠に!）」に 注目してください。一番上に見えますか？ あれはニューエイジ・グノー

シス主義です。 

ニューエイジのグノーシス主義は、実際には "古い "グノーシス主義が、 ニューエイジと

して 見映えよく作り直されたものです。しばらくご辛抱ください。私がこれを指摘するの

は、 これが、大ヒット映画の悪魔的テーマだからです。『Vフォー・ヴェンデッタ』同

様、『マトリックス』、 『ダ・ヴィンチ・コード』、『トルーマン・ショー』 など、挙

げればきりがありません。グノーシス主義、また、ニューエイジとは何か？ ”新時代の

黄金の幕明け、水瓶座の時代。”その時”大いなる覚醒”が起こります。 闇から光へと啓

発して。 

ところで、「ルシファー」は文字通り、 「光をもたらす者」を意味します。グノーシス主

義は悪魔の教義です。因みに、私たちが日曜日の朝の「聖書の学び」で 現在学んでいる、

第一テモテで、使徒パウロは、 エペソにいるテモテに語り、エペソに留まるようにと、彼

に命じています。 これらのグノーシス主義の教師たちがいたからです。ギリシャ語でグノ

ーシスは、 霊知や知識を意味します。彼はそこに留まりたくないテモテを戒め、励まし、 

そこに留まるよう命じさえしています。彼が、当時エペソで流行っていたグノーシス主義

に 言ってみれば、対抗できるように。グノーシス主義は、何を教えているのか？ 繰り返

しますが、それは悪魔の教義で、 世界は、より劣った神によって造られたと教え、キリス

トは自分自身を贖う使者であったので、 他の人も自分自身を贖うことができると教えま

す。 

”世の中のシープル（羊人間)たちは解放され、 自由にされ、覚醒し、物質の世界、つま

りマトリックスから 目を開かれねばならない。”それは...彼らは、それが邪悪な設計

者、マスターによって 造られたと主張しています。ソフィアという名のアイオーンが、 

彼女の男性配偶者ぬきで、この邪悪な 神的存在を創造し、神の王国外に隠しました。これ

は全能の神、 創造主なる神のことを言っているのです。だから、彼は邪悪だという事にな

ります。 

ソフィアは彼を、 ヤルダバオートまたはヤハウェと名付けます。彼は旧約聖書の神で、そ

の力を使って、 悪の世界を創造します。ヤハウェは無知のうちに、愚かにも 「わたしが

神であり、わたしのほかに神はいない。」 と宣言します。イザヤ書 45:5-6。その後、彼

は人間を自分のかたちとして 作ることにします。そして、アダムはソフィアの神性を伴う



ものとして 創造され、そのため、彼は神である事になります。さて問題は、どうすれば、

自分がこの悪の創造主 ヤハウェの奴隷にされている事が 彼に分かるのか？彼は神だが、

ヤハウェは それを彼から隠そうとしている。では、どうやって自分が神であるという知識

に 彼の目を開かせるのか？人間が邪悪な物質領域にいる時、彼らが 戻ることの出来る方

法は、唯一、グノーシス、 すなわち隠された奥義を知ることだけです。そこで、ソフィア

はこうします。彼女は、使者として蛇を送り、アダムに、彼が神であり、邪悪な創造設計

者が 彼を奴隷にしている事を分からせようとします。それって、、、そこで彼は、スルス

ルと園に入ってきて、 神はあなたに隠し事をしている、 と言います。「神は邪悪で、神

はあなたの目が 開かれることを望んでいないのだ。」「彼は、あなたに覚醒してほしくは

ない。」「彼は、あなたが この善悪の知識の木から食べれば、」「あなたが彼のようにな

る事を知っているのだ。 そして彼はそれを望んでいない。」それがグノーシス主義が教え

る事です。だから、アダムがこの大いなる目覚めをする時、 彼の目が開かれる時、彼は自

らの救世主となり、自らの神となり、 彼はこのマトリックスから、自らを 解放せねばな

りません。彼を奴隷にし、自分が神である事を彼に 悟らせないようにしているこの世界か

ら。言い換えれば、神は、邪悪であり、闇なのです。サタンは、善であり、光です。イエ

スは、救い主の一人に過ぎませんでした。私たちは皆、自分の神であり、 私たち自身の救

世主であり、人類の救世主だ。それはグノーシス主義です。では素敵な午後をお過しくだ

さい。いかがでしょうか。さて、これらの映画は、このテーマ、 この共通のテーマを抱え

る多数の映画の内の、 ほんの 3-4本に過ぎないと言ったら、どうでしょうか？『マトリッ

クス』のキアヌ・リーブス。 あまり深入りしたくありませんが、 考えてみてください。

言わせてもらえば、ここにもオンラインにも、 マトリックスを見たことがある方が たく

さんいるでしょうから。私は自分が見たかどうか分かりません。... もし見たとしたら、

覚えていませんが、 かなり昔のことです。しかし、キアヌ・リーブスは、、、これは多く

のクリスチャンを騙しました。 テーマがとても...いいですか、それがサタンのする事な

んです。辛うじて正しく聞こえるだけの真実があります。 私は、すばらしい説明を聞きま

した。殺鼠剤ですが、ネズミを惹きつけるための 美味しくて栄養価が高く、食欲をそそる

成分が 99％ほども含まれているそうです。毒の含有は、ごくわずかな量だけです。しか

し、ネズミを惹きつけるものが 非常にたくさん入っていて、 彼らがそれを食べると、一

巻の終わり。それがサタンのすることです。彼は念入りに作れて、 すごく”狡猾 

(ssssssubtle)”なのです。(蛇だからと)"S"を強調して言うのは いい加減にやめますが、 

皆さん要点は分かりますよね？では先に進めていきましょう。もう一つの有名な映画、 

『コンテイジョン（伝染病）』を紹介します。マット・デイモンとグウィネス・パルトロ

ウ主演で 2011 年に公開されました。その筋書のテーマは、 呼吸時の飛沫と媒介物でうつ

る ウイルス感染の拡大と、医学研究者や公衆衛生当局による 病気を特定し抑制するため

の試み、パンデミック中の社会秩序の喪失、 伝染を阻止するためのワクチンの導入です。

以下は、公式予告編からの逐語的な抜粋です。 引用します。「誰かが鳥インフルエンザを

兵器化できた という可能性はあるのか？ 私たちが見ているのは それか？平均的な人

は、起きている間、 毎分 3～5回顔を触る。合間に、我々はドアの取っ手や水飲み場に触

れ、 互いに触れ合っている。誰とも話さず、 誰にも触らず、 他の人に近づかないこと。

今あるウィルスには、今の時点では 治療法もワクチンもない。2人、その後 4人、それか

ら 16人へ拡大。3ヶ月で 10 億人感染。そこまで感染する。 

彼らは、州兵を呼ぶ。彼らは、大統領を地下に移動させる。人々はパニックになる。覆

る。 真実は、世間から隠されている。」『インフェルノ』これは、たしかダン・ブラウン

の三部作の一つで、 『ダ・ヴィンチ・コード』もその一つです。それはすごく悪魔的で、



すごくサタン的で、 すごく反キリスト的です。では、手短に。反キリストは、ただキリス

トに 敵対しているだけではありません。聖書の中で「反キリスト」の意味をよく勉強する

と、「反キリスト」には、”キリストの代わり”、 ”キリストの代替”という意味もある

事が分かります。これは、反キリストです。これは反キリストの計画を、 さらに推し進め

るものです。2016 年に公開された、 トム・ハンクス主演の『インフェルノ』。この映画

は、ーこれは興味深いですー、 彼らが「絶滅レベルのイベント」と呼ぶ 予言についての

映画です。 

世界の人口が手に負えない状況になったために、 誰かが疫病を作り出すという内容で、イ

ンフェルノがその解決策で、 世界人口の半分を一掃するというものです。またもや、聞き

覚えがありますか？ 同じく 2016年、新シリーズ『リミットレス』が 公開されました。

2011 年の同名の映画を 基にしています。主演のジェイク・マクドーマン扮する ブライア

ン・フィンチは、 NZT-48という名の謎の向知性薬の効力を発見します。 

その薬は、人間の脳の潜在能力を完全に引き出し、 服用者に強化された知的能力を与えま

す。シーズン 1の第 2話に、彼らがウイルスによる 暗殺事件を解決しようとする場面があ

ります。脳卒中を起こした後、 交通事故で死亡した人がいます。その場面からの引用で

す。「非常に新しく複雑な科学に基づいて、我々は、遺伝的形質、具体的に特定のマーカ

ーを 標的に出来るウイルスの作成を 目前にしている。どういう事かと言うと、 誰かが、

理論上は殆どの人をインフルエンザに かからせるウィルスを作成するが、特定のマーカー

を持った人が感染したら、 脳卒中になる。」オンライン視聴者のために、 再度画面を出

してください。後ろのボードの写真が、 コロナウイルスのように見えることに留意くださ

い。皆さん大丈夫ですか？皆さん、、、これも 2016 年に、マイケル・ダグラス主演で 映

画『アンロック/陰謀のコード』が公開されました。ここで再び、公式予告編の 書き起こ

しからの引用です。ー引用ー 「囚人はイギリス内の アメリカの標的に「ゴー」命令を出

した。」「生物兵器だと思われる。」「世界的なウイルスは、 人類にとって最大の脅威で

あり、 その一つ一つが時限爆弾だ。我々は皆、神の御手の中にある。 我々に発言権があ

るとは...」この映画の中で、マイケル・ダグラスが ある質問に答える場面があります。

ウイルスを放出する目的について、 何をするのかという質問に対して、「次会のために必

要なものを合法化する。 

すべての接触者の強制隔離。隔離施設。 それらを保護する軍隊。そして、 個人の医療記

録へのリアルタイムのアクセス。「医療戒厳令のことを言っているのか？」 と聞かれた彼

は、こう答えます。「母なる自然が何百万年もかけて身につけたスピードと トリックに、

後れを取らないようにしよう という話だ。」時間の関係上、長年にわたって公開されてき

た その他の映画を、全部ではありませんが、 列挙します。疫病やウイルスが人類を全滅

させる事や、 収拾のつかなくなった人口を意図的に減らし、 コントロールしようとする

脅威を扱ったものです。『ザ・スタンド』1994年公開、 『イット・カムズ・アット・ナ

イト』2017年公開、 『キャビン・フィーバー』2002 年公開。『コントラクト』と『コン

トラクト・フェーズ 2』、 各 2013年、2015年公開です。 『キャリアーズ』 2009年公

開、 『クレイジーズ』2010 年公開。それは見たらいいかも。『FLU 運命の 36 時間』2013

年公開、 『インベージョン』2007年公開、 『28日後』2002年公開、 『コンテインメン

ト』2016年公開。 

2016 年は、忙しい年でした。 言うまでなく、選挙の年でもありました。 4年前になりま

す。 

オンラインメンバーの方がこれを 送ってくれたのですが、 とても感謝しています。 



intellihub.com というサイトからです。彼らは、パンデミックとワクチンの運用開始を描

いた、 2016年の子供映画『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』に ウェブページ一面を割いて

います。写真は、バイオスーツに身を包んだ人々が、 大流行が始まった時に、街中で消毒

剤を 散布しているスクリーンショットです。これって、中国武漢のイメージに 不気味に

似ていませんか？ この場面では、パンデミックの恐れから、 慌ててマスクをする人々の

姿が描かれています。この場面では、主役のヘッジホッグが、檻の中に 隔離されていま

す。彼は良い家族のいる 新しい家庭に送られようとしています。しかしその前に、彼は良

好な健康証明書を 示さねばならなりません。そして社会復帰するために、 後でワクチン

を接種せねばなりません。感染した動物たちは、続いて、 現在の接触追跡プログラムに似

た GPSロケーターで追跡されます。これが公開されたのは、4年前の 2016年だった事を 

忘れないでください。この場面では、地球上、至る所にいる全ての動物を リアルタイムで

接触追跡するために テクノロジーが使われています。そのアニメでの誤差は僅か 1インチ

です。ここにもまた、邪悪で不吉な陰謀があります。この画像はエリートで権力のある 人

間の極悪医師です。その映画の中で、彼は、動物たちを保護施設に 連れて行っているのだ

と主張しています。しかし蓋を開けてみると、動物たちは殺処分のための 施設に連れて行

かれた可能性がありました。この場面では、人間の極悪医師が子分二人に 「諸君、バイバ

イ作戦開始。」と指示を出します。子分たちは戸惑いながら顔を見合わせ、 「それは綿菓

子の方ですか？」と聞きます。「先生、バイバイ作戦は、綿菓子作戦ですか？ それとも駆

除作戦ですか？」と。極悪非道な医者は、 動物を救いたがった若者に説明します。「ヘッ

ジホッグたちは病気を持った害獣で、 大義のために、根絶される必要がある。」そのオー

ウェル流アニメは、その後、 主要メディアの圧力を描いていきます。その呼吸器系の病気

を退治する、 新しいワクチンを運用開始するために。生物学の主治医は、言います。 

「私たちがワクチンを発見した事を 発表できるのを嬉しく思います。あなたはもはや、恐

怖にさらされて 生きる必要はありません。誰もが、普通の生活に戻ることができます。私

たちはこの汚いウイルスを、 石器時代に蹴り戻そうとしているからです。」うわ ー。も

っと良くなりますよ。と言うか、もっとひどくなります。2018年、ネットフリックスのこ

の漫画 『ストレッチ・アームストロング』「スマートマーク」と題されたこの 1話を、 

多数のオンラインメンバーが送ってくれました。スマートマークです。幾つかのスクリー

ンショットを そのセリフの引用とともに紹介します。まずはこれです。 腕にマークを受

けている人がいます。 

ー引用ー 「ルーク無限責任会社による、史上最高のデバイス、  ”スマートマーク”

の運用開始に、 チャーターシティは仰天。手持ちのデバイスは捨てましょう！ スマー

トマークは、単なるスマホ替わりじゃない。それは、あなたの一部ですから。」へぇ～

そうなんですか？「もう電話は要らないんですか？」 いりません。私たちは、それをあ

なたに埋め込むから。それは、あなたの一部になります。私たちはこの件について話し

てきました。 皆さんご存知かは分かりませんが、ちょうど金曜日に、イーロン・マスク

が、 ニューラリンク社製の埋め込み型チップを、 オンラインのライブ配信で披露した

ばかりです。 

脳直結型装置を外科的に埋め込まれた ー興味深いですー 豚を使用して。彼はここ数

年、人間の脳と、 コンピューター・デバイスの間に、 新しい種類のインターフェイス

を開発するための 取り組みで注目を集めてきました。ここでは、ストレッチ・アームス

トロングの "スマートマーク " の一話中の場面で、マークを付けた人が、現金やカー

ド、 またスマホも使うことなく、 何かを買っています。この場面では、スマートマー

クを使用して 旅行を予約できると言っています。そして、携帯電話の代わりに、 マー



クを使用してビデオ撮影します。マークが腕にあることに 留意してください。スマート

マークを大げさに宣伝する女性の声が、 この場面で、言います。「配布場所は街中にあ

ります。 列が長くても諦めないで。 ルーク無限責任会社のスマートマークは、 待つ価

値があります。」ここに描かれているのは、 スマートマークについて尋ねている記者

で、 尋ねられた女性はこう言います。「テクノロジーが私をこんなに良い気分に して

くれるなんて、思いませんでした。スマートマークは、 私の人生に秩序をもたらしてく

れました。」「一番いいところは？」「完全無料なんです！ ルーク無限責任会社から 

私たちの街への感謝の贈り物。」この場面では、私たちは、悪の陰謀と、 No.1と呼ばれ

る悪の支配者に目を向けます。ここで面白い事に、No.6と呼ばれる 彼の司令官の一人

が、彼に言います。 

「No.1殿。人口の 23％が スマートマークを取得しています。」No.1は答えます。 「シ

ステムをテストする時だ。No.6よ。」「フレックス・ファイターズは どこかで ジョナ

サン・ルークとチームを組んでいる。我々の新メンバーを”巧妙に”働かせよう。」そ

して、彼らはマークを持っている者に信号を送り、 マークを持たず、抵抗している人を

探させます。そして、彼らは即座に コントロールされたロボットのように応答します。

「フレックス・ファイターズを見つけよう。 フレックス・ファイターズを見つけよ

う。」このシーンでは、抵抗者たちが追い詰められて 銃を向けられています。武装した

男たちが、－引用しますー 「世界秩序が我々の運命だ」と言います。「スマートマーク

に服従し、 混沌から生じる秩序の栄光の勝利を楽しむのだ。さもなくば、お前たちは取

り除かれる。」 

ちょっと待ってください！こういうものを制作している人たちは 何をしたのでしょうか？

黙示録 13章を開いて、 ああ、そうだ、こう言わなくちゃ、、、混乱からの秩序ですっ

て？ 

この場面では、マークを持たない人たちは、友人や 家族が、マークを取得しようとしてい

るのを 知って、動揺し、こう言います。「ダメだ、ダメだ。それは危険だ。 それは陰謀

でマインドコントロールなんだ。」彼らがそう言うと、 年配の紳士が立ち上がって言いま

す。「やっぱりそうか！...3 時間あれば家族を確保できるし、 マークを入れる前に止め

られるかも。彼らは、何らかの検問所を設置しているようだ。彼らやこうやって秩序を保

つんだ。」 

そして、場面は悪の陰謀へと戻ります。この場面では、この男性が、 チップを掲げてこう

言います。「君のチップを使えば、マークがあろうとなかろうと チャーター・シティの全

ての人を制御できる。」皆さん、このスクリーンショットに 特にご注目下さい。そう言っ

た後、彼らは、 5Gタワーのように見えるものから 何らかの周波数を放出します。別のス

クリーンショットです。私を愚か者と呼んでください。 私はもっと酷い呼ばれ方もしてい

ます。しかし、それは 5Gタワーにとてもよく似ています。この周波数が放出されると、人

口の 98％が、 スマートマークを取得していることが示されます。 

『ザ・シンプソンズ』2010 年。この作品は、未来の出来事を予言していると 思われるエ

ピソードで悪名高いです。一番有名なのは、20年前の 2000年のエピソード。ドナルド・

トランプが、 アメリカの大統領になったという エピソードがありました。ほら！サタン

は、私たちよりも 聖書の預言をよく知っています。彼は全知ではありませんよ。ここに

2010 年のエピソードがあります。 画面に映っています。台本からいくつか引用します。

「アメリカのメディア企業帝国の秘密会議が、 致命的なウイルスを放出する。」この秘密

会議を運営している男が こう言います。「アメリカのメディア企業帝国の秘密会議を 始

めたいと思います。今日集まったのは、 次のインチキで出鱈目な危機を考え付いて、 ア



メリカ人を彼らの居るべき場所に戻すためだ。暗い部屋で―お聞きくださいーテレビに釘

付けにされ、 恐怖のあまり、CMも飛ばせない。」男は続けます。「昔ながらの 公衆衛生

の脅しで行くべきだと思う。」女の人が付け加えます。 「だれにも免疫がない新しい病

気！「『*鮫の夏』みたいなもんだ。 ただ、サメじゃなくて、伝染病だ。 そして、夏だけ

じゃなくて、ずっと。」 （*全米がサメの話題でもちきりだった 2001年の夏)別のマスコ

ミ関係者が言うには... この秘密会議に出席しているのは、 みんな、マスコミの人たちで

す。また別のマスコミ関係者が言います。「我々にも基準はある。でっち上げの病気を 扱

うわけにはいかない。 

我々に出来る道徳的な事は、ただ一つ、 致命的なウイルスを大衆の間に放出する事だ。」 

そこで重役たちは、誰にも免疫のない 新しい病気を生み出す必要があると決定します。あ

る男が、大衆にただ告げるだけでは、 うまくいかないだろうから、本物の致命的な病気が

世間に 放出されねばならないと判断します。それを実演するために、 ある男性に、それ

が注入されます。男たちはその後、その病気をどの家庭にもある もののせいにする事にし

ます。そこから、ニュースのひとコマにつながり、 ケント・ブロックマンが 新型飼い猫

インフルエンザについて語っています。ホーマーがテレビでそれを見ると、 彼は気が狂い

そうになります。そしてマージは、 ワクチンが出来ていることを告げます。そこで彼らは

皆、出かけて行って、 ワクチンを受けます。別の 2017 年の「ザ・シンプソンズ」の エピ

ソードでは、彼らは教会で眠りに落ちます。教会に取り残されたのは自分たちだけだと 気

づいた後で、ホーマー・シンプソンは、 ドアを開けようとしながら、言います。「まぁい

いさ、世界が終わるわけじゃない！」そして彼らがドアを開けると、マージは言います。 

「ああ大変！終末だわ！」リサが言います。 「携挙よ。私は本物の愛を 一度も知ること

がなかったわ。」この場面には、彼らの 隣人が携挙される様子が描かれています。マージ

は尋ねます。 「なぜ私たちは天に昇らないの？ ああ、そうね、罪だわ。」その時、彼ら

の娘が携挙されていきます。これはでっち上げられるものじゃありません。彼女が携挙さ

れていると、ホーマーが彼女をつかみ、 「どこに行くつもりなんだ ？お嬢ちゃん？」す

ると、地面に燃える穴が開き、彼らは歩いて入って行きます。ホーマーは言います。 「あ

あ、バーベキューのにおいがする。」そして、彼は叫び始めます。その後、そのエピソー

ドは、悪魔的なバンド ACDC の 「地獄へのハイウェイ」の歌をバックグラウンドに 終わり

ます。はい。皆さんが何をお考えか分かります。なんと、牧師先生。完全に正気を失いま

したね。「ザ・シンプソンズ」を引用してる。マジで？ 聞いてください。 私は、私がす

っかり極端に走ってしまったと 思っておられる方がいることを痛感しています。あのです

ね、私は、なぜそう思われるか、 本当に理解しています。公平に見て、私は全くあなたを

責めませんよ。今日の世界で起こっていることは、 信じ難くもあり、超現実的でもありま

す。これを偶然のせいにする事も出来ますけど、私は、これがまさに、現実となるのを サ

タンが知っていることだと主張します。彼は大衆を洗脳し、 プログラミングしてきまし

た。 現実に起こる事に向けて。少なくとも、「ザ・シンプソンズ」に、 携挙を逃して取

り残されるという エピソードがあるのは、 ちょっと奇妙だと思いませんか? 頼みます

よ。それは、キリストの体に対する批判ですね。 私をお許しください。今の教会やクリス

チャンを 非難するつもりはありませんが、 言っておかねばならぬ事だと思います。サタ

ンは、携挙が来ることを知っています。サタンは、時間があまりない という事を知ってい

ます。願わくば、クリスチャンが、携挙が来ること、 時間があまりないことを知るべきで

す。サタンは、偽装の達人であり、 欺瞞の達人ですよね？そして偽装の達人としては、 

本物を偽造することしか出来ません。だから 70ドル札の偽札を見ないのです。 本物の 70

ドル札なんて存在しません。私がそう言うのは、こう言うためです。 「偽造品は本物の正



当性を立証し、 本物であることを認証します。」だから、この偽造や欺瞞がありますが、

それは、 本物の正当性を立証するものです。この悪魔によるグノーシス主義の ニューエ

イジの教義がありますが、 それは本物の偽造品です。...いいでしょう、私が極端に走っ

てしまったと 言うことにしましょう。 

私は、議論するつもりはありません。神が私の心をご存知ですが、私が書斎に座って、 こ

う思った事が何度もありました。「主よ。こんな話は出来ません。 私が正気を失ってしま

ったと 思われるでしょうから。」私はエレミヤの事を思います。神が、 

「わたしは、わたしのことばを あなたの口に与える。あなたはそれを語れ。」と 言われ

た時の事です。 （エレミア書 1：9参照） 

だから、私は愛において、真実を語らねばなりません。 そして、これが真実です。真実の

ところは、教会の携挙と、そして、それに続く 7年間の患難時代は、 私たちの誰もが想像

しうるよりも近づいている、 という事です。私たちはそれほど近づいています。因みに、

はっきり言っておきますが、 私はそれをシンプソンズに 言われる必要はありません。も

う数分ご辛抱ください。主の御前で、私は牧師、また教師として -それは私の重大な特権

ですが- 主に、私の心を探ってくださるよう お願いしてきました。人々は、イエスを必要

としています。手遅れになる前に、私は可能な限り多くの人々を イエスの下に導かねばな

りません。皆さんもそうです。聖書預言が今どれほど迅速に成就しているかを 考えると、

時刻の遅い事は、どれだけ誇張しても、 誇張し過ぎることはないと思います。この喩えを

使う事をお許しください。私はタイタニック号で甲板のテーブルや椅子を 並べ替えている

人々の数に入りたくないのです。沈んで行っています。 私たちは上がっていきます。そし

てもう時間はありません。私が外出しているといつも... あー何と言う事でしょう...人々

は大変な恐れで無力になっています。彼らの瞳には絶望が映っています。私の人々に対す

る見方は変わりました。私は彼らを、右派か左派か、共和党か民主党か、 リベラルか保守

派か、または白人か黒人か とは見ていません。私は彼らが、失われているか、 救われて

いるか、を見ます。もし、彼らがイエスのもとに行っておらず、 イエスを知らないのであ

れば、来ようとしているものは、 言葉にも出来ません。恐怖です...私はある牧師が、 あ

る教派の話をしているのを聞きました。このパンデミックのために、その教派の 5人の牧

師が 自殺したという話を聞きました。それは牧師の数です。人々はどうなのでしょうか？

イエスは、私たちの唯一の希望です。イエスは、私たちの唯一の答えです。あなたがオン

ラインでご覧になっているなら、 他にどう言えばいいか分かりませんが、あなたがイエス

を知らないなら、今が知る時です。今日が、救いの日です。彼は、あなたの唯一の希望で

す。この世には希望はありません。この世と、この世の物事は 過ぎ去りつつあります。そ

れは時間の問題です。私は、もういつでもラッパが鳴り響くと思います。 そして、キリス

トにある死者が先によみがえり、そして、生き残っている私たちは 引き上げられます。そ

れが携挙です。 瞬く間に、瞬時に。私たちは主と一緒になり、 残される人々が出てくる

のです。そして、彼らは 7 年間の患難時代に入ります。主の御前に立つとき、 私は主にこ

う言ってもらいたいのです。 

「よくやった。良い忠実なしもべだ。入りなさい。」 （マタイ 25：21参照） 

それは、誰もが聞きたい言葉ですよね。私たちは 14 年間、毎週 これらの聖書預言・アッ

プデートを行ってきました。イエス・キリストの福音で締めくくるようになって、 約 3年

が経ったと思います。それと、救いの ABCによる、 救いの簡単な子供のような説明もで

す。 

「福音」という言葉は、 単に良い知らせを意味します。あなたの負債は支払われました。 



あなたは自由に行ってよい。それが福音という言葉の意味です。福音は、イエス・キリス

トが あなたの負債を払ったという意味です。あなたの死の刑罰を。あなたの罪の負債を。

彼は十字架につけられ、葬られ、 3日目によみがえった。そして彼は、ある日、再び戻っ

てきます。 それが良い知らせです。それが福音です。救いの ABCは、どうやって救われ、

新生するかを 説明する簡単な方法です。唯一の方法ではありません。それは決して、 私

たちがせねばならない事ではありません。私たちがせねばならぬ事は何もありません。 既

に完了しています。私たちは第一テモテの学びで、 その事について話すつもりです。宗教

は、人間が神のためにする事です。しかし、キリスト教は、 神が既に、人間のために行っ

てくださった事です。そして、「完了した。」 ピリオド（＝終止符）。 カンマでも、セ

ミコロンでもありません。あなたのコロン (結腸) でさえありません。 すいません、ちょ

っと面白くしました。このように作用するのです。しかし、それは行いではありません。 

「この恵みのゆえに、あなたがたは 信仰によって救われたのです。 行いによるのではあ

りません。 だれも誇ることのないためです。それはあなたがたから出たことではなく、 

神の賜物です。」 （エペソ 2：8～9） 

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、 

「正しい者はいない。一人もいない。」 (ローマ 3：10） 

ローマ人への手紙 3章 23 節に その理由があります。 

「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 節に、 

「罪が支払う報酬は死です。...」 (ローマ 6：23a） 

それは悪い知らせ、死刑宣告です。しかし、ここに良い知らせがあります。 

「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） 

救いは、無償の贈り物です。誰かがあなたに贈り物をくれるとき、 あなたがその支払いを

するなら、それはもはや贈り物ではありません。 購入したものですよね？ですから、あな

たにその贈り物を与えるために、 誰かがその支払いをせねばならなかった。イエスは、あ

なたの身代わりに ご自分の血潮を流すことで、 あなたを買い取りました。彼はそれを全

額支払い、 あなたにその贈り物を提供しています。永遠のいのちという贈り物。 それは

すでに支払い済です。私のすべての罪は、支払われました。すべての罪が、支払われまし

た。 

「ええ、でも牧師先生、 あなたは私が何をしたのかご存知ないから。」いいですか？ 私

はあなたを愛しています。私は知りたくありません。よろしいですね。 私は知りたくあり

ません。神が、ご存知です。イエス・キリストの血潮で足りない 罪はありません。それが

何であれ。どんなに悪いとしても。あなたは許されています。それは受け取れるのです。 

既に、全額支払われたのですから。 

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、 

「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） 

神が、イエスを死からよみがえらせたと 信じる事がなぜ大切なのでしょうか。なぜなら、

彼は復活において、 きっぱりと、死と悪魔を打ち負かしたからです！それは打ち負かされ



ました！彼が、死からよみがえった時、 それは完了しました！サタンは、既に敗北した敵

です！ 

C は、では、落ち着きますね。ちょっと。これが皆さんの心の励みにならないのであれ

ば、特に今日、この 1時間の間に検証した すべての悪を見ると...時計を見ないでくださ

い。 少しオーバーしているのは分かっています。でも、それがあなたを励まし、高揚させ

ないなら、 何があなたを励ませるか、 私にはわかりません。Ｃ：主の御名を Call/呼び

求める、Confess/告白する。繰り返しますが、 これはあなたがする事でも、 せねばなら

ない事でもありません。あなたがやりたい事です。特権であり、義務ではありません。ロ

ーマ人への手紙 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、ここに理由があります。 

「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

1010） 

そして最後、ローマ 10章 13 節、 

『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』 (ローマ 10：13） 

あなたが、主の名を呼んだ事がなければ、 切に願います。私はあなたに嘆願します、 

「主を求めよ、お会いできる間に。 呼び求めよ、近くにおられるうちに。」 （イザヤ 

55:6)今は救いの日です。 (2コリント 6:2) 

ご起立ください。 祈りで締めくくります。皆さんのご忍耐に感謝します。 

主よ、ありがとうございます。ああ、主よ。... 

聖書預言をありがとうございます。何が起こるかをそれが起こる前に教えてくださり、 あ

りがとうございます。それが起こる時、未信者は信じ、 信者はからだをまっすぐにし、 

頭を上に上げるためです。私たちの贖いが近づいているのを知って。 そしてそれは非常に

近づいています。主よ、あなたは、今日ここにいる人々だけでなく、 オンラインで見てい

る方も、すべての人の心を ご覧になります。そして主よ、私の祈りは非常にシンプルで

す。彼らがあなたを知らないなら、 あなたを呼び求めたことがないなら手遅れになる前

に、今日が、彼らが永遠の命のために 人生で最も重要な決断をする日となる事を祈りま

す。 

イエスの御名によって。 アーメン。 
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