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Amir Tsarfati 

コロナ-ワクチン信仰の終わりの時 
ー私たちは、どう考えればよいのかー 

 

【アミール】私達は非常に困難な時代を生きています。2020年初
頭、世界を襲ったパンデミックによって金融の不確実性、政治的不
確実性を生み出し、そして、私達がかつて持っていた自由の多く
は、政府や他の世界の組織によって、文字通り、私達から奪われま
した。しかし、今日、ほとんどの人を悩ませているのはワクチンだ
と思います。受けるべきか否か？そこで私は、2人の非常に特別なゲ
ストを訪ねることにしました。 

ジョニー・フーリー:エベネザー・高齢者ホーム支配人 
マーク・シュラポバースキー博士：ウィルス学者/Barzilaiメディカルセンター 

どちらもイエスの信者です。彼らの両方が、コミュニティ、霊的、医学的、科学的な角度から状況を説明し
てくださいます。 

【アミール】シャローム、ジョニー、元気? 　 
【ジョニー】シャローム、アミール! 
【アミール】私達は25年以上の知り合いで、また、同じ会衆に出席してい
ます。事実、ジョニー、あなたは私達の会衆の指導者の一人です。実際、
私がこのプログラムにあなたをお招きしたかった理由はそれで、私が強く
思うに…私達は医者や教授、政府関係者と話す事も可能です。しかし、あ
なたは最前線にいます。 

【ジョニー】間違いなくそうです。 
【アミール】これこそが最前線です。これこそが、とても肝心な場所で、あなたはCOVID-19に関して言え
ば、最も弱い人達を見ています。あなたが今日している事を少し教えてください。 

【ジョニー】職業としては、高齢者入居施設の指導者です。イスラエルで唯一、メシアニック・ジュー専門
の高齢者ホームで、ハイファに位置しています。ええ、これは神の召命であり、また、非常に責任の重い仕
事です。今日、責任はさらに重いです。 

【アミール】マーク・シュラポベルスキー博士、シャローム！ 
【マーク博士】シャローム。 
【アミール】今日はご一緒くださり、ありがとうございます。あなたはウ
イルス専門の学者です。あなた自身について、少し教えていただけますか? 　 

【マーク博士】私は、イスラエルでウイルス学の博士号を取得しています。テルアビブのバル＝イラン大学
です。そして、カリフォルニア州のサンディエゴに引っ越して、ワクチン技術を開発した会社で7年間働きま
した。今日、ファイザーとモダナから出ているものと類似のワクチンです。現在、私は病院で働き、まだ研 
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究しているので、ワクチン開発の分野全体をよく知っています。 

【アミール】最前線に立って高齢者のお世話をするのは、責任の重い仕事ですね。 
【ジョニー】ええ。 
【アミール】私が知る限り、高齢者のホームで、スタッフと居住者の全員が信者なのは、イスラエルで唯一
ここだけです。 

【ジョニー】それは本当です。 
【アミール】だから、そこで誰かが誰かを殺そうとしているとは言えません。 
【ジョニー】絶対にありません!しかし、もう一つ言えるのは、私達は、必ずしも同じように考えるわけでは
ありません。ご存知のように、私達は異なる意見を持っています。本当です。つまり、イスラエルで働く
人々は、私が思うに彼らのほとんどがこの場所で奉仕する為に召されたと言い、証言することができます。
コロナ危機の間、私達は、日々、これまでよりも長時間働いてきました。そこには犠牲があるのです。私達
が高齢者を気にかけていないからではなく、高齢者を気遣うからです。 

【アミール】はい。そして私達が下す決断の一つ一つに責任が伴います。当局の前に、何よりもまず神の前
に。 

【アミール】さて、すでにあるワクチンのいくつかは、開発するのに数十年かかった一方で、COVIDワクチ
ンは1年未満、実際には10ヶ月未満でした。その事を私達は心配すべきですか? 　 

【マーク博士】私はそうは思いません。私が思うに、COVIDでは、COVIDに非常に近い2つのウイルスを経
験しています。 

【アミール】SARS-1ですね。 
【マーク博士】SARS-1とMERS。 
【アミール】それで彼らはその知識を使用して、特定のコロナウイルスが持っている新しい情報に調整し
た? 　 

【マーク博士】その通り。そして、この規制の長いプロセスには多くの官僚手続きがあることを理解する必
要があります。彼らは官僚手続きをすべて切り捨て、そして、有る限りすべての人材を使う必要がありまし
た。しかし、基本的には、承認が必要なあらゆるデータの詳細を含めて、同じプロセスがあったのです。 
【アミール】ええ、はい。 

【アミール】今回はウイルス自体の話ではなく、ワクチンについて話します。このワクチンが本当に正しい
解決策であるかどうか多くの人々が疑っていることを、あなたも私も知っていますから。 

【ジョニー】歴史上の最大の疑問の一つは、「真実とは何か? 　」真理とは何か? 　そして、私達の責任は
真実を見つけ出し、真実であるものを保持することだと思います。他のすべてのものは憶測や噂であって、
人々を迷わせる可能性があります。そして、ワクチンの大きな問題の一つは、ワクチンの副作用だと思いま
す。一つ、言わせてください。まだ一般にワクチン接種がされてもいないのに、すでに、このワクチンの副
作用が出ています。それは分裂、敵意、そして、人々がお互いに裁き合っていて、これはウイルスとワクチ
ンが引き起こしたものの一つだと感じています。信者の間でさえも！非常に悲しい事です。 

【アミール】マーク博士、あなたは信者です。あなたは主を愛し、あなたは聖書を愛していて、あなたは地
球の人口を減らそうとしている陰謀グループの一員ではありません。あなたは人命を非常に高く尊重してい
ます。ですからあなたは、この全体像、COVIDが出現し、そしてロックダウンやマスク、マスク着用義務な 
ど、実際に取られた対策を見て、これまでに行われた対策を問題視していませんね？ 
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【マーク博士】私が目にしているのは、非常に深刻な病気です。 
【アミール】どのくらい深刻ですか? 　人々は言っています。「COVIDは、広報、PR効果の高いインフル
エン 
ザに他ならない。」人々が「生存率は99.4%である」と主張するこのウィルスは、どれほど深刻なのでしょ 
うか? 　それは、どれほど深刻になり得ますか? 　 

【マーク博士】私はこのウイルスを研究しました。このウイルスは、前回のSARSウイルスに非常に良く似
ていて、あのウイルスは致命的でした。COVIDは、より重篤な病気を引き起こすと思います。 

【アミール】COVID-19は、インフルエンザよりもはるかに深刻ですか? 　 
【マーク博士】特に高齢者やリスクの高い人にとっては深刻です。しかし、また私達はこの病気の長期的な
結果を知りません。今日、多くの人々が病気を克服した後も苦しんでいることが分かっています。したがっ
て、COVIDの重症度と死亡率はインフルエンザよりも、はるかに高いです。それは人々への影響や健康シス
テムへの影響に見ることができます。だから、もっと真剣に取り組まなければなりません。もちろん、イン
フルエンザも重篤な病気です。人々が死にます。しかし、私達が今扱っているのは、人が免疫を持っていな
いウイルスで、ワクチンも治療も… 

【アミール】十分な人数がインフルエンザのワクチンを接種すれば、それを摂取していない人々を保護し、
守ることができますが、 

【マーク博士】そうです。それに対してCOVID-19は、誰もワクチンを接種していませんから、彼らは今、
それを達成しようとしているのですね。実際にそれを摂取できない人達を保護する、そのタイプの保護を。 

【アミール】さて、エベネザー老人ホームでは、何人がこのことについて懐疑的ですか? 　誰かが疑問を提
起したり、それを摂取することを恐れている人がいるのを聞きますか? 　 

【ジョニー】はい、いましたよ。半分の人々が推測していたと思います。質問をすることは問題ありませ
ん。質問はすべきです。しかし私達は、答えを見つける場所を知る必要があると思います。そして、私が
知っている限り、居住者の中の数人が疑いを持っていたと言えます。ワクチンを摂取するか、しないか。そ
して今日、私が知っている限り、一旦事実を知ったら、彼ら全員がワクチンの接種を望んでいます。 

【アミール】ワクチンそのものについて、彼らを教育する働きの一部を担いましたか? 　 
【ジョニー】はい。まず、一つ明確にしたいと思います。人々は、私に電話やメールを送って来て言いま
す。「あなたがワクチン接種を余儀なくされていることを、とても残念に思います。」だから私は非常に明
確に言いたいのです。私は自由意志でそれを受けます。 

【アミール】ええ。強制ではありません。 
【ジョニー】私は強制されていません。誰も強制していません。従業員も居住者も誰も。しかし、私達がし
たことは、私達の所にはホームに医者が居て、それから理学に関する事実に基づく情報を収集しました。こ
れらは私達が立つことができる石、岩だと思います。硬い地盤です。そして、この情報を私達は居住者や従
業員に渡し、彼らに非常に明確に伝えました。私達が言った事の全てを皆さんが鵜呑みにするとは思ってい
ません。しかしこれは情報です。これは皆さんの選択です。しかし子供を持っている人は、私の子供達でさ
え、その成長過程で私が聖書から何かを教えたとき、いつも彼らに言いました。「何でも当たり前と思わな
いで、お父さんの言った事を調べなさい」彼らは私の事を、父親として私は彼らに正しい食べ物を与え、養
うと信頼していると信じています。私はまた、居住者と従業員も、私達が最善を尽くして正しいものを提供
し、そして彼らが正しい決定を下せるように確かな情報を提供すると信頼し期待していると思います。 
【アミール】私達は、自分たちで調べるべきだと思いませんか？ 
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【ジョニー】絶対にそうです!　そして私達が検索、調査して、物事が正しいかどうかを確認するのは健全な
ことだと思います。これは年長者としてだけでなく、個人として、父親として、リーダーとして、私達の責
任です。しかしその一方で、私達が決定を下すとき、何を保持するのか? 　情報源は何なのか? 　情報を判
断する能力は何ですか? 　なぜなら、私達は全員が医師や科学者ではありませんから、しかし、私達の周り
にはしっかりした信者の知り合いがいて、私はその人達を信頼しています。それが集団の意義だと思いま
す。私達の周りには専門家達がいて、私は彼らに頼り、私は彼らを信じています。 

【アミール】そこには、信頼の要因がある。 
【ジョニー】絶対に! 
【アミール】あなたは自分が話した医者を信頼し、お年寄りは、あなたが医者と話したことを信頼してい
て、チームはあなたを信頼していて、あなたのスタッフも、また、あなたを信頼しています。しかし、それ
はほとんどあらゆる面に言える事で、これだけではありません。 

【アミール】ずっと気になっている質問があります。多分、あなたならそれに答えられるでしょう。多くの
人々は、このウイルスとワクチンに関係するすべてのものを疑います。なぜなら、過去10ヶ月の間に、あま
りにも多くの詐欺や操作が行われて来ましたから。たとえば、病院に行ってCOVIDが体内で発見されると、
直ちにCOVIDとして宣言される。他の何でもなく。そして、その事で人々が言っています。「ちょっと待っ
て！彼らは危機を拡大する為に数を膨らませようとしているのか? 　一体、ここで何が起こっているの
か? 　それは、絶対に信頼できる真の情報ではない。」それについていかがですか? 　 

【マーク博士】COVID-19は、非常に深刻な病気を引き起こすと思います。それは間違いありません。もち
ろん、他の条件にCOVIDが合わさって死亡したいくつかのケースが確かにありました。しかし、それでも病
院では苦しむ多くの人々を見ることができます。高齢者だけでなく、若者たちも、この病気に苦しみ、さら
には死亡しています。 

【アミール】つまり、おっしゃっているのは、お金や何らかの資金、予算に関わっている可能性のある問題
があったかもしれない、しかし、全体的に実際のウイルスとその結果の深刻さは拭えない。 
【マーク博士】そうです。 

【アミール】はい。さて、あなたにお聞きしますが、私達は、陰謀論がずっと存在していたことを知ってい
ます。新約聖書時代、陰謀論によって人々が神のご計画を間違えて理解していた話をしてくださいますか？ 

【ジョニー】面白い事に、テサロニケ人が、陰謀のために迷い出ていたと思います。彼らは、携挙が起こっ
たと聞いて、それが彼らのライフスタイルや彼らの計画に影響を与えました。 

【アミール】どんなふうに? 　 
【ジョニー】例えば仕事に行かないとか。イスラエルでも、それが起こっています。人々は長い休暇を楽し
んでいます。それでも彼らは正しい「神学」を理解していたのです。つまり、彼らは携挙が起こると信じて
いて、唯一の問題はタイミングでした。私は今日も同じだと思います。いつか獣のマークが登場したり、あ
らゆる事があって、すべての陰謀が現実のものになるでしょう。ええ。しかしタイミングが違います。つま
り、考慮に入れらなくてはならない他の側面があります。私が思うに、だからパウロは、このことを明確に
しなければならず、だから彼は2通目の手紙で、物事をさらに詳細に記したのです。時々、私達は、その時
が来る前に反応します。しかし出産が始まれば、誰もが分かるでしょう。 

【アミール】ええ。時が来れば始まりますし、それを止めることはできません。 
【ジョニー】まさに。 
【アミール】しかし、それが来るまで、私達は父の業を行うように命じられています。陰謀論を広めるので
はなく。しかし興味深いのは、あなたが言ったように、彼らは仕事に行かず、彼らは持ちものすべてを売
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り、文字通り、周りのみんなに言いました。「これまでだ!」そして、それが起こらなかったとき、彼らは
超失望しました。 
【ジョニー】はい、まさに拍子抜けです。正しいことを間違ったタイミングで期待しているから。詳細に物
事をチェックすることが肝心です。出産近づくにつれ、陣痛の感覚も狭まります。 

【アミール】はい。ソーシャルメディア上やオンラインで、非常に多くの理論が蔓延っています。私達に
「マイクロチップが注入される」に始まって、「5Gの人間アンテナにされる」とか、それから、このワクチ
ンのプロセスを通じて「女性を不妊にする」に至るまで、そしてもちろん肝心な事を、私は、ウイルス学者
でありワクチンの開発者として、また、今イスラエルに届いているワクチンと同じメーカーの子会社で働い
ていた、あなたにお伺いしたいと思います。では、一つずつ見ていき、それから安全かどうかを結論づけま
しょう。なぜなら、人々は恐れていますから。多くの人が恐れています。ワクチン会社が、ワクチンにマイ
クロチップを挿入する事の可能性は見えますか？そもそも、それは可能ですか? 　 

【マーク博士】いいえ。私はそうは思いません。私はその技術をよく知っています。私は、この種のワクチ
ンの開発に取り組みました。少なくとも、この技術では、人々を追跡するものを挿入することは不可能で
す。第二に、ワクチンの開発はFDAによって非常に密接に規制されています。だから、検出されることなく
挿入する事は出来ないと思います。だから、あなたの質問に答えて言えば、私は、そうは思いません。 

【アミール】人々はRNA、mRNA技術の事を、…これは、かなり新しい技術です。それが人のDNAを変え
ることができると主張しています。 

【マーク博士】ワクチンのメッセンジャー、mRNAは、ワクチンの比較的新しい技術です。 
【アミール】どれぐらい？8年? 　 
【マーク博士】メッセンジャーの技術研究は1990年代に始まりました。 
【アミール】へえ！ 
【マーク博士】だから私達は、この技術について多くのことを知っています。しかし、これまでのところ、
承認されたワクチンはありません。私達の体、私達の細胞にある、すべての情報、すべての遺伝子に何が起
こるのかを簡単にお伝えすると、DNAの中にそれらは存在していて、DNAは細胞の核内でしっかり保護さ
れています。DNAからの情報は、細胞のすべての部分の産生に変換する必要があります。そして、この産生
にはメッセンジャー（伝令）があって、RNAと呼ばれる小さな分子があり、RNAは、核、DNAから細胞の
他の部分に行きます。だから、ワクチンに含まれているRNAは細胞の核に入ることができません。 

【アミール】DNAに触れることはできませんか? 　 
【マーク博士】出来ません。また、それは24～48時間しか存在することができず、それは細胞によって消
化されます。だから、RNAが変化し、私達のDNAに影響を与える事はありません。これは新しい技術で
す。しかし先ほど言ったように、研究はずっと前に始まっていて、私達は、この技術について多くのことを
知っています。 

【アミール】ではなぜ、この技術で作られ、承認されたワクチンが今までなかったのですか? 　 
【マーク博士】研究は、主に、がん研究の薬に焦点を当てていましたから。そして、多くの企業は、これら
の薬の開発のためにこの技術を使用しています。実際、多くの薬が、すでに承認されています。 

【アミール】つまり、その技術を持つ薬は承認されているが、ワクチンは承認されていない? 　 
【マーク博士】そうです。 
【アミール】今回、ワクチンが承認されるのは初めてです。 
【マーク博士】理解する必要があります。製薬会社は、ワクチンよりも薬の方が儲かるのです。 
【アミール】ワクチンは一度きりですが、薬が定期的です。 
【マーク博士】ワクチンを開発するには、より多くの時間がかかり、お金は、より少ないのです。 
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【アミール】儲けが少ない。「女性を不妊できる」と言われるのはどうでしょう? 　 
【マーク博士】私は、それについて聞き、チェックしました。全くばかげている。 
【アミール】本当に。まあ！ばかげている。それは強い主張ですね。ではマーク博士、正直なところ、ワク
チンは安全ですか? 　 
【マーク博士】まあ、100%はありませんが、私達にあるオプションから、私はこのウイルスに感染するよ 
りも、むしろワクチンを受けたいと思います。 

【アミール】それは面白いですね。多くの人が私に反対のことを言います。多くの人が言います。「まあ、
コロナの生存率が99.4または99.7%に対して、ワクチンの効果が95%なら、私はワクチンよりもCOVIDを
選ぶ。」あなたは本当にそれに同意しませんね？ 

【マーク博士】ええ。このウイルスは、正直にいうと恐ろしいです。高齢者やリスクの高い人の死亡率が非
常に高いだけでなく、しかし、私はこのウイルスからの長期的な結果を恐れています。これが、前回の相対
物であるSARSに非常に近いですから。そして、このウイルスは厄介です。それはまだ同じ特性を持ってい
て、特に体内の異なる臓器に感染します。だから、このウイルスで何が起こるか分からないのです。それが
どこから来たかは問題ではありません。それはまだ非常に深刻な病気を引き起こします。特に高齢者や弱
者、そして、私の個人的意見では、年配者や弱者の事を考えるのは私達信者としての義務です。世の哲学と
同調してはいけません。彼らは若くて強い者だけが生き残るのだから、彼らを死なせよう、と言いますが、
私は、そうは思いません。私達は守らなければならないと思います。 

【アミール】つまり、あなたが言っているのは、非常に興味深い事に、ところで、それは非常に重要です。
なぜなら少なくとも私は、それが実験室で作られたと信じています。という事は、本当に悪質であるという
事です。それは、当に悪質になるように設計されたことを意味します。ですから私達は、このウイルスを過
小評価すべきではありません。このウイルスは悪質で、それは悪質に作られていて、実際悪質で、そしてウ
イルスの影響はひどいです。そして、あなたは、それが研究室で作られようと、そうでなかろうと、これは
悪質だと仰るのですね？ 

【マーク博士】まさに。私が思うに、それが研究室で開発されたのか、それとも自然発生したのかを知るの
は非常に困難で、それを証明するのは難しいです。しかし、どちらであっても、私達は対処しなければなり
ません。そして、私達は被害を受ける可能性のある人々を守る必要があります。 

【アミール】ジョニー、イスラエル国民は一般的に何を経験していると思います
か? 　それとも、この一年間、2020年の間に人々の考え方に何か変化はありま
したか? 　何か違いが見えますか? 　何か変化が見られますか、それとも2019年
と同じですか? 　 

【ジョニー】 私は、人々は操作を恐れていると思います。当局の操作、政府の操作。それは、私も理解でき
ます。しかし私達は、いつもそれと隣り合わせで生きて来ました。人々は、そのために投票に行き、彼らは
自分達を操作しないと信じている政党に投票します。そして、時に彼らは失望しています。彼らは操作され
ているから。だから私は、それがそれの源だと思います。政治に触れずに言えば、がっかりしている人が多
いと思います。だから、それが一般的な感覚です。私が見ているのは、人々がより混乱していて、間違いな
く短気で、多くが懐疑的です。通りを歩けばそれが分かります。人々が自然と距離を取り、しかし彼らはま
た、彼らの反応または応答のしかたが、彼らと話すと短気です。人々が迷い出ている、何か空気のようなも
のがあります。彼らは本当に迷い出ていると思います。一方で、宗教の間では、人々が、より過激になって
いるのが分かります。突然、宗教が非常に重要なものになって、私達信者だけでなく、宗教的な人々にとっ
てもそうです。そしてもちろん、人々の意見や人の反応、反応の仕方から、事態はさらに過激になります。 

【アミール】さて、ワクチンを接種してはいけない人はいますか? 　 
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【マーク博士】FDAには非常に厳しい規制があり、臨床試験で代表されるのと同じグループの人々だけが 
このワクチンを受けることが出来ます。つまり16歳未満の人、妊婦、非常に重度のアレルギー反応を持つ 
人。 
【アミール】これらは免除される人達? 　 
【マーク博士】ええ、それに当てはまる人達は接種できません。 
【アミール】しかし、彼らは接種した人々によって保護されますね？言い換えれば、人口の10%、または
20%がそれを接種できないとしましょう。80%が接種したという事実は、これらの20%を保護します。 

【マーク博士】そうです。 
【アミール】感染がありませんから。 
【マーク博士】その通りです。ワクチンは一般的に神が様々な病気と闘うために私達に与えた、素晴らしい
ツールだと思います。例えば天然痘やポリオは、非常に致命的な病気です。 

【アミール】しかし、どんな薬やワクチン接種にも影響を与える可能性のある副作用があるという事実を排
除することはできません。どれぐらいの割合かは分かりませんが、非常に悲劇的、非常にひどい副作用。あ
なたが言ったように100%安全なものなどありません。 

【マーク博士】非常に危険な病気に感染するリスクとワクチンの副作用の間には常にバランスがあります。 
【アミール】つまり、あなたが言っているのは、副作用はあるが、それを比較すればワクチンを選ばなけれ
ばならない。そうでなければ、もっと多くの人々が死ぬでしょう。 

【マーク博士】ある意味、私達が知恵を使う為に、神がこの機会を与えてくださったのです。また、新しい
技術を使用すると、ワクチンを非常に迅速に変更して、大量に生産することができます。それがmRNAの新
しい技術の利点の1つです。 

【アミール】新しい技術には、かなり多くのメリットがありますね？ 
【マーク博士】利点があります。特に病気の治療で近い将来、新しい技術で、がんやその他の病気に対する
薬が増えると思います。 

【アミール】私達が今日見ている非常に不気味で鬱々する状態から、どのように未来を予見しますか? 　 
【ジョニー】さて、私は今日のために計画し、明日を望みます。だから、私は日常生活と、毎日の意思決定
をし続けます。この先、何年もあることを信じて願い、しかし、また、主が来るのを待っています。多分、
物事は変わるでしょう。ほら、ここは中東ですから。 

【アミール】主が、私達を連れて行ってくださる。 
【ジョニー】 私達を連れて行く。もちろんです！はい。しかし私達は不安定な世界に住んでいて、中東は… 
【アミール】面白いです。今のあなたの答えは、COVIDに関係なく、2年前でも通用したでしょう。 
【ジョニー】ええ。 

【マーク博士】ワクチンは、あなたにウイルスを克服する希望を与えることができますが、本当の希望は神
の中にあります。だから神がこの状況を制御しています。それが人々が必要としている事だと思います。 
【アミール】彼らは希望を必要とします。 
【マーク博士】彼らは希望が必要です。 

【ジョニー】私達が問うべき本当の質問は、次のCOVID-19、またはCOVID20、または何かのワクチンを
打つかどうかでなく、あなたは大きな問題に対する本当の救済策を持っているか? 　それは私の罪です。そ
れには副作用があります。というよりも、間違った場所にいる事を「副作用」と呼ぶことさえできません。
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しかし、主の血は純粋で、副作用はありません。これは永遠のためです。これが私が信じていることです。
そして、私はこれをお勧めします。強制は出来ません。 
【アミール】希望がある。 
【ジョニー】希望があります。 
【アミール】つまり、信者としての人生は、将来の計画を立て、しかし携挙が明日起こることを願う。 
【ジョニー】はい、その通りです。 
【アミール】最後に、ローマ第8章を引用して締めくくりたいと思います。「私たちをキリストの愛から引
き離すのはだれですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣
ですか。」ウイルスや、パンデミックを追加しても良いですか? 　「あなたのために、私たちは一日中、死
に定められている。私たちは、ほふられる羊とみなされた。」と書いてあるとおりです。 

しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧
倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いも、権威ある者も、今
あるものも、後に来るものも、力ある者も、高さも、深さも、そのほかのどんな被造物も、私たちの
主キリスト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。（ローマ8:35-39）

【アミール&ジョニー】アーメン!　 
 
【アミール】2020年は非常に困難な年でした。個人的に、私はウイルス
自体よりもワクチンについて心配していました。私はウイルスがそれほど
悪質だとは全く思っておらず、そして、私はワクチンがそれほど良いとは
一瞬も思っていませんでした。信者として、私には非常に非常に大きな責
任があります。私にとって、個人的には出かけて行って、専門家に尋ねる
のが重要でした。そして、これは、ここで最も科学的に正確なドキュメ
ンタリーではありません。むしろ、信者として立つべき場所を理解する為のものです。そして、私達は信者
として、これらの非常に困難な時代にしがみつくべきものについて。必ずしもワクチンを接種するべきか否
かを告げるものでなく、これらのことは現実であることを説明することが目的です。しかしまた、終わりの
時代も現実であり、終末が訪れています。そして、信仰を持つ者として、私達は疲れてはいけません。私達
の愛が冷めてはいけません。今のこの非常に暗い日々は、教会がその光を照らすには最高の日であると私は
信じています。今、お聞きになったこの会話が皆さんの恐れを減らし、神の御言葉と神が私達に与えてくだ
さった約束に対する確信を増し加えるのに役立つ事を祈り願います。 
 

⬅スマートフォンなどのカメラで読み込むと、YouTubeのメッセージが見れます。
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