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この手紙は、この先 7年間に何が起こるかを説明したものです。 

 

 

親愛なる友へ 

 

何が起こったのか: 
 

 

もし、何百万人という数の人が地上から姿を消したなら - それは携挙です。 

 

説明します。 

 

携挙は聖書の中で預言されていた事です。 

聖書には、神を拒絶した人類への裁きが地上に下される 7年間の前に、神が突如、真のクリスチャン達を地球から取り去り、天

国へ連れて行くと書かれています。 

聖書には、人々が消えると書かれています。彼らが天国へ連れ去られるためです。 

（“携挙”とは基本的には、“連れ去られる”という意味、救出です。） 

 

他の説明は一切信じてはいけません。仮に、誰か（メディアや政府）が、他の解説の証拠を見せたとしても、です。その“証拠”は

作り上げられたもの、偽物、幻想です。 

 

（もし人々が、次のように言っているなら： 

「あれは携挙じゃないよ。私はクリスチャンだけど、消えてないからね。 
 もし、あれが携挙なら、神様は私の事も連れて行ったはずだ。」 
彼らは間違いです。携挙は起こりました。彼らは、本当のクリスチャンでなかったか、（聖書は度々、人々を騙す偽教師について

告げています。）もしくは、彼らが神に従わずに生き、自らの選択で日常的に罪を犯してきたか、もしくは彼らが恨みを抱き、他人

を許さないでいたか、あるいは、イエス様よりも世的な生活を好んでいたのか、あるいは別の理由があるのかも知れません。ただ、

明らかに、神は彼らを連れて行かないと判断されたのです。 

神が、あなたに最後のチャンスを与えてくださっているように、神は、彼らにも救われる為の最後のチャンスを、最後の 7年間に

与えておられます。） 

 

 

携挙の後、7年間地上に神の裁きが下され、そして 7年の終わりにイエス様が地上に戻って来られます。 

 

 

神は唯一である事、それはクリスチャンの神である事を、あたなは知らなければなりません。 

神には３つの部分があります。 

父なる神 

イエス様—御子なる神 

聖霊 

この三位全てが神なのです。三角に３つの辺があるように、三位それぞれ分かれていますが、神は、お一つです。 

 

他の宗教はどれも真実ではありません。 

彼らは全て偽りです。カトリック教会は偽り、カトリック教徒はマリアを拝み、マリアに祈ります。カトリック教会を信頼してはいけま

せん。ローマ法王を信頼してはいけません。それは偽りです。 

 

イエス様だけが唯一、神に繋がる道です。（ヨハネ 14:6） 
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7年間の大患難 – しかし希望はあります！ 

 

 

携挙の後、イエス様が再臨されるまで 7年間あります。 

 

残念ながら、これらの 7年間は、とてつもない苦しみと、多くの問題に満ちています。果てしなく困難な時代となります。 

 

とても、とても申し訳ないですが。 

でも、絶望しないでください。 

 

 

希望はあります！ 

最強で最高の希望が！ 

唯一の希望です！ 

 

 

神は、まだあなたの事を愛しておられます‼‼‼ 

そして神は、最もパワフルなお方です。 

 

 

しかし、あなたは、この非常に困難で恐ろしい、最後の 7年間を生きなければなりません。 

 

 

数々の恐ろしい事が起こります。 

 

 

本当にごめんなさい。 

でも、希望はあります！ 

イエス様が、あなたの唯一の希望です！ 

 

 

あなたは、まだ、イエス様を選ぶ事が出来るのです。 

もしあなたがイエス様を選ぶなら - そして彼の為に生きるなら - あなたが死ぬと、彼があなたを、永遠に天国へ連れて行ってく

ださいます。 

 

 

苦痛、大混乱と苦しみの全 7年間で、唯一の安全地帯は、イエス様です!!! 

 

 

あなたが今日、この手紙を読んでいるには理由があるのです。あなたがこの手紙を発見したのには、あるいは、誰かがあなたに

この手紙を渡したのには、理由があるのです。 

あなたに対する、イエス様の愛がその理由です!!! 

目を背けたり、読むのを止めたりしないでください。イエス様が今日、今、あなたに語っておられるのです!!! 

最後まで読み進めてください!!! 

 

 

---------- 

 

 

[子供達が全員いなくなるのかどうか、私には分かりません。私は、子供達の一部は連れ去られ、一部は残されると信じています。 

もし、子供達が姿を消したら、どうか親御さん達を励ましてください。子供達は安全な場所にいます。彼らは、天国で神様と共に

います。 

神が、彼らの子供達をお創りになり、それぞれ親に、尊い贈り物として、一時的に彼らの世話をするという素晴らしい特権をお与

えになったのです。 

親が子供たちを愛する以上に、神は、子供達の事を愛しておられます。 

仮に、子供達が携挙で居なくなったなら - 彼らは無事です。神は彼らを愛しておられ、彼らの世話をしておられます。] 
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救い 
 

 

イエス様と聖書は、私たちは全員が罪びとであると告げています。 

もし、あなたがそれに反対なら、あなたは、神を嘘つき呼ばわりする事になります。（これもまた罪です）私たちは、全員が嘘をつ

き、私たちは、全員がものを盗み、私たちは、全員が情欲を持って人を見ます。（イエス様は、情欲を持って人を見るなら姦淫を

犯すことになる、と言われました） 

これだけですでに、十戒のうちの三つです。あなたは（私も）、絶対にもっと多くの戒めを破っているはずです。私がそれを保証

します。 

私たちは皆、罪を犯しました。私たちは皆、神に逆らったのです。 

 

 

聖書は、もし神の律法を一つでも犯すなら、神の律法を全て犯したことになる、と告げています。 

 

 

おそらく、あなたは言うでしょう。 

「でも私は良い事もしましたよ。それに私は他の人よりも善人です。だから、神様は私を許してくださるはずだ。」 

聖書は、それは、完全に間違いであると告げています。 

それは、人間の裁判所では通用しません。 

仮にあなたが、スピード違反で警察に捕まったとして、「法律を知らなかった」と言ったところで、それは通用しません。人間の裁

判所で「法律を知らない」事は、法的に通用する弁明にはなりません。 

そして聖書は、神が、あなたに良心をお与えになった、と告げています。ですから、あなたが律法を知らなかったという言い訳は、

神には受け入れられません。 

あなたは、警察や裁判所の判事に対して、自分は善人だと言ったり、自分の善行について判事に伝えたりしないでしょう。それ

は無関係ですから。あなたが法を犯したなら、あなたはその責任をとり、罰を受け入れなければなりません。 

また、他の人に向かって、「そちらの スピードの方が速かった」と言ったところで、それも無関係です。あなたが法を犯したことに、

変わりはありません。 

公正な裁判官は罰を与えます。 

仮に、レイプ犯や殺人犯が、裁判官の前に立ち、 

「本当にすみません。でも、今からは良い人になるよう頑張ります。」 

と言い、裁判官が彼らを法廷から立ち去らせて自由の身にするなら、あなたは怒るでしょう。 

神は、公正な裁判官です。 

 

 

聖書は、すべての人が神の法を犯し、その罪に対する公正な罰は永遠の地獄である、と告げています。 

 

 

しかし、神は私達を愛しておられ、私達が地獄へ行く事を望んでおられません。 

そのため、神は、私達の罪の代価を支払うために、ご自分の御子イエス様を犠牲にされたのです。 

 

 

私達には、その代価は決して支払うことが出来ません。代価はとてつもなく大きく、私達人間の頭では、その代価の大きさを理解

することすら出来ません。 

私達には、自分で自分を救うことが出来ないのです。 

ただ、神の恵みによってのみ救われるのであって、救いを得るために、あなたに出来る事は何もありません。 

人間には、救いは不可能です。 

しかし神となら、それが可能です。 

 

 

もしあなたが、イエス様が神であると信じるなら、あなたを救うために彼は死に、神が彼を死からよみがえらせたと信じるなら、そし

て、あなたが神に対して自分の罪を真摯に謝り、神の許しを乞うて、イエス様があなたを救ってくださった事を信頼するなら、あ

なたは救われます。 

救いは、神からの無償の賜物です。これは、神の永遠の恵みとあわれみです。 

 

 

あなたの人生をイエス様に捧げましょう。イエス様に従いましょう。 
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聖書は、イエス様が神と天国に繋がる唯一の道である、と告げています。他の宗教はすべて偽りです。 

イエス様が、唯一の希望です。 

 

 

神が許す事が出来ないほど大きな罪などありません。 

唯一、許されない罪は、イエス様を信じない事だけです。 

 

聖書の初めの方に（イエス様が地上に来られるずっと前）アブラハムの話があります。アブラハムは非常に歳をとっており、彼の

妻も高齢でした。しかし神は、彼に息子を与えると約束され、アブラハムはそれを信じました。アブラハムが神を信じ、信頼したた

め、彼は、神に義とみなされたのです。 

 

例えば、もし、彼があなたを許し、あなたを救うと言われた事を、あなたが神に信頼するなら、あなたに必要なことはそれだけで

す。 

神がご自身について言われた事、また彼が行うと言われた事を、信頼するのです。 

 

 

イエス様は、必要な事は全て行われました。 

彼の十字架での犠牲で十分です！ 

だから彼は十字架の上で「完了した！」と言われたのです。 

 

 

だから－私達は罪を犯してしまいましたが－私達が全宇宙の聖なる裁判官－神！－の前に立った時、神は、私達に対する判

決をご覧になりますが、しかし彼は、イエス様がすでに代価を支払い、私達に代わって罰の苦しみを受けられたのを見られるの

です!!!!!!! 

神は、私達を釈放出来るのです!!!!!!! 

神は言われます。 

「あなたは有罪だ。しかし、イエスがあなたの罰則を払ったのだ。あなたは地獄へ行かなくても良い。」 

さらにすごいのは、あなたは、不思議な形で神の家族として受け入れられ、 永遠に彼と天国で生きる事が出来るのです！ 

あなたは、いと高き神の子供になれるのです!!!!!!! 

これが、イエス様が十字架の上で私達の為にしてくださった事です！ 

イエス様を賛美します！ 

 

 

もし、あなたがイエス様を神の御子として受け入れ、そしてもし、彼があなたの罪の為に死なれた事をあなたが信じ、それから、

彼が死に打ち勝って三日後に墓からよみがえった事を信じて、そしてもし、あなたがあなたの罪を悔い改めるなら（つまり、罪か

ら離れる：真摯に謝罪し、罪を犯さないように努める。）そして神に立ち返る：人生を神に捧げ、聖書と祈りの中に神を探し求めよ

うとするなら、 そうすれば、あなたは救われます!! 

 

 

あなたの感情や疑問でさえ、信頼してはいけません。神を信頼してください！ 

あなたは「救われた」と感じる必要もないのです。あなたに必要なのは－ただ、神を信頼するだけです。 

神は、純粋に良いお方です。永遠に信頼に値する方です。彼は変わる事がありません。神は私達より、はるかに良い方です。

－あなたは、あなた自身を信頼するよりも、はるかにずっと彼のことを信頼して良いのです！私達は良い者ではありません。あな

たは、罪に満ちたあなたの心を信頼する事は出来ません。  

(((もしあなたが、神に同意できないとか、神に対して怒りを覚えているなら、そして、神が間違っていると心で感じているなら、あ

なたの心を信頼してはいけません!!!! それは、間違いです!! 私は自分の経験から、私達は自分の心が信頼出来ない事を保証

します! 神は良い方であり正しい方である事を、常に信頼してください!!!! あなた自身を信頼してはいけません!!!))) 

 

 

私達の誰一人として、救いに値する者はいません。（そして私達には自分を価値ある者にすることは、絶対に出来ません。） 

－しかし感謝なことに、肝心なのは私達ではありません。－イエス様です！ 

彼を信頼しましょう!! 
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これは、パラシュートと同じです。（イエス様は、あなたを救う事が出来るパラシュートです！）パラシュートの存在を信じる事では

救われません。悪魔も、イエス様の存在を信じています。あなたはそれを着け、信頼しなければなりません。 

あなた自身を信頼するのではなく、イエス様に立ち返ってください。 

パラシュートを信頼するように、イエス様を信頼するのです。 

あなたには、自分を救うために出来る事など、何もありません。（飛行機から飛び降りる時、あなたは自分の腕をパタパタと上下さ

て飛ぼうとはしないでしょう。それと同じです。）－あなたは完全にパラシュートに頼ります。そのようにイエス様に頼るのです！ 

100％彼に頼る、そうすれば彼があなたを救ってくださいます。 

イエス様を信じましょう！ 

聖書には、私達はイエス様を着なければならない、と書かれています。  

(ローマ人への手紙 13:13-14、 ガラテヤ人への手紙 3:26-27). 

 

 

イエス様を信じましょう。そうすれば彼があなたを救ってくださいます!!! 

 

 

 

 

そしてもし、あなたがまた罪を犯したなら、心配しないでください。神は、私達が間違いを犯すこともご存知です。－時として、そ

れは起こります。－彼は、私達が完璧でない事も、私達がまだ罪びとであることもご存知です。とにかくすぐに謝り、許しを乞うの

です。そして、彼があなたを許してくださった事を信頼しましょう。もしあなたが罪を犯すなら、神は、あなたが彼に立ち返り、謝る

事を望んでおられます。罪を止められるよう、神に助けを求めましょう。再び罪を犯さないように努めましょう。諦めないで!!! 

 

 

罪を誇りに思わないでください。そしてその罪は神には大きすぎる、など考えないで。それはただのプライドにすぎません。 

 

 

もし、あなたの車が壊れたなら、あなたはただ路肩に座って敗北感に浸ったままではいないでしょう。－あなたは、どうにか旅を

続けようと努力するはずです。 

 

 

止まらないで。絶対の絶対の絶対に諦めないで! 

 

 

保証しておきます。あなたは再び罪を犯すでしょう。ただ、とにかく神に許しを乞うのです。彼が許してくださる事を信頼するので

す。 (彼が、許すと言っておられるのですから) －そして、もう罪を犯さないように努めましょう。 

絶対に諦めないで！ あなたが決して諦めないように、神に助けを求めましょう。 

 

 

もし、「神様は、私を許す事は出来ない。」とあなたが言うなら、あなたはイエス様の犠牲では十分ではない、と言い、神を嘘つき

呼ばわりしているのと同じです。 

その事自体が罪です！ 

 

 

 

さらに、－神が私達を許してくださったのだから－ 私達は、私達に対して悪い事をした人たち全員を許さなければなりません。 

もし、私達が他の人たちを許さないなら、－神は私達を許してはくださいません。 

実にシンプルです。ここに例外はありません。 

 

 

マタイの福音書 18:21-35を読んでください。 

 

 

もし、神に、私達のとてつもなく大きな罪を許す事が出来るなら、私達は、確かに地上の人達がした、地上での事を許すことが可

能です。時にそれは難しいかも知れません。－しかし、神に助けを求めてください。必ず助けてくださいます。 

私達にとってそれが難しい唯一の理由は、私達が頑なで、意地悪で狭く罪にまみれた心を持っているからです。（あなたの心を

信頼しないで！）イエス様を信頼しましょう！ 
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マタイの福音書 6: 14-15 

「もし人の罪を赦すなら、あなたがたの天の父もあなたがたを赦してくださいます。 

 しかし、人を赦さないなら、あなたがたの父もあなたがたの罪をお赦しになりません。」 

 

 

 

 

それから、他の人より自分の方が優れていると感じたり、他の人を裁いてはいけません。 

聖書は何度も何度も告げています。「さばいてはいけません。（あなたが神に）さばかれないためです。」 

神は、高慢な霊を憎まれます。へりくだりましょう！ 

 

 

もし、あなたが他の人に対して怒りや憎しみを覚えたなら、もしくは誰かを裁いたり、批判し始めたら、－あなたは神の恵みを失う

という深刻な危機に陥ります。－例えば、あなたが神の御国に入れなくなるかも知れないという深刻な危機です。他人に対する

怒りや裁きから、命がけで（永遠の命です！）遠ざかりましょう。何がなんでも、それを避けましょう!! 人を裁くのは、私達の仕事

ではありません。裁く事が出来るのは、神だけです！  

 

 

マタイの福音書 7:1 

「さばいてはいけません。さばかれないためです。」 

 

 

絶対に独善的にならないで！ 

私達には、自分で”自分を義“とするものは何もありません。義はイエス様から来るのです。私達は彼の義を着せてもらっている

のです。 

それを忘れないで !!! 

 

 

聖書にはイザヤ書 64章に、こう書かれています。 

「私たちはみな、汚れた者のようになり、私たちの義はみな、不潔な着物のようです。」 

 

私達は、イエス様の血潮で清められなければなりません。 

そうすることで私達は、神に受け入れていただけるのです。 

 

 

また、これは一度きりではありません。－なぜなら、私達が罪を犯さないようにどれほど頑張っても、私達は罪の性質を持ってい

ますから、今でも私達は時々罪を犯してしまいます。 だから私達は、へりくだって再びイエス様のところへ行き、許しを乞わなけ

ればなりません。彼は、許してくださいます。－私達が真摯に反省するなら、彼は許すと約束してくださいました。 

 

 

救いは次のようなものです。： 

私は救われた。 

私は救われている。 

私はこれからも救われる。 

 

私達に必要なのは： 

イエス様を求め続け、継続して聖書を読み、悔い改め続け、許しを求め続け、継続して彼を信頼し続け、継続してあなたの人生

をイエス様に捧げ続ける事です。継続して、彼に、あなたの主であり救い主になってくださるよう願い続ける。継続して彼の御言

葉に繋がり、御言葉の中に生き続ける事。（つまり、聖書に留まり、それを継続して読む事です！聖書を読むのを止めることは、

とても危険です！ それは酸素なしで生きようとするのと同じこと。自分に必要なものを切り離してしまう行為です!!!） 

これはマラソンです。私達は、この競争を走り続けなければなりません。 

 

神とイエス様を信頼する決断や能力さえも、－神の恵みにより与えられる、神からの賜物です。 

ですから、私達に誇れるようなものは、何一つないのです。 
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私達は唯一、イエス様を誇る事が出来ます！ 

イエス様がヒーローです。私達ではありません。 

 

神は、親切と謙遜を愛されます。 

もし、神があなたに対して親切で、あわれみ深くあって欲しいと願うなら、あなたは、他の人に対して親切に、そしてあわれみ深く

した方が良いでしょう。優しく、愛を示しましょう。自分を愛する以上に、他の人を愛しましょう。仮にあなたがそれを目指しても、

多分、達成することはないでしょう。でも、それに近づくことは出来るかも知れません。 

 

 

ヨハネの福音書 13:34 

「あなたがたに新しい戒めを与えましょう。あなたがたは互いに愛し合いなさい。 

 わたしがあなたがたを愛したように、そのように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。」 

 

 

イエス様は、私達に、互いに愛し合うよう命じられました。 

これは、提案ではありません。 

 

 

ルカの福音書 10:27 

すると彼 (イエス)は答えて言った。 

「『心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』 

また『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。』とあります。」 

 

 

 

 

 

 

 

  



携挙に残された人への手紙 

 

8 

最後の 7 年に関する*警告*  
 

覚悟をしてください! 

 

 

もし、携挙がもう起こって、あなたがまだ地上にいるなら、－パニックにならないで。絶望しないでください。 

神は、まだあなたの事を、あなたが想像出来る度合いをはるかに超えて愛しておられます。 

あなたの罪を悔い改めて、神に許しを乞いましょう。 

 

 

この 7年間は、あなたが永遠の地獄を避けるために、神があなたに与えてくださった最後のチャンスです。 

しかし、あなたは今日死ぬかも知れません！ 

今日、神に立ち返ってください！ 

今日が、あなたにとって最後のチャンスになるかも知れません！ 

 

 

あなたの罪を悔い改めて、神に許しを求めてください。 

イエス様に、今日、あなたを救ってくださるよう求めてください！ 

 

 

聖書を見つけて、毎日読み始めてください。（新約聖書から読み始めると良いでしょう。） 

あなたは、食べ物を食べる事を一日抜かしたりしないでしょう。聖書は食べ物よりも大切です。全ての食べ物が美味しいわけで

はありません。（野菜が好きではない人もいるでしょう。しかし、それらは私達の体に良いものです。）聖書もそれと同じです。いく

つかの箇所は、困難かも知れません。－しかしそれは、私達のためになるものです！ 

食べ物よりも、聖書を読む事を優先してください！ 

これは、ただの古い書ではありません。聖書には、イエス様が御言葉（聖書です!!!）である、と書かれています。宇宙の全能の神

の力が、聖書の中にあるのです!!  

もし、あなたが聖書を読む事をないがしろにするなら、あなたはあなたの魂を危険にさらします。－それほどに、単純なことなの

です。 

聖書の中にある一語一語が、あなたの魂にとって食料です！聖書の中の御言葉の一つ一つが、希望の言葉です。－なぜなら、

そこに、神があなたとコミュニケーションを取りたい、あなたと愛のある関係を持ちたいと願っておられる事が示されていますから。

－だから、神は、あなたをお造りになったのです！ 

全ての事について、可能な限りたくさん祈りましょう。 

あなたに聖書が理解できるように、神に助けを求める事も忘れないで！ 

 

これは深刻です。： 

携挙を逃した人は皆、恐らく多くの場合、殉職者となり、イエス様を信じる信仰のために死ななければなりません。 

クリスチャン（イエス様を信じる人々）は、迫害されます。 

 

しかし地上での死は、一時的なものです。 

 

 

もし、あなたに選択肢があるとすれば：地上で斬首されるか（これには 10秒とかかりません）もしくは、地獄で永遠に止むことのな

い苦痛と苦しみを受け続けるか。－迷うまでもありません。 

 

 

この 7年の間、あなたの主な優先事項は、生き続けることではありません。 

繰り返します： 生き続けることが、あなたの最優先事項であってはなりません。 

地上の人間の体は重要ではありません。 

この最後の 7年の間に、ほぼ確実にあなたは死にます。 

あなたの最優先事項は、あなたが死んだ時に、神があなたの魂を救ってくださることです！ 

 

あなたの最優先事項は、イエス様であるべきです。 

あなたは、自分の命以上にイエス様を愛するべきです。 

イエス様が、あなたの人生の中で最も重要なものであるべきです。 
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この 7年間は、とんでもないでしょう。－しかしそれはすぐに終わります。 

それから永遠がやってきます。こちらは決して終わりません。 

あなたは、永遠の地獄で、終わる希望のない究極の苦痛に苦しみたくはないでしょう。 

この 7年間は、大変です。しかしそれも、地獄で過ごす永遠に比べると、全く大したことではありません。 

 

 

あなたが死ぬ時、あなたの永遠の魂の救いがイエス様に託される事を、確かなものにしてください！ 

 

 

警告: 
しかし、自殺をしてはいけません。それによって地獄への片道切符が約束されます!!!! 
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最後の 7 年間に、恐ろしいことがたくさん起こります。－しかし、神が常に全てをコントロールされている事を忘れないでください。

そして、次のことに驚いてはいけません。： 

 

 

闇の３日間 

（この期間、外に出てはいけません。室内に留まり、イエス様に保護を求めましょう。イエス様の名前を繰り返し言うのです。３日

分の食料と水を家に置いておくのが賢明かも知れません。） 

 

 

核戦争 

 

 

地球規模の地震（大勢が死にます。） 

 

 

津波 

 

 

大火山（イエローストーンのようなもの）が、アメリカを破壊し、火山の冬と大規模な気候変動を誘発します。 

 

 

ポールシフト（極移動）の可能性もあり 

 

 

隕石が地球直撃（それによって地震と津波を引き起こす） 

 

 

数え切れない数の人々が死に、 

腐敗死体によって世界規模の疫病が発生 

 

 

世界経済破綻 

（これは実際には、恐らく、密かに故意に破綻するように仕組まれ、それによって世界統一電子通貨がもたらされるのでしょう。－

恐らく、人々の手に埋め込まれる電子チップ（獣のしるし）が使用されるようになるでしょう。） 

（獣のしるしについては、後ほど、この手紙の中で説明します。） 

 

 

新世界秩序 

 

 

新世界統一宗教 

－これは完全に偽物です。－信じないで！彼らは全ての宗教を混ぜ合わせて一つにしようとします。 

そして彼らは、全ての宗教は真実であり、全て神の真理の一部であると言います。これは、完全なる嘘です。 

イエス様が唯一の道です! 

 

 

クリスチャンのための強制収容所 

 

 

飢饉 

 

 

水が毒に変わる 

 

 

飲料水がなくなる（人々は水や食料のために互いに殺し合う） 
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水道水や電気など、通常の設備が失われる。時にはそれが、何週間続くこともある。 

 

 

あなたが直面している困難の全てが、聖書が告げている事が真実であり、そして、あなたの永遠の魂がかかっていることを確証

しています。覚えていてください： あなたの最終目的地は、この地上での問題よりもずっと重要です。この人生は一時的なもの：

永遠は永久です。 

あなたが直面している、もしくは、これから直面する困難は、全て、神が信頼に値する事、神が全てをコントロールしておられる事、

そして神があなたを救ってくださる事の確証です! 

だから、信じてください！ イエス様にあって強くいてください！ あなた自身よりも、彼を信頼してください！ 

頑張って！神が助けてくださいます！そしてもし、あなたが神に助けてもらうなら、あなたは大丈夫です。 

 

 

あなたの抱える全ての問題に対して、神に祈り、助けを求めましょう。 

しかし、どうか覚えていてください。生き続けることは優先事項ではありません。 

優先事項は、あなたの魂の救いです!!!!! 

あなたの望みは、神があなたに望んでおられることと違うかも知れません。神は良いお方で、最善を知っておられる事を信頼し

ましょう!!! 神に対して怒ってはいけません。- それは、彼を信頼する事の真逆です。- それは、彼が信頼に値しないと言ってい

るも同然です。 
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大きな惑わし 
 

 

聖書は、強い惑わしが起こり、ほとんど全員が騙されると告げています。 

ある人たちは、多くの宇宙船や宇宙人が現れると信じています。 

しかし、それらは本物の宇宙人ではありません。- 彼らは、変装した悪魔です。 

彼らから、何一つ受け入れてはいけません。 

彼らと、一切接触してはいけません。 

彼らから離れてください。彼らは悪魔であり、危険です。 

 

これらの“宇宙人達/悪魔達”は、彼らが地上に人間の命の“種をうえた/初めた”、と主張するでしょう。それは嘘です。 

彼らは後に、イエス様は彼らの仲間だと言うでしょう。それは嘘です。 

彼らはまた、 携挙で消えた人達は、悪い宇宙人達が連れ去ったのだ、と言うでしょう。それは嘘です。 

彼らを信じてはいけません。 

（携挙の後、携挙に関して説明している、クリスチャンのユーチューブ動画や、クリスチャンのウェブサイトは、全て消滅し、削除さ

れるのではないかと私は思っています。） 

 

これらの“宇宙人/悪魔”達は、彼らの使節として人間を選び出すかも知れません。 

彼らが、新世界統一秩序を整えるかも知れません。 

 

もしくは、ある人間達が彼ら自身で、新世界統一秩序を設定するのかも知れません。 

 

 

この世界統一秩序のトップは、反キリストです。彼は非常に邪悪です。 

反キリストは、世界の問題に対する答えを約束し、奇跡や不思議を行います。彼の代理や“預言者達”も、同様に行います。 

カトリック法王も、彼と共に働くかも知れません。 

カトリック法王も信頼してはいけません！新しい法王になっているかも知れませんが、誰であろうと関係ありません。彼を信頼しな

いでください。 

 

 

多くの人が、反キリストは、とても良い人そうだと思うでしょう。彼は非常にカリスマ性があり、非常に人気を集めます。また、彼は

救世主のように見えるでしょう。- しかし、騙されて、欺かれてはいけません。 

もしかするとそれは、政治や何かの世界で私達がすでに知っている人物かも知れません。- それが誰であっても - 彼を信じて

はいけません。彼は、悪魔か、悪魔の仲間です。 

ある時点で、彼は死んだように見えるでしょう。（頭部負傷に苦しむ可能性が高い）そして、その後、彼は再び生き返ったように見

えるでしょう。その後彼は、彼が神であると言います。もちろん、それは嘘です。彼の言うことを信じてはいけません。 

（聖書預言を解釈するのは難しいです。しかし一部の人達によると、彼は、この段階で悪魔にとりつかれると考えられています。） 

 

 

 

 

 

大警告 1: 
 

反キリストは、何らかの像、または写真か、もしくは何かを設置し、人々がそれに対して頭を下げたり、またはひざまずいたり、忠

誠を誓わなければならないようにします。 

絶対にしてはいけません‼ 

聖書は、もしあなたがそれをするなら - 地獄行きが確実となる、と告げています。 

 

!!!!!!! 
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大警告 2: 
 

反キリストは、また、「獣のしるし」の背後にもいます。「獣のしるし」とは、チップかも知れません。（RFID/小型チップが、手に挿

入される可能性あり）それが何であれ、聖書には、人々は、それを手または額に受けなければならなくなる、と書かれています。 

それを受けてはいけません‼ 

聖書は、もしあなたがそれを受けるなら - 地獄行きが確実となる 、と告げています。 

 

!!!!!!! 

 

 

獣のしるしをつけていない人は、何も買うことも、売ることも一切出来なくなります。（食料、水、トイレットペーパー、薬、また、請求

書の支払い、さらには家賃やローンの支払いも） 

そして恐らく、給料や収入を受ける事が出来なくなるか、許されなくなるでしょう。 

(これは、新しい電子通貨によって起こるのかも知れません。現金は廃止されます。) 

なので、生活は、とてつもなく困難になります。 

 

空腹の子供達を抱えた親達にとっては、さらに困難で苦痛となるでしょう。 

心から同情します。 

でも、どうか、親の皆さんは、- 子供さん達の永遠の魂のことを考えてください‼‼ この地上での命や痛みは一時的なものです。

この人生は、後の永遠のいのちに比べると、ほんの“まばたき”です。 

何に代えても、あなたの永遠の魂、あなたの子供さんの魂を売ってはいけません‼‼ 

 

それから、「子供達には、“獣のしるし”を受けさせたり、受け入れさせたりはしない。でも、子供達に食べさせる食料を得る為に、

私は自分の魂を犠牲にして“獣のしるし“を受けよう。」なんて、考えてはいけません。 

多分、一度は食料が与えられるかも知れません。しかし彼らは、次の時には、食料を与える前に、子供達にも、“しるし”を受けさ

せるように、しつこく迫るでしょう。ですから、また、あなたは、同じ問題で振り出しに戻り、ただ、あなたは、あなたの魂を虚しく捨

ててしまうことになります。 

 

 

絶対の絶対の絶対の絶対に、獣のしるしを受けてはいけません。 

 

 

[“獣のしるし”を受けた人は、後に、ひどい悪性の腫物が体に出来て苦しみます。（可能性として、“しるし”がある手、もしくは顔）

そして後には、地獄で永遠に苦しみます。] 

 

 

(もし、逃げなければならなくなった時、もしくは隠れる必要が出てきたなら、携帯電話を持って行ってはいけません。キャンプ道

具は、もちろん役立ちます。) 

 

 

世界秩序は、もしあなたが獣のしるしを受けるなら、食料を無料で差し出すでしょう。 

彼らは、あなたに獣のしるしを受けさせるため、多くの嘘をつき、あなたを騙そうとします。 

それを受け入れてはいけません!!!!!!!!!! 

彼らの嘘に騙されないで。 

 

 

一本の水や少々の食料と、永遠の命を、本気で交換したいですか？ 

一回の食事や、少々の水に、永遠の地獄に行くほどの価値がありますか？ 

 

 

“しるし”が実行される前に、食料や水、必要なものを備蓄することも出来るかも知れません。しかしあなたは、その備蓄のために、

攻撃を受けるでしょう。それに、その備蓄でさえ、7年分を備えていない限り、やがて底をついてしまいます。 

覚えていてください：主な優先事項は、生き続ける事ではありません。 

いずれあなたは、この地上での命を、イエス様のために差し出す覚悟をしなければなりません。 

あなたは、あなたの愛する人達も、イエス様のために命を差し出すのを、目にしなければならないかも知れません。 

どうにか覚悟を決めてください。 
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あなたは決して一人ではありません。 

たとえ、ひとりぼっちだと感じても - イエス様があなたと共におられます。そして、あなたを助けてくださいます。 

あなたに必要な祈りは、たった二言です。「イエス様、助けて！」 

もしくは、たった一言（最も重要な言葉）「イエス様！」 

イエス様に助けを叫び求めてください。 

あなたが彼に忠実であり続けられるように、彼が助けてくださいます。たとえ、苦痛や死刑を経験する事になっても。 

それは、簡単だとは言いません。でも、その価値はあります。 

 

 

 

地上では、誰もが死ななければなりません。（携挙されない限り）—ですからこれは、それほど大きな犠牲ではありません。とりわ

け天国での報酬を考えれば！愛の神との永遠です!!! 

 

 

 

地上での苦痛は全て、非常に一時的なものです。 

ものごとを、永遠の視点で見るように努めてください。 

 

 

 

 

あなたは、1分だけでも地獄へなど行きたくないでしょう。ましてや、永遠なんて。 

止むことのない地獄の恐怖や苦痛は、筆舌不可能です。 

 

 

 

イエス様を選び、彼にしがみついてください!!! 

彼は、勝利者サイドです。 

彼は、すでに勝利しています。 
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やがて悪魔の“連合”は本性を現し、そして何十億人という人々を殺します。（世界の人口の三分の一）  

 

 

 

 

二人の証人が、真実をのべ伝えます。（反キリストと世界秩序に反対します） 

彼らの言うことを聞いてください。彼らは、神からの遣いです。 

反キリストと世界秩序は、彼らを嫌います。反キリストと彼の仲間が、やがて二人の証人を殺し、彼らの死体を大通りにさらします。

彼らの死体は、おそらくテレビで映しだされるでしょう。 

三日半後に、神は、彼らを生き返らせます。 

 

 

 

 

最後に: 
 

 

反キリストは、多くの国々を導いてイスラエル（神の選民）を包囲し、攻撃します。 

彼らは攻撃し、イスラエルの勢力を滅ぼします。 

 

 

 

イスラエルは、ついにイエス様に助けを求め、彼を自分達のメシアとして受け入れます。（２千年前、彼らはそれを拒みました）— 

そして、イエス様は来て、彼らを救い出されます!!! 

 

 

 

イエス様は、七年の終わりに、ついに地上（イスラエル）に戻って来られ、反キリストと世界秩序を滅ぼします。 

もし、誰かがその前に「イエス様は戻って来た」と言っても、信じてはいけません。それは嘘です。彼らが奇跡を行なったとしても

関係ありません。それは、イエス様ではありません。悪魔です。 
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何があろうと、- 神が支配しておられます。 

神は全ての力を持っておられます。 

 

 

神は、 42 ヶ月の間だけ反キリストが支配する事を許されます。 

これは、ヒトラーよりも短い期間です。（反キリストは、この短期間に、ヒトラーよりも多くの悪いことを行いますが） 

反キリストは、非常に限られた期間です！ 

 

 

神は永遠です l! 

 

 

 

 

あなたは一人ではありません。 

もし、あなたがイエス様を選ぶなら、神はいつもあなたと共に居られます！  

 

たとえ、あなたには見ることも、触れることも出来なくても、—もし、あなたがイエス様を愛しているならー神は、あなたの代わりに戦

っておられます！ 

  

そしてもし、神があなたの代わりに戦っておられるなら -  彼が勝利します！ 

 

 

 

 

神は、あなたのことを、ものすごく愛しておられます!!! 

 

 

これがあなたの最後のチャンスです。 

 

 

神の祝福がありますように！  

 

マイケル 


