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『大事な話』JD：こんばんは、そして、ようこそ。ライブ配信をご覧の皆さん、歓迎します。ご一緒できて嬉
しいです。後でご覧になっている方も歓迎します。お気づきの通り、今日はちょっと違う形で、いえ、かなり違
う形態でやっています。その理由を言うと、日曜日にはっきりした事なのですが、主が私の心にこの事を強く
印象づけておられると感じました。大事な話をする必要がある、と。大事な話があります。現在、非常に色ん
な事が起こっています。それは日ごとに悪化していくように見えます。オンラインでご覧になっている方もここ
にいらっしゃる皆さんも、多くの方がここ最近の展開を耳にされているでしょう。具体的には、シアトルのダ
ウンタウンの一区画で警察署が乗っ取られたことです。全くの無政府状態、混乱、無秩序、そして不法。キー
ワードです。不法。そこで、私は副牧師のマックとこの件について話をしました。私たちはこの件に関して祈
り、考えてきました。ちょっと面白いのですが、私がマックに話すと、ビックリしてぶっ飛びそうでした。彼は
私と全く同じように考えていたからです。それは私たちが聖霊による同一の音叉で調律されている事の証拠で
す。主は私の心に置かれたものを彼の心にも置かれたからです。そこで、今夜、ご一緒願いました。私たちが、
理性的に、また聖書的にこの件に対処できるように。特に、聖書的に。そして、具体的には、私が「悪魔によ
る分裂」と呼ぶものに関して。これは確かに悪魔的です。これはまさしくサタン自身の作戦帳にある典型的なも
のです。分裂させて、征服する。イエスは言いました。「敵は盗み、殺し、滅ぼすために来ます。」サタンは成
功を手にしたようで、彼は自分の仕事を、自分のために、また自分の代わりに、人々にさせています。

 使徒パウロはエペソ人に手紙を書いて、第6章で言います。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権や
暗闇の力に対するものです。彼は続けて、霊の領域における異なる等級に属する4つの異なる実体を区別して列
挙します。それが私たちの闘いの相手です。しかし、サタンは私たちを互いに戦わせることに成功しています。
ですから今や、あなたは私の敵で、私はあなたの敵です。黒人vs白人　ブルー・ライブズ(警察)vsブラック・ラ
イブズ　右派vs左派　これがまさしくサタンの策略なのです。私が主に伺っていると、主は私にヨシュアのこ
とを思い出させました。今から8年前になりますが、2012年に私たちはヨシュア記の学びをしました。それで私
は「アーカイブ(保存)」してあった覚書のホコリを吹き払って、ヨシュア記第5章を見直しました。有名なエリ
コの戦いの直前に、主がヨシュアの前に現われます。とても興味深い記述です。第5章の終わり、13節から15節
です。
ヨシュア記第5章
13「さて、ヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げて見ると、見よ、ひとりの人が抜き身の剣を手
に持って、彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って、言った。『あなたは、私たちの味方で
すか。それとも私たちの敵なのですか。』」
言い換えると、「あなたは誰の味方なのですか。」「すると彼は言った。」ちょっとこの答えを聞いて下さい。
「いや、」え？「違う？」「そうだ。『いや、…』」「『わたしは主の軍の将として、…』」聖書訳によって
は、「主」と「軍の将」が大文字になっています。それにはちゃんと理由があって、今、それが分かります。
14『いや、わたしは主の軍の将として、今、来たのだ。』そこで、ヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に
言った。『わが主は、何をそのしもべに告げられるのですか。』
これは、キリスト顕現として知られているものです。ベツレヘム以前のイエス・キリストの啓示と出現です。こ
れはイエス・キリストご自身です。そう分かるのは、御使いならば、絶対に、人間がひざまずいて自分を崇拝す
るのを受け入れる筈がないからです。ですから、これは主イエスご自身がヨシュアに現われているのです。私が
この話をしたかった理由は、この後、第6章で、彼は文字通り、進軍命令を受けるからです。このエリコの戦い
で。それは戦いと言うほどのものでもありませんでした。皆さん、成り行きをご存知ですね。本当に面白いも
のです。ともかく、私は主が私たちにここから始めさせようとしておられる気がします。それは本当に、当座の
問題を取り扱うものだからです。どういう意味か、ご説明します。ヨシュアは主に尋ねています。「主よ。」ま
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るで、こう言ってるみたいです。「主よ。あなたは私たちの味方ですよね？」「私たちの敵の味方ではないです
よね？」主は、「いや。」「ちょっと待って下さい。あなたは私たちではなく、敵の方についておられるんです
か?」「いや。」問題はこれです。ヨシュアは間違った質問をしています。間違った質問には、正しい解答を与
えることは出来ません。正しい解答を与えるには、質問が適切でなければなりません。神が言っているのは、
このような事です。自分がどっちの味方かという問題ではなく、神がどちらの味方かという問題でさえない。
問うべきは、私は神の側についているのか？　それが適切な質問です。その質問が、正しく答えられるもので
す。「あなたは私の味方ですか?」というのは違います。「神よ。あなたはブルー・ライブズ（警察）の味方で
すか？」「それとも、ブラック・ライブズの味方ですか？」違います。「あなたはわたしの側についているか？」
神の側とは何でしょう？　神の側は、愛です。互いに愛し合いなさい。あなたの敵を愛しなさい。あなたの悪
口を言い、あなたを悪用する者たちを。イエスは言われました。あなたがたが私の弟子である事が分かるの
は、あなたがたの互いへの愛によります。それが神の側につくという事です。私たちは今日何を見ているでしょ
うか？私たちが見ているのは、愛の正反対です。私たちが見ているのは、憎しみです。

マック牧師を交えて話し合う前にもう一つだけコメントをしたいと思いますが、ところで、皆さんお気づきに
なったかどうか分かりませんが、マックは黒人です。私がそう言ったのは、なぜなら、はい、そうでしょう？　
自分の車の色は選べますが、自分の肌の色は選べません。神はあなたの肌の色を見られません。神は心を見ら
れます。私がタナリさんと話していたら、彼が素晴らしい事を言いました。今それを、しっかり盗用しちゃい
ます。彼は言いました。「それは肌(skin)の問題ではない。」「それは罪(sin)の問題だ。」いいですよね。気に
入りました。良い言葉です。始める前に、ちょっとこの話をしたいと思います。私がこんな事を言ったら、信じ
てくれますか？　今、クリスチャンや、さらには牧師、教派全体としてまでも、ブラック・ライブズ・マターを
支持すると公表している人たちがいるんです。そう言ったら、信じますか？　

JD：さて…私たちは大事な話をせねばなりません。まずは、マック、ありがとう。
私の副牧師を務めてくれてありがとう。愛してるぜ。
マック： 私もJDを愛してるよ。
JD：やった。考えてもみて下さい。主にしか出来ません。ここにいるのは、アラブ人と黒人です。神にはユー
モアがあるでしょう。違います？　とにかく、私たちの事はもういいでしょう。本題に入りましょう。

では、マック、まずは人種差別の定義から始めましょう。できたら、特に、制度的人種差別について話しても
らえますか。

マック：はい。面白いですよ。と言うのも、今日のことですけど、たしか妻が教えてくれたんですが、彼らは人
種差別の定義を変更しようとしているんです。私は「え?」と思って、確かめてみました。全部は見ませんでし
たけど、その通りです。数か月後には、変わっているでしょう。私がちょっと見たところからすると、今日広く
行き渡っている二種類の人種差別を一つにまとめるみたいです。そこで私は、いつものように定義をして、抗弁
し、打破したいと思います。個別の人種差別、その後で制度(構造)的人種差別についてお話しします。個別の人
種差別について、二つの定義を読みますから、皆で合意できればと思います。

まず一つ目。異なる人種に属する人に向けられた偏見、差別、敵意。自らの人種が上位にあるという信念に基
づくもの。ここまでいいですか？　人種差別として、一つ目の定義に皆、同意できると思います。ですね？　は
い。
個別の人種差別の二つ目の定義。人種差別は私たちに、他者を猜疑心を持って見させたり、良くない特性を一
つのグループの人々全体に帰させるもの。この悪は、私たちの個人的な思考において、また、私たちの社会自体
の機能においても現れる。二つ目もいいですか？
ですから、個別の人種差別について、二つの定義があります。私たちは皆、大体それらの定義に同意できます
ね？　
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しかし、今日ある問題は、その個別の人種差別の領域が変更されつつあることです。どういう意味かと言う
と、トップにいる政治家たちが人種差別の領域を変えているのです。次の引用を聞いてください。
「人種差別は白人の問題である。」
これはトップにいる政治家たちの発言です。こうなると、背中に標的がついているのは誰ですか？　これは有色
人種の人を皆除外します。それは問題です。その結果どうなるか分かりますか？　それによって、有色人種の人
たちは何でも好きな事が言えるようになるのです。そして、白人の皆さんは、絶対に私のことを人種差別主義者
とは呼べないのです。他にも、どうなるか分かりますか？　それは私たちにもっと人種差別をさせるんです。こ
れまで以上に。そのイデオロギーだと。人種に関しても、何に関しても、責任を持たなくていいんです。こうな
るんです。「ああ。私には、あなたに対して…好きなように発言する権利がある...」「だが、あなたは私に何も
言うべきじゃない。」「あなたは人種差別主義者だ。私は違う。」それは問題です。

それから、もっと複雑なのがあります。制度的人種差別です。とても複雑なので、その一部始終を全部話す時間
はありません。コメントが寄せられていますが、お控えください。私の個人用のメールアドレスを教えます。
そっちで話しましょう。今は聞きたくありません。でも、すごく複雑です。その定義をして、主の御心ならばそ
の例を挙げてみます。
では、制度的人種差別の定義です。公共政策、制度的慣行、文化的表象、その他の規範が、人種集団間の不平
等を永続させるために、様々な形で補強的に働くシステム。それは白色に伴う特権と有色に伴う不利益が、長
い間持続し、適応するのを許してきた私たちの歴史と文化の特質を特定する。制度(構造)的人種差別は一部の人
や組織が選択して実践するものではない。そうではなく、それは社会、経済、政治制度の特徴となってきた。
我々は皆、その制度の中に存在している。
長くて言いにくいですね。彼らが何を言っているのか、一例を挙げたいと思います。
　1930年代の後で、フランクリン・ルーズベルトがニューディール政策を打ち出しました。いいですね？　その
ニューディール政策にはまた、人種分離が含まれていました。彼らがしていたのは、中流階級を育成することで
した。手短に説明すると次の通りです。連邦住宅庁が、住宅を建設しました。白人のために。でも、黒人のた
めには、そうしませんでした。そして、「赤線引き」と呼ばれるプロセスがありました。彼らは、銀行が「そ
こは危険度が高いから貸せない」と言う地域を除いていました。典型的に、黒人や他の人たちが住んでいた地
域です。その政策は、1968年まで廃絶されませんでした。そして、黒人の住宅所有率が初めて上昇したのは
1970年でした。ですから、問題は、連邦住宅庁が白人が成功するのを可能にしたという事です。持ち家は富の
拠点と考えられていますから。でも、それ以外の人たちはどうなったのか。彼らの分け前はどこにあるの
か？　と言うわけで、それは、「まだその影響が続いている」と言われる政策の一つです。それは制度的なもの
です。一つだけ説明しました。それはある程度、真実ではあります。
しかし、今日何が起こっているかと言うと、彼らはこの運動に信頼性を持たせるために、それを橋渡しとして
利用しているんです。この事には、全然関心がないのに。
ここまで分かりますか？　それが問題です。ともかくも、問題の一つです。それで、私たちには何かを正す義務
があります。しかし、それには健全で理性的な交渉、双方の妥協、説明責任が必要です。私たちはその問題をた
だお金で解決することは出来ません。そうはいきません。考え方を変える事も必要であり、先ずはそれが起こ
らねばなりません。それが人種差別の概要みたいなものです。5分間で説明するような感じでしょうか。

JD：では、黒人がどのように人種差別を教えられているのか、少し教えてもらえますか？　

マック：私たちは皆、人種差別を教えられていると思います。何らかの形で。そう思います。しかし、私は黒人
男性としての自分の経験からお話しします。直接的にでも間接的にでも、こう言われるのが主流です。こういう
ものです。少なくとも、私が子どもの頃にはそうでした。「白人の男に気をつけて。」「白人はあなたを狙って
いるから。」あるいは、「あの白人に気を付けて。その白人は悪魔だから。」公平に見ると、それも人種差別
です。でも、なぜ彼らはそんな事を言うのか、それが私が疑問に思っていた事です。考えてみましょう。彼らが
育ったのは1940～50年代、60年代ですね？　だから、私の祖父母はそれよりも前です。彼らは自分の身に起
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こった事を口にしていました。彼らは自分に起こったこと、自分の経験について既にこういう考え方を持ってい
て、それを伝えているわけです。「ほら、気を付けなさい。私はこんな経験をしたんだから。」忘れもしません
が、私が海軍に入隊した時、私のおじいさんがこんな風に言いました。「俺は知らないぞ。」「奴らが俺にし
た事や、何やかや...」でも、祖父が私にそう言ったのは、そんなに悪い事ではありませんでした。なぜなら、私
はすぐにそれが意味をなさない事に気づいたからです。と言うのも、私たちはトレーラーハウスに住んでました
から。聞いてますか？　それは貧乏未満です。トレーラーパークに住んでいたら、貧乏とも言えません。それか
ら卒業したら、貧乏になるんです。トレーラーパークには白人、黒人、ラテン系の人たち、フィリピン人がいま
した。私たちは皆、同じことをしていました。目標はトレーラーパークから出て行くことでした。それだけが
目標でした。
つまり、私たちの価値観は違っていて、私がすぐに気がついたのは、それは彼らの経験であって必ずしも私が
経験している事ではないことです。そして、もうすぐ50歳になりますが、南はサウスカロライナから、北はコネ
チカットに至るまで人種差別は存在します。勘違いしないで下さい。私は簡単に騙されません。それが存在す
る事は理解しています。実際に見た事があります。特に、ロシアでは。黒人の男がロシアで何をしているんで
しょう？　

JD：ちょっとその話に入りますか？
マック：いや、いや。
JD：その話は後でしましょうね。

マック：ですが、大事な点は、私はそれを目にし、経験もしたんですが、ここアメリカで押しつけられている論
調とは違います。それは悪魔的な目的のための偽りの論調です。だから、彼らが私にそう言った時、彼らの過去
の経験から、彼らがどう感じているのか、何となく分かりました。人種差別は教えられています。でも、それ
はアメリカには、ついでに言えば、どこにも、あってはなりません。そして特に、クリスチャンには人種差別は
微塵もあってはなりません。あなたがクリスチャンと自称しながら、誰かの肌の色が受け入れられないなら、
あなたはクリスチャンではないと思います。それは問題です。さて、人種差別と固定観念は別物です。二つの異
なるものです。固定観念というのは、あなたを何らかの特質に限定することです。あなたを特性を持つある集団
に結びつけます。聞いて下さい。箴言7章10節にあるこれらの言葉を考慮してください。神の御言葉にこうあり
ます。
箴言7章10節
「すると、遊女の装いをした心にたくらみのある女が彼を迎えた。」
私の言いたい事が分かりますか?　彼女は服装によって、遊女と見なされました。それは固定観念です。だか
ら、私たちは注意して、気を付けねばなりません。人々の文化を知って下さい。彼らについて、何か別の良くな
いものとして誤った固定観念を持たないように。そして、固定観念には、色々な種類の様々なものがあります。
ともかく、その中には、当たり障りのないものもあります。例えば、「黒人は鶏肉が好きだ。」それは害のな
い固定観念です。それは幅広い人たちを対象にしていますが、人種的なものではありません。そして言っておき
ますが、その固定観念は全く正しいものです。

JD：特にChick-fil-A（チックフィレイ）のチキン。
マック：ああ、最高！　
JD：空腹になってきました。
マック：日曜日は営業しないんです。でも、まあ、大体そういうところです。

JD：説明してくれてありがとう。人種差別と固定観念を区別して説明してくれて良かったです。では、
ブラック・ライブズ・マターというのがどういう人たちで、どういうものなのか、語ってください。

マック：いいでしょう。私はこれから、そのウェブサイトからの抜粋を提示します。ご自分でも調べてみる事
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をお勧めします。皆さんが、彼らが行なっている事のそれぞれについて具体的に理解し、広範には彼らの正体
がどういうものかを理解するために。分析と言ってもいいでしょう。これを読みますから、私のために祈って
ください彼らがどのように誕生したか、その起源をお読みします。引用します。
「4年前に」とありますが、現在では6年経っていると思います。
「現在、ブラック・ライブズ・マター・グローバル・ネットワークとして知られるものが組織化され始めまし
た。それは支部を基盤とした、会員主導の組織として始まりました。その使命は、地域の権威を構築し、…」
聞いて下さい。「国家や自警団による黒人コミュニティへの暴力が発生した際に、介入すること。」
ですから、皆さんが、彼らの行ないから判断して、「どうして黒人全員の命が重要ではないのか？」と問うな
らば、ここに書いてあります。彼らは黒人全員の命には関心がないからです。国家や自警団によって苦しめられ
ている人たちだけです。お分かりですか？　続けます。引用です。
「私たちは、共に闘い、反黒人主義皆無の世界を想像し、創造することを約束しました。すべての黒人が、社
会的、経済的、政治的に繁栄する力を持つ世界です。」
　さて、私の質問は単純なものです。反黒人主義がどういうものか、説明できる人はいますか？　それは何で
すか？　彼らはそれを特定していませんし、数値でも示しません。「皆無」という言葉があるだけです。しか
し、もし、反黒人主義皆無の世界というのが、反白人主義に満ちた世界を意味していたらどうでしょう？　彼
らはまたこのようにも言っています。引用です。
「ブラック・ライブズ・マターは、国の認可による暴力と黒人人種差別に対応し、行動を呼びかけるために始
まった。」
私がそれに触れる理由は「国の認可による暴力」というのが、彼らの言う「警察の暴力」が出てくる所だと思
うからです。私がそこを強調するのは、彼らが新しい声明を発表したばかりだからです。それによると、彼らの
目的は、(引用します）「警察の予算削減」次のものに注意して聞いてください。引用です。
「私たちは立場上、ブラックであることをはばかることなく主張します。」
私が訊きたいのは、「あなたの立場は何ですか？」
その答えは、「ブラックライブズマターを肯定する上で、我々は自分の立場を特定する必要はありません。」

JD：しっかりと聞いて下さい。私たちはこれについて話をしていたんです。
つまり、彼らが言っているのは、彼らは何でも好きなことをいつでも好きな時に言うことが出来る。何のお咎
めもなく。でも、私たちは何も言えない。彼らは何でも言えるが、私たちは何も言えない。それで、私たちは
これについても話していたんですが、皆さんはこのようなスローガンをもう見たことがあるかもしれません。ま
だだったら、そのうち、見るでしょう。そのスローガンには、こういう意味合いの事が書かれています。黒人の
命が大事にされるまで、誰の命も大事じゃない。それをじっくり考えてみてください。要するに、彼らが言っ
ているのは、ブラック・ライブズ・マターは最上位、その優位性は、他の何物にも、また、誰にも勝るものだ。
それが彼らの公の立場で、もしあなたが疑問に思っても、
問うことは出来ません。なぜなら、彼らには権利があるからです。

JD ＆マック：彼らの決定/立場に基づいて。
マック：彼らの立場に基づいて。何の立場？　その立場。

JD：考えてみて下さい。教会やクリスチャンが、どちらに付くか選んで、公式に、公言して、こう言っているん
です。私たちはブラック・ライブズ・マターを支持する、と。私たちはこれについて話し合っていたんですが、
疑問が持ち上がりました。彼らは本当に分かっているのか？それはただ無知から出ているのか？　あるいは、
他にも何かあるのか？　私たちは、少し後でその事もお話しします。それについて、他に何か言いたい事があり
ますか？

マック：もう一つだけ。あなたの言ってる事について。あの声明のすぐ後に、彼らはこうも言っています。あな
たが言っている事に、まさしく結びつきます。聞いて下さい。
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「自分を愛し、自分のために自由と正義を願うことは、他者に同じことを願うための前提条件です。」

JD：暗黙の至上主義ですね。黒人至上主義みたいなものです。白人至上主義があって、黒人至上主義がありま
す。まるで悪魔的ダイナミックスの逆転みたいです。

マック：そうなんです。どうか、理解してください。これはマルクス主義の団体なんです。彼らはマルクス主義
の団体です。彼らは脅迫を基盤に機能し、暴力を扇動します。彼らはまた、西洋既定の核家族を崩壊するとも
言っています。

JD：はい。私は日曜日に主の御心であれば...またしても、日曜日の預言アップデートのためにお祈りをお願い
します。私たちはこの事についても少しお話しし、この背後にどんな策略があるのか、お話しするつもりです。
皆さんに理解してもらいたいのは、何が背後にあるのか...こう言ってもいいだろうと思います。ブラック・ライ
ブズ・マターは輸送手段で、これらの見えざる権力者たちによって利用されながら、動かされており、彼らは、
自分たちの計略を実行するためにこの運動を利用しています。

マック：そうです。ここにある政治的目標は警察の予算を削減し、新たな治安制度を策定する事です。
政治目的のために。それは間違いありません。よく聞いて下さい。ブラック・ライブズ・マターは、最前列で
は黒人に率いられていますが、それは白人の資金で成り立っています。
JD：そうですね。ここで先回りしたくないんですが、あの話をするんですよね？あのですね...　いいですか。私
たちに出来るんだから、皆さんにも出来ます。ネットで検索すれば分かることです。それは公の記録です。
その金額と言ったら、すごい額です。
マック：何百万ドルです。すごいですよ。数百万ドル。背後に誰がいて、そのお金は誰のところに行くのか...何
が非常に悲しいかと言うと、彼らは黒人を利用しているんです。自分たちの目的達成のために。
しかも、若者たちを。
JD：若い人たちを。そうです。

マック：若いんです。以前のアップデートでお話ししましたが、プランド・ペアレントフッドは優生学運動から
生まれました。他に良い言い方がないので、そんな言い方を許してください。ですが、実際にそれは優生学運
動から誕生したわけです。プランド・ペアレントフッドは、現実にビル・ゲイツの父親が始めたのですが、プラ
ンド・ペアレントフッドの目的は、黒人人口を減らすことでした。だから、…これは皆さんも調べたら分かる
ことですが、公の記録ですから。だから、プランド・ペアレントフッドは黒人居住地区に戦略的に配置された
のです。黒人の人口を減らすためです。皆さんはそれをご存知だったでしょうか。要点はこれです。黒人は搾取
され、利用されています。

JD：とても悲しいことです。私たちは第二テサロニケのことをよく話します。私たちは今、第二テサロニケの
学びをしています。今週の日曜日、やっと私たちは第二テサロニケ2章3節に達します。私たちは日曜日にそれを
取り上げて扱いますが、3節に続いて、その後、パウロは携挙の後のことを描写して、反キリストが現われ、大
きな惑わし、欺きが起こります。神ご自身が送り込まれるものです。それは、不法の秘密を伴います。それはす
でに働いています。つまり、携挙と、反キリストの現われに続く世界は、完全に欺かれている世界です。それは
不法に満ちています。あるオンラインメンバーからメールをもらって、私はそんな風に思ったことが全くなかっ
たんですが、もしかしたら、真価があるかもしれません。
殊に、ミネソタでは、私がジャン・マーケルのカンファレンスで話をするために行くと、基本的に、ソマリアか
ら来たイスラム教徒たちに乗っ取られています。でも、そこミネソタでは、それは戦略的なんです。今、シアト
ルで起こっていることを考えてみて下さい。入り口は、カナダから、つまり北から入ってきています。この発想
は、とても尤もらしいものなんですが、現在の「法と秩序」の予算を削減し、それを解体するのは、別の形の
法を導入するためのものになり、それが、シャリーア（イスラム法）のようなものになるかもしれないと提案す
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る人たちもいます。あんまり話をそらしたくないのですが、因みに、それは、イスラムのシャリーア法を理解し
ている方々には分かるでしょうが、それは反キリストを迎えるための「完璧な嵐」です。なぜなら、それは、絶
対的に全体主義的な支配だからです。この形態の法の下で。私は前にこのようなコメントをしました。繰り返
したくはないのですが、私の信じる所では、…そして、こういう言い方をするのには理由があって、持って回っ
た言い方はしたくないのですが、現在の私たちの世界秩序が操作的に解体されています。新たな世界秩序を導
入するためで、それには、現在の法と秩序の新しい再設定も含まれます。私がまた日曜日にいくらかお話しし
たいのは、この世界的な再設定です。すべてのものが再設定され、再考され、そして、現在の私たちの法秩序は、
新しい形の法をもって、完全に考え直されます。本当は、そこに話を持って行くつもりはなかったんですけど…
マック：いや、いいですよ。
JD：良かった。もっと片付ける問題がありますから...皆さんの忍耐を感謝します。時計を見ないで下さいね。
11時か、真夜中までには終わりますから。これから話し合うのは...私たちはそれを「悪魔的な反応」と呼んでい
ますが、黒人と人種差別を利用するものです。

マック：これは以前にもあったと思いますが、もっと小さな規模でした。今はそれが拡大されています。
でも、私たちは驚くべきではないでしょう。イエスはこれについて預言されていますから。イエスはその事につ
いて語られ、私たちは今日、それが成就されようとしているのを目にしています。マタイ24章7節のことです。
聖書に書かれています。「民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々にききんと地震が起こります。」
さて、私が注目するのは、その節の最初の部分です。7節。こう書かれています「民族は民族に（敵対して立ち
上がり）、」ギリシャ語では、「民族（訳注：英語ではnation)」と言う言葉は「エトノス」です「民族」の意
味です。ですから、それは、民族集団が民族集団に敵対して立ち上がると言っているのです。その言葉遣いに注
目してください。「敵対して」これは平等が目的ではありません。支配が目的です。それが現状です。私たちは
それを目にしています。教会として、私たちは自分たちに違いがある事を認識しています。しかし、それは、私
たちが他の人の人格をどう見るかには繋がりません。色は。…いいえ。色は見えますよ。でも、私たちは先ず
第一にクリスチャンです。そうであるべきです。
さて、この悪魔的は勢力は、国を崩壊させるために、どのように人種を利用しているのか？　やれやれ。今現
在、背中に標的がついているのは誰しょう？　白人だと言いましたね？　いいでしょう。
では、教会はひとまず除外します。教会はこれが起こることを既に知っているべきですから。
では、まだイエスに出会っていない人たちはどうでしょうか？いいですね？　アメリカにいる白人はみんな、逃
げ込む事のできる領域が三つあります。私たちの祈りは、まず一番に、あなたがイエス・キリストに出会うこ
とです。ああ、そうしたら、あなたはこの状況をすべて、真の生ける神のレンズを通して見ることが出来ます。
そうすればこれは全て現実味を失い、平安に生きる事ができます。なぜなら、あなたは全ての理解を超えた平
安を手に入れるからです。でしょう？　
しかし、私たちの見方は次の通りです。2番道路と3番道路。2番道路は、ブラック・ライブズ・マターというこ
の共同体の手中に陥ることです。あなたがその運動に陥るのは、恐れのためなのか、誰かの機嫌を損ねたくな
いのか、もしかしたら、それを信じているのか、無知なのか。私には分かりません。他の人たちはこう言いま
す。「ちょっと待て。私は白人だが、私が奴隷制度を始めたわけじゃない。」「どうして私が苦しんで、あなた
の言う通りにしなければいけないのか？」なぜなら、あなたがブラック・ライブズ・マターという集団の手に
陥ると、あなたは彼らの支配下に入るからです。あなたは自分で考えられない。あなたは彼らと同じように考
えねばならない。それで、このもう一つのグループは、極右と見なされます。たとえそうでなくても。私の言っ
てる事が分かりますか？
そこで何が起こるかと言うと、実際に極右にいる人が、何かをします。そして彼らがそうする時、それはブ
ラック・ライブズ・マターの正当性をまがいにも認める事になります。そして彼らは更に大きくなって更に悪魔
的になります。それが分かりますか？　残念なことです。
JD：少し統計がありましたね？
マック：ええ、はい。
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JD：それを紹介して下さい。よく聞いて下さいね。すごく興味深いものです。

マック：私がこれを持ち出す理由は、ブラック・ライブズ・マターという名前ですが、彼らが既にその声明で
言っているように、彼らは黒人の命には本当は関心がありません。彼らに関心があるのは、策略です。権力に
よって支配され、また、悪魔的な影響を受けています。でも、私は黒人のことを気にかけています。私は全ての
人のことを気にかけています。だから、私がただ驚くのは、この動きに従っている人たち皆、黒人から、真っ白
な人たちまで、みんな、あなたは自分たちが黒人を助けていると思ってるんですね？　それは違いますよ。あな
たは問題を大きくしているんです。これらの統計を見て下さい。
たった６％の黒人男性がアメリカの凶悪犯罪の50％近くを占めるのは、なぜでしょうか？
JD：じっくり考えて下さい。もう一度読んでもらえますか。６％ですね？　

マック：黒人男性の６％が、すべての凶悪犯罪の50％を占めるんです。ここアメリカ国内で。私には、そっちの
方が大きい問題のように思えます。しかし、ブラック・ライブズ・マターはそれには関心がなく、その声明で
そう言っています。それでも、何十万人もの人がそれを支持して行進していてますが、
彼らはこの事には触れません。先週の土曜日、シカゴで18人の人が殺されました。週末全体では25人。
重要じゃありません。
次の統計です。合衆国におけるすべての殺人のほぼ45％が、黒人の手によるものです。私たち(黒人)は国全体の
12.6％を占めるだけです。私には、問題であるように思えます。そういう暴力犯罪の話となると、ああ、それは
私の胸にグッときます。私の息子もその一人なんです。これは警察の蛮行のせいですか？　これは私たちが...無
法者や自警団に狙われているからですか？　私は自分の人生で一度も、白人から逃げねばならなかった事はあ
りません。でも、言いましょう。私は自分と同じ色の人から逃げねばならなかった事が、何度もあります。

JD：マック、その事を話してくれてありがとう。ここでちょっと場を軽くしたいと思いますから、許して下さ
いね。いいですかね？ダメとは言わないですよね。どっちにしても、お話ししますよ。ワシントンDCのホワイ
トハウスの外で非常に暴力的な抗議と暴動が起こっていた時に、息子のエリアスがYouTubeのあるライブ配信
のリンクを送ってくれました。生中継で見れるんです。これが起こっている真っ最中に、だれかが一番前にい
て、ある時点で…この話には実は意味があるんです。次の話題に結び付きますから。でも、ある時点で、彼らは
膝をついていて、
両手を挙げて、繰り返し言っていました。
マック：私も見ました。
JD：「手を挙げてる。撃たないで。」「手を挙げてる。撃たないで。」「手を挙げてる。撃たないで。」
それで私は、リアルタイムで入ってくるライブチャットのコメントを読んでいました。誰かが入れたコメント
に、私は「主よ、ありがとうございます」と思ったのですが、彼らが書き入れたのは、「ズボン上げて。盗ま
ないで。」「ズボン上げて。盗まないで。」ごめんなさい。でも…私はこれで気分が良くなりました。皆さんも
だといいですけど。ちょっと笑わないといけなかったんです。笑いは薬ですから。実は、これはこの次の問題に
関係しますから、繫ぎにしたかったわけです。これは本当に…二人で話したから分かるんですが、私個人にとっ
ても、マックにとっても、何が起こっているのか、理解するのがすごく難しいんです。
間違いなく皆さんもこういう場面を見ただろうと思います。政治家たちがひざまずいて、彼らが身につけていた
のは、たしか、クンテキンテと言いましたね？　
マック：そう。クンテはスカーフです。　
JD：それは部族に属するスカーフで、それが何か、説明してくれますか？
マック：いや、いや。
JD：私の出身地にはないですから。私たちは頭にかぶるんです。首に巻いてるでしょ。私たちは頭に。
マック：おいおい。私は黒人かもしれないけど、アフリカ出身じゃない。歴史的にはそうだけど、私の言いた
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い事が、分かりますよね？
ホントですよ。アフリカの人たちに話をすると、彼らはアメリカの黒人たちに来て欲しくないと思ってるんです
よ。彼らに言わせれば、「そっちにいろよ。」
彼らは異なる価値観を持ってるんです。
JD：そうですね。おもしろいです。
マック：そうなんです。
JD：それは実際は部族的な物なんですね？
マック：私の知っているところでは、そうです。
JD：だから、彼らはそれを身につけていて...すみません。それはゾッとします。他に言葉が見つかりません。
でも、それは本当に印象的でした。なぜなら、彼らは...彼らは膝をかがめて、言わば、口で告白したからです。
私がつくづく思ったのは、これが患難時代に起こる事だということです。反キリストに対して。彼らは膝をかが
めて、その獣の像に忠誠を誓います。私に教えてくれた事を皆に言って下さい。

マック：はい。面白いですから。その概念について考えてみると…それは実現する事ですが、要点はここです。
皆さん、彼らが色んな像を破壊しているのをご存知ですね？彼らは、不動産を作り出しているだけです。その像
のために。彼らが破壊しないものが建てられる事になります。そして彼らはそれに向かってひれ伏します。

JD：私はそんな風に考えてもみませんでした。これからどんどん耳に入ってくるでしょうが、「キャンセル・
カルチャー」と呼ばれます。基本的に彼らがやっているのは、遡って、すべての事を取り消すんです。数日前
に、ある解説者が言っているのを聞きました。その番組の終わり頃だったんですけど、私は聞き逃しませんで
した。私は思いました。「うわぁ。主よ。聞かせて下さってありがとうございます。」
彼は要するにこう言いました。彼らはどこまで遡って、すべてを取り消すのでしょう？　彼らはイエス・キリス
トと、十字架刑と、復活までずっと戻って、それも取り消すのでしょうか？　
数週間前にお話ししましたが、LIVE(生きる)は、EVIL(悪)の逆です。E-V-I-L　そしてDEVIL(悪魔)は、LIVED(生
きた)の逆です。D-E-V-I-L⇔L-I-V-E-D　これがサタンの本質です。逆にし、帳消しにするのです。イザヤが言う
ように、呪いがあります。
「災いだ、悪を善と言い、善を悪と言う者は。」(イザヤ5:20)
書き換えです。取り消し（キャンセル）とも言えます。だから今、突然、何もかもが逆さまです。警察が悪く
て、犯罪者は善い。逆です。LIVE⇔EVIL　悪が善で、善が悪です。だから、これはすごく面白いんです。私はそ
んな風に考えてもみませんでした。彼らはそれらの物を全部破壊していて...それは辻褄が合うんです。
面白いですよね。
マック：面白いです。

JD：はい。取り扱いたい事がすごくたくさんあるんですけど。これから話すのは、大きな問題ですから、あま
り時間的なプレッシャーを感じないで、これについては、必要なだけ時間を取ってください。
と言うのも、社会主義的隷属について説明してもらいたいんです。これもまた、皆さんがこれからよく聞くこと
になるものです。実際、今、ソーシャルメディアでちょっと急速に拡散している動画があって、ブラック・ライ
ブズ・マターの立場を取る男が、路上でこの白人の女性に近づいて、その女性はちょっとびっくりするんですが、
彼は言います。「あなたにこう言うようにボスに言われたんだけど、私はブラック・ライブズ・マターの者で、
あなたは白人として膝をついて、謝らないといけません。」
皆さん、ご覧になりましたか？　見た方は手を挙げてください。そんなに多くないですね。息子が私にリンク
を送ってくれたんですけど、私は食欲が失せました。私が食欲を失くすというのは、ただ事ではありません。
それはもう、ゾッとしました。ゾッとしました。
ですからこれは今、白人の罪悪感です。白人の罪悪感。では、この件に関して話してもらえますか？
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マック：社会主義的隷属というのは、一つの価値体系を取り除くことから生じます。ですから、一旦、個人の
ための価値体系を取り除いてしまって、あなたが持っている問題がすべて社会的なものだと言ったら、私には責
任がなくなります。それは自分の問題ではなく、誰か、または何らかの主体の問題なんですね。それで、あなた
は社会的な問題に対し奴隷になります。そして、あなたは生涯を通じて、それを前進命令として活用するんで
す。それは悲しいことです。そしてそれは奨励されています。学校や大学で。彼らは黒人にそう言っているんで
す。では、どうなるのでしょう。私は問題を誰かのせいにしなければなりません。問題を総体的に見て、彼ら
と一緒に問題のいくつかを解決しようとするのではなく。「違う、違う。私には問題はない。」それは他の誰
かの問題なのです。そして、これをやり続けて、それが拡大していくと、問題であると思われるグループを標的
にするようになります。そして今度は、彼らが耳を傾けて、自分が抱えている問題の全てに対応する事を要求す
るようになります。人任せにして。そして、彼らがそうしなければ、彼らを激しく非難します。脅迫でも何で
も、自分の主張を通すために、出来る限りのことをします。あなたはこのプロセスの奴隷になっているからで
す。そして何年も経って、今、非常に効果的に利用されている道具があります。それが白人の罪悪感です。「あ
なたはずっと有利な立場にいた。」「恥を知るべきだ。」
簡単に言えば、「あなたは私に借りを返す必要がある。」このプログラムに従わない人は誰でも、あらまあ、
彼らは社会的リンチを受けます。あなたが黒人ならば、特に。異なる見解を持つ多くの人々が何か言うと、そ
れが反論するものでなくても、「私たちはみんなを愛する必要がある」というような中立的な発言をしても、
「え、えぇぇぇ！『みんな』って言った？」「まず黒人からって言わなかったね？」「お前はアンクル・トム
(白人に迎合する黒人)だ。」他にも色んな事を言われます。
主は私に図太い神経を下さって、あんまり友人は下さいませんでしたから、私は大丈夫です。関係ないんです。
私は色んなあだ名で呼ばれました。それに、私は潜水艦員です。皆さんには分からないでしょうが、潜水艦員
は、悪いあだ名を作り出すんです。だから、彼らが私に何を言おうと、彼らは時間を無駄にしているだけです。
もう一つ。お願いですから、私の所に33歳の心理学者を連れて来て、黒人の行動の仕方について、語らせない
で下さい。私に黒人の説明をしないで下さい。やめて。
それは言っておきたかったんです。なぜなら、誰かが出て来て「私は何某博士で、私は黒人文化を研究して来
て...」だまれ。聞きたくないんです。ごめんなさい。でも、私の言いたい事が分かるでしょう。
でも、何が教えられているか、聞いてください。「国家的価値観とは、社会の構成員として私たちが大切にし、
実行するように教えられている行動や特徴です。例えば、校正さ、平等な扱い、個人の責任、そして実力主義は、
米国におけるいくつかの重要な国家的価値観の例です。ところが、国家の価値観を制度的人種差別というレンズ
を通して見ると、いくつかの価値観が、構造的な人種差別が見抜かれにくい形で存在するのを可能にしてきた事
が分かります。これは、これらの国家的価値観が、歴史的現実を無視した形で引き合いに出されるからです。そ
のような国家的価値観の例を二つ挙げると、個人の責任と、個人主義です。それが伝えようとしている概念
は、人々はその社会的地位に関わらず、自らの運を支配し、個人の行動と選択が結果を決定することになるとい
うものです。」引用を終わります。
これが教えられているんです。私の仲間に何が起こっているか分かりますか？　一旦、個人の責任を取り除いた
ら、別の何かが、取って代わらねばなりません。何か別のもの。それはあらゆる種類の人種間の緊張を生み出
します。なぜなら、それはあなたのせいだから。あなたのせいです。そして悲しいことに、白人がそれを受け入
れているんです。ブラック・ライブズ・マターに屈して。あなたがそれに屈するなら、あなたは何にでも屈しま
す。

JD：私たちが話したように、それは人に対する恐れですよね。そして、それは罠です。それは人間に対する恐
れです。
さて、この最後に話してもらいたいものも、ちょっと大きなものなんですが、黒人のリーダーシップの役割につ
いてです。それについて話してもらえたら...
マック：黒人のリーダシップ...リーダーシップ全体の話としても言える事ですが、黒人に特定すると、
あなたは彼らが出てくる事を期待します。権威ある立場にいる人たちには、政策があります。そして、文化的に
であれ、何であれ、私たちの状況に問題があれば、彼らは「それは間違っている」と言うことでしょう。そし
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て、私たちが全体として立ち直るための青写真を提供してくれるものでしょう。
ところが、特にこの10年間で何が起こってきたかと言うと、状況が下り坂の時には、彼らは沈黙します。何一
つ言いません。そして彼らは「特別出演」みたいに登場します。点数稼ぎのために。そのことで彼らを非難する
人は殆どいません。75%以上の黒人がクリスチャンだと公言しているとも言われています。信じがたいことで
す。あなたが従っているのは、どんな聖書ですか？　それは、説教壇から出ているものを直接反映しています。
ゴミです。でも、すべては策略なんです。そして彼らは自分たちが敵に利用されているのにも気づいていませ
ん。そして、これらの牧師と呼ばれ、このブラック・ライブズ・マターという集団の手中に陥っていっている人
たちは、恐れています。彼らは怖がっています。彼らが怖がっているのは、信仰が足りないからです。彼らの信
仰が足りないのは、御言葉が足りないからです。人間に屈服しながら、神に属すると主張しています。彼らは彼
らの父から出た者です。悪魔から。神が彼らを取り扱われます。この運動やら何やら、そしてこの悪魔のグルー
プに協力すること。箴言24章21－22節には、次のような神の御言葉があります。
箴言24章21
「わが子よ。主と王とを恐れよ。」
そして聞いてください。
箴言24章24節
「そむく者たちと交わってはならない。」
その意味が分かりますか？　反逆者です。私たちクリスチャンは、反逆者たちとは交わりません。正義？　は
い、もちろんです。正義のために戦う。それは良い事です。悪を暴露する。それは良い事です。しかし、悪に加
担する？　あなた自身も悪です。22節です。
箴言24章2２節
「たちまち彼らに災難が起こるからだ。このふたりから来る滅びをだれが知りえようか。」
それは問題です。私たちはこのゴタゴタに加担するべきではありません。一切関係を持ってはなりません。私た
ちはクリスチャンであり、イエス・キリストに従う者であるべきです。私たちは正義という名の下に、何も考え
ずに運動に従ったりしません。私はイエスの御名によって、真の生ける神に従います。
そういうことです。

JD：わぁ。言葉が出ません。これもまた奇跡です。食欲がなくなるのと、言葉が出ない、二つの奇跡です。
マック、あなたの洞察と心の内を明かしてくれて本当にありがとう。はっきりと、正直に語ってくれてありがと
う。何と言いましょう…胸が痛みます。最初は軽く言ってしまいましたが、実際には…すごく本当のことです。
私はダビデのことを考えます。彼は神の御心にかなう人と呼ばれました。その意味は、彼の心が神の御心を求
めていたという事です。神の御心が求めていた物事が、ダビデとその心が求めていた物でした。では、これに関
する神の御心は何でしょうか。
私が、「ここにいる私の兄弟は黒人だ」と言う時、皆さんが気づいているか、私には分かりません。そこなん
です。なぜなら、神はそれに気づかれませんから。人間がそれに気づくんです。神は心を見られます。では、イ
エス・キリストを信じる者として、またイエス・キリストに従う者として、私たちはどう反応するのでしょうか？
それは、神の御心にかなう心を持つことです。人々が乗っている車には気を留めません。神はそれらの物に気
を留められません。ネームブランドの服とか、何でも、人の持ち物には気を留めません。神はそれらの物に気
を留められません。あなたは肌の色には気を留めません。神はそれらに気を留められません。

終わりにもう一つだけ言わせてもらいます。それからお祈りをお願いします。私はアイダホ州北部からここに
移って来ました。私たちが住んでいたのはワシントン州スポケーンでしたが、私が始めた教会はアイダホ州コー
ダレーンにあって、それはアイダホ州ヘイデンから目と鼻の先でした。ヘイデンは当時、白人至上主義の中心地
として知られていました。事実、私たちの教会の近くに、白人至上主義者たちの事務所がありました。親イス
ラエルのアラブ人を送られるなんて、神様にはユーモアがありますよね。その当時の世論調査では、白人の人口
構成比率は98％でした。黒人はほとんど全くいませんでした。私たちの教会には一人も黒人がいなかったと思
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います。私は教会で唯一のアラブ人でした。私が牧師でしたから…とにかく、この話には結論があります。私が
そこにいた時、教会に一人の男がいて、ほどなく彼を除かなければいけなかったのですが、彼はこの白人至上
主義というガラクタを広めていました。反ユダヤ主義、白人至上主義、ネオナチと言ったものです。彼は実
際、教会の中でそれらのパンフレットを配っていたんです。それで、長老の一人が私にそれを教えてくれまし
た。何が起こったかは言いませんが、ともかく...キレイなものではなかったと言っておきましょう。しかし...私
が感じたのは、私の兄弟(マック)が感じたのと同じものだったに違いありません。私たちがここに移って来た時
に私が気づいたことの一つは、ハワイは、民族的に、非常に寛容だという事です。私は白人女性と結婚してい
て、異人種間結婚です。アイダホ州ヘイデンは、それは呪いみたいなものです。ここでは、皆さんを見てみま
しょう。ほとんどの民族が代表されています。最高です。なぜそう言ったかと言うと、御座の前ではそんなだか
らです。あらゆる民族、あらゆる部族、あらゆる国語。私たちは主を崇めることになるのです。あらゆる民族、
あらゆる部族、あらゆる国語。

今晩、お越しくださって有難うございます。これがお役に立った事を願っています。そして、今まで答えが出て
いなかったいくつかの皆さんの疑問の解明になったら良いと思っています。オンラインでご覧になっている皆さ
ん、ご一緒下さって有難うございます。ライブ配信が終わったら、アーカイブになります。では、ここで、マッ
ク牧師にお祈りをお願いします。

マック：愛なる天のお父様。ただあなたのご性質に感謝します。主よ、私たちをこの無知からお守りくださ
い。私たちを大胆にさせてくださり、あなたがこの悪を私たちに示して下さる際、それに光を当てさせてくだ
さい。あなたの御言葉が命じているように、それを暴かせて下さい。主よ。聖徒たちを励ましてください。あ
なたが守って下さることを知って、あなたの守りの下で生きますように。今夜、解散に当たって私たちを祝福
し、次の集会に、私たちを再び安全にお連れ下さい。あなたに感謝し、あなたを誉めたたえます。ヤシュア、イ
エス・キリストの力ある御名においてお祈りします。アーメン

JD：アーメン。アーメン！　皆さんに祝福がありますように。
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