
鉄の杖の王国 
 

天宙平和統一国（天一国）創建のために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖殿氏族メシア連絡会 

Rev. 01 

 



鉄の杖の王国 .................................. 1 

第１章 神様の王国と王権 ................... 5 

１-１ 王国の福音 ..................................... 5 

教会が説いて来た福音 ..................................... 5 

イエス様の福音は神の王国 ................................. 5 

福音を受け入れないクリスチャン ............................ 8 

再臨主が決められた鉄の杖の王国 ........................ 9 

１-２ ユダヤ・キリスト教の王国と王権 ............. 10 

民主主義ではない王国 ................................... 10 

キリストが共同相続人と統治する王国 ................... 11 

自由意志のある王国 ..................................... 12 

鉄の杖で統治する王国 ................................... 13 

責任を与える王国 ......................................... 15 

私有財産を所有する王国 ................................ 16 

ユダヤ・キリスト教の王権 .................................. 17 

１-３ キリストの共同相続人 ....................... 18 

王国を相続する ........................................... 18 

アベル型クリスチャンも王国の相続者 ..................... 18 

王権を守る ................................................. 18 

心の貧しい人 .............................................. 19 

柔和な人達 ................................................ 19 

１-４ 平和軍・平和警察の王国 ................... 20 

神様を愛し隣人を愛する ................................. 20 

人のために命を捨てる文化 ............................... 21 

略奪者を排除して社会を癒す ........................... 21 

平和を作り出す人 ......................................... 22 

第２章 政治サタン主義 ..................... 22 

２-１ 社会主義・共産主義の本質................. 22 

共産主義はサタンの哲学 ................................. 22 

非人道的な性暴行の哲学 ............................... 23 

共産主義は銃器を恐れる ................................ 24 

共産主義との戦いは血統の戦い ......................... 24 

大虐殺で作られる共産主義.............................. 24 

中央銀行が真の支配者 .................................. 25 

身近に迫る共産主義者 .................................. 25 

２-２ 邪教の侵入 ................................... 26 

混合主義がキリストと分離させる ......................... 26 

非キリスト教圏の政治サタン主義 ........................ 27 

２-３ 王の王になったロスチャイルド ................ 28 

サタンの仕事をしたセシル・ローズ ......................... 28 

ロスチャイルドの血統で世界を支配する .................. 29 

２-４ サタンと君臨するカトリック教会 .............. 31 

２-５ 政治サタン主義の形成 ....................... 33 

責任を負わない人が社会主義を作る ................... 33 

サイコパスが政治サタン主義を作る ....................... 34 

サイコパスが中央に権力を集める ......................... 35 

政治サタン主義が社会を乗っ取る ....................... 36 

国家権力を握ると狂暴になる ............................ 37 

福音がサイコパスを揺さぶる ............................... 37 

血統で作り上げるスーパーエリート ........................ 38 

世界政府で支配する ..................................... 39 

２-６ 政治サタン主義における支配 ................ 39 

武装解除して支配する ................................... 40 

お金を奪って支配する ..................................... 41 

官僚機構が支配する ..................................... 41 

宗教を使って支配する .................................... 42 

情報を使って支配する .................................... 43 

ヘイト攻撃で支配する .................................... 43 

ストレスをコントロールして支配する ....................... 44 

左派が子供を支配する ................................... 45 

土地を奪って支配する .................................... 45 

２-７ 文化相対主義などによる支配 ............... 46 

文化相対主義が社会を支配する ........................ 46 

性の力で家庭を破壊して支配する ....................... 46 

性別を破壊して支配する ................................. 47 

女性をジャンクフードにして支配する ...................... 47 

女性が男性の質を支配する .............................. 48 

薬物で支配する ........................................... 49 

人を動物と思わせて支配する ............................ 49 

快楽主義が未来を支配する ............................. 49 

第３章 王国の主権復帰 ................... 50 

キリストと共に戦う.......................................... 50 

３-１ キリスト教徒を取り戻す ...................... 50 

王国を信じないキリスト教徒 .............................. 50 

キリスト教を恥じるように強いる ........................... 51 

王国の福音を伝える ...................................... 52 

キリストに癒されて立ち上がる ............................. 53 



キリスト教徒よ目を覚ませ！ .............................. 54 

キリスト教徒よ勇敢であれ！ .............................. 55 

命を捧げて戦ったキリスト教徒 ............................ 55 

国民が王になれば王国の勝利 ........................... 56 

３-２ 未来の世代を取り戻す ....................... 57 

若者を取り戻す ............................................ 57 

若者が Z 世代を復帰する ................................ 57 

３-３ 鉄の杖の権威で主権を取り戻す ............ 58 

国民の権威を取り戻す .................................... 58 

地上の王国を統治する ................................... 59 

人に危害を加える者は殺す ............................... 60 

サイコパスの所業 .......................................... 60 

鉄の杖が人の命を助ける ................................. 60 

鉄の杖がルールを変える ................................... 61 

善人が鉄の杖を持つ効果 ................................ 62 

鉄の杖の神学を恐れる .................................... 63 

３-４ 銃器所有を守る .............................. 63 

キリストが武器を持たせられる ............................. 64 

銃の所持は人権 .......................................... 65 

銃器は悪ではない ......................................... 65 

銃に罪を着せる ............................................ 66 

銃規制に対する抗議活動 ................................ 67 

法律を順守して戦う ....................................... 67 

銃規制の欺瞞 ............................................. 68 

パークランド銃乱射事件 .................................. 68 

銃規制プロパガンダ ........................................ 69 

ウェイコー事件 .............................................. 70 

言論で戦う ................................................. 70 

武器を所持する権利は生来の権利 ..................... 71 

第４章 王国の統治 ......................... 72 

４-１ 愛で統治される王国 ......................... 72 

４-２ 国民が責任を負う ............................ 73 

４-３ 王国の国民 ................................... 74 

聖句から見た王国の国民................................. 74 

神の国と神の義に心を向ける ............................. 75 

夫婦を大切にする ......................................... 76 

王国を相続する ........................................... 77 

怖そうでも優しい人 ........................................ 77 

伝道する人達と一緒に暮らす ............................ 78 

４-４ 自由と責任で発展する王国 ................. 78 

自由と責任で発展する ................................... 79 

自然で有機的な環境を保護する ........................ 79 

機会平等・結果不平等 .................................. 80 

目的を持って事業を立ち上げる .......................... 81 

事業を発展させる ......................................... 81 

土地を所有する ........................................... 82 

政府に委ねず自分で隣人を助ける ...................... 83 

信教の自由がある王国 ................................... 83 

４-５ 抑制と均衡の王国............................ 84 

天一国憲法がもたらす抑制と均衡....................... 84 

４-６ 鉄の杖による統治 ............................ 85 

鉄の杖で統治する ......................................... 86 

鉄の杖による抑制 ......................................... 88 

鉄の杖の意義 ............................................. 88 

敬虔と熟達を求める鉄の杖の文化 ...................... 89 

４-７ 平和軍・平和警察 ............................ 90 

王国を守る ................................................ 90 

アウトドアの文化 ........................................... 91 

キリストに繋げる文化 ...................................... 93 

獅子のように勇ましく治める ............................... 93 

平和軍・平和警察が支えて守る ......................... 94 

敵の攻撃に備える ......................................... 96 

王国のような雰囲気の NRA ショー ...................... 97 

平和軍・平和警察の訓練 ................................ 98 

市民が歩兵になる ........................................ 100 

４-８ 王国の教育 ................................. 101 

キリストとの関係を最重要視する ........................ 101 

悪を分別する ............................................. 101 

富の誘惑に負けないように育てる ........................ 102 

父親の不在が破壊する .................................. 103 

子女をサタン世界に追い出す母親 ...................... 103 

子供に時間を投入して育てる ........................... 104 

若い時に子供を産んで育てる ........................... 105 

深い関係で守る .......................................... 105 

自我から解放する ........................................ 106 

エピジェネティクスを開放する ............................. 106 

第５章 7 年以内に王国を作る .......... 107 

５-１ 王と王妃による祝福式 ..................... 107 

王冠と鉄の杖を伴う祝福式 ............................. 108 



空気が変わる .............................................110 

５-２ 真の母 ....................................... 110 

黙示録 12 章の女 .......................................110 

５-３ 神様の王国を伝える ....................... 111 

５-４ 言論における左派の攻撃 .................. 111 

サタンが王国への信仰を奪う .............................112 

左派がカルトと指摘する ..................................112 

ディズニーによる破壊工作 ................................112 

メディアを通じた攻撃 .....................................113 

非中央集権のメディア ....................................114 

ワシントンポストの良心 ...................................114 

ヘイトスピーチで言論を封じる ............................115 

稲妻のように駆け巡る ....................................116 

５-５ 保守よ目を覚ませ .......................... 116 

トランプ大統領のシリア空爆 .............................116 

王国の洗礼ヨハネ ........................................118 

シリア空爆における神様の役事 ..........................119 

５-６ 王国を政治サタン主義から守る ........... 120 

左派の攻撃に備える ..................................... 120 

保護圏を作る ............................................. 121 

二代王と國進兄さんが危ない ........................... 121 

左派を攻撃する .......................................... 122 

５-７ 鉄の杖への覚醒が始まる .................. 122 

終わりの始まり ............................................ 122 

左派の報道と神様の役事 ............................... 123 

５-８ 鉄の杖の王国を作る ....................... 124 

人権革命を推進する .................................... 124 

左派が恐れる終末 ....................................... 125 

トランプ大統領の時に勝つ ............................... 125 

王国を創建する戦い ..................................... 125 

銃器所有が王国創建の核心 ........................... 126 

二代王による終わりの祈祷 .............................. 126 

 

 



5 

 

第１章  神様の王国と王権 

今、新しいシリーズに取り組んでいます。皆さんにもすぐに分か

るでしょう。それは 「イエス・キリストが説いた王国の福音」 と、

「キリストの鉄の杖による統治方法」 を組み合わせて研究する

ことです。そのために、もう一度王国に関する聖句をみてきた新

約聖書に戻ることにします。今度は鉄の杖の観点からそれらを

見直していきます。即ち、千年王国におけるキリストによる王国

の統治方法の観点で見ていくのです。（鉄の杖の王国１ 

2017/12/31） 

このシリーズを進めていく過程で、耳慣れたキリスト教会的な霊

的内容を今までのようには話しません。通常、教会で話すよう

な内容です。聖書も読み、祈祷もして、必要であるなら神様が

神霊を満たして下さるよう、普段の生活で努力して下さい。な

ぜなら、ここに礼拝に来たら鉄の杖の話を多くするからです。どう

か、祈祷とみ言学習で心霊を十分に補ってください。（鉄の杖

の王国１ 2017/12/31） 

急がれる神様 

「鉄の杖の王国１」 に入りましょう。ここに番号を付けたのはこ

れを本にするつもりだからです。聖書を中心とする福音派のグ

ループに向けて公表する予定があります。これが 2018 年に神

様が導いて下さる方向です。その前にすべてを計画しておかね

ばなりません。とにかく、動きが速いのでそれについて行かなけれ

ばなりません。正直、これほど速いとは私も思いませんでした。 

私は少しずつ着実に進めたかったのです。まずこの地域の NRA

（全米ライフル協会）の人から始めて徐々に広げていけば良

いと。それが神様はいきなりトップに繋げられました。我々はいき

なりトップのラリー・プラット氏に繋がったのです！ 

それに合わせて全速力で走らなければなりません。神様が紅海

を真っ二つに割られ 「さあ、急いで渡ろう！」 という状況です。

走り抜けなければなりません。だから、今我々がどこにいるのか

を知らなければなりません。神様が終わりの日に新しい道を拓

いて下さいました。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

１-１ 王国の福音 

神の国の福音 

なぜ、私達は王国や鉄の杖について話すのでしょうか? それは

イエス様ご自身が定めた福音だからです。十字架の死と復活と

は対照的です。しかし、イエス様ご自身が神様の王国の福音

を描写されているのです。聖句を見せれば証明出来るのです。

私や私の言葉を信じる必要はありません。聖句を見れば、イエ

ス様ご自身が福音をそのように定めていることが分かります。

（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

神様の王国を否定する主流キリスト教 

メソジスト派のような主流のキリスト教会は、神様の王国は地

上に決して出来ないと教えていますが、信じられますか？ティム

本部長のお父さんは、メソジスト派の宣教師として家族と共に

日本にいました。メソジスト派は、王国は聖霊によって来ている

ので地上には来ないと言っています。 

カトリック教会は小児性愛者を保護し、巨大な世界銀行を有

する中央集権のバチカン教会が王国だと言います。これらがキ

リスト教会の主流です。プロテスタントも国営のキリスト教も神

様の王国が来るとは教えていません。（鉄の杖の王国 10 

2018/3/25） 

教会が説いて来た福音 

教会が説いて来た福音は十字架の死と復活 

イエス・キリストが自ら明らかにした福音とは何であったのか。こ

れはキリスト教徒達と議論するには大変に意味のある内容で

す。福音とは何でしょうか。 

歴史的に説明されてきたエウアンゲリオン（ギリシャ語：福

音）、教会が説いてきたその内容は 「十字架上の死」 と 

「イエス・キリストの復活」 これが福音でした。それを通して救わ

れると。それに関する聖句 ヨハネ 3:16 神はそのひとり子を

賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる

者がひとりも滅びないで、永遠の命を得るためである 決まっ

てこの聖句を引用します。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

イエス様が決められるべき福音 

聖書に何と書かれているのか。イエスご自身は何と言っておられ

るのか。イエス様がこの議論の中心人物ではないですか。イエス

様が 「これが福音だ」 というものが福音なのです。それを知ら

なければなりません。この点をクリスチャンの兄弟姉妹達、特に

アベル側の銃器所有者が理解出来るように支援しなければな

らないのです。「イエス様自身が福音は何とだと言っておられる

か見てごらんなさい」 というのです。何と言っているのか。（鉄

の杖の王国１ 2017/12/31） 

主の祈りを変更するローマ教皇 

その前に、イエス様が神の国について毎日祈りなさいと言われた

内容を見てみましょう。マタイ６章で弟子達に毎日こう祈りなさ

いとおっしゃっています。それが主の祈りと呼ばれるものです。 

ローマ教皇はそれを変えようとしています。フェイクな教皇です。

私が真の教皇です。あっちは偽の教皇だ。その偽の教皇が主

の祈りを変えようとしている。私は再臨主の相続者、後継者で

す。彼は違います。偽の教皇であり、主の祈りを変更しようとし

ています。私は変えません。毎日、平和軍・平和警察の訓練

の終わりに皆で唱えています。毎回主の祈りで終えるのです。 

天におられるわたしたちの父よ、み名が聖とされますように、

み国が来ますように、み心が天に行われるとおり地にも行われ

ますように。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

イエス様の福音は神の王国 

マタイ 6:33 まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれ

ば、これらのものは、すべて添えて与えられるであろう。 
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御国を祈り求めるように言われたイエス様 

御国が来ますように。そして、御心が天に行われる通り、地にも

行われますように。イエス様はこれを信仰者、キリスト教徒達に

毎日祈りなさいと言われました。それで、クリスチャンが話に関

心を示した時に、その活気のある友好的な話し合いの中で、

天一国憲法を見せたりしながら更に深く議論する時、「御国の

ために毎日祈らなければならないことを知っていましたか。イエス

様ご自身が命じられたことです」 と尋ねます。 

「ヨハネ第１の手紙に 『神を愛するとは、すなわち、その戒め

を守ることである』 とありますよ」 だから、「あなたがクリスチャン

でイエス様を愛するなら、主の祈りを唱えるでしょう」 と。これは

日々の霊の糧です。王国が来ますように、御心が天に行われ

る通り、地にも行われますようにというイエス様の願いを自分の

願いとして願っているのか、と。 

マタイ 6:33 では、あれこれ悩んで明日どうなるだろうかなどと案

じる前に 「まず神の国と神の義を求めなさい」 とあります。イエ

ス様は 「まず、神の国と神の義を求めなさい」 と言われるので

す。「まず民主主義を求めなさい」 でも 「まず共産主義を求

めなさい」 でもありません。その他、役に立たない 「学位を求

めなさい」 でもありません、「まず神の国を求めなさい」 と言わ

れました。マタイ６章を見ると、福音について、聖書の中でイエ

ス様は 「まず神の国を求めなさい」 と言われているのです。

（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

イエス様は神の国の福音を語られた 

イエス様は 「私は、神の国の福音を宣べ伝えなければならな

い。自分はそのためにつかわされたのである」 とおっしゃっていま

す。「私は十字架で死ぬためにつかわされた」 とは一言もおっし

ゃっていない。キリスト教神学の根幹は 「イエスは十字架で死

ぬ」 ことです。これが２千年間のキリスト教による霊的救いの

神学の核心だったのです。イエスは十字架で死ぬために来られ

たと。父なる神様も十字架での死を知りながらイエス様を地に

送ったと。しかしイエス様ご自身は、十字架で死ぬためにではな

く 「ほかの町々にも神の国の福音を宣べ伝えねばならない。自

分はそのためにつかわされたのである」 と語っておられます。ジェ

ームズ王欽定訳聖書でも、この部分は 「これが私がつかわさ

れた理由だ」 となっているのです。神の国の福音を宣べ伝える

ために来たと。 

マタイ 4:23 イエスはガリラヤの全地を巡り歩いて、諸会堂

で教え、御国の福音を宣べ伝え、民の中のあらゆる病気、あ

らゆるわずらいをおいやしになった 

イエス様は何と言われたのか、御国の福音です。十字架の福

音でもなければ、死と復活の福音でもない。民主主義の福音

でもない。神の国の福音だというのです。これは聖書に書かれ

ている内容です。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

マタイによる福音書 4:23 イエスはガリラヤの全地を巡り歩

いて、諸会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、民の中のあ

らゆる病気、あらゆるわずらいをおいやしになった。 

イエス様は王国の福音を説いて命を狙われた 

ここでも福音は神様の王国のことです。神の王国が福音です。

福音とは神様の王国のことです。それを避けて通ることはできま

せん。通常は、福音とは十字架であり死でありイエス・キリスト

の復活であると言っています。 

「神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛して下さった。

それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、永遠の命を得

るためである」 というのが、ヨハネ 3:16 にある聖句です。福音

派がそれを引用して説教するのを聞くことが多くあります。 

しかし、キリストが福音をどのように説明しているかと言えば、そ

れは王国の福音であり、人々にそれを説いていたために当時の

ローマ人と指導者達を怒らせることになりました。 

イエス様が説き続けたこの福音は、彼らの権力、権威、中央

集権の天使長的な権力との共謀を揺るがすものでした。です

から、いつもイエス様を殺すよう求めていました。（鉄の杖の王

国２ 2018/1/7） 

ルカ 4:43 しかしイエスは、「わたしは、ほかの町々にも神の

国の福音を宣べ伝えねばならない。自分はそのためにつかわ

されたのである」と言われた。 

イエス様が宣べ伝えた福音は神の国 

イエス様ご自身が、私は神の国の福音を宣べ伝えるためにつか

わされたと言われています。決して 「皆のために死ぬために来た」 

とか、「十字架に架かるために来た」 などと言っていません。

我々はそれによって霊的救いがなされたことを知っています。し

かしイエス様はもう一度来なければならないのです。イエス様も

私はまた来ると言われました。それは地上天国が来なければな

らないからです。ルカ 4:43 ではっきりと言われています。これは

2000 年前の文献なのに、誰も見ようとしませんでした。誰もこ

の聖句を読みたくなかったのです。ローマカトリックの正統的神

学、あるいはギリシャ正教の神学と一致しないからです。そうし

た伝統的弁証学と合致しません。 

ルカ 4:43 でイエス様が自らの口で話しているではないですか。

ここを避けて通ることなど出来ないのです。無視することなど出

来ません。イエス様と聖書の権威はこの世のすべての教会に勝

るではないですか。それらはその権威の下位にあるものです。キ

リスト教の伝統や正統性、そのようなものに関わらず、聖書は

それらを凌駕します。特にイエス様ご自身が語られたご自身の

こと、宣べ伝えた福音の内容ともなればなおさらです。イエス様

が最高の権威を持っています。いかなる教派も問題になりませ

ん。その下位に属するのです。イエス様はこう語られました。 

ルカ 4:43 わたしは、ほかの町々にも神の国の福音を宣べ

伝えねばならない。自分はそのためにつかわされたのである 

マタイ 4:23 イエスはガリラヤの全地を巡り歩いて、諸会堂

で教え、御国の福音を宣べ伝え、民の中のあらゆる病気、あ

らゆるわずらいをおいやしになった 

マルコ 1:14 ヨハネが捕えられた後、イエスはガリラヤに行き、

神の福音を宣べ伝えて言われた、「時は満ちた、神の国は近

づいた。悔い改めて福音を信ぜよ」。 

だから、神の福音とは神の国だというのです。王国というのはギ

リシャ語ではバシリアで、これば王のバシリウスという単語から派

生したものです。民主主義でも社会主義でも共産主義でもマ

ルクス主義でもありません。王国、王国です。（鉄の杖の王国



7 

 

３ 2018/1/14） 

福音は十字架ではない 

イエス様が福音とは何か、はっきりと言っていることが分かります。

福音は神の国の福音です。もう一度言いますが、福音は十字

架ではないのです。 

通常のキリスト教神学からみれば、まったくの神聖冒涜でしょう。

伝統的に十字架が福音だと言ってきたからです。また、神様が

それを用いてこれまで救いの御業を行って来られたからです。し

かしそれはキリストが再臨するまでの話です。（鉄の杖の王国

３ 2018/1/14） 

必ず実現される王国の福音 

（聖書で）神様は福音とは何だと言っておられますか。それは

神の国だと言われています。それを創建し、それを宣べ伝えるの

が、イエス様を遣わされた目的だとおっしゃっています。しかし

人々の不信仰により、神様は第２の道を進むしかありませんで

した。それでも神様はそれを最後に達成されるでしょう。神の国

が創建されるでしょう。この聖句（神の国の福音）が消えるこ

となどない、期限切れになることもありません。（鉄の杖の王国

３ 2018/1/14） 

獅子と羊が一緒に寝そべる王国 

福音とはエウアンゲリオン、「良い知らせ」 や 「よい音信」 とい

う意味です。それは神の国のことです。福音のいう神の国、そこ

ではライオンが羊と共に横たわります。良いですか、ライオンがオ

オカミと共に横になるとは言っていません。それは共産主義者の

信条です。 

カトリック教会は、基本的にライオン（獅子）がオオカミと一緒

になると教えています。（イエス様が獅子で）自分達は中央

集権で支配するオオカミだと言うのです。カトリック教会は堕落

の組織、ビルダーグループやダボスグループ、国際銀行家、巨

大なマフィアのカルテルと結託する者です。教会を装いながら、

そのような者達とグルになっている。イスラム急進派も同じです。

一緒に動いています。 

神様はライオンがオオカミと共に寝そべるなどとは言っていません。

ライオンが子羊と一緒に寝そべると言っているのです。羊は羊飼

いの声を聞き分けます。だからイエス様ご自身が、神様の福音

は神の国だとはっきり言っているのです。（鉄の杖の王国３ 

2018/1/14） 

マタイによる福音書 18:1-6 そのとき、弟子たちがイエスの

もとにきて言った、「いったい、天国ではだれがいちばん偉い

のですか」。すると、イエスは幼な子を呼び寄せ、彼らのまん

中に立たせて言われた、「よく聞きなさい。心をいれかえて幼

な子のようにならなければ、天国にはいることはできないであ

ろう。この幼な子のように自分を低くする者が、天国でいちば

ん偉いのである。また、だれでも、このようなひとりの幼な子

を、わたしの名のゆえに受けいれる者は、わたしを受けいれる

のである。しかし、わたしを信ずるこれらの小さい者のひとりを

つまずかせる者は、大きなひきうすを首にかけられて海の深み

に沈められる方が、その人の益になる。 

王国に対して幼な子のようでなければいけない 

キリストは我々が幼な子のようでなければいけないと言っていま

す。この子供達というのは、王の王を尊敬してその文化と文明

を尊重しているのです。彼らはキリストから学びたいと思っており、

キリストに従いたいと思っており、その王国と文化、文明に加わ

りたいと思っています。それは神様の王国において絶対に不可

欠なことです。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

マタイ 24:14 そしてこの御国の福音は、すべての民に対して

あかしをするために、全世界に宣べ伝えられるであろう。そし

てそれから最後が来るのである。 

キリストの福音は王国の福音 

我々は王国の聖句について知っています。キリストご自身が福

音のことを王国の福音と呼んでいます。そう言っておられるので

す。それはつまり、キリストの教え全体がそうだということです。ル

カ 4:43 でも分かります。イエス様は 「わたしは、ほかの町々に

も神の国の福音を宣べ伝えねばならない。自分はそのためにつ

かわされたのである」 と言われました。 

ですから、イエス様が送られた理由は神の国の福音を述べ伝え

るためだったことが分かるのです。それはイエス様がそのように定

義しているということです。 

マタイ 4:23 にも 「御国の福音を宣べ伝え」 とあります。このよ

うに言われている所がたくさんあります。 

マルコ 1:14 「神の福音を宣べ伝えて言われた、・・・『神の国

は近づいた』」 何の福音かといえば神の福音でした。 

キリストのメッセージが王国の福音であれば、神の王国はとても

重要だったということです。全世界に広められるべき良き知らせ

の最重要ポイントでした。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

福音は神様の王国 

ここにあるのは王国の福音についてキリストが語っているもので

す。自らの教えを神様の王国の福音として定義しています。そ

れがイエス様による福音の定義なのです。みなさんが祈るべき

主の祈りがあります。 

マタイ 6:33 「まず神の国と神の義とを求めなさい」 とあります。

またルカ 4:43 はその中でも重要な聖句の１つです。 

ルカ 4:43 しかしイエスは、「わたしは、ほかの町々にも神の

国の福音を宣べ伝えねばならない。自分はそのためにつかわ

されたのである」と言われた。 

神の国の福音だと言っているのです。 

マタイ 4:23 イエスはガリラヤの全地を巡り歩いて、諸会堂

で教え、御国の福音を宣べ伝え、民の中のあらゆる病気、あ

らゆるわずらいをおいやしになった。 

マルコ 1:14 でも「神の福音」を宣べ伝えたとあります。 

マタイ 9:35 「御国の福音」とあります。 

マタイ 24:14 「御国の福音は・・・全世界に宣べ伝えられるで

あろう」 ですから、キリストご自身が福音を神様の王国の福音

と定義しているのです。王国の話をしています。キリスト教神学

での福音は、死や埋葬、キリストの復活のみを中心としてきまし

た。しかし、イエス様ご自身が福音のことを神様の王国の福音

と呼んでいたことを忘れています。 
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マタイ 25:34 には、そのとき、王は右にいる人々に言うであ

ろう、『わたしの父に祝福された人たちよ、さあ、世の初めか

らあなたがたのために用意されている御国を受けつぎなさい。 

とあります。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

福音を受け入れないクリスチャン 

キリストが新しい名で来られることを知らない 

数カ月前にある牧師さんと議論した時、イエス様の再臨やあれ

これを論じた後、私が聖句を持ち出すと、彼は 「あなたの父親

はメシアじゃない」 と言いました。 

その時、私は 「黙示録 3:12 によると、キリストが再臨される

時、あなた方はその名を知らない。キリストは新しい名で来られ

るからとあります」「そして彼の上に私の神の御名と、私の新しい

名とを書きつけよう」 と。その名前は誰にも分らないとあるのに、

あなたはイェシュア、イエスの名で再臨すると信じているのです。

聖書はイエスの名では来ないと言っているのに。 

大抵のクリスチャンはこの話が耳に入りません。聖書をよく読ん

でいないからです。だから彼らの注意を促すことが重要です。

（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

聖句ではなく鉄の杖で一致させる 

そんなに自信過剰になってはいけません。私もクリスチャンです。

自信過剰のクリスチャンではいけない。マタイ 27:21 には、『主

よ、主よ』 と言う者が皆天の国に入るわけではないと書かれて

いるではないですか。これはイエス様が言われたことです。聖書

をよく読まなければいけません。キリストが新しい名前で来られ

ることを理解しなければならない。多くのヘブライ語や古代ギリ

シャ語の専門家がいたとしても、それでも聖書は彼の額に書か

れた名を誰も知らないと言っているのです。 

キリスト教福音派クリスチャンと議論する時、大抵このような話

の展開になります。やり取りの中で彼らも聖句から引用し、それ

に対してこちらも聖句を引用する。「よろしい、お互いに合意で

きないことを認めよう、最後の審判でどちらが正しいか見極める

ことにしよう」 と。結局そこに落ち着くのです。 

そこで、神様は私達に鉄の杖をもたらしました。それは単に信

仰や生活様式の問題ではありません。それは全人類の権利、

全人類の人権を守る基本的、根本的な能力の問題なのです。

（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

マルコ 1:14 ヨハネが捕えられた後、イエスはガリラヤに行き、

神の福音を宣べ伝えて言われた、 

神の国の福音を異端視するクリスチャン 

ここでも福音は、十字架の死、墓中３日、復活の福音ではあ

りません。これをクリスチャンに言うと衝撃を受けます。これを言う

と大抵のクリスチャンは 「おまえはとんでもない異端だ、とっとと

向こうへ行け」 と言うのです。「とんでもない異端だ」 とは言葉

を変えれば 「どうしてそんな大胆なことを言うのか」 ということで

す。だからみ言は大事だというのです。私が言っているのではな

く聖書に書かれているのです。派手な説教者や金持ちの福音

説教者、またフェイクな自由神学の牧師がどう言おうと関係な

いのです。偽の福音を説いている。イエス・キリスト本人が福音

は神の国の福音だと言っているのです。十字架上の死、墓中

３日、復活などとは言っていません。（鉄の杖の王国１ 

2017/12/31） 

聖書を読み込んでいないクリスチャン 

これはショッキングな内容です。皆さんはいつも聞いているので 

「この話は知っている」 と思っているかも知れませんが、もちろん

知っているでしょう。しかし、ここにクリスチャンがいればとんでもな

く狂った話に聞こえるでしょう。なぜならどこの日曜学校でも聞い

たことがないからです。クリスマスでも教会でも一度も聞いたこと

のない話だからです。しかし聖書にはこう書かれている、これは

問題です。 

このことから、殆どのクリスチャンは聖書をよく読込んでいないこと

が分かります。自分で聖書をよく読まず、大小の教会の説教

師の話を鵜呑みにしているのです。（鉄の杖の王国１ 

2017/12/31） 

聖書を否定してしまうクリスチャン 

聖書自体はエウアンゲリオン、すなわち福音、良い知らせ、これ

を十字架の死、空の墓、復活ではなく、神の国と定義している

のです。だからこれは聖書から簡単に導き出せるのです。イエス

様は神の国の福音を宣べ伝えたのです。 

クリスチャンがこれを否定する時、聖書を否定しているのです。

如何に信仰者を装い、手を挙げて聖書を讃美したとしても。神

様のみ言、聖書を否定しているのです。福音を間違って捉えな

がらクリスチャンだと言うことは出来ません。聖句は別のことを言

っているからです。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

「神の国の福音」 と言われた聖句を知らない 

こうしてアベル型の準備されたクリスチャンと話すのです。皆さん

が好むと好まざるとに関わらず、彼らも王国の相続者なのです。

そうあらねばならないのです。たとえ彼らが知らないとしても。 

マタイ 10:7 には、「行って、『天の国は近づいた』と宣べ伝え

なさい」 とあります。 

ルカ 4:43 には、「しかしイエスは、『わたしは、ほかの町々にも

神の国の福音を宣べ伝えねばならない。自分はそのためにつ

かわされたのである』と言われた」 とあります。これらはイエスご

自身の言葉です。普通のクリスチャンに 「この聖句をご存知で

すか」 と尋ねてみなさい。「いや知りません」 と答えるでしょう。

（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

根本的に異なる王国を教えたイエス様 

マルコ 1:14 にあるように、イエス様はローマ帝国に歯向かって

異なる王国の訪れを教えていました。これは良い知らせだと言

われました。心の貧しい人が神様の国を受け継ぐと言うのです。

虐げられてきた人達がイエス様の共同相続人となり、王達と王

妃達になります。根本的に異なる王国です。政府を神と崇め

る王国ではありません。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

聖書を読まない文化クリスチャン 

殆どのクリスチャンは聖句について教育を受けていません。聖書
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を読んでもいません。聖書を信じて聖句を学ぶクリスチャンに比

べれば、キリスト教という文化に所属しているクリスチャンです。

聖書を読んでいないのでこのような事実（御国の福音）は聞

いたことがありません。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

パリサイ人を激怒させたイエス様 

イエス様が説かれた福音は非常に過激だったので、中央集権

のユダヤ人、ユダヤ人に過重労働をさせていたローマ政府に勤

めるユダヤ人、つまりパリサイ人達を激怒させたに違いありませ

ん。彼らから情報はローマ政府に伝わり、彼らがどのようにしてイ

エス様を殺害しようとしたかが分かります。彼らはローマ政府と

交渉して、共謀して、イエス様を投獄させることを謀ったのです。

彼らはこれらの大混乱と大革命をもたらしたことに対し、ローマと

共に直接の権利行使を得ました。サドカイ派も同様です。 

イエス様の御国に関するメッセージは大混乱をもたらし、あまり

にも異なるため、中央集権の力を破壊するものでした。悪の鉄

拳が破壊され、不正の連鎖が破壊されるものでした。（鉄の

杖の王国 10 2018/3/25） 

心の貧しい者が御国を受け継ぐ 

謙虚で抑圧された心の貧しい者達が、神様の御国を受け継ぐ

と言われたのです。御国の福音が宣べ伝えられ、そして、終わり

が来るのです。 

マタイ 25:34 において、王は右側にいる人達に言います。「さ

あ、私の父に祝福された人達、天地創造の時からお前達のた

めに用意されている国を受け継ぎなさい」 と。イエス様の福音

は、神様の御国をはっきり示しています。イエスの福音は王国

の福音なのです。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

再臨主が決められた鉄の杖の王国 

黙示録 3:12 勝利を得る者を、わたしの神の聖所における

柱にしよう。彼は決して二度と外へ出ることはない。そして彼

の上に、わたしの神の御名と、わたしの神の都、すなわち、天

とわたしの神のみもとから下ってくる新しいエルサレムの名と、

わたしの新しい名とを、書きつけよう。 

キリストは新しい名前で来られる 

人が全く知らないことがあります。イエス様には新しい名前があ

ります。そこにある聖句を見て下さい。新しい名前です。新しい

名前のことを人は知りません。イエス様がヨシュアやイエスと言う

名前で再臨するとさえ思っています。聖書では新しい名前で来

るとしています。新しい名前が付けられます。黙示録７章には

神の封印が東から来るとあります。天使が東から持ってきます。

黙示録 12 章、太陽と月を纏う女が鉄の杖の王を生みます。 

聖句の中で、また聖句だけではありませんが、第3エルサレムは

再建される必要がないことが分かります。クリスチャンの聖書の

予言全体の流れの中では 「再建されなければならない」「再

臨主がその上に来なければならない」 などと言いますが、１世

紀のことについて書いているのです。ダニエルはキリストが来る

290 年ほど前に書いています。ずっと前に書いていました。ダニ

エル書の７週間。その数霊術や数学などで結局イエス様がロ

バに乗ってやって来る時になります。計算するとまさにその通りに

なります。しかしダニエルは旧約の預言者です。メシアはまだ来

ていませんでした。メシアが来ればこういうことが起こると言ってい

るのです。神殿は建てられますが荒れ果てます。イエス様の直

後に憎悪と荒廃がもたらされました。私達は聖書にある仮定的

条件を見ました。パウロはイエス様、王の王について言いました。

もし彼らがイエス・キリストが誰であるか知っていたなら、生きた

主を十字架に付けなかっただろう、と。それは仮定的条件です。

つまり他の方法があったという意味です。誰であるか分かってい

たなら王の王になっていたでしょう。（鉄の杖の王国 20 

2018/7/8） 

キリストが再臨されて神殿を綺麗にされる 

私達は終わりの時が分かっています。莫大な力。エルサレムに

第３の神殿があるのかどうか、エルサレムが中心であるのかどう

かといったことが話し合われます。誰が中心であるかは明白です。

これはキリストの肢体です。神の神殿は荒廃させるべきではあり

ません。それはキリストの肢体です。新婦が新郎を受け入れる

準備が出来ているかどうかです。なぜなら新しい名前でやって

来るからです。ローマカトリック教会が描くようなブロンドで青い

目をして白いローブを着たサーファーのような、ハリウッドのイエス

のような姿では来ません。サーフボードに乗っているイエス様を

描いた絵がありますが、ばかげています。ヒッピーのようです。 

キリストが再臨する時、王国を築こうとして福音を伝えます。王

になろうとし、王権を立てようとします。裁き主となり悪とこの世

の国を裁きます。 

なぜ真のお父様はあらゆる共産主義国を裁いたのでしょうか。

彼らを滅ぼすための組織を作りました。世界的に反共運動を

行いました。もちろん新郎です。祝福をもたらします。逸脱して

堕落した悪なるセックス、獣姦、同性愛、放縦、小児性愛とい

ったサタンが推進する文化全てから家庭を取り戻して綺麗にし

ます。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

サタンが社会を 「獣」 に向けて動かす 

黙示録 13 章には獣が出てきます。ヒョウの体にライオンの口、

熊の足を持った。キリスト教のある牧師が非常に興味深い事を

話していました。ヒョウには３種類の色があります。黄色い体に

黒い斑点がキスマークのようにあります。そしてお腹は白です。そ

れは社会学者が分類する３つの種族だといいます。モンゴロイ

ドの黄色人種。ネグロイドの黒人。コーカソイドの白人です。ヒョ

ウの主要なシステムの中に多様性のある多文化の場所がある

というのです。熊の足があるということは動きます。ロシアのような

全体主義に向かって動いていきます。ロシアの熊です。ヒラリー・

クリントンは西側の自由世界を全体主義にしようとしました。ロ

シアの熊のように動かしてスターリズムやレーニズム、マルキシズ

ムへと変えます。ライオンの口を持っています。ライオンの口で話

します。重要な点は、サタンが社会を自分が支配出来るような

方向に向けて動かそうとしていることです。政治サタン主義です。

（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

鉄の杖の王国が 「獣」 を封じる 

神様の王国が到来してそれ（獣）を中断させます。神様の王
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国が出来てそれを追い越します。キリストは自らの王国をどのよ

うに定義しているでしょうか。再臨する時、それを鉄の杖の王国

とします。そのように定義されているのです。あなたは決めません。

キリストが決められる事です。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

１-２ ユダヤ・キリスト教の王国と王権 

詩編 2:9 おまえは鉄のつえをもって彼らを打ち破り、陶工

の作る器物のように彼らを打ち砕くであろう」と。 

ここからも鉄の杖の威力が分かります。凄い威力を持っている。 

「陶工の作る器物のように彼らを打ち砕く」（鉄の杖の王国の

本のカバー写真を指して）ここに陶工の器物があるのが分かり

ますか。打ち砕かれたかけらです。これは実際の陶器です。ある

式典で砕きました。 

箴言 28:1 悪しき者は追う人もないのに逃げる、正しい人

はししのように勇ましい。 

皆さん、神様は私達のことを牧羊犬以上の表現で呼ばれます。

神の傍に立つライオンだというのです。ユダ族の獅子。 

黙示録 2:27 彼は鉄のつえをもって、ちょうど土の器を砕く

ように、彼らを治めるであろう。それは、わたし自身が父から

権威を受けて治めるのと同様である。 

つまり、この鉄の杖の権威と土地と私有財産を所有する権威

は神様から来ることが分かります。神様から来るのです。政府か

ら来るのではないので、政府や官僚、役人も奪うことが出来ま

せん。テッド・ターナーやビル・ゲイツ、モンサントも奪うことが出来

ません。ジョージ・ソロスであろうと、Amazon であろうと誰にも

奪えません。それが誰であろうと奪うことは許されません。知的

精神、全宇宙を創造された知的設計者である神様から与えら

れたものだからです。私達に素晴らしい人間としての権利を与

えられました。父からの権威を受けてとあるのです（黙 2:27）。

天の父は善なるお父様です。皆さん、良いお父さんだというの

です。（鉄の杖の王国 18 2018/6/17） 

常識と全く異なる神様の王国 

我々が深く踏み込めば踏み込むほど、クリスチャンが一般的に

教えて来た地上における神様の王国が全く間違っていたと分か

ります。 

キリストがご自身の王国をご自分でどのように説明しているか見

た時、全く違った説明をされていることが分かります。 

マタイ 21:43 にも 「・・・神の国はあなたがたから取り上げら

れて、御国にふさわしい実を結ぶような異邦人に与えられる

であろう。」 とあります。ユダヤ人達に話していますが、実際に

はパリサイ派に対して話しています。また同時に・・・ 

マタイ 21:44-46 またその石の上に落ちる者は打ち砕かれ、

それがだれかの上に落ちかかるなら、その人はこなみじんにさ

れるであろう」。祭司長たちやパリサイ人たちがこの譬を聞い

たとき、自分たちのことをさして言っておられることを悟ったの

で、イエスを捕えようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエス

を預言者だと思っていたからである。 

キリストの王国のメッセージは、一般の人にとってはとても心地よ

いものです。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

民主主義ではない王国 

マルコ 1:15 「時は満ちた、神の国は近づいた。悔い改めて

福音を信ぜよ」。 

民主主義を否定してクリスチャンを困らせる福音 

どの福音ですか。神の国だということです。バシリウス、これは王

と言う意味です。そしてバシリアは王国を意味します。王を中

心とする国だからです。 

これをクリスチャンとしてどう話しますか、現代西洋の民主主義

を愛する人々に。しかしクリスチャンなら王国を信じなければい

けないのです。この地上に実体を持って現れる王国です。ここ

で困ったことになりました。民主主義が大好きだからです。300

年と続いたことのない体制が大好きです。トランプ大統領もこれ

を続けて行くでしょう。しかし民主主義は 300 年以上続きませ

ん。必ず衆愚政治に取って代わられます。大衆は自分が欲し

いものを国から取ろうとし、政治家は国民に迎合して票を集め

ようとします。そして文明は崩壊します。例外はありません。

（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

神の王国を愛するか、米国を愛するか 

さて、ここからクリスチャンの心に二分法の問題が生じます。神

様の王国を愛さねばならない。イエス様の再臨を信じねばなら

ない。この民主主義体制が最高ではないと理解せねばならな

い。これは王国ではありません。 

しかし一方で、心の奥ではジョージ・ワシントンやトーマス・ジェフ

ァーソンをあまりにも愛している。それを手放したくない。 

我々はアベル型クリスチャンの心に向けて 「あなた方は王国の

相続者です」 と訴えているのです。保守的でキリスト教徒、そ

して誰より建国の父を愛している。こういう人々はもっとアベル

型なのです。もう王国の福音を受け入れる準備が出来ている

のです。神の国の憲法を受け入れる準備が出来ているのです。

（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

王様がいる神様の王国 

「ああ、憲法に王が定められているじゃないか。我々に王様は

必要ない」 とアメリカ人なら言うでしょう。しかし神様の王国に

おける王は最高裁判所の判事のようなものです。王は司令官

ではありません。軍を率いることもないのです。中央権力も持っ

ていません。一生涯最高裁判事だというのです。それが奇妙な

ことですか。アメリカには死ぬまで（終身の）最高裁判事を務

める人が９人もいるというのに。神様の王国の９倍です。 

問題は無知にあります。無知だから奇妙だと思うのです。王は

それほど奇妙なものではありません。王国から見れば９人の終

身判事のほうが奇妙だというのです。だから合衆国憲法も学ば

なければならないし、天一国憲法も学ばなければいけません。

（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 
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民主主義ではない神様の王国 

キリストの王国は民主主義にはなりません。社会主義者によっ

て乗っ取られる可能性があるからです。若者を洗脳し、社会主

義者や共産主義者に投票させるのです。神様の王国は民主

主義ではありません。衆愚政治にはならないのです。神様の王

国には神様の法律があり、社会主義や共産主義、左派、つま

り政治サタン主義は支配出来ません。（鉄の杖の王国 9 

2018/3/18） 

民主主義ではない王国 

神様の王国にはイスカリオテのユダのように文化を裏切ろうとす

る人もいるでしょう。しかし、それなら生まれなかった方が良かっ

たのです。王国でそれをやろうとしても、中央集権化されていた

武力はエリートから取り上げられ、市民に分散されています。 

王国では、リバタリアン、共和党の憲法による君主制では法律

は変えられません。社会主義は決して成立しません。民主主

義によって支配出来ないからです。神様の王国は民主主義で

はありません。イエス様は民主主義を与えるために来たとは言っ

ていません。王国だと言われています。 

社会主義者や共産主義者はいつも民主主義を利用して有

権者を集め、国の力を強くすると言いますが（連邦軍などを作

ろうとする）、王国では出来ません。禁止されています。政府

の議員はいますが、アメリカと全く同じではありません。憲法改

正プロセスはありません。第２の権利である武装権を修正する

ことは決して出来ません。第１の権利である言論と宗教の自

由を修正することは出来ません。いつまでも神様が授けたユダ

ヤ・キリスト教の贈り物にあずかれます。（鉄の杖の王国 13 

2018/4/22） 

キリストが共同相続人と統治する王国 

マタイ 25:34 そのとき、王は右にいる人々に言うであろう、

「わたしの父に祝福された人たちよ、さあ、世の初めからあな

たがたのために用意されている御国を受けつぎなさい。」 

キリストによる統治を知らないクリスチャン 

クリスチャンはイエスの再臨を知っています。イエス様が来られた

ら鉄の杖で支配することも知っています。その姿は独裁者のも

のに映るのです。聖書にはキリストが国々を打ち倒すとあります。

陶器を打ち砕くように。これは暴力的に思えるのです。力です。 

さあ、クリスチャンは聖書を読んでイエスの再臨を知っている。鉄

の杖で国々を打ち砕かれるということも知っている。しかし、ここ

ではたと困るのです。彼らは余りにも民主主義と西洋文明を愛

している。自由が良いのでイエス様の独裁の下では生活出来

ないと感じる。しかしそんなことを言えば不信仰だと言われるの

でそれは言えない。現代のクリスチャンの心にはそれがあるので

す。彼らはイエス様がどのように統治するか全く知らないのです。

（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

聖句には世界の基礎を整えるとあり、神の国は新しいエルサレ

ムのようだとあり、新しいエデンのようだとあります。神様がエデン

でどのようになされたのかは知っているのです。独裁者のようには

振る舞われなかった。だからキリストが再臨して鉄の杖で統治

するといっても独裁体制などではあり得ません。大抵のクリスチ

ャンはそれを認めたくないのですが信じています。必ずそうなるだ

ろうと。そして選べるのならそこに住みたくないとも認めたくありま

せん。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

天一国憲法だけが示すキリストの統治 

天一国憲法だけがキリストの統治法を示しています。そこでは

信仰者はキリストと共に共同相続人です。王国では人々が裁

き主に任命されるのです。王国は鉄の杖で支配されますが、そ

こには主権と自由と責任があります。自由市場も言論の自由

も結社の自由もある。天一国憲法だけが統治法を明らかにし

ているのです。これを理解して説教する聖職者は世界に１人

としていません。個人の武器所有の権利を定めた憲法修正第

２条を説教で話す人はいます。アメリカがなぜこのような憲法を

持っているのか、武器を所有すべきだと。これは１つの議論で

す。しかしここでは神の王国について語っています。アメリカ市民

としてあれやこれや話しているのではありません。神の王国の話

をしているのです。ただの１人もこの説教をしません。全世界を

見渡しても誰もいません。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

キリスト教のテレビ番組をご覧なさい。その世界に慣れないと奇

妙なのです。（テレビ牧師が）「神がこうしなさいと言いました」

「神様が啓示を下さいました」 などと言います。それを見慣れて

いない人は唖然とします。特にカトリック系の人は言葉を失くす

でしょう。カトリックでは頂点の教皇から順番に階層がありますか

ら。だから奇妙な感じがします。しかしこれが今のキリスト教文

化なのです。 

それで、私が 「神様が鉄の杖について啓示を与えて下さった」 

と言ってもおかしくないのです。奇妙じゃない。キリスト教文化に

馴染みのない人には奇妙に聞こえるでしょう。キリスト教文化を

知る者にはそうではありません。まったくおかしく聞こえない。 

神様は我々に鉄の杖の真実を啓示されたのです。天一国憲

法を通して。天一国憲法の中で輝いています。（鉄の杖の王

国１ 2017/12/31） 

詩編 2:8 わたしに求めよ、わたしはもろもろの国を嗣業とし

ておまえに与え、地のはてまでもおまえの所有として与える。 

合衆国憲法に優る天一国憲法を伝えなさい 

小さなその形跡はありますが、もう既に神様に求めたので、世

界は神様の国と天一国憲法で覆い尽くされることでしょう。神

様の約束は確かです。「もろもろの国を嗣業としておまえに与え、

地のはてまでもおまえの所有として与える」 天一国として。レバ

レント・ムーンは気の狂った人ですか。クリスチャンよ！天一国

憲法を見てみなさい。あなたがクリスチャンでレバレント・ムーン

が気違いだと言うのなら、そのレバレント・ムーンの実を見なさい。

実を見ればその木が分かります。天一国憲法を見てみなさい。 

あなた方が銃器所有者で愛国者だと言うのなら、人の権利と

主権を重んじると言うなら、はたまた私有財産、自由市場、自

由な集会、自衛権をそれほど重要視するというのなら、もしそ

れらが損なわれないかと懸念しているなら、レバレント・ムーンを
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異端視して排斥すると言うのなら、この天一国憲法を見なさい。

これが悪い実だというのなら私にそう言いなさい。 

この憲法はジョージ・ワシントンやトーマス・ジェファーソンがあな

た方に残したもの（合衆国憲法）よりももっと自由で、もっと

個人の権利、主権が尊重され、ずっと開放的です。その実を

見れば木が分かると言います。天一国憲法をご覧なさい。 

もし彼ら（クリスチャン）が、「王様なんて・・・」 とぐずぐず言う

なら簡単な話です。天一国の王は終身職の最高裁判事のよ

うなものだというのです。それに王以外のものは終身職であり得

ない。合衆国憲法に優っているではないですか。 

アメリカには（終身職の最高裁判事が）９人もいます。だから

これを伝えなさい。それほど難しいことではありません。（鉄の杖

の王国１ 2017/12/31） 

国民が権力を持って支配する 

聖書を見れば、神様の王国では国民が権力を行使することが

分かります。権力が１つの君主、権力、政府に集められた過

去のサタンの王国のようにはなりません。分散されるのです。そ

してキリストの共同相続人が彼と共に支配します。彼らは地球

の相続人であり、神様の王権を持つ王と王妃でもある国民で

す。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

自由意志のある王国 

王国では自由意志がなくなると教える 

興味深いことに、多くのキリスト教会では神様の王国が出来る

時にすべての悪が絶やされると教えています。それはまったく聖

書的ではなく馬鹿げています。第一に、神様の王国が地上に

やってくれば自由意思を持つことがなくなると言っています。ロボ

ットになるということです。千年の間、新しい世代は全てロボット

になります。自由意思はなくなります。そういう話をしているので

す。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

千年王国の後のゴグとマゴグの戦い 

黙示録 20 章にあります。聖書ではエゼキエル書の 38 から 39

章でゴグとマゴグでの戦いの話が出てきます。そしてもう一度、

聖書でそれが出てくるのは黙示録 20 章です。新約聖書でゴ

グとマゴグの戦いが出てくるのはこれだけです。 

ゴグとマゴグの戦いについて、多くの予言の専門家や説教者が

話していますが、それは重要ではありません。なぜかと言えば、

それはキリストの千年王国の後に起こることだからです。ずっと

後に起こることです。患難の前には起こりません。キリストの再

臨の前には起こりません。 

黙示録 20:6 です。 

この第一の復活にあずかる者は、さいわいな者であり、また

聖なる者である。この人たちに対しては、第二の死はなんの

力もない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に

千年の間、支配する。 

千年の間支配します。黙示録 20:7 から見ましょう。 

千年の期間が終ると、サタンはその獄から解放される。そして、

出て行き、地の四方にいる諸国民、すなわちゴグ、マゴグを

惑わし、彼らを戦いのために召集する。その数は、海の砂の

ように多い。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

王国でも自由意志があるので惑わされる 

とんでもないことです。というのも、キリスト教の聖書の予言につ

いて説教するすべての人が、イエス様が地上に来られればすべ

ての悪が絶やされると教えているからです。しかしそうだとすれば、

悪が全て絶やされてしまって誰もがキリストの真実を知っている

のに、どうしてサタンが出てきて諸国民を惑わして招集出来るの

でしょうか。聖書がそれを間違いだと証明しています。 

聖書によれば、人々は依然として惑わされます。まるでエデンの

園で惑わされたように。彼らは自由意思を持っていました。自

由意思があるので人は悪を選択出来ます。それで王国が出来

ても鉄の杖が必要なのです。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

偽説教の矛盾 

偽の説教では、王国では悪がなくお互いに愛し合い、戦いもな

く・・・と言ったようなことを言っています。そうであれば、どうしてこ

のようにすべての国が惑わされてサタンに従うのでしょうか。また 

「その数は海の砂のように多い」 というのですから、沢山いるの

です。そして彼らはエルサレムのイエス様に戦争を仕掛けるとい

うのです。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

自由意志を持つ愛の対象を願われる神様 

地上の神様の王国には一体何が起きたのでしょうか。完成さ

れて罪がなく、無知もなく全ての人が神様を知っているという。

それでは自由意思はどうなったのでしょうか。神様の王国には

依然として自由意思があります。なぜなら、神様は昨日も今日

も永遠に同じだからです。神様は人間に自由意思を与えまし

たが、それは愛のパートナーが欲しいからです。お互いに愛をや

り取りし合う存在を求めているのです。AIのような命令に従うだ

けのロボットではありません。AI のセックスドールのようなものは

欲しくないのです。神様が切望するのはそのようなものではあり

ません。パートナーが欲しいのです。神様が Google や

FaceBook のようなソーシャルメディアに夢中になることはありま

せん。神様は自分の形に造られた人間を求めています。自分

の愛の対象にしたいのです。ですから、自由意思が不可欠な

のです。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

自由意志の存在を証明するゴグとマゴグの戦い 

自由意思がなければ神様を愛することが選択出来ません。誰

かを愛することを選択出来ないのです。自由意思がなければ

偽の愛であり、愛するようにプログラムされただけです。言わば

偽物です。黙示録の中でもそれが分かります。新約聖書で唯

一、ゴグとマゴグについて書いている箇所が私の論点を証明し

ています。そこにはまだ自由意思があり、惑わされる人がいます。

その上、海の砂のように多いと言っています。（鉄の杖の王国

７ 2018/3/4） 

神様の王国には自由意志がある 

神様の王国には依然として自由意思があり、悪の可能性があ

ります。ですから鉄の杖による統治が必要です。分かりますか。
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なぜ神様が、またその共同相続人が鉄の杖によって統治する

のか分かるのです。なぜなら、まだそこにはサタン主義を受け入

れ、政治サタン主義を受け入れ、マルクス主義や虐殺、左翼

の狂った思想を受け入れるおかしな人がいるからです。私達は

それを受け入れてしまうのです。 

そして千年の期間が過ぎれば、彼らはサタンの出現のために準

備を始めます。神様の王国に対する革命の準備を始めます。

そこで戦いが起こります。長くは続きませんが戦いが起こるので

す。地獄に落とされますが、戦いは起こるのです。すべての悪が

なくなって愛しかないとしたら、どうやってそれが起こるのでしょうか。

神様は昨日も今日も永遠に同じです。神様の王国にはやはり

自由意思があります。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

ゴク・マゴクの戦い 

イスラム教徒もそこにいるかも知れません。左派の悪辣な奴ら

もいるかも知れません。彼らは黙示録 20:7 にあるように登場

するでしょう。千年後、ゴクとマゴクに戦争が起こる時、悪い奴

らが再び結集します。サタンも出て来ます。左派とイスラム過激

派と悪辣や奴らがサタンを中心として集まります。そして天一国

を攻撃しようとします。キリストを攻撃しようとします。キリストの

国を攻撃しようとしますが彼らが滅亡します。（鉄の杖の王国

8 2018/3/14） 

自由があるので悪に備えて鉄の杖を持つ 

キリスト教徒は、イエス様の天国が来たら、イエス様が皆の涙を

拭いて下さって私達は泣かない、愛の世界にいるから、そのよう

に考えています。しかし、聖書を読めばそれは違っています。イ

エス様が来ても千年間悪い奴らがずっといて集まります。サタン

と一緒にゴクとマゴクの戦争を起こします。イエス様が来られ、

天国が出来ているのにどうしてでしょうか？それは人々に自由

があるからです。そして 5-10％の狂った奴らが悪を選択します。

ですから、良い市民が鉄の杖を持たなければいけません。平和

を作るために鉄の杖がなければいけません。市民が鉄の杖を持

つ場所で殺人率や犯罪率が最も低くなります。（鉄の杖の王

国 8 2018/3/14） 

千年後にも悪が存在する 

私達は神様が昨日も今日も、また永遠に同じであると知ってい

ます。神様はその王国で自由意思を与えられることも知ってい

ます。聖書では神様は不変だとされているからです。 

同時に、黙示録 20 章ではっきりと分かっていることがあります。

キリストが千年の間地上を治めた後でも、ゴグ・マゴグの戦いが

あるということです。黙示録 20:7 以降を見るとそれが起こると

されています。サタンが地獄から現れて世界中から悪人を集め

るというのです。聖書では海の砂のように多いとあります。 

どうすればそれが可能になるのでしょうか。私はイエス様が地上

に来られれば全てが善になると思っていました。イエス様が千年

間治めた後、どうすればサタンが地獄から出て来て悪人達を集

められるだろうかと思っていたのです。 

ゴグ・マゴグの戦いは恐らくシリアで起こるものであり、何らかの

形でイスラム過激派と関係しているかも知れません。そして人を

集める時、海の砂のように多いというのです。 

キリストが地上を支配し治めるという時に、悪はもう存在しない

だろうと私は思っていました。これがキリスト教の牧師が信者に

教えている内容です。それは全くの嘘です。カトリックも、英国

国教会も、それらは全て国の運営する教会ですが、間違った

教義を説いています。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

神様の王国にも多くの悪人が存在する 

キリストが地上の神様の王国に君臨される時でさえ、依然とし

て悪は存在することは明らかです。なぜかと言うと自由意思が

あるからです。 

聖書には海の砂のように多くの悪人がいると明確に書いてあり

ます。それは沢山の悪人ということです。しかしどうしてそれが可

能でしょうか。なぜなら、キリスト教会全てが、また国の運営す

る左派の教会も全てが、イエス様が再臨する時には全てが善

人となって苦しみはなくなり、罪も悪もなくなると言っているから

です。そう聞いたことのある人はどれだけいますか。聖書では悪

人が沢山やって来ると非常に明確に言っているのに、どうしてで

しょうか。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

人の自由意志が悪を生む 

イエス様が来られて王国が打ち建てられると、罪人たちは地上

から拭い去られ、邪悪なものはすべて消え去る。キリスト教では

伝統的にこのように教えてきました。そのように牧師から聞いた

ことのある人、手をあげてください。皆さんそう聞きましたね。イエ

ス様が再臨されたら罪も消え、悪も消える、涙はすべて拭い去

られると。 

問題は、あなたが聖書を読んでいないことです。イエス様は地

上に千年間いらっしゃり、千年の統治をされます。黙示録

20:4-6 です。そこに、あなた方は 「キリストと共に千年の間、

支配する」 とあります。 

そして 20:7 以降、キリストが神の国を始められた千年後にゴ

グ・マゴグの戦いが起こると書かれています。罪や悪が消え去っ

たのであれば、どうしてゴグ・マゴグの戦いが起こるのでしょうか。

その時、サタンが獄から解放され、すべての邪悪な者を集めま

す。聖書には地の四方の諸国民から集めるとあります。その数

は海の砂のように多いというのです。すべての罪と悪が消え去っ

たというのに、どうしてそれが可能なのでしょうか。 

イエス様は、昨日も今日も、そして永遠に変わりません。エデン

の神様はすべてを造られた後、アダムとエバに自由意志を与え

られました。そして地上天国が成就しても、人間に自由意志を

与えられるのです。突然自由意志を取り上げて別の神様にな

るのではありません。これからは人との対話はいらいない、ロボッ

トの方が良いなどと言う別の神様にはなりません。（鉄の杖の

王国 10 2018/3/25） 

鉄の杖で統治する王国 

詩編 2:9 おまえは鉄のつえをもって彼らを打ち破り、陶工

の作る器物のように彼らを打ち砕くであろう」と。 

鉄の杖で打ち砕く主を恐れる 

鉄の杖をもって打ち破り、とあります。あまり耳に心地よい言葉
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ではありません。陶工の作る器物のように打ち砕くと言っている

のです。優しい物言いでは決してないのです。 

クリスチャン心理はこうです。「ああ、恐ろしい」 と言ってここを飛

ばして読むのです。恐ろしいのです。イエスが再臨して（キュー

バの独裁者）フィデル・カストルのようになるのではないか。独

裁者のようになればその下で生きるのも辛いでしょう。クリスチャ

ンは実際、怖れているのです。 

愛国的アメリカのクリスチャンがこの部分を読めば、最初は 「よ

し、主は悪を木っ端微塵にして下さる」 と喜ぶのですが、その

後どうなりますか。「我々は独裁者の下で生きるのか」 と不安

になります。これは大きな問題です。（鉄の杖の王国１ 

2017/12/31） 

力の行使によって統治する 

詩編 2:9 に『おまえは鉄のつえをもって彼らを打ち破り、陶工の

作る器物のように彼らを打ち砕くであろう」と。』 とあります。王

国においても所有があります。神様の相続者であるキリストが

相続します。彼らが鉄の杖による強大な力を持っていることを

知っています。聖書にある装具です。それは凄まじい力を持って

います。黙示録 20:7 から先を見ると、鉄の杖が天から火を下

すと書いてあります。 

黙示論 2:27 には、「彼は鉄のつえをもって、ちょうど土の器を

砕くように、彼らを治めるであろう」 とあります。これはとても力

強いイメージです。力の行使による統治です。（鉄の杖の王

国 10 2018/3/25） 

黙示録 2:27 彼は鉄のつえをもって、ちょうど土の器を砕く

ように、彼らを治めるであろう。それは、わたし自身が父から

権威を受けて治めるのと同様である。 

鉄の杖による統治に葛藤する 

「彼は鉄のつえをもって、ちょうど土の器を砕くように、彼らを治め

るであろう」 とあります。キリスト教徒ならこの聖句を避けて通る

ことは出来ません。キリスト教徒達！鉄の杖を避けて通ること

は出来ません。あなた方はそこから逃げています。そこから逃げ

ることは出来ません。これは聖句です。天国の王の統治の方

法です。鉄の杖をもって彼らを治めるというのです。 

「それは、わたし自身が父から権威を受けて治めるのと同様で

ある」 クリスチャンがこの鉄の杖の聖句を読む時怖れを抱きま

す。最初は良いのです。キリストが悪を一掃するのですから。ヒ

ラリー・クリントンやジョージ・ソロスのような者達を一掃する。そ

れは喜ぶのです。しかし鉄の杖で治めるとなると心の内で葛藤

するのです。葛藤です。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

黙示録 12:5 女は男の子を産んだが、彼は鉄のつえをもっ

てすべての国民を治めるべき者である。この子は、神のみもと

に、その御座のところに、引き上げられた。 

偽教会のイメージと食い違う鉄の杖による統治 

ここでもキリストは鉄の杖を持って国民を治めると書かれていま

す。例えば、皆さんもこれを知らないと仮定しましょう。私の説

教で聞いていないとするのです。そしてこの聖句を見た時、皆さ

んはキリストの王国が独裁的な統治ではないとどうやって信じま

すか。聖句は特に具体的ではありませんが、一見したところ独

裁ではないですか。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

千年王国での統治は如何に？ 

鉄の杖があるところに王国があります。鉄の杖とはどのような法

でしょうか。 

これはキリストの肢体（クリスチャン）の間では明確にされてい

ません。ですから未来について考える時、こう言うのです。「しま

った、本当にイエス様に来て欲しいし、それはわくわくすることだ

が、イエス様は激しい方でひどくて独裁的のようだ。我々はアメ

リカで自由を謳歌しているので、イエス様が独裁的な人であれ

ば・・・、それは楽しみだけどなるようになるだろう。それについて

考えるのをやめよう」 そうではありません。考えなければなりませ

ん。それはキリストが王国について説明していることです。キリス

トの肢体であるクリスチャンは、キリストは最初に慈愛をもって来

られるが、次に来られる時は審判すると言います。その通りです。 

しかし、ここでまた審判のことを考えます。鉄の杖の法は独裁的

なものだと。その後はどうなるのでしょうか。千年王国を実現させ

た後はどうやって治めるのでしょうか。それはキリストの肢体では

答えが出ていません。考えてすらいません。これはキリストの肢

体が考えねばならない深刻な問題です。（鉄の杖の王国２ 

2018/1/7） 

キリストの共同相続人が鉄の杖を持つ 

ここでは男の子が治めると書いてありますが、もう一度詩篇

2:8 を見れば、「わたしに求めよ、わたしはもろもろの国を嗣業

としておまえに与え」 とあります。彼はキリストの共同後継者の

ことを話しています。 

また彼らにも責任があるのだと。「おまえは鉄のつえをもって彼ら

を打ち破り」 と言っています。鉄の杖持つのは必ずしも一人の

人間ではなく、神様とキリストとの共同での王国の後継者、相

続者だというのです。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

黙示録 19:15 その口からは、諸国民を打つために、鋭いつ

るぎが出ていた。彼は、鉄のつえをもって諸国民を治め、また、

全能者なる神の激しい怒りの酒ぶねを踏む。 

ここに恐怖の鉄の杖による支配があります。すべてのクリスチャン

が待ち望む天国にです。偽りの教会、国におもねる教会、カト

リック教会が如何にフェイクであるか。この内容を受け入れませ

ん。なぜならハリウッドの描くイエスと大きく隔たっているからです。

金髪で青い目のイエス様。ローブをまとってふわふわ、何かの音

楽でひらひら飛ぶような。イエス様は天から来られてあなた方を

打ち砕くでしょう。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

鉄の杖で統治する王国 

イエス様はその福音を王国の福音として定義しています。そし

て、その王国がどのように統治されるかといえば、イエス様ご自

身が鉄の杖で統治されると言われています。それが統治方法

についてのイエス様自身の説明です。私がでっち上げたもので

はありません。我々はそれらを結び付ける啓示を受けただけで

す。作ったのではありません、聖書に確かに書いてあることなの

です。イエス様がその王国のことを説明する時、それは鉄の杖
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で統治する王国なのです。 

聖句には剣を鋤に変え、というようなことも書かれています。しか

し、そういったものは全て鉄の杖の援助の下でのことなのです。

それはつまり、国民が起業家精神を持たなければならないとい

うことです。すべてを武器に投資する必要はありません。色々な

ことをやって良いのです。農業で成功することもできます。しかし、

聖句にある、何よりも重要な王国の統治は鉄の杖になるという

ことです。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

キリストが定めた鉄の杖による統治 

イエス様ご自身がその王国を定義しています。王国を定義する

権利を持っているのはイエス様であって私達ではありません。私

達の意見ではありません。キリストが判断することです。そして

言うまでもなく、鉄の杖があります。それを避けて通ることは出

来ません。鉄の杖による統治こそが神の王国の統治であり、聖

書にもとづく道なのです。キリストご自身が鉄の杖による統治を

神の王国の統治を定義しています。クリスチャンとしてそれを避

けることは出来ません。キリストの王国は私達が定義するように

なっていません。キリストが決める事であり、キリストの王国です。

アーメン。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

マタイ 4:23 イエスはガリラヤの全地を巡り歩いて、諸会堂

で教え、御国の福音を宣べ伝え、民の中のあらゆる病気、あ

らゆるわずらいをおいやしになった。 

鉄の杖と癒しの乖離に折り合いをつける？ 

鉄の杖をもって治めるイエス様と、ここでのイエス様、即ち出かけ

て人々を癒して下さるイエス様、この２つの異なる姿を、キリス

ト教徒として如何に１人の方として折り合いをつけるのでしょう

か。戻られたイエス様は鉄の杖を持って治めることになっていま

す。しかし、イエス様は病んだ人を癒すお方でもあり、愛の神様

でもあるのです。もちろん頑強な方で、両替商の屋台を打ち壊

すこともされる。これをクリスチャンとしてどう折り合いをつけますか。

そうしないで無視して行き過ぎますか。２つの姿はどうしても折

り合いをつけて消化することが出来ません。なぜならそれは無理

だからです。 

しかし、再臨主を理解する時、再臨主の実となる天一国憲法

を理解する時、初めて鉄の杖による支配がこの地を癒すもので

あると悟るのです。そう、鉄の杖による支配は地を癒す。これは

興味深いことです。社会を見る時、暴力的犯罪、強姦、略奪、

盗み、強盗、複数の殺人などを社会の病理として目にします。

そうでないですか。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

自由意志を守る鉄の杖による統治 

鉄の杖の統治は必要不可欠なものです。ここにいる人は全員

分かっているでしょうが、オンラインで初めて聞く人は私達が話し

ていることを知らないかも知れません。愛の神様、正義の神様、

慈悲の神様、善の神様のための本当の道は、とても恐ろしい

鉄の杖による統治でもあるのです。それでもなお愛や正義、慈

悲などの神様であり、人間の自由や自由意思を取り去ること

はないのです。それらは神様と人間との関係の中心です。 

エデンの園を見るなら、そのように治めていませんでした。アダム

とエバから自由意思を取り上げてはいなかったということです。

自由意思を持たせていました。同様に、神様の王国でも自由

意思が許されます。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

黙示録 20:9 彼らは地上の広い所に上ってきて、聖徒たち

の陣営と愛されていた都とを包囲した。すると、天から火が下

ってきて、彼らを焼き尽した。 

国営の牧師や聖職者が偽って王国を教える 

鉄の杖による王国について勉強すればするほど、キリストご自

身がその王国を定義されたのですが、国に養ってもらっている牧

師やカトリック聖職者の教えは全く聖書的ではありません。人の

自由意思を取り去り、何か天上の王国であるかのように言って

すべてが完璧になると言うのですが、それならどうしてこれが起き

るのでしょうか。どうやってサタンが全員を騙すのでしょうか。海の

砂のような数の人々をどうやって集め、王国を攻撃して滅ぼそう

とするのでしょうか。どうすればそれが起きますか。 

政治サタン主義者は、千年の支配が過ぎた後でもサタンと共

にキャンプを包囲していつでも攻撃出来るというのです。そして 

「天から火が下ってきて、彼らを焼き尽した」 と。（鉄の杖の王

国７ 2018/3/4） 

羊飼いのように鉄の杖で保護する 

ポイマイノ（Poimaino）。一度言ってみましょう。ポイマイノ。

万国を鉄の杖で治める男子が生まれたとあります。治めるとは

ポイマイノです。治めるというのは韓国語の聖書の訳です。ポイ

マイノを治めると翻訳したのです。 

では、ポイマイノとはどのような意味ですか？羊を飼うという動詞

です。羊飼いが羊の世話をすることをポイマイノというのです。一

般のクリスチャンは、主が再び来られて神様の王国を建てられ

た時、万国を鉄の杖で治めると聞いているので暴君のように治

めると考えました。簡単に言えば、一般のクリスチャンが信じる

天国や地上天国は何ですか？独裁者の国です。もっと簡単に

言えば社会主義国です。ですから、保守派のクリスチャンは一

日中左派の奴らを攻撃して論戦しますが、自分達の地上天

国を考えればそれも社会主義なのです。話になりますか？ 

黙示録 2:27 に出てくる単語。また黙示録 12:5 にも出てくる

全く同じ単語。黙示録 19:15 にも現れる単語は何ですか？

ポイマイノです。その言葉は治めるという意味ですが、深い意味

は何でしょうか？羊飼いのように羊の世話をするという意味です。

保護するということです。万国を鉄の杖で保護する、感じが少

し違いますね？治めるというのは鉄の杖で保護することです。

万国を鉄の杖で羊飼いのように世話をする。感じが違いますね。

（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

責任を与える王国 

マタイ 19:28 イエスは彼らに言われた、「よく聞いておくがよ

い。世が改まって、人の子がその栄光の座につく時には、わた

しに従ってきたあなたがたもまた、十二の位に座してイスラエ

ルの十二の部族をさばくであろう。 
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マタイ 25:31-34 人の子が栄光の中にすべての御使たちを

従えて来るとき、彼はその栄光の座につくであろう。そして、す

べての国民をその前に集めて、羊飼が羊とやぎとを分けるよ

うに、彼らをより分け、羊を右に、やぎを左におくであろう。そ

のとき、王は右にいる人々に言うであろう、『わたしの父に祝

福された人たちよ、さあ、世の初めからあなたがたのために

用意されている御国を受けつぎなさい。 

王国では悪人を審判する責任がある 

詩編 2:9 に何とありますか？ 『おまえは鉄のつえをもって彼

らを打ち破り、陶工の作る器物のように彼らを打ち砕くであ

ろう」と。』 

聖書でおまえという意味は何ですか？おまえ達という意味です。

おまえ達が鉄の杖で彼らを打ち破り、器物のように打ち砕くであ

ろう。どういう意味ですか？ 

クリスチャンが考える天国は完全に非聖書的です。地上天国

が出来れば社会主義になると考えています。イエス様からすべ

てのものを無料で受け、涙までも拭いて下さり、仕事をする必

要もなく、主がすべてをして下さるというようなものです。それは

無償福祉の社会主義です。 

マタイ 25 章にも出て来るではないですか。ヤギと羊とを分離し、

右側の羊達に権能と責任を与えられます。 

マタイ 19 章でイエス様は何と語られましたか？弟子達に人の

子が栄光の座につかれた時に何と言われましたか？ 『わたし

に従ってきたあなたがたもまた、十二の位に座してイスラエル

の十二の部族をさばくであろう。』  

これは社会主義ではありません。仕事があります。悪人を審判

しなければなりません。責任を与えられます。自由と責任です。

（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

黙示録 20:4-6 また見ていると、かず多くの座があり、その

上に人々がすわっていた。そして、彼らにさばきの権が与えら

れていた。また、イエスのあかしをし神の言を伝えたために首

を切られた人々の霊がそこにおり、また、獣をもその像をも拝

まず、その刻印を額や手に受けることをしなかった人々がいた。

彼らは生きかえって、キリストと共に千年の間、支配した。

（それ以外の死人は、千年の期間が終るまで生きかえらな

かった。）これが第一の復活である。この第一の復活にあず

かる者は、さいわいな者であり、また聖なる者である。この人

たちに対しては、第二の死はなんの力もない。彼らは神とキ

リストとの祭司となり、キリストと共に千年の間、支配する。 

キリストの共同相続人として王国を治める 

千年の間キリストと共に王になるのです。 

ロマ書9:17にはどのようにありますか？ 『もし子であれば、相

続人でもある。神の相続人であって、キリストと栄光を共に

するために苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相

続人なのである。』 キリストと栄光を共にするために、私達は

苦難も共にするのです。それでも神様と栄光の王国を治めなけ

ればなりません。それは社会主義ではありません。それは相続

人の天国、地上天国です。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

神様の王国では責任を負う 

天一国でも神様の王国であっても、クリスチャンがそこに行けば、

毎日ゆっくり寝て、神様と一緒に幸せに飛び回り、福祉も受け

てただでお金も貰える・・・、左派の奴らはクリスチャンをそのよう

に洗脳します。 

聖書を見ると、神様の王国が地上に出来ても市民には責任

があります。マタイ 19 章を見ると、神様がお前達に審判の責

任を与えると言われています。 

黙示録 20:4-6 では、神様の王国を神様と共に千年間治め

なければならないとあります。保護せねばなりません。羊飼いの

ように保護せねばなりません。その良い市民達をどのように保護

しますか。平和軍・平和警察です。鉄の杖で。聖書に鉄の杖

が出て来ます。その鉄の杖は弱い奴らを陶磁器のように打ち砕

くのです。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

私有財産を所有する王国 

詩編 2:8 わたしに求めよ、わたしはもろもろの国を嗣業とし

ておまえに与え、地のはてまでもおまえの所有として与える 

嗣業として与えて下さる御国 

イエス様が福音と定められた御国、それはどのような御国でしょ

うか。詩編 2:8 にあるように、国を嗣業として与えると書いてあ

ります。キリストを信じた心の貧しい謙虚で虐げられた人々が、

国を嗣業として受け継ぐとあります。力があるからではなく、独

裁者のように支配したいのでもありません。終わりの時に、地の

果てまであなた方の所有になると言っているのです。 

神様の御国では土地の所有があります。国によるものではあり

ません。神様の相続人による所有です。 

ロマ書 8:17 にあるように、神様の相続人、キリストの共同相

続人です。苦難だけではなく栄光もあるのです。それが神の民

です。「心をつくし、精神をつくし、思いをつくして、あなたの神で

ある主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい」というキリ

ストの教えに従った人々です。正に自身を守り、隣人を守り、

牧羊犬になりなさいと言うのです。他の人を守れる人になりなさ

いと言うのです。キリストが私達を守って下さったように、私達の

ために生命を捧げられたように。キリストが見本を下さいました。

（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

私有財産がなければ成立しない王国 

マタイ 25:34 そのとき、王は右にいる人々に言うであろう、

『わたしの父に祝福された人たちよ、さあ、世の初めからあな

たがたのために用意されている御国を受けつぎなさい。 

ここでも、イエス様は御自身の福音が王国の福音だと言われて

います。ここを避けて通ることができません。あまりにも明確です。

キリストが福音を王国の福音と定義されたのです。次に王国が

どのようなものかを詩編で明かされました。 

詩編2:8-9 わたしに求めよ、わたしはもろもろの国を嗣業と

しておまえに与え、地のはてまでもおまえの所有として与える。

おまえは鉄のつえをもって彼らを打ち破り、陶工の作る器物

のように彼らを打ち砕くであろう」と。 
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ここでもまた、私有財産の重要性が込められています。それは

自由な市場、自由な取引には欠かせないものです。自分の所

有は何か、明確に知ることなしには他の人々と売買することは

出来ません。どういう利益を得るのか、はっきりとわからなければ

ウィンウィンの活動が成立しません。すべてが共有物であり、自

分のものが何なのか決めることが出来なければ、物々交換もで

きません。経済が崩壊することはいうまでもありません。 

この（詩編の）聖句は私有財産のことを言っているのです。も

ちろんこれは社会主義共産主義政府の禁止するものです。 

「よくも厚かましくも自分の土地だと言えるものだ。これはガイア

の女神であり・・・」 しかし、政府はそれを所有しているのです。

（鉄の杖の王国 18 2018/6/17） 

マタイ 5:3-5 「こころの貧しい人たちは、さいわいである、天

国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは、さいわいであ

る、彼らは慰められるであろう。柔和な人たちは、さいわいで

ある、彼らは地を受けつぐであろう。 

王権と鉄の杖で万国を治めて土地を所有する 

誰が天国を相続しますか？その時までサタンの王国の下で抑

圧されて市民農業にされた奴隷達、天国は彼らのものになりま

す。英国の王やサタン主義の王達が、自分の息子や娘に鉄の

杖と王冠を与えても人々に何の関係もありませんが、奴隷が

王冠をかぶり、鉄の杖を持つようになれば問題が生じます。 

キリストの王国が来た時、ずっと抑圧されて来た市民はキリスト

の三代王権と鉄の杖で万国を治めます。悲しむ人は慰められ、

柔和な人は幸いです。そして、王と王妃達が土地を所有しな

ければなりません。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

ユダヤ・キリスト教の王権 

王の主権を守らなければいけない 

黙示録 3:11 では、「あなたの冠がだれにも奪われないように、

自分の持っているものを堅く守っていなさい」 と言われています。

ですから、王国には相続者がおり、キリストと共同の後継者が

おり、キリストに忠実であり続け、その王冠を放棄すべきではな

いとされているのです。それは王の主権を示すものであり、王の

主権と、詩篇２にあるように全世界の所有権の相続に繋がる

物なのです。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

主権とは戦ってでも隣人を守ること 

神様の王国は違います。だからキリストは違うのです。だから弱

い者が神様の王国を引き継ぐと言われたのです。柔和な者、

謙遜で善なる人々です。しかし略奪者から自分を守る手段が

ありません。 

聖句を王冠と鉄の杖の観点でもう一度見れば、主権を理解し、

真の保護者になり得るということがどういうことか理解出来ます。

神を愛し隣人を愛せという神様の命令を実体化するということ

です。聖句がぱっと浮かび上がります。ヨハネの福音書にある素

晴らしい聖句を紹介してくれた兄弟がいました。18 章の 35 か

ら 37 節だったでしょうか。ピラトがイエス様にどのような王なのか

と尋ねます。イエス様は 「わたしの国はこの世のものではない」 

と答えました。そして、「もしわたしの国がこの世のものであれ

ば、わたしに従っている者たちは、わたしをユダヤ人に渡さな

いように戦ったであろう。」 と。王国がこの世のものであれば、

自分に従う者が戦うだろうと言われたのです。（鉄の杖の王国

４ 2018/2/11） 

王の主権を持つのは神を愛して隣人を守るため 

「あなたの冠がだれにも奪われないように」 王冠によって王の主

権を持つというのです。あるいは王国の王と王妃です。仮装大

会をしているのではありません。王と王妃には権威もあります。 

「わたしたちに下さったのは、臆する霊ではなく、力と愛と慎みと

の霊（テモテ二 1:7）」 なのです。自分の偉大さのためでは

なく、自分が自慢するためでもありません。神様の栄光のため

であり、隣人を守るためであり、社会を良くするためです。暴力

的なプレデターとサイコパスが人々の生命をひどく侵害し、妨害

出来ないように、また殺せないようにするためです。（鉄の杖の

王国４ 2018/2/11） 

銃を所有すれば神様と隣人を愛するようになる 

真の王となるのは権威だけではなく、その所有権を持つ時だけ

です。それはあなたの人生を変えることになるでしょう。鉄の杖の

所有者となる時、そして訓練を受ける時、神を愛し隣人を愛

するようになります。その大きな力を持つ時人生が変わることで

しょう。なぜなら小さな間違いであっても弾丸を戻すことは出来

ないのですから。最高に注意を払い、自分の道具や器具につ

いて、武器について、すべてに集中せねばなりません。（鉄の

杖の王国４ 2018/2/11） 

王の権利と義務を帯びる 

サタンの支配からこの世界の人々が解放され、神様の王権に、

その主権に至ることが神様の願いです。ですから、我々は皆さ

ん全員が王と王妃となることを切に願っています。それで自分

達が自慢出来るとか、自己満足を感じられるということではあり

ません。我々は王と王妃の権利と義務を帯びるということです。 

「心をつくし、精神をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神を

愛せよ」 そして 「自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ」 

という神様の戒めです。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

王は人々を守るために戦えなければいけない 

皆さん、私達が考えている王と王妃は戦わないが、聖書に出て

くる王と王妃は戦います。戦争に出て戦うのです。ダビデ王は

何をしましたか？戦いました。サウル王は何をしましたか？戦い

ました。聖書では王は武士なのです。そうではないですか？ 

王はただ座ってブドウを食べる人ですか？武士です。武士。ア

ブラハムもモーセも戦う戦闘者です。私達が考えている王のコン

セプトは間違っているのです。神様の国の王と王妃は将軍です。

戦うことが出来ます。なぜでしょうか？平和軍・平和警察がな

ぜ戦わなければいけないかと言えば、人々を保護しなければな

らないからです。戦えてこそ、保護出来るのです。（鉄の杖の

王国 19 2018/6/27） 
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王冠と鉄の杖の王国の王として戦う 

社会主義の偽りの大型教会の牧師達は嘘をついています。神

様の王と王妃が、ロマ書 8:17 の共同相続人が、共同の王と

王妃として戦わなければならないのです。実体的にサタンの世

界と戦えなければいけません。だから鉄の杖のパワーを下さいま

す。詩篇 2:9、黙示録 2:27、12:5、19:15。全てに出てく

るではないですか。キリストが未来の王国を定義されているでは

ないですか。どのように定義されていますか？鉄の杖の王国で

す。黙示録 3:11 では王冠を奪って行く奴に与えるなと言われ

ているではないですか。だから王冠と鉄の杖の王国です。（鉄

の杖の王国 19 2018/6/27） 

１-３ キリストの共同相続人 

親子の関係は、何についていうものですか。これは血筋が連結

されたものです。父という言葉の中には愛が介在しており、血

筋が介在しているのです。直系の子女になるためには、愛によ

って一体とならなければなりません。血筋によって連結されなけ

ればなりません。 血は、生命を構成するものです。父母の伝

統を受け継いだ生命をもつのです。何によってですか。愛によっ

てです。（天聖経 348） 

王国を相続する 

詩編 2:8 わたしに求めよ、わたしはもろもろの国を嗣業とし

ておまえに与え、地のはてまでもおまえの所有として与える 

神様が国を相続されるなら受け取らなければいけない 

信仰ある者達、生き延びた者達は神様と共に立ち、地を受け

継ぐと言われています。詩編 2:8 に書かれています。それは

我々が権力を誇示するためでも、傲慢や不遜になるためでも

ありません。神様がおっしゃったからそうなるのです。 

だから善人がしなければならないことは、私自身も乗り越えたこ

とですが、神様が相続権を与えて下さったら受け取らなければ

いけないということです。自己中心だからではなく、神様が選ん

で与えて下さった、ただそれだけの理由があるからです。 

もしそれを受け取らなければ、神様が下さった相続という責任

を放棄すれば、サタンがそれを取ります。他の誰かが奪って行く

のです。（鉄の杖の王国３ 2018/1/14） 

相応しいから相続するのではない 

皆さんは私の歩みをずっと見てきました。王座に座ることに大き

な抵抗を感じたりもしたのです。私は一番末の息子です。そこ

にいる若い人達も分かるでしょう。そんなことはしたくないのです。

私は他にも色々スキルを持ち、あらゆる格闘技を学んできた男

です。それを人前では見せませんでした。見せびらかすことが嫌

だったのです。 

しかしそうしなければなりませんでした。もしお父様の後継者、

相続者として席に着かなければ、お父様、神様の選びに応え

なければ、その席にサタンが座ります。だから私に選択の余地は

ありません。それが相続の難しい所です。善人は往々にして謙

遜です。謙虚だからいつも自分は相応しくないという思いを持ち

ます。しかし、神様にはあなたが相応しいかどうかは関係ありま

せん。神様の判断基準にはならないのです。神様はもっと他の

基準で判断されるのでしょう。我々が相応しいかどうか、そんな

ことが問題ではありません。もしそうなら、山ほどのサタンが 「自

分こそ相応しい」 と名乗りを上げるでしょう。むしろ、自分などと

んでもないと思うのを神様が取られるのかも知れません。「じゃあ、

もう少しおまえを信じてみよう」 となるのです。（鉄の杖の王国

３ 2018/1/14） 

アベル型クリスチャンも王国の相続者 

共に王国を相続するアベル型クリスチャン 

天国は我々だけのものではありません。神様が予定された他の

相続者達、即ちアベル型キリスト教圏の人達のものでもあるの

です。キリストと一つになったアベル型キリスト教圏、彼らはそれ

だけなく、強く自分達の主権を重んじる人達です。主権者であ

る意味を誰よりも深く理解する人々なのです。また建国の父を

深く愛し、武器を所有する権利と武器の所持を誰よりも愛す

る人々です。 

彼らこそアベル型キリスト教徒だというのです。彼らはキリスト教

会から 「教会に来るな」 と言われているような人々です。むし

ろ、教会の方こそ国に寄り添って女々しくなっているので、群れ

を率いる雄（アルファメイル）のような彼らは、そこが自分達の

天国だと思えないのです。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

文明と社会の戦士 アベル型クリスチャン 

彼らは黙示録 3:16 にあるように、イエス様が新しい名で来ら

れることを知らないかも知れません。イエス様が新しい名で来ら

れるという聖句に気付いていないかも知れません。それでもイエ

ス様を愛し、キリストを愛し、他人から踏みにじられることのない

主権を持つ者であることを理解しているのです。彼らは文明の

戦士、我々の社会の戦士です。 

多くの人が退役軍人に感謝の言葉を述べたりするのですが、

彼らも王国の福音、「鉄の杖の支配」 に繋がっています。彼ら

も王国を相続すべきアベル型キリスト教徒なのです。（鉄の杖

の王国１ 2017/12/31） 

王権を守る 

黙示録 3:11 わたしは、すぐに来る。あなたの冠がだれにも

奪われないように、自分の持っているものを堅く守っていなさ

い。 

王冠を奪われてはいけない 

私達は左派が主張するように、武装して政府と戦うように要求

しているのではありません。私達はテロリストではありません。私

達は米国憲法に記された権利章典を 100％支持しています。

私達はアメリカ合衆国の市民として、憲法上の権利を行使し

ています。それは聖書にもあるように、私達が祈り、神様が私

達に下さった主権の装具に感謝しているということです。黙示

録 3:11 にあるように、誰にも王冠を奪われないでください。クリ
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スチャンでさえ 「なぜ王冠をかぶっているのですか？イルミナティ

が王冠をかぶっています」 と言います。誰にも奪われないために

私達は王冠をかぶっています。 

聖書は王冠を被りなさいと言っています。ですから私に続いて

王冠をかぶりなさい。私に文句を言わないで下さい。私はキリス

トから王冠を授けられました。知っていますね？ですから、あな

たをいじめて 「なぜ王冠をかぶっているのですか？カルトです

か？」 と言うクリスチャンに立ち向かわねばなりません。「私はク

リスチャンです」 と。聖書はあなたも含めて 「冠を誰にも奪わ

れないように」 と言っています。分かりますか？神様が下さった

主権と相続を、皆さんはキリストに従う王と王妃として、神様の

王と王妃として手放してはいけません。（鉄の杖の王国５ 

2018/2/18） 

心の貧しい人 

マタイによる福音書 5:3-6 こころの貧しい人たちは、さいわ

いである、天国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは、

さいわいである、彼らは慰められるであろう。柔和な人たちは、

さいわいである、彼らは地を受けつぐであろう。義に飢えかわ

いている人たちは、さいわいである、彼らは飽き足りるように

なるであろう。 

鉄の杖という権力と権威に責任を持つ 

この聖句は慈悲深く善良な社会に関する内容です。善良で

慈悲深い人々の性格や特徴が全てあります。 

イエス様が語られたのは、王国のレベルで正しい人々に不可欠

な特徴です。なぜなら、今私達は生と死に対する主権と責任

を持って行動しようとしています。ですから、今すべての聖句を、

「王国の福音と鉄の杖の聖句」 として見ているのです。そのよう

な視点で聖句を見ています。 

銃の訓練をしていれば分かりますが、道徳を持つこと、人間の

基本的な徳を持つことが非常に重要です。というのは、大きな

権力と権威を持つ場合、それに責任を持たなければいけない

からです。神様は私達に 「臆する霊」 ではなく、愛の力と健

全で自制心を持った心を与えたのです。（鉄の杖の王国２ 

2018/1/7） 

エネルギーが不足している人 

多くの偽りの社会主義教会では、イエス様が武器を持っていけ

と言われたことをまったく教えません。イエス様が武器を作られた

ことも教えてくれません。なぜならイエス様を社会主義者にした

いからです。自分達がヤクザをしながら社会主義システムで市

民農業を出来るようにしたいのです。 

マタイ 5:3 を見ると、とても面白いことが学べます。有名な

Beatitudes（至福の教え）が出てきます。韓国語では八福

ですか？ 

マタイ 5:3 「こころの貧しい人たちは、さいわいである、天国

は彼らのものである。 

なぜ幸いなのでしょうか？こころの貧しい者、それはどのような意

味でしょうか？ギリシャ語を見ると、「ツー コウイ ツー ヌマティ」 

です。ヌマティは神霊です。神霊、或いは呼吸です。またはエネ

ルギーだと見ることが出来ます。生命のエネルギーです。不思

議ですね。 

そのような前提で見ると、国で誰がエネルギーと呼吸が不足し

ていますか？市民です。社会主義の国の中で住む市民。彼ら

は貧しく、神霊的に貧しく、呼吸も貧しく、生命も貧しいです。

不足しています。なぜなら、社会主義システムでスーパーエリー

ト達が市民農業するからです。人を農業（栽培して収穫）す

るからです。市民が奴隷です。奴隷と言いませんが実態は奴

隷です。武器を所有できません。事実上、土地を所有出来ま

せん。政府は一瞬で土地を盗って行けます。実体的な所有が

出来ず、銃器を所有出来ず、税金から解放されません。それ

は奴隷です。その市民の神霊が不足します。神霊が貧しいの

です。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

虐げられてきた人々が鉄の杖を持って守護する 

マタイ 5:3 には 「こころの貧しい人たちは、さいわいである、

天国は彼らのものである。」 とあります。心の貧しい人達。常

に抑圧されて来た人々。常に奴隷であり、エリートの支配下に

あって主権や王権、王族といった権力を持ったことのない人達。

そのような権力を持っていたのは、人類歴史上選ばれたわずか

な人達でしかありませんでした。しかし、神様の王国ではサイコ

パスやソシオパスでない大部分の善良な人達、キリストの共同

相続人達が皇族としての恩寵を受ける人です。そのような人

達が悪を食い止めて弱めるために、鉄の杖の力を所有するの

です。そのような悪は犯罪的な心、悪なる意図から芽生えます。

（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

神様の王国はこころの貧しい人のもの 

神様の王国は誰のものでしょうか？神様は彼らのものだとおっし

ゃいます。彼らとはサイコパスではない市民、善良な一般人で

す。サイコパスではない人が市民の 90%です。人類を見たら

約 90%はサイコパスではありません。自分が成功したいし、他

人の成功も望みます。その 90%は堕落することによって今まで

子々孫々、中央政府や政治サタン主義の下で暮らしました。

常に心霊が貧しかったのです。貧しい者。 

神様の王国が来たらそれが変わります。その 90%は神様の息

子と娘になります。共同相続人になって王と王妃になります。

実体的に土地を所有します。実体的に銃器を所有します。実

際に税金から解放されます。神様の王国が全世界を所有しま

す。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

柔和な人達 

マタイ 5:5 柔和な人たちは、さいわいである、彼らは地を受

けつぐであろう。 

柔和な人とは神様の力を使う人 

柔和な人は地を受け継ぐであろう。それは何でしょうか？土地

を受け継ぐ？皆さんが見ている CBS のクリスチャン放送に出て

くる社会主義キリスト教では、「皆さん、柔和にしなければいけ

ません。だから銃器を所持してはいけません。柔和にしなければ

いけません」 と言います。 
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聖書で柔和と言う時、それは弱いという意味ではありません。

柔和であるというプラウス（praus）は何を意味するのでしょう

か。神様の主管圏の下で神様の力を使う者です。実は、柔和

という意味を間違っています。韓国語で考えてみるとそうですね。 

柔和であると考えた場合、神様の力を持っている人ではなく神

様の力を使っている人、これが柔和であるという意味です。プラ

ウス（praus）です。ですから間違って翻訳したのです。なぜ

間違って翻訳したのでしょうか？市民を弱くするために、奴隷に

するための翻訳です。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

神様の権能を行使するとてつもなく強い人 

プラウス（praus）は何を意味するのでしょうか。神様の主管

圏の下で神様の権能を行使する者、とてつもなく強いのです。 

それでも私は罪人だと知って、恵みによって救われる人として、

王と王妃として謙遜に神様の権能を使用するのです。悪を封

じるために、神様の義のために使用するのです。ギリシャ語では

遥かに武士のような印象があります。しかし、韓国語の柔和な

という意味には武士の戦闘的な感じがありません。市民を奴

隷にしているのです。武士に育てない偽りの福音、偽りの翻訳

です。それで韓国のキリスト教はそのように弱く、不正と腐敗と

社会主義に陥るのです。（鉄の杖の王国19 2018/6/27） 

弱い柔和な奴隷にされているクリスチャン 

このような内容をきちんと理解すれば、イエス様が、平和軍・平

和警察とサイコパスでない善人が鉄の杖で全世界を治める未

来の王国を説明されても深く理解出来るでしょう。八福（イエ

ス様が山上の垂訓で語られた８つの福）が何であるか、はる

かに深く感じられるでしょう。このように神様の福音を説明する

牧師がどこにいますか？皆、社会主義的に説明するではない

ですか。クリスチャンを弱い柔和な奴隷にしてしまうのです。大き

な大型教会が。神様の民を武士にしないではないですか。王と

王妃にしないのです。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

１-４ 平和軍・平和警察の王国 

自分の愛する人は、命を投入してでも保護したいものです。本

来、創造理想がそうなっています。神様御自身も、息子、娘を

愛するが故に、自分の命までも投入しなければならない悲しみ

の神様となったのです。（天聖経 134 文鮮明先生み言葉集

206 巻-24 ページ 1990/10/3） 

神様を愛し隣人を愛する 

神様が下さった二戒 

目的が大きくなるにしたがって、神様の命じられた十戒が縮小

されて二戒になりました。第一は神様を愛し、第二は隣人を愛

するという二つの戒めです。それよりもっと重要な戒めは、子供

の時から親子の関係、そして夫婦としての人生の訓練、そして

平和軍・平和警察の訓練を経て神様の文明圏と王国を保護

し、キリストに高く栄光を捧げる健康な人生を送ることです。 

内的な決意を継続しなければいけません。平和軍・平和警察

の内的な根は何かと言えば JC（イエス・キリスト）と C2（再

臨のキリスト）。主が望まれる内容は主を愛して隣人を愛せよ。

自分の妻も隣人になりますね？子供達も隣人になりますね。

また、より隣にいる人が隣人になりますね？そうではないです

か？内的な決意を続けない限り、その目的を達成することは

出来ないのです。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

神様が与えられた平和軍・平和警察 

平和軍・平和警察がなければ、お金持ちの国はビデオゲーム

男やもやし男の国になってしまいます。困難で痛い訓練をしたく

ないからです。 

神様とキリストが神様の王国を愛されるので、平和軍・平和警

察の訓練を与えられました。ビデオゲームのもやし男にならない

ように。また、悪なる勢力が強くても、神様の息子や娘も容姿

が良く、悪い奴らに勝ち抜ける強い力を持たねばなりません。 

武道や剣の戦いだけでなく、一番恐ろしい鉄の杖も体力の基

盤の上で訓練するのです。そのような訓練を通して人が正直に

なって強くなり、謙遜になって現実的になり、人々を保護する

心を持てるようになります。神様の文明圏の能力、イエス様が

注い下さる力は人々を抑圧して奴隷にする能力ではなく、神

様を愛し隣人を愛する能力だからです。（鉄の杖の王国 16 

2018/5/23） 

神様の愛を実現する平和軍・平和警察 

愛と責任性から弱い人を見れば、弱い人を強くしたい父親の

心、また英雄や武士の心になって 「この人達を早く訓練しなけ

ればならない」 と思います。悪い者もこのように訓練することを

知っているからです。私達の愛なるお父様に大きな感謝の拍

手を送りましょう。 

ところで、強くなると悪くなるのではありません。強くなって謙遜に

なり、現実的になります。私達はなぜ平和軍・平和警察の訓

練を一生懸命にしなければならないのでしょうか。私達が強くな

るふりをするためではなく、神様が注いで下さった義や道義、目

的や能力のためです。抑圧のためではなく、愛のためです。神

様が与えられた国を愛して保護する。私の隣人を保護する愛。

訓練しながら互いに強くなって互いに愛する兄弟姉妹。一緒に

訓練して共に強くなって行く兄弟姉妹です。（鉄の杖の王国

16 2018/5/23） 

善なる者を愛し守るために戦う 

平和軍・平和警察がなければ悪い奴らがいつも勝ちます。快

楽や富があれば人々は怠け、若い人達は遊んでばかりいるで

しょう。悪い奴らに悪い訓練をされます。ですから、平和軍・平

和警察の訓練をすれば良い身体つきになりますが、それが目

的ではありません。あざも沢山出来て強くなりますが、目的は

神様を愛して隣人を愛することです。それで悪い勢力がそのよ

うな民族や国と戦えば負けます。なぜなら、悪い奴らも自分が

悪者で、力が欲しい理由は抑圧のためだと知っているからです。 

神様の圏で戦うと、一緒にいる尊いものを保護するために戦う

ので、２倍も３倍も強く戦えます。私の快楽のために戦うので

はなく、私の子供や孫、私の民族と私の隣人、私の神様のた

めに戦うためです。2~3 倍、もっと強く戦えます。善なる者を守

る戦いなので。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 
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神様を愛し隣人を愛することを目的にする 

なぜキリストの肢体である教会で、自分達が世界の守護者に

なるべきだ、世界の相続者となるべきだと教えないのでしょうか。

クレフロ・ダラー、ジョエル・オースティンのように強欲な偽物にな

ることはありません。「イエス様を信じればもっとお金が儲かって

金持ちになります」 などと言うのは馬鹿げています。 

天一国が出来れば世界で最も豊かな国になるでしょう。自由

市場であり、起業して人のために働くのに馬鹿げた政府の認定

などないので、驚くほど繁栄するでしょう。しかしそこに価値を見

出すのではありません。 

価値は相続されるものであり、全能なる神様が授けて下さるも

のです。私達はそれに感謝し、当たり前と思わずにそれを守る

のです。 

お金と富より大きな考えを持っています。もっと大きな目的があ

ります。訓練の時、青年達に人を殴って強くなるよりもっと大き

な目的があると話しました。それは神様を愛し隣人を愛すること

です。訓練するのはそのためであり、それが動機となるべきです。

すると 70 歳や 80 歳になっても神様を愛し隣人を愛するため

に、訓練して自分をより良く出来ます。自分を愛し守るように、

隣人を愛し守れるのです。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

人のために命を捨てる文化 

ヨハネ15:13 人がその友のために自分の命を捨てること、こ

れよりも大きな愛はない。 

平和軍・平和警察は人のために死ねる愛の文化 

一緒に訓練してひどく苦労すれば、互いの痛みと大変さを理解

します。皆さんが訓練で負けて 「また負けた、強くなれないから

もう行かない」 と泣いて喚く感情を私は良く知っています。二

代王は知らないと思うかも知れないけれど、二代王も全て経験

しました。 

だから、そのような文明圏の中で互いに理解するのです。弱い

人を見て 「その人は弱いから捕食しよう」 と、暴君的に思うの

ではなく、弱い人を見たら 「その人は弱いから訓練をしてあげ

なければ」 と、その人と一緒に訓練をして強くしてあげたいと思

う、ヨハネ 15:13 にある人のために死ねる愛の心で訓練してあ

げるのです。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

隣人を愛し守るために悪人を止める 

人は神様によって生育して繁殖し、地上を主管するように創

造されました。ですから私達は神様の王国とその義を追い求め

なければいけません。力を持つだけでなく、愛さなければなりま

せん。聖書には 「神がわたしたちに下さったのは、臆する霊では

なく、力と愛と慎みとの霊なのである」（テモテ 2 1:7）とありま

す。銃のコミュニティは勇ましい強い人になろうというものではあり

ません。人を愛するがゆえに命がけで練習することなのです。そ

して独裁者や悪者が支配するのを恐れるのです。また、奴隷に

なりたくない人には訓練してあげることが愛です。それが動機で

あり推進力であり、意志です。神様がそれを求められれば最高

の機会を得ます。つまり、必要なら信仰者として、結果は保証

出来ませんが、悪い人を止めようとするのです。（鉄の杖の王

国２ 2018/1/7） 

マタイ 18:12-13 あなたがたはどう思うか。ある人に百匹の

羊があり、その中の一匹が迷い出たとすれば、九十九匹を

山に残しておいて、その迷い出ている羊を捜しに出かけない

であろうか。もしそれを見つけたなら、よく聞きなさい、迷わな

いでいる九十九匹のためよりも、むしろその一匹のために喜

ぶであろう。 

弱者を家族のように守りたいと願う銃コミュニティ 

これがキリストの心情です。銃所有者は弱者を食い物にする

者達から、人々が自分を守れるようになることを切に望んでい

ます。銃コミュニティの人に実際に会ってみなさい。銃所有者協

会のラリー・プラットのような人達。ショットショーやファームショー、

グレートアメリカン・アウトドアショーに出かけて行って下さい。この

人達は仲間であり家族です。この人達こそ、貧しい人や弱い

人が、弱者を食い物にする者から自分を守れるようになること

を切望しています。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

略奪者を排除して社会を癒す 

キリストの共同相続人として責任を持つ 

ここに善人達が鉄の杖による支配を行使するなら・・・クリスチャ

ンよ、よく聞きなさい。キリストは戻ってくる時、あなた方はキリス

トの共同相続人にならなければならないのです。ただの僕（し

もべ）ではありません。 

ジョン・マッカーサー（マスターズ神学校校長、グレース・コミュニ

ティ教会牧師、ラジオ放送牧師）が自分の教会で教えている

ようなキリストの僕になるのではないのです。ある面ではそうです

が、神の国でキリストの共同相続人になるのです。ここを忘れが

ちです。王国の相続者としての責任を持つというのです。聖書

にもキリストから裁判官として任命されると書かれているのです。

（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

鉄の杖と責任を与えて社会を癒やさせる 

天国で福祉は与えられません。イエス様からタダでは何ももらえ

ません。責任を与えられるのです。私はここで、（インターネット

を通して観ている）クリスチャン達にも説教しています。 

イエス様は鉄の杖をもって治められる。また、イエス様は人々を

天国の相続権と責任を持つ王、王妃にされます。クリスチャン

達がこれを理解すれば 「ああ、これが鉄の杖の支配か」「これ

が、父なる神、愛なる神だ」 と悟るでしょう。 

鉄の杖の責任を与えてその地の社会的病を癒そうとされる。そ

して略奪者（プレデター）が悪を働くのを阻止し、弱い人々を

食い物にすることをやめさせます。これを癒しと呼びましょう。こ

れも癒しなのです。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

マタイ 4:24 人々があらゆる病にかかっている者、すなわち、

いろいろの病気と苦しみとに悩んでいる者、悪霊につかれて

いる者、てんかん、中風の者などをイエスのところに連れてき

たので、これらの人々をおいやしになった。 
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略奪者を排除する善良な人にとっての癒しの国 

強制的に悪霊を人の中から追い出しました。それを国家レベル

でやらなければなりません。ある時は強制的に、自己防衛です。

攻撃ではありません。略奪者らがもし殺そうとし、傷つけようとし

たら、それらの略奪者を排除するのです。これは文字通り国家

レベルでの悪魔祓いではないですか。 

これを近隣で実践し、人々もこれを学習し、犯罪者たちもこれ

を思い知ったなら、おばあさんの家に押し込み強盗に入ることは、

霊界行きを意味すると悟るのです。 

私はキリスト教会を厳しく非難しているのです。クリスチャンたち

を非難している。善良そうなたわごとを説教するのをやめろと言

っています。聖書をよく読み、来るべき鉄の杖の支配とキリスト

の王国に備えよ！鉄の杖の支配の地は恐ろしい場所ではあり

ません。ただ悪者には恐ろしい場所なのです。オオカミには最悪

の日、善良な人々には素晴らしい日だと言うのです。絶対的に

素晴らしい。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

平和を作り出す人 

マタイによる福音書 5:7-9 あわれみ深い人たちは、さいわい

である、彼らはあわれみを受けるであろう。心の清い人たちは、

さいわいである、彼らは神を見るであろう。平和をつくり出す

人たちは、さいわいである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。 

平和軍・平和警察は平和を作る 

平和軍・平和警察はケンカを売ろうというのではありません。力

による平和の文化を生み出そうとしています。なぜかといえば、

自分の子供が死ぬのを見たくないからです。人を食い物にする

人達に支配権を握られ、マフィアに圧倒されて子供をレイプさ

れたくないからです。それゆえに私達は平和軍・平和警察を持

つのであり、鉄の杖を持つのです。 

また鉄の杖はアメリカ人のためだけではありません。地球上のす

べての人のためのものです。自己防衛の権利、自己保全の権

利、隣人保全の権利はアメリカ人だけの権利ではありません。

人間の権利です。南アメリカの人にも持つ権利があります。臓

器狩りの残酷なプー、こと習近平に抑圧されている中国の

人々も。 

習近平をくまのプーさんと呼ぶと検閲されます。中国では違法

です。それで私達は残酷な臓器狩りのプーと呼んでいます。全

体主義の独裁者、悪魔です。16 億の哀れなアジアの人々を

抑圧しています。まさに地上で活動するサタンそのものです。私

達は自分の子供や子孫、近所の人々にそのようなサタンの支

配を受けさせたくありません。 

ですから平和軍・平和警察・・・銃に習熟し、格闘技に習熟す

る人々は最も平和的な人々なのです。戦争に行きたいと思っ

ていません。戦いたくないのです。その武器がどのような悲惨な

結果をもたらすか知っているからです。彼らは平和を作る人々

です。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

マタイによる福音書 5:9 平和をつくり出す人たちは、さいわ

いである 

平和軍・平和警察を伝えて参加させる 

それが平和軍・平和警察のことです。力により平和を作るので

す。備えによって平和を作ります。どう言っても良いです。力によ

る平和です。オオカミの話す言葉はひとつだけです。それは捕食

です。すべての地域にやってきます。すべての住宅所有者協会

はそれについて話し合わなければなりません。自分が刺激となり、

触媒となり、中心人物になれます。地元の人達を刺激するの

です。そして王国に参加出来るようにします。そして善なる人々

が鉄の杖を手にすることがなぜ重要なのか、理解出来るように

します。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

第２章  政治サタン主義 

この世界を主管する者はサタンです。 この世界は、第１はサタ

ンを中心とした世界であり、第２は偽りの父母、すなわち堕落

した父母、悪なる父母を中心とした世界であり、第３は悪なる

子女を中心とした世界であり、第 4 は悪なる国家を中心とした

世界なのです。霊界の世界や、これからの理想世界は、これを

全部否定しなければなりません。（天聖経 205） 

２-１ 社会主義・共産主義の本質 

共産主義はサタンの哲学 

社会主義中央集権は地上地獄を作る 

驚いたことに、韓国のキリスト教が 2017 年の暮れから 2018

年にかけて、ヨハネの黙示録に関する一連のシリーズを制作し

ました。「新天地」 などの新興宗教に対抗するためにです。新

天地にしても社会主義的です。とにかく、残念なことに、これら

の新しい宗教運動はすべて社会主義的です。我々のことをウ

ェイコー（ブランチ・ダビディアン）と結びつけようとする者もいま

すが、ここでは一切、社会主義的な内容を教えていないのです。 

すべての人が私有財産を持ち、社会主義的集団居住地など、

社会主義的理想郷を作る気などまったくありません。この偽りの

理想郷を見てみなさい。いつでも救済のシステム、その生活の

場として共産主義を押し付けるのです。それは地上地獄を造

ることです。地上地獄。だから、お父様は再臨主として、共産

主義、社会主義中央集権体制を激しく非難されました。（鉄

の杖の王国 18 2018/6/17） 

共産主義はサタンの哲学 

汝矣島（ヨイド）大会 43 周年記念番組を観た人はいます

か？お父様が火のように激烈に説教されていたでしょう。その大

会に何人集まりましたか？43 年前、汝矣島の広場に 120 万

人が集まったのです。私も観ましたが、お父様ははっきりと言っ

ておられました。「共産主義はサタン、悪魔の哲学です！」 と。

（鉄の杖の王国 18 2018/6/17） 

社会主義、共産主義を糾弾されたお父様 

私の説教が過激だという人がいますが、お父様がそうでした。
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私はただその伝統に沿っているだけです。邪悪な体制に対して

は火のように激しく糾弾されました。お父様はその体制の中で

育ったからです。そこで迫害を受けて投獄され、５才の子供が

殺されて人民に対する教訓だと言って街中で吊るされる、その

ようなことをすべて目撃して来られたからです。直接体験された

のです。だからあれほどまでに社会主義共産主義体制を糾弾

され、百万ドル単位のお金を相次いで投入してワシントンタイ

ムズを創刊され、自由と主権を基盤とする政治団体を造られ

ました。反対する側に立って闘い、共産主義社会主義とその

悪に NO を突き付けるために闘われました。（鉄の杖の王国

18 2018/6/17） 

非人道的な性暴行の哲学 

本質は欲しいものを盗むこと 

社会主義と共産主義は根本的に非人道的な思想です。社

会主義と共産主義を実践する国は貧しくなり、多くの人が虐

殺されます。強制的な女性への性暴行は人道的ですか？非

人道的ですか？その女性を求める人が、求めているからという

理由で奪っていくのは性的暴行者の哲学です。私はその女性

が欲しいから強制的に連れて行くということです。 

社会主義や共産主義とは何でしょうか。私が望むという理由で

他人の物を奪っていくのが社会主義と共産主義の根本的な

哲学です。ですから、人々を更に貧しくしてスーパーエリートはも

っとお金持ちになり、言論の自由を許さず銃器所有もさせませ

ん。そして大虐殺の歴史を繰り返します。すべてを奴隷の奴隷

にします。そのような世界を作る社会主義と共産主義は根本

的に無神論哲学であり、非人道的な哲学です。（鉄の杖の

王国６ 2018/2/27） 

嘘をついて政府を大きくして強制力を持つ 

左派は詐欺師で嘘つきです。自分は人道的なことのために立

ち上がって戦うふりをしながら政府を大きくします。政府は強制

力を持つので、政府の言うことを聞かなければどうなりますか？

強制的に監獄に連れて行きます。銃を持っている人達が入っ

てきて連れて行きます。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

政府への対抗手段を与えない 

社会主義と共産主義の根本的な思想と哲学は、一番目に

無神論という神様を憎む内容であり、二番目には非人道的な

内容です。ですから、左派の連中は政府の強制力に対抗出

来るパワーを決して市民には与えません。政府の強制力に対

抗出来るパワーとは何でしょうか。鉄の杖です。（鉄の杖の王

国６ 2018/2/27） 

不完全な社会主義という言い訳 

そのようなものは神様の王国のシステムではありません。根本

的に盗んで詐欺をする、非人道的な内容です。社会主義者、

特に左派の連中と論争すると、彼らは決まってこのように言いま

す。 「あなたは毛沢東が・・・、ポル・ポトが・・・、ヒトラーが・・・、

スターリンが・・・と言いますが、完璧な社会主義でなかったので、

そのような問題を生みました。完璧な社会主義ならそうはなり

ません。」 常にこう言います。 

しかし考えてみて下さい。それは完璧に盗みをするということで

す。その思想は完璧に盗みを働くという意味です。いくら完璧に

盗んでも悪いことです。非人道的なことです。どうしてでしょう

か？自分が欲するものを強制的に盗んで行くからです。 

完璧な盗みと詐欺をしても、それを善には変えられません。根

本的に悪だからです。根本的に非人道的な内容だからです。

愚かな左派の連中は 「私だけが問題のない社会主義を作れ

ます」 と言います。愚かで馬鹿な詐欺師です。完璧な社会主

義は地上地獄です。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

見た目を美しく装って盗む 

皆さんは狂ったように働いて子供を養っていますが、何らかの組

織、または政府が銃を持って皆さんが築き上げたものを盗んで

行きます。それが公平ですか？貧しい人を助けるとでも言うの

でしょうか？それは貧しい人が這い上がる道を壊しています。 

どれほど美しく完璧に非人道的な行動をしても非人道的な行

動です。ですから、根本的に社会主義、共産主義、サタン主

義の内容です。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

共産主義は泥棒の哲学 

左派の社会主義、共産主義自体が泥棒の哲学です。市民を

互いに戦わせて恨みを大きくし、民主主義のシステムの中で自

分に投票するように仕向け、そして中央組織を強化して銃を

所持し、そのパワーを使って市民の資産と事業を盗みます。市

民は嫌でも税金を納めなければなりません。納めなければ犯

罪人となって監獄に行きます。他人が作ったものを強制的に盗

んで行くのです。 

左派社会主義と共産主義の哲学的な出発点は犯罪です。

性暴行です。自分が望む女性を見たら、強制的にその女性を

食べます。社会主義と共産主義は何ですか？自分が望む市

民の資産を強制的に奪うものです。性暴行と同じです。社会

主義と共産主義は性暴行をします。強姦です。（鉄の杖の王

国 8 2018/3/14） 

共産主義者はサタンの性格を持つ 

サタンは聖書の中でどのように出て来るでしょうか。悪なるライオ

ンのように影の暗闇の中で過ごしながら、皆さんを滅亡させるた

めに泥棒して殺す性格があるのです。盗んで殺して滅亡させる

性格。それを代表するものが左派の共産主義者です。詐欺師

のヒラリー魔女やジョージ・ソロス、ロスチャイルド、メディアを持っ

ているディズニーなどの悪なる奴らです。（鉄の杖の王国 17 

2018/5/30） 

共産主義は弱い国を捕食する 

中国の詐欺師、共産主義の左派の奴らは韓国の愚か者がビ

デオゲームで遊んでいる時、どのように訓練していますか？左派

の共産主義者達は中央組織のテクノロジーと銃を持っています

が、市民は銃を所持出来ますか？出来ません。中国では習

近平とスーパーエリートだけが軍隊を主管出来ます。 

他の国がビデオゲームをしている時、左派のやくざ達は自分の

若者を訓練させます。なぜでしょう。この子達の健康や習近平
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など、スーパーエリートのパワーを拡大するためでしょうか？台湾

を捕食して韓国を捕食し、日本を捕食してオーストラリアを捕

食し、ベトナムを捕食して世界を捕食するためにです。歴史を

見れば、常に大部分の世界がそんな勢力下で抑圧され、奴

隷の人生を送っています。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

共産主義は銃器を恐れる 

銃器の所有を最も嫌う 

私達がどのように論争しても、この左派の連中が最も嫌うことは

銃器の所有です。最も嫌います。市民が銃器を所持すること

です。絶対にダメなのです。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

毛沢東が抱いた恐怖 

黙示録 19:15 に、「彼は、鉄のつえをもって諸国民を治め、ま

た、全能者なる神の激しい怒りの酒ぶねを踏む」 とあります。こ

れは強力な鉄の杖です。激しい怒りです。毛沢東は政治サタ

ン主義者でした。彼はその精神を知っていました。そして彼自

身をサタンに売り渡しました。彼は心の深いところで鉄の杖を怖

れる理由を知っていました。もちろん、鉄の杖ではなく銃と呼ん

でいました。だからこそこう言いました。「政権は銃口から生まれ

る。全ての銃を支配しなければならない。さもないと、共産党が

撃ち返される」（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

共産主義との戦いは血統の戦い 

マルコ 14:18-26 そして、一同が席について食事をしている

とき言われた、「特にあなたがたに言っておくが、あなたがたの

中のひとりで、わたしと一緒に食事をしている者が、わたしを

裏切ろうとしている」。弟子たちは心配して、ひとりびとり「まさ

か、わたしではないでしょう」と言い出した。イエスは言われた、

「十二人の中のひとりで、わたしと一緒に同じ鉢にパンをひた

している者が、それである。たしかに人の子は、自分について

書いてあるとおりに去って行く。しかし、人の子を裏切るその

人は、わざわいである。その人は生れなかった方が、彼のため

によかったであろう」。一同が食事をしているとき、イエスはパ

ンを取り、祝福してこれをさき、弟子たちに与えて言われた、

「取れ、これはわたしのからだである」。また杯を取り、感謝し

て彼らに与えられると、一同はその杯から飲んだ。イエスはま

た言われた、「これは、多くの人のために流すわたしの契約の

血である。あなたがたによく言っておく。神の国で新しく飲むそ

の日までは、わたしは決して二度と、ぶどうの実から造ったも

のを飲むことをしない」。彼らは、さんびを歌った後、オリブ山

へ出かけて行った。 

血統の戦いから生まれた優生学 

これは有名な逸話で、パンを割いてワインを分けた話です。そし

て、やがて裏切りに遭うことを予言しています。キリストに従って

いた 12 名のうちの１人が裏切るのです。私達は成約レベルの

立場から分かっていますが、イエス様はキリストの血、新約の血

について語っています。新約とは、神様の王国で新しいワインを

飲むということです。ここで言っているのはキリストの血、血統を

示しています。これが背後における本当の戦いです。血統間の

戦争です。サタンの血統との戦いであり、それはサタンの王族、

王国、エリートであり、その多くが優生学に没頭したダーウィン

進化論者の上位の人達です。ダーウィンの友人も優生学を支

持し、非常に高い IQ を持っていると考えていました。他の知性

的な人との間に子供をもうけることで、超人的な頭脳を持った

超人的な種を作り出せると考えていました。このような優生学

に基づく考えにたやすく入り込むことが出来ました。言うまでもな

くヒトラーにも影響を与え、彼も優生学に深く取り組んでいまし

た。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

サタンの血統が必ず作る政治サタン主義 

サタンの血統では自分達を神のように見なし、もちろんサタンで

あることは明らかですが、彼らの目には神様が自分達にこの世

を与えたと映っています。問題はいつも同じサタン的な体制を

導入していることです。毎回同じで新しいものは何もない、完

全な悪の政治サタン主義です。社会主義や共産主義とも呼

ばれ、中央集権の政府と寡頭政治です。段階的に規模が異

なるだけです。必ず人間を生贄にし、虐殺を行い、監視国家と

なって民衆を支配し、反対する人々を抹殺します。本当にサタ

ン的な体制です。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

常に存在した政治サタン主義 

人間の堕落以後、いつも政治サタン主義がありました。サタン

的君主体制であり寡頭政治体制です。社会主義体制、共

産主義体制です。古代人が天文学や数学、神話を使って大

衆を騙して支配したように、現代では左派が科学的なもの、偏

った研究結果や調査結果を用いて喚起して情報を歪曲します。 

例えば 「ヒラリーが勝つ確率は 99％だ」「トランプに投票するな

んて頭がおかしい」 と言って。科学や技術、知識を利用します。

人々を制圧するために知識を利用します。これが時代を通して

何度も同じ苦悩のパターンとして繰り返されています。しかし、

神様の王国が到来して王国が世に現れて世界に広がれば、

サ タ ン の 体 制 は 全 て 滅 び ま す 。 （ 鉄 の 杖 の 王 国 13 

2018/4/22） 

大虐殺で作られる共産主義 

大虐殺の上に成り立っている左派 

今のシステムの中で、米国で赤ちゃんが生まれると 2 億の借金

を負わされます。その赤ちゃんが何をしたと言うのでしょうか。な

ぜ 2 億もの借金があるのでしょうか。 

左派の奴らが政府を大きくするので、赤ちゃんの生命と未来を

すべて盗んでしまいました。他人のお金を盗んで使うのです。自

分のポケットに入れるのです。それで、産まれたすべての赤ちゃ

んには 2 億以上の借金があります。その赤ちゃんが何を間違っ

たから 2 億の借金から始めなければいけないでしょうか。 

左派はこのように悪辣で非人道的です。左派の政権を見てみ

れば、彼らは悪辣な哲学、非道義的な出発点から始めるので、

必ず大虐殺します。ナチスも大虐殺しました。スターリンは
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4,000 万人、毛沢東は 8,000 万人、ポル・ポトは 250 万

人、これは 20 世紀のことです。現代でも大虐殺が引き続き起

こるのです。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

中央銀行が真の支配者 

虐殺してお金を奪って中央銀行家に返済する 

現代でも大虐殺が起こるのはどうしてでしょうか。中央銀行家

が差し押さえをする時、その札と共に市民を殺して資産を持っ

て行きます。 

ヒトラーが第二次世界大戦をした時、不思議なことにドイツの

国の借金が減りました。ヒトラーが戦争をして大虐殺するとドイ

ツの借金が減ったのです。ヒトラーが大きな戦争と大虐殺を通

じてユダヤ人の資産を盗み、中央銀行家に返済したからです。

中央銀行家はなぜヒトラーを支持したのでしょうか？ヒトラーが 

「大虐殺して借金を返すから、私には国をよこせ」 と彼らに約

束したからです。それで中央銀行家の借金を返済しました。 

見て下さい。大虐殺が起こる国で借金が減るのを一度見て下

さい。減るのを見たら、それは中央銀行家の借金を返したとい

うことです。差し押さえて数十万人を殺して資産を奪えというこ

とです。チンピラのやくざです。国レベルで町にいるやくざと同じ

行動をするのです。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

大虐殺者にお金を回収させる中央銀行 

ヒトラーは大将でした。やくざの大将はいつも後ろに隠れていま

す。何か大きな事務所の暗い部屋でタバコを吸いながら座って

いますね。「親分知らない？ボス知らない？」 と聞けばあちらの

後ろに隠れていますね。老けたおじさんです。その隣には兄さん

が足を組んで机に乗せているでしょう。例えてみれば、それは町

のチンピラ組織です。その親分、ボスが中央銀行だと考えれば

良いのです。 

ボスが中央銀行でヒトラーは地域のマフィアの長でした。その町

を掌握して差し押さえの札を付けて資金を集めるチームの長と

考えて下さい。ヒトラーは本当のボスではありません。ヒトラーは

親分ではなかったのです。この暴君は本物のボスではありません。

中央銀行家達と習近平、中国政府の中央銀行家達のような

奴らが親分です。バンクオブチャイナも大きな中央銀行です。ヒ

トラーはただ問題を起こして大虐殺する将軍、ボスです。室長

のような奴です。 

一般の人達はこれを理解出来ないので騙されます。なぜ 20

世紀の現代でも大虐殺がなくならないのでしょうか。中央銀行

家システムが問題なのです。国の借金を作って借金を返す時

になれば、大虐殺者１人を支援してヒトラーのようにお金を持

って来させるのです。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

天一国では銀行家が奴隷 

天一国はそうではありません。天一国ではこいつら（銀行家）

が奴隷です。天一国では一般市民が王と王妃になって実体

的に土地を所有します。誰から賃貸するのではなく、実体的な

土地の所有です。私達の王権は実体的な土地の所有、実体

的な税金からの解放、実体的な武器の所有。そのような世界

では中央政府とロスチャイルドの銀行家達は成功出来ません。

天一国憲法では１つの銀行が全世界、全市場の 1％だけを

所有出来ます。1％だけです。今、ロスチャイルド銀行は 99％

以上を所有しています。天一国では 1％だけ所有出来ます。

1％が最大です。それを超えるとその銀行は廃業するようになり

ます。天一国では独占出来ません。 

また、すべての市民に銃があります。銀行家が偽の紙幣を貸し、

返済出来なかったら土地と自動車すべてに赤い紙を貼って盗

んで行く。市民の人生を台無しにしてそのような詐欺を働けば

どうなりますか？市民には銃器があるので、賢明にその銀行家

を無くすことが出来ます。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

身近に迫る共産主義者 

トランプ大統領の次の悪者とは戦うしかない 

ヒラリー魔女はヒトラーの歴史を米国でやる女として選ばれまし

た。天の役事でトランプ大統領が当選して多くを阻止しました。

今回、金正恩にも会うと言っていますが、トランプ大統領は多く

の悪事を阻止しました。考えてみて下さい。トランプ政権は４

年、最大でも 8 年。そして 8 年後にはヒラリー魔女よりもっと悪

辣な奴が中央銀行家達の支援を受けて入って来るのです。こ

れとは戦うしかありません。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

隠れている時代錯誤の共産主義者 

ある兄弟はカンボジアから来ました。ポル・ポトに家族を殺され、

ポル・ポトから逃げてきたのです。同じことは北朝鮮でも起きて

います。その兄弟はアメリカにやって来ました。テレビで（アメリカ

の）政治番組を見たと言います。そして言いました。「この左派

は共産主義者じゃないか。共産党と同じだ」 

もちろん、今政治の最前線にいるのは共和党のネオコン（新

保守主義）です。ポール・ライアンのような者達です。彼らも共

産主義者と同じで、ファシストと同じです。結局、中央集権国

家を望んでいるのです。政府をどんどん大きくしています。左派

は自分達をそうは呼びませんが、公然たる共産主義者です。

完全に共産主義者です。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

共産主義者は真実の前では狂った詐欺師 

近頃、自分を麻薬好きの共産主義者と言う、洗脳された左

派の若者に会うことがあります。誰にも害を与えないのだから、

小児性愛も獣姦も合法であるべきだと言います。そして自分は

科学を信じるから無神論者だと言います。レイプされた子供の

人生が永遠に破壊されるという科学的なデータはどうするので

しょうか。そのデータは無視したいのです。彼は科学的無神論

者だからです。 

どれだけ馬鹿馬鹿しいか分かりますか？彼らは完全な狂人で

す。全体主義者の主張です。右派や鉄の杖を決して手放さな

い人々の主張ではありません。なぜなら、その背後にいるのはサ

タンだからです。 

銃を差し出した世界で最も信頼される人々に何が起こりました

か？８千万人から１億人の貧しい無実のアジア人が虐殺さ

れました。誰が人種差別主義者ですか？貧しいアジア人が殺



26 

 

害されたことに触れられたくない人は誰ですか？（鉄の杖の王

国 10 2018/3/25） 

 

２-２ 邪教の侵入 

混合主義がキリストと分離させる 

イエス様が呪われた都市 

キリストは町が悪口を言って追い出すかも知れないと言っていま

す。そうしたら足の塵を払えば神様が彼らに審判を下すというの

です。ベツサイダ、コラジンの話があります。ベツサイダ、コラジン、

カペナウムはイエス様が活動された３つの主要な町です。それ

について（web を）少し見てみましょう。 

「コラジンはカペナウムの北約 2.5 マイルの大きな丘のそばにあ

る。この町はイエスがその務めの多くに費やした3つの主要都市

の1つとして記憶されている。これらの町、カペナウム、コラジン、

ベツサイダは、『福音伝道の三角形』 と呼ばれるものを形成し

た。それはイエスの奇跡の殆どが現わされた小さな地域だ（マ

タイ 11:20）。コラジンはイエスが呪った町の１つという不信仰

の特異性も持っている。新約聖書では 2 回名前が挙げられて

おり（マタイ 11:21、ルカ 10:13）、いずれの場合もイエスが

呪ったとされる」（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

混合主義が行われていた都市 

さて現在これらの３つの町は全てがユダヤです。ユダヤ人が主

流の社会です。この記事ではさらにこう説明しています。イエス

様は、自分はイスラエルの家のために来ていると言っています。

イスラエルの家、選民に福音を伝えて備えるために来たのです。

異教徒に対する約束は後から出来たものでした。神様のみ言

をイスラエルの選民、ユダヤ人に伝えるために来られたのです。

イエス様はカペナウム、コラジン、ベツサイダといったユダヤの土地

に行き、説教していました。 

もちろん不安や否定だけでなく、多くの混合主義、多神教に遭

遇します。興味深いことに、この記事でさらに説明しているのは

考古学的な証拠がコラジンで発見されたことです。 

「コラジンでの考古学的な発掘からも、人々が神からそのような

呪いを受けた理由が理解できる。明らかにイエスから何世代か

後に起こったことであるが、この人々の子孫がシナゴーグの壁の

中にメドゥーサを立てることを許したというのは実に興味深いこと

だ。その存在は、当時のギリシャと異教の習慣との同化を示す

ものである。他の情報からも、このような同化がイエスの時代、

そして早くも紀元前２世紀のマカバイの時代に行われていたこ

とが分かっている」（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

サタン主義に繋がる混合主義 

マカバイの時代にアンティオコス（４世）エピファネスが来て神

殿を破壊しました。彼はゼウスの頭部を神殿の中に置きました。

キリストより 100 年ほど前に起きたことです。 

マカバイの時代でも偽のサタン的な神々があったことが分かって

います。神様は警告しています。それが売春や同性愛に繋がる

ものだからです。神殿娼婦や小児性愛に繋がります。例えばア

フロディーテなどのこういったカルトは全て若い女性を司祭に売

ることに繋がっています。基本的には性的な人身取引です。 

世界のあらゆる国、文化を見ても、南アメリカから中国まで全て

が子供を生贄にしていました。学者は、ユダヤ教が古代の宗教

で最初に子供を生贄にするのを止めた宗教とみなしています。 

神様は人々が混合主義を始めると怒ります。人々はいつもそ

れをやりたがります。自分達がクリエイティブで新しく新鮮で、天

才だと考えるからです。彼らは愚かで無知です。歴史を知りま

せん。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

混合主義を実行した韓氏オモニ 

同じような人達が、韓氏オモニがお父様の業績に傷をつけて何

が問題なのかと言います。それを単に混合主義的なアプローチ

だとみなしているからです。まるで私が３年前に予測出来なか

ったとでも言うように。もちろん私は予測していました。私は言っ

ていましたが、彼らは見せかけようとしていました。お父様かお母

様かではなく両方なのだと。違います。２人の主人に仕えること

はできません。これは現代の現象ではなく古代からのもので、全

く同じ愚かなパターンなのです。人間が混合したものを正当化

しようとしています。真実なものに対してただ上手くやっていこうと

します。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

真実の愛を封じるポリティカルコレクトネス 

真実の愛は恐れを追放します。完璧な愛を持つなら、人々に

真実を伝えたいと思います。彼らが罪に従事しているなら、彼ら

を愛するが故に、彼らが悪の道、罪から戻って来て欲しいと思

います。なぜなら地獄に行ってしまうからです。神様から離れて

しまうからです。苦しむようになります。自分で決めたことなので、

あなたの失敗になります。あなたが死んで滅びるのを見たくあり

ません。 

完璧な愛は恐れを追放します。しかしこの社会全体で、特に

白人の場合、恐怖を感じるようにさせられています。弱いと感じ

るようにさせられています。人種差別主義者であると思いこまさ

れています。白人至上主義者だと。自分の意見を発言出来

ないように感じさせられています。聖書を読む事でさえです。 

例えばカナダでは聖書は読めません。同性愛を嫌悪すべきもの

としているからです。それはヘイトクライムです。馬鹿げたことです。 

白人で福音派の保守派の男性。彼が男性になるにはポリティ

カルコレクトネスに 「くたばれ！」 と言うことです。そして 「私は

神様のみ言を話します。私を人種差別主義者とでも何とでも

呼びなさい。馬鹿野郎！」 と。白人の皆さんにはとても重要な

ことです。南アフリカのように、あなたが標的にされるからです。

（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

神様に取って代わろうとする混合主義 

混合主義です。神様に取って代わる物です。このマリア神学が

国と一緒にでき、クリスチャン、コンスタンチン・・・。教会が国と

結婚して女神信仰をもたらします。イースターのウサギも馬鹿げ

たものです。イシュタルから来たことを知らないのでしょうか。古代

のイシュタルから来たものです。卵や多産の特別なウサギとして

象徴されています。数年前、象徴的な絵を見せました。こうい
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った異教の影響は特にローマカトリックから来ています。特にマリ

アを神として崇拝するマリア神学です。（鉄の杖の王国 21 

2018/7/22） 

キリストに対する仲介人はいない 

聖書はキリストに対する仲介人はいないと明言しています。私

達はお互いを励まし合うために、お互いにとりなしの祈りをするこ

とになっています。しかし誰かがキリストに対する特別な祈祷を

するわけではありません。信者は直接神様と関係を持つべきな

のです。その人はキリストの共同相続人、息子娘となります。 

マリアを通じてではないことは明らかです。たとえイエス様を生む

ために選ばれた女性であったとしても。神様がなぜ選んだのかと

言えば、彼女が謙遜だったからです。自ら望んで神様のみ心を

受け入れようとしていました。神様のために嘲笑と非難を受ける

苦難の道を進んで受け入れようとしていたのです。 

カトリック教会が神の母として文字通り崇拝しているように、彼

女は神様とされるべきではありません。カトリックの寺院にはイエ

ス様よりもマリアの像が沢山あります。全くおかしなことです。

（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

混合主義が心から父親を消し去る 

このような混合によって神様を父として記憶出来なくなってしま

います。父親は家庭で重要な存在です。現代において国がや

ったことは何でしょうか。ポール・ウィリアム博士が明日、それにつ

いて話しをしますが、国が教会になりました。国が神になったの

です。国が教えることを信じなければならず、リベラル派の愚か

なマルクス主義の教授とマルクス主義を信じなければなりません。

国という教会に所属するということです。 

何か間違ったことを言ってそれが非ポリティカルコレクトでヘイトス

ピーチであれば非難されます。カルトだとされます。クリスチャンが

カルトだと非難されるのは、国の運営するカルトに入っていること

を理解していないからです。その方がもっと危険です。なぜなら、

反抗すれば物理的な力、銃、SWAT チームを利用してあなた

を殺そうとするからです。 

言うまでもなく、税金を払わないと銃を持った人が来て監獄に

入れられます。それは進んで行われる寛大な行為ではなく、強

制です。人々が強奪されるように強いることです。（鉄の杖の

王国 21 2018/7/22） 

お父様が父親であることを消し去った幹部 

教会であってもこれは問題です。お父様は私達に非常に重要

なことを教えました。そのために韓国で語られていたのは明白で

す。父親が、中心の父親がどれだけ重要であるかを教えました。

皆知っていました。 

しかし韓国の指導者を通して、天使長の解釈を通して得たの

は何だったでしょうか。基本的に、彼らは多くの支持者を集めて

権力を溜め込む政治家です。皆さんが聞いたのは何だったので

しょうか。内容を骨抜きにしたメッセージでした。 

この愚か者達や一部の女性指導者から紛れもないフェミニズム

が表されることもありました。父親に対する嫌悪、男性に対する

嫌悪です。なぜなら、家庭から良き父親を追い出せば、その家

庭はおしまいだと分かっているからです。非常に簡単です。（鉄

の杖の王国 21 2018/7/22） 

文明の守護者である保守の男性を抹殺する 

男性は文明の守護者です。男が強く立ち上がらなければ、この

国は南アフリカのようになります。白人男性は追い詰められて殺

されます。保守派のクリスチャン男性は、南アフリカで行われて

いるように追い詰められて殺されます。多数の移民、政治的な

苛立ち、左派に洗脳された大衆によって。またもちろん文化マ

ルクス主義によって。また買収されたマスコミなどによってです。 

その結果、階級闘争を作り出し、マルクス主義による分断統

治戦略を生み出します。何のためでしょうか。白人を抹殺する

ためです。土地を没収し、超大金持ちを見逃して人口の

90％を奴隷化します。 

そのようなわけで、アメリカでは保守派で非同性愛者のクリスチ

ャン白人男性が標的にされています。ヨーロッパでも同様です。

なぜなら、この最大の層がまだ保守的なキリスト教の価値観を

支持しているからです。それであなたを殺して排除しようとします。

あなたが世界的に資産を強奪する国際共産主義の邪魔にな

っているからです。あなたが邪魔なのです。ですからあなたを悪

者扱いし、白人至上主義者と呼ぶのです。だからヘイトだ、人

種差別主義者だと呼ぶのです。あなたが何をしても迫害者だと

言います。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

非キリスト教圏の政治サタン主義 

チベット仏教も政治サタン主義 

ブータンを見てみなさい。チベットを見てみなさい。田舎の貧しい

国です。田舎が悪いわけではありませんが、貧しいのに更に発

展出来ないようにします。チベット仏教では虚偽の宣伝が多い

です。米国はほとんどがキリスト教ですが、スター達も仏教につ

いて行って仏教は違う、仏教は新しい、何か新しい哲学だと、

このような感じに言います。日本はほとんどが仏教なので分から

ないでしょう。 

そしてダライ・ラマをスターウォーズのヨーダのように虚偽の宣伝を

します。すべてのことを知っていて、スーパーパワーの魔術がある

と言います。調べてみると、チベットの歴史がどれほど複雑か分

かりません。チベット仏教は全くの独裁政治でした。大半の市

民が完全に抑圧されてきました。４つほどの大きな派があります

が、権力を握ると何か悟りを得た人ように振る舞い、市民に自

由と平和や幸福を与えるのではなく、ひどい地獄を与えます。

（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

仏教やイスラム教から理想世界は来ない 

今のダライ・ラマは言論とメディアに対してとても上手ですが、そ

の前のダライ・ラマは狂った人達でした。５番目のダライ・ラマで

しょうか、完全に狂った人でした。仏教は平和、和ばかり宣伝し

ますが、実際はそうではありません。仏教の国の暗い歴史を見

ると戦争がとても多いのです。仏教を通じて理想世界が現れる

ことはありません。 

またイスラム教を見て下さい。イスラム教はどんな国を作ったでし

ょうか。女性は全身を隠してマスクまで着けなければ身体や首
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を切られます。40 度の砂漠で頭から足の先まで隠す黒いブル

カを着なければいけません。ブルカが解放と自由でしょうか。

（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

２-３ 王の王になったロスチャイルド 

ロスチャイルドに送られたバルフォア宣言 

バルフォア宣言については皆さん聞いたことがあるでしょう。アー

サー・バルフォアが 1917 年にロスチャイルド卿に懇願し宣言し

たものです。新しい国を作るよう懇願しました。ユダヤ人がパレ

スチナを分割してユダヤ人国家を作るのを大英帝国が支援す

るように。それがバルフォア宣言と呼ばれます。1917 年の事で

す。イスラエル国家は 1948 年まで成立しませんでした。エルサ

レムが占領されたのは 1967 年のことです。しかしバルフォア宣

言がそもそもの始まりです。バルフォア宣言は世界最大の国際

犯罪ボスの金融連合、つまりロスチャイルドに対して書き送られ

ています。（中略） 

これもロスチャイルドの金融一家にとっての願望であったことを理

解しなければなりません。彼らはユダヤの家系です。彼らはシオ

ニストであり、ユダヤ人は聖書が言うように聖なる人達であるだ

けでなく、世界を支配するために神様がユダヤ人、つまりロスチ

ャイルドに世界の全ての遺産を与えるのだと考えています。彼ら

はオカルトとフリーメイソンに深く関わっています。（鉄の杖の王

国 20 2018/7/8） 

サタンの仕事をしたセシル・ローズ 

サタンのようなセシル・ローズ 

セシル・ローズという本当に悪いサタンのような人物がいます。ロ

ーズ奨学制度について聞いたことがあるでしょうが、セシル・ロー

ズというイギリス人に由来するものです。彼はエリート協議会を

作りイギリスで様々な秘密結社を作り、フリーメイソンでした。

（本を手に取って）これがセシル・ローズです。顔に星印を書

いておきました。小児性愛者であり、トップのエリートたちと小児

性愛クラブに入っていました。バルフォア宣言を書いたバルフォア

とは友達でした。オックスフォード大学出身です。 

彼は次のように書いています。「大英帝国を拡大するという１

つの目的のためではなく、未開の世界全体を英国の支配下に

置き、アメリカを取り戻し、アングロサクソンを唯一の帝国にする

ために、我々は秘密結社を作るべきだ」（鉄の杖の王国 20 

2018/7/8） 

アメリカを倒したかったセシル・ローズ 

彼はアメリカの主権を倒したいという願望を持っていました。なぜ

なら、アメリカの主権がイギリスの覇権、政治サタン主義とサタン

的な君主制から離れ、非中央集権のキリスト教を中心とする

国を建てたからです。また聖書によるキリストとの関係性の力に

基礎を置きました。聖書を通じた関係性です。英国教会やバ

チカンのような階層組織によるものではなく、直接神様と繋がり

ます。もちろんこれが可能になるのは革命的な印刷機が出来

て人々が聖書に触れられるようになってからです。 

人々が聖書に触れられるようになるまでは、カトリックの教会に

行ってラテン語で説教を聞かなければなりませんでした。司祭は、

イエス様はただ辺りを漂っていていつも優しいのだと語り、刃の

付いた九尾の鞭を作って両替商を打ちのめしたとは言いません

でした。ルカ 22 章でイエス様が外套を売って剣、軍用武器を

買うように言われたことを伝えませんでした。カトリックの司祭は

なぜ説明しなかったのでしょうか。人々の独立心が大きく高まる

のを恐れたからです。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

アフリカを征服したセシル・ローズ 

しかしアメリカでは大きな分断があり、大きなリバイバルが起きて

いました。もちろん、彼らはこれを問題視していました。このイギ

リスの植民地主義者達はアメリカをもう一度征服し、１つのア

ングロサクソン帝国を築きたいと思っていました。また、アフリカを

征服したいと考え、実際最終的にそうしました。セシル・ジョン・

ローズはロスチャイルドの資金を受けてアフリカに入り、デ・ビアス

を設立してロスチャイルドの資金で土地を買い占めました。見て

下さい。 「ロスチャイルドのおかげでイギリス南アフリカ会社の設

立を許可され、殆ど無制限の権力と未制圧の広大な土地を

与えられた。ローズは非常に裕福になり、それはロスチャイルド

の資金のおかげだった・・・」（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

サタンのフリーメイソン 

（アルバート・パイクの書き物によると）フリーメイソンには33の

レベルがあるとされていてパイクは 33 位のメイソンでした。彼は

ルシファーの事を書いています。ルシファーが好きなのです。彼ら

の説明ではルシファーとは光という意味です。光に向かっている

だけだと。それは間違った光です。悪の光、サタンの光です。少

なくとも自己崇拝です。その結果、こういった狂った秘密結社に

なってローズや様々なエリート、貴族に乗っ取られました。 

関係する名前をいくつか挙げてみます。建国の父の中にもいま

す。明らかな事ですがワシントンはメイソンでした。フランクリン、

ジョン・ジェイ、イーサン・ヘレン、パトリック・ヘンリー、ポール・リベ

ア、ジョン・ブラウン、ジョン・ポール・ジョーン、ジョン・ハンコック、

ジョン・マーシャル、トーマス・ペイン、ウィリアム・ランドルフ、ロー

ド・シャーマン。全てがこの秘密結社に関わっていました。（鉄

の杖の王国 20 2018/7/8） 

セシル・ローズの結末とフリーメイソンの分裂 

しかし、分裂がありました。ジョージ・ワシントンはこれについて回

顧録に書いています。メイソンの中で争いがありました。イギリス

のアングロサクソン帝国による征服を継続したいとする派閥と、

それを望まず自由を求め、その仲間に入ることを望まない派閥

です。序列の中で争いが続きました。 

興味深いことがここに書いてあります。「ローズが言うこの革命と

は、アメリカをイギリスの主権下に取り戻して支配階級を作るた

めのものだ。彼が受けたこのビジョンは、アングロ・アメリカ・エスタ

ブリッシュメント、アフリカ獲得のための争奪戦を引き起こし、世

界的な戦争、共産主義の台頭、ケインズ経済、自由貿易協

定を始動させた。それはピルグリム・ソサイエティ、外交問題評

議会、国際連合、中央情報局、三極委員会の形成をもたら

し、ヘロイン中毒の蔓延、軍産複合体の形成、貧困の国際化、
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ナショナリズムの終焉を生み出し、前例のない大量移民、クー

デターの蔓延、グラディオ作戦、モッキングバード作戦、コンドー

ル作戦といった秘密作戦への着手、イスラム過激派と国際テロ

リズムの出現という結果になる」 

元 FBI のポール・ウィリアムズ博士はそのすべてを紐解いていま

す。博士はグラディオ作戦についての本を書いています。カトリッ

ク教会が協力して CIA が麻薬取引を行っていました。それにつ

いて１冊の本に記しています。殆どの人はどれほど邪悪で腐敗

しているか想像も出来ません。しかし聖書を読むクリスチャンで

あれば分かるはずです。驚くべきではありません。（鉄の杖の王

国 20 2018/7/8） 

ロスチャイルドの血統で世界を支配する 

サタンの血統が世界を支配する 

聖書では私達の戦いは血肉に対するものではなく、もろもろの

支配と権威とやみの世の主権者、また天上にいる悪の霊に対

する戦いだとしています。非常に沢山の腐敗と陰謀が中央権

力にあったとしても驚くことではありません。誰かがこの話をしてす

ぐに 「こんな話は聞いていられない」 という気持ちになるのであ

れば、既にあなたは洗脳されています。 

聖書を読むクリスチャンであれば驚くべきではありません。サタン

は世界を支配しています。驚くことではありません。悪魔が世界

を支配しています。世界中を植民地にしています。サタンが長

です。陰謀や暗殺グループがあっても驚くことではありません。非

常にサタン的な一族のために働いています。驚くべきではありま

せん。サタンの血統です。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

ロスチャイルドの家 

この話が興味深いのは、エルサレムの創建はそれがロスチャイル

ドのシオニスト運動に対する支援に直接結びついていることで

す。もちろんイギリスの支援もあります。イギリス王室があります。

彼らは姻戚関係にあります。イギリス王室について話すことはロ

スチャイルドについて話すことです。彼らは既に姻戚関係です。 

見てください。これがギホンの泉です。ここが神殿の丘。その下

にあるものがロスチャイルドの家と呼ばれるものです。1927年に

建設されました。「貧しい人に食べさせるために」 とされていま

す。こういった上流階級はいつもフロント組織を持ちます。（鉄

の杖の王国 20 2018/7/8） 

サタンの組織は善人を装う 

例えばイギリスの王室はジミー・サビルと協力していました。孤児

院を運営しながら性的人身取引をしていました。サビルが死ん

だ後になって初めて、イギリスの警察などの人達が彼は小児性

愛の犯罪者だったと言っています。500人以上の人が、ジミー・

サビルのことを隠蔽していたとしてイギリス政府を訴えています。

彼は BBC のアナウンサーで王室と非常に親しい関係でした。

彼らはこのような公的組織をフロント団体として運営し、善人

のイメージを作っています。内部は堕落した邪悪なサタンだとい

うのに。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

王の王になったライオネル・ロスチャイルド 

これがロスチャイルドの家です。1927 年に作られた貧しい人達

の家です。では一区画の土地も持っていないのかと思うかもし

れません。こちらを見て下さい。これはエルサレムにある最高裁

判所です。非常にしっかりしたものです。それがとても重要な点

です。最高裁判所の建物はエルサレムにある最高の裁判所で

す。誰が献金したのでしょうか。なんということでしょう。ロスチャイ

ルドです。 

彼らが設置したサタン的なイメージを見てみましょう。メイソンの

イメージです。最高裁判所にあるサタン的なイメージに行く前に、

こちらはヨーロッパの王達の風刺画です。王や王妃のような人

が王冠をかぶってロスチャイルドにお辞儀しています。「抵当とク

レジットと現金の王座に着いたライオネル・ロスチャイルドの前に

お辞儀するヨーロッパの王たち」 とあります。 

彼は文字通りの王の王ということです。そのために周辺で霊的

な活動が起こりました。ロスチャイルド家がメシアだということです。

王の王でありユダヤ人であり、文字通り背後で世界を支配して

いました。何によってかといえば、抵当とクレジットと現金の帝国

の王座によってです。ポール・ウィリアムズ博士が詳しく書いてい

ます。BIS（国際決済銀行）、IMF、世界銀行、バチカン銀

行などの繋がりを全て示しています。全てが繋がっています。 

この世の全ての王がこの王の王にお辞儀しているのが分かりま

す。彼がすべてのお金の供給をコントロールしています。あらゆる

主要な国の国立銀行とお金の発行です。彼はアメリカの連邦

準備銀行の株主のリストも調べています。連邦準備法ができ

た後の 1914 年のことです。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

米国の中央銀行が奪われる 

連邦準備銀行は連邦政府のものではなく、６つの主要な複

合企業が所有する民間銀行です。その名前を調べています。

ロスチャイルド、ロスチャイルド、ロスチャイルド、そしてロックフェラ

ー、カーネギーといった主要な実業家が全てスポンサーです。全

てがロスチャイルドからお金を借りています。キングスレポートで

読みましたが、非常に長いリストがあります。今日は読みません

が膨大なリストです。スコットランド銀行やイングランド銀行など

の国立銀行も含まれています。 

これは悪い事です。とても危険です。外国の勢力が私達アメリ

カのお金を運用しているのです。そのため建国の父達は中央銀

行に反対でした。外国による資金の影響でアメリカの歴史を左

右しかねないため、その権力を外国に明け渡したくありませんで

した。彼らがお金の供給でコントロールするのが分かっていたか

らです。 

建国の父は反対しましたが、悪い人、左派の人達が承認して

しまいました。署名したのはウッドロー・ウィルソンでした。彼は非

常に弱い教授で社会主義者でした。彼を標的にして 「あなた

は完璧な男だ、たくさんの利益が得られる」 とそそのかしてそれ

がもたらされました。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

米国の通貨発行権を奪ったロスチャイルド 

ポール・ウィリアムズ博士と、ハワード・ブラウン牧師による本、

The Killing of Uncle Sam をお勧めします。今日、ここにも
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彼の友人でスタンフォード大学の教授がいます。ウィリアムズ博

士はニューヨークタイムズ紙でベストセラーに挙げられた本の著

者です。 

この本は、キケロからフリーメイソン、ロスチャイルド銀行カルテル

との結びつき、1812 年のワーテルローの戦いなど、多岐に渡り、

アメリカ最初の国家銀行の 75%の支配権がロスチャイルドに

奪われた経緯が書かれています。1800 年代の 1812 年には

もう既にロスチャイルドが奪い去っていたのです。いかに素早い

やり口であるか。こうしてアメリカの通貨発行権を支配したので

す。そして税金奴隷、税金プランテーションに仕立て上げたので

す。結局イギリス王室が支配権を奪い返したということです。こ

の本の購読を進めます。（鉄の杖の王国 18 2018/6/17） 

ロスチャイルド金融連合はサタンの支配 

ロスチャイルドの金融連合は本当に悪魔崇拝者です。サバタイ

の伝統から来ています。1666 年に自分が神だと宣言した人

物です。17 世紀に世界中のユダヤ人の半数がこの男に従いま

した。狂っていると思いませんか。このことは知られてもいません。

説教で一度話しました。このことを人は知りません。世界のユダ

ヤ人の半数がこのサバタイ・ツヴィという男に従ったのです。彼は

狂人でした。全くのサタンでした。 

彼は放縦が神の王国のための道を整える方法だと言っていまし

た。猥褻なことをして小児性愛を行い、子供をレイプして悪いこ

とをしなければならないのだと。そのあとに神の王国がやって来る

のだと。完全に狂っています。こういったカバラ的なオカルトのイメ

ージを使っています。もちろんそれはフランキズム（フランク主義）

にも繋がり、様々な秘密結社とも繋がって行きます。類は友を

呼びます。み言を信じる人は驚くべきではありません。なぜ驚く

のですか。陰謀論ではありません。サタンが世界を支配している

と知っているのであれば支配しているのです。驚くことではありま

せん。陰謀があるのは当然です。それはサタンが全ての主人だ

からです。陰謀の主体であり悪を組織しています。（鉄の杖の

王国 20 2018/7/8） 

政治サタン主義を作り上げる 

この年代物の漫画が示しているのは、ヨーロッパの全ての王がこ

の悪魔に頭を下げていることです。大物の悪魔です。白人至

上主義の悪魔です。超、超白人至上主義の悪魔です。もち

ろん彼の望みは基本的にメシアとなって世界を支配することで

す。そして国際共産主義をもたらすことです。素晴らしい！これ

ぞ私達が待ち望んでいることです（皮肉を言われる）。素晴ら

しい贈り物、国際共産主義。それを待っていました。堕落以来

ずっと立ち向かってきた古くからあるサタンの体制。神様の王国

が来る時、それは国際共産主義となります。それは素晴らしい。

全くのサタン主義です。ですからお父様はそれを政治サタン主

義と呼ばれます。 

共産主義、社会主義、中央集権の権力は、全ての形でサタ

ン主義となります。文字通りのサタン主義となります。実際の悪

魔崇拝を保護し、実際の犯罪暗殺グループを保護し、自分

達が養う民衆に対する影響力として利用します。完全にサタン

的な制度です。ですから、ロスチャイルドは常にこれに取り組み、

1800 年代終わりのローズの奨学制度以来、常に資金を提

供してきました。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

サタンのイメージを隠そうともしないロスチャイルド 

見てください。こんなものがエルサレムの最高裁判所の敷地にあ

ります。奇妙なものが。何ということでしょうか。一体何かと思い

ます。巨大なピラミッドの上部に 「全てを見通す目」 がありま

す。メイソンの慣例の象徴がそこにあります。メイソンの慣例の

２つの柱があります。彼らが信じるソロモンの神殿かルシファー

崇拝の儀式でしょうか。慣例として２つの柱があります。 

（以下「」では文章を読まれている）「この新世界秩序の背

後にある思想は（この場合はシオニストの秩序ですが）ユダヤ

のメシア信仰、つまり神が 『ユダヤの王』 を選んで世界を支配

させるという見方かも知れません。この 『メシア』 または反キリ

ストはロスチャイルド家の階層から選ばれる。・・・」 

「以下にあるのはエルサレムのイスラエル最高裁判所の一連の

フリーメイソンの写真であり、ロスチャイルドの反キリストが世界を

支配するための神殿が見られる。それらはイルミナティの地位へ

の旅を示している」 

イルミナティが意味するのは単にイタリア語で啓発されたというこ

とです。彼らは 「あなたは啓発されねばならない」 といったこと

を言います。そういう言葉をいつも使います。自分達が知識を

持っていると思っています。あなたよりもっと知っていると考えてい

ます。彼らは 「あなたは余りにも愚かで自分では判断出来な

いから、私が代わりにやってあげないといけない」 と考えています。 

「右（の写真）：イスラエル最高裁判所の前にあるフリーメー

ソン・イルミナティのピラミッド。横にはヤキンとボアズの柱が立つ。」 

「最高裁判所のために献金したのはドロシー・ド・ロスチャイルド

であり、1992 年に開所した」 

この西側にピラミッドがあり、その上部に全てを見通す目があり

ます。非常に見え透いています。イメージを隠そうとすらしていま

せん。完全に異教のサタン的なイメージを使っています。ホロス

の目のイメージは神秘宗教やパワー、超自然の力や霊的存在

との繋がりに没頭する宗教ならどこでも使われています。どんな

ものであっても力を利用していると信じています。アルバート・パ

イクはルシファーについて書いています。「ルシファーは素晴らしい、

ルシファーは光の天使だ。力を与えてくれ、世界を支配する能

力を与えてくれる」 と。これがフリーメイソンの幹部の１人です。 

「左（の写真）：踏みつけられる十字架」 十字架の上を足

で踏みつけて歩きます。上を歩いく自分は高いところから来たと

いうことです。 

「『この輝かしい時代はダビデの家の若枝である１人の男によっ

てのみ影響を受け、』 その人がユダヤ人を 『正義』 と人類の 

『再生』 に導く。タルムードによるとダビデの子孫から生まれるメ

シアが異教徒の国を支配下に置き、イスラエルを世界権力に

する」 

これがキリスト教会にも影響を与えているのが分かります。キリ

スト教の内部にこのユダヤ運動があります。全てがユダヤ主義を

中心としています。全てがイスラエルを中心にしています。他の

聖句を見ていきますが、もちろんそのようなことはありません。 

このようなシオニズムはロスチャイルドの金融連合によって資金
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を受けてきました。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

ドルと共に作られた世界政府 

これで、ロスチャイルドがどれほど現在のエルサレムに関わってい

るのかが分かりました。イスラエルの国に献金したらどうなるか考

えてみてください。最高裁判所を立ててあげました。5000 万ド

ルか 1 億ドルか分かりませんが。 

それだけではありません。1927 年からやっていたことです。ロス

チャイルドの家、貧しい人のための家をロスチャイルドが始めまし

た。バルフォア宣言がロスチャイルドに対して書き送られたもので

あることは分かっています。彼らは長い間エルサレムと寝てきまし

た。イスラエルと寝てきました。良い人々ではありません。悪魔

崇拝者です。まったくのオカルト信仰者です。 

彼らは共産主義を取り入れたいと思っています。国民国家を

乗っ取るために不換紙幣、彼らが利用する金融システムによっ

て詐欺を働いています。それが本当に 1 つの世界通貨になって

います。 

ウィリアムズ博士は、この本で世界政府が 1970 年に創設され

たことを示しています。１つの世界の政府はどこにあるのでしょう

か。彼はそれがもう出来ていることを明らかにしています。聖書

では１つの通貨を持つことになると言っています。それはもう出

来ています。それが不換紙幣と呼ばれるものです。偽のお金と

呼ばれるものです。それを使用するしかありません。さもないと

事業を始めることが出来ません。銀行口座を開くことも何も出

来ません。ちなみにそのお金、アメリカの紙幣には目の付いたピ

ラミッドがあります。 

イエス様は神と富とに兼ね仕えることは出来ないと言われました。

イエス様と富、つまりお金の神を崇めることは出来ません。この

世にはお金の神というとんでもないものがいます。その家は王冠

と弓矢で象徴されています。それは反キリストの２つの装備品

です。白い馬に乗って来る、黙示録に出て来る最初の白い馬

です。クリスチャンのふりをする預言者と共に来ます。この体制に

導く世界的指導者のことです。それが教皇であることを私達は

知っています。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

全世界を所有するロスチャイルド 

今、全世界を誰が所有していますか？中央政府です。誰が中

央政府を運営していますか？誰が支援していますか？中央銀

行家達です。銀行家で最も大きな家庭は誰ですか？ロスチャ

イルドという１つの家庭です。簡単に言えば、英国女王の家庭

もロスチャイルド家庭に入っています。１つの家庭がほぼ全世

界の土地を所有しています。１つの悪い欧州の家庭が所有し

ているのです。事実、ドイツとトランシルベニアで・・・ドラキュラの

ように血を吸う連中です。サイコパスの性質です。 

皆さんは知っていますね？欧州の王家と多くの悪なるイスラム

王家も同じです。王家の中だけで結婚するのです。だから遺伝

子が弱いのです。サイコパスの性質が強くなって健康な遺伝子

が殺されます。ミューテーション、突然変異の奴らが全世界を所

有しています。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

世界中の金をスイスに集めたロスチャイルド 

FBI の捜査官だったウィリアム博士は、今 『The Killing of 

Uncle Sam』 という暴露本を書いています。ウィリアム博士は

7/29 にサンクチュアリ教会に来られて話をされますが、とんでも

ないことを全て見せてくれます。ロスチャイルド銀行家達が歴史

的にどのように BIS（国際決済銀行）を設置したのか。BIS

は IMF より高い中央銀行です。世界銀行よりも高い銀行の

BIS です。この BIS を設置して米国にあるすべての金をスイス

に持って行きました。今、米国には金がありません。この詐欺師

達がそのようなシステムで全世界の金を集めました。自分達に

実体的な資産を集めたのです。 

誰もこのような世界を知らないではないですか。若い愚か者達

は自分が全てを知っていると考えていますが、何も知らないでは

ないですか。もちろん、皆さんは 100％ではありませんが、錯覚

した愚か者もいるでしょう。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

２-４ サタンと君臨するカトリック教会 

ダニエルが予言した神様の王国の到来 

ダニエル書２章には像（ダニエル 2:31 「１つの大いなる像」）

が出てきます。７章では獣、９章では神殿の予言があります。

聖書の予言をする人達には 「見なさい。第 3 の神殿が建設さ

れなければならないのだ」 という人が沢山います。なぜかといえ

ばダニエル書9:27でダニエルは 「犠牲と供え物とを廃する」 と

言っているからです。またその神殿で 「荒らす者が憎むべき者

の翼に乗って来る」 と言っています。全く非聖書的なことを言っ

ています。その理由についてはまた説明します。簡単なことです。 

とにかくダニエルは像を見ます。黄金の頭：バビロン王国。銀の

胸と腕：メディアとペルシャの王国。青銅の腹と腿：古代ギリ

シャ王国。これらがキリスト以前に支配していた主要な覇権と

帝国でした。バビロンが文字通り世界を支配していました。メデ

ィア・ペルシャ、古代ギリシャ。そして鉄の脚が古代ローマ王国で

す。それはイエス様が生きておられた時代のローマです。ローマ

王国は２本の脚のように２つに分裂します。 

次に鉄と粘土の足ですが、それは復活したローマであり、鉄の

部分と粘土の部分に分かれ 10 本の指があり 2 つの部分に分

かれています。それは東と西のキリスト教の大きな分離です。終

わりの日にサタンが建てようとするあらゆる文明。黙示録 13 章

にあるように獣が海から現れ、地から現れるとされていますが、

そのような力を再び蘇らせます。しかしダニエルが見たように岩が

それらを潰してしまいます。破壊するのです。それは神様の王国

が到来することを予言しています。（鉄の杖の王国 20 

2018/7/8） 

ローマカトリックに変容したローマ帝国 

この若い牧師は私達が分かるように最も単純に分析していま

す。私達がちょうど話していたのは黙示録 13 章でしたが、今彼

が説明しているのは黙示録 17 章です。淫婦が獣に乗って来

るところです。反キリストの獣です。絵が下手ですが、淫婦がこ

こにいて獣に乗っています。７つの頭があり頭には 10 の角があ

ります。３つの頭は角が２つ、４つの頭は角が１つで、合わせ

て 10 の角です。聖書には 10 の角が 10 の王だとあります。 

このバビロンの淫婦は紫色です。マクロ世界で神様であるかの

ように振る舞い、神聖であるようなふりをして紫のローブや赤の
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ローブを着て神様を冒涜しているのが枢機卿であり神父です。

聖書ではそれが世界の権力になるとしています。世界的な権

力を持つのだと。また莫大な経済的資産を支配するようになり

ます。バチカンは莫大な資金を持っており、ロスチャイルドの金

融連合と組んでいます。 

バチカンカトリック教会でミサが最も有名なのはローマカトリック

教会です。それはローマが滅亡してからも続いている文明です。

ローマはなくならず、世界の中心であり続けましたが、キリスト教

という新しい外観、顔、言葉によって装っています。しかし今で

もローマの権力を全て保持しています。それが現在まで続いて

いるのです。 

また、プロテスタントのクリスチャンを殺害した割合も大きなもの

です。プロテスタントのクリスチャンを殺戮、殺害した数はローマ

カトリック教会が最大です。殺人的で大量殺戮的なカルトです。

非常に多くのプロテスタントのクリスチャンを殺害しました。16 世

紀から 18 世紀の粛清です。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

血まみれのイエズス会 

イエズス会が作られたのはイグナチオ・デ・ロヨラの後のことです。

彼はカトリック教会を守り拡大するためにはいかなる暴力や暗

殺も問題ないと語りました。それがイエズス会の始まりでした。 

私はイエズス会の大学に２年間行きましたが、そのようなことは

全く見聞きしませんでした。何人か知っている神父がいて私に

連絡しようとしていますが、私はもう連絡しません。彼らは非常

に多くの聖書を信じるクリスチャンを殺しました。血まみれの教

会です。黙示録 17 章にあるように嫌悪にまみれています。

（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

黙示録 17:9 ここに、知恵のある心が必要である。七つの

頭は、この女のすわっている七つの山であり、また、七人の王

のことである。 

血塗られたローマカトリック教会 

聖書ではそれぞれの頭がそれぞれの山だとしています。ですから

実際に７つの山または丘を持つ都市とはどこか。それはローマで

す。ローマは７つの丘が有名な都市です。都市、政治、権力。

７つの丘。多数のクリスチャンを殺害。ミサの杯の象徴。紫のロ

ーブ。世界権力。世界の資金力。ロスチャイルドとの関係。

CIA と共謀した麻薬取引。イタリアのマフィア、ラッキー・ルチア

ーノ。ウィリアムズ博士がもっと詳しく書いています。ニューヨーク

タイムズのベストセラーになった宗教研究の本を書いています。 

鉄器時代から続くこの古代の権力ですが、それは現代まで続

いています。世界で最大の宗教です。イスラムは最も速く成長

した宗教ですが最大ではありません。ローマカトリック教会が世

界最大の宗教です。偶像を崇拝し、マリアを崇拝し、福音派

の聖書に基づくクリスチャンを歴史的に殺害してきました。全く

血塗られています。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

反キリストのバチカンと韓氏オモニ 

ある教皇がバチカンを象徴するコインを作りました。そこには杯を

持った女性がありました。そして彼は 「彼女は全ての国と世界

の上に位置する」 と言いました。それはマクロ世界のレベルでの

バビロンの淫婦です。ミクロ世界ではもちろん韓氏オモニと家庭

詐欺連合です。重要な点は同じ願望だということです。イエス

様のキリストとしての願望は分かっています。滅ぼすために来た

のではなく救うために来たのだと言われました。これらの人々は

その反対です。滅ぼすためです。この人達の願望は完全に反

対です。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

神様の王国を阻む者 

このような連合の全てが世界の段階で協力し合っています。黙

示録の４人の騎士です。ロスチャイルドの金融連合とバチカン

連合。中国共産党、臓器狩りを行う邪悪な毛沢東の連合。

ブラックオプス（秘密工作）連合は偽の正義の秤を持って

CIA によってアメリカで暗殺や麻薬密売を行っています。そして

青白い馬の騎士はイスラム過激派です。それらの全てが同じ

体制を望んでいます。全てが全体主義を望み、世界政府を支

持しています。全てが主権を破壊して個人の自由を破壊し、

神様が私達に与えた賜物を破壊しようとします。 

主権を破壊するとはどういう意味かといえば、王権を破壊するこ

とです。なぜならサタンの王のためです。彼らは神様の共同相

続人が必要ありません。ロマ書 8:17 「神の相続人であっ

て・・・キリストと共同の相続人なのである」 彼らはそれを信じさ

せたくありません。奴隷だと信じさせたいのです。上流階級に対

する農奴や召使であって王や王妃ではない。そんなことを考え

てもみるなと。これがサタンであり、ロスチャイルドと共謀したセシ

ル・ローズなどの話です。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

テサロニケが予言した終わりの日の反キリスト 

今度は第２テサロニケ２章を見ていきましょう。 

（聖書サイト christianitybeliefs.org を読まれながら） 

「キリスト教の未来主義者は第２テサロニケ２章でパウロが、

終わりの日に反キリストがエルサレム神殿にいて自分を神だと

宣言するという話をしていると主張している」 

「ヨハネ 2:14 でイエスは外的な神殿について話した。ギリシャ

語では物理的な神殿はヒエロン（ἱερόν）である」 

イエス様が現実の神殿について話していた時、ヒエロンについて

話していました。それから 5 つ先の 

「ヨハネ 2:19 から 20 では、イエスは霊的な神殿について話し

た。ギリシャ語で霊的神殿はナオス（ναός）である」 

全く違う言葉です。 

「イエスは彼らに答えて言われた、『この神殿をこわしたら、わた

しは三日のうちに、それを起すであろう』。・・・イエスは自分のか

らだである神殿のことを言われたのである」 

「パウロがナオスという言葉を使う時はいつも、イエスの信者であ

るキリスト教会に当てはめており、それは文字通り神殿であるが

物理的な建物の事ではない」 

もちろんそのためにパウロは言っています。あなたの体が神様の

神殿だと言っています。 

ダニエル９章では新約のことを言っています。神殿が立てられ、

また破壊されるのだと。それはキリストの後のキリストです。それ

についての研究があります。そうしてキリストは死後のことを予言

しています。死ぬ前にこの町は奪われると言われました。実際
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70 年後に破壊されます。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

自分を神として悪魔崇拝するローマカトリック 

もちろんダニエルは旧約の預言者です。終わりの時のことを話し

ているのではなく、いつイエス様が来るのか、そして何が起こるか

を言っています。神殿が再建され、悪の反キリストとローマの覇

権が自分達を神として立てるということです。彼が話しているの

は将来来られるメシアのことで、新約のことでした。 

聖書では、私達が神様の神殿だと言っています。聖霊は私達

の内側に宿ります。しかし見て下さい。教皇は 自分は神であり

キリストの代理人であり、罪を許すと主張し、救いはローマカト

リック教会を通じてのみ可能である」 としました。 

それが推進するのは政治サタン主義です。推進するのは世界

政府です。共産主義です。それが彼らの求めるものです。中央

集権の権力です。一層の腐敗。小児性愛カルト。ローマカトリ

ックの階層の中で擁護しています。 

ペル枢機卿は教皇の側近の大物です。オーストラリア政府は

過去 30 年で 100 人以上の男児を陥れたとして彼を訴えて

います。今裁判を受けています。この小児性愛ネットワークは

高いところに上っています。 

もちろんセシル・ローズや秘密結社やロスチャイルドもこういった

小児性愛カルトに入っています。番組でポール・ウィリアムズ博

士と話しましたが、全てが繋がっています。国際的な金融連合、

バチカン銀行など。何に繋がっているか。悪魔崇拝に繋がってい

ます。小児性愛に繋がっています。罪のない人の虐殺。子供の

殺害やサタン的な儀式。バール崇拝やアシラ崇拝。カルト。悪

魔的な行為。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

悪魔崇拝によって侵入されている神殿 

パウロは、我々は神の神殿だと教えました。 

エペソ 2:19-22 そこであなたがたは、もはや異国人でも宿

り人でもなく、聖徒たちと同じ国籍の者であり、神の家族な

のである。またあなたがたは、使徒達や預言者達という土台

の上に建てられたものであって、キリスト・イエスご自身が隅

のかしら石である。このキリストにあって、建物全体が組み合

わされ、主にある聖なる宮に成長し、そしてあなたがたも、主

にあって共に建てられて、霊なる神のすまいとなるのである。 

コリント１ 3:17 もし人が、神の宮を破壊するなら、神はそ

の人を滅ぼすであろう。なぜなら、神の宮は聖なるものであ

り、そして、あなたがたはその宮なのだからである。 

それは私達を増長させて自分達が神であるように感じさせると

いうことではありません。それによって神様に栄光を捧げるように

なるということです。 

コリント２ 6:16 神の宮と偶像となんの一致があるか。わた

したちは、生ける神の宮である。神がこう仰せになっている、

「わたしは彼らの間に住み、かつ出入りをするであろう。そして、

わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となるであろう」。 

ではダニエル９章を見てください。第３の神殿を立てる必要は

ありません。なぜなら神殿は現在教会だからです。これがこの著

者が言っていることです。教会の内部の神殿が悪魔崇拝によっ

て侵入されていると言っています。殆どの聖書予言者は獣や反

キリストに目を向け、それがローマカトリック教会だとしています。 

マルティン・ルーサー（キング・ジュニア）が何をもってプロテスタ

ントの基準としていたか知っているでしょうか。カトリック教会と教

皇が反キリストであると信じる事でした。著名なプロテスタントの

神学者は、誰もがカトリック教会が反キリストの獣だと信じてい

ました。しかし支配されたのです。カトリック教会が学校や神学

校に資金援助し、話を未来主義（聖書の預言を全て未来の

予告だと解釈する立場）に転換してしまいました。未来主義

を信じるようにして。 

そうではありません。16 世紀 17 世紀のプロテスタントは、カトリ

ック教会がサタン的な存在だと信じていました。それがプロテスタ

ントのあるべき姿です。教会に侵入するサタン的な存在に反対

する（プロテスト）ということです。プロテスタントはそこから来て

います。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

２-５ 政治サタン主義の形成 

アメリカ共産主義化の歴史 

世界は最悪な状態になり、その後良くなると言ってきました。ト

ランプが大統領になって事態を変えようとしています。エリート達

が戦略的に 20 年 30 年とアメリカで進めてきたグローバリズム

の悪の国際主義をトランプは押し返そうとしています。 

（左派は）外交問題評議会（CFR）などの最高峰の権力

組織から各大学まで、教育のシステムを支配しています。彼ら

は社会主義のメッセージを全世代貫いて吹き込み続けてきま

した。60 年代以前のアメリカです。フランクリン・ルーズベルトの

時代からでしょう。福祉を用いて権力を中央に集め、1913 年

の連邦準備法から金融も中央集権化して徐々に乗っ取って

いきました。 

大きなところでは銀行、これが福祉政策を乗っ取りました。これ

は政府にとっては都合のいい話です。個々人が人助けをする

手柄を独占したのです。こうして個人に帰すべき慈愛の実を奪

いました。政府が代わりに援助する者として手柄を奪ったので

す。それが福祉国家の実態です。それは同時に家庭を崩壊さ

せます。教育省（1979 設立 カーター政権）を作って家庭

から子供を奪い、家庭を分断して離婚を増やし、そして共働き

を強いて子供をデイケア施設に入れました。もちろん、その施設

に国家が予算を出して国の考えを植えつけるのです。政府直

営でないとしても。 

子供を取り上げ、結婚を取り上げ、家族を破壊し、人々の喜

びを取り去りました。そして人々を無用な競争に追いやったので

す。男と女を対立させ、あらゆる階層、白人と黒人などを敵対

させました。分断してすべてを乗っ取るためにです。（鉄の杖の

王国 12 2018/4/15） 

責任を負わない人が社会主義を作る 

投票には兵役の責任が伴う 

男達には投票権があるので、戦争が始まれば戦争に行かなけ

ればいけません。徴兵があります。韓国にもあります。本来、投

票権をもらえば戦争が起きた時に徴兵されなければいけません。
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しかし、女達は投票権をもらっても徴兵されません。それで女

性達はとても無責任に愚かな左派詐欺師に投票します。投

票権があるなら徴兵に就かなければいけません。愚か者に投

票すれば死ぬことになります。あなたが馬鹿げた決定をしたので。 

不思議です。韓国では女性に投票権はあるのに徴兵はありま

せん。これは問題です。自分達は死なないので、愚かにも左派

に投票して国が滅びます。決定に責任感がなければいけませ

ん。決定に対して結果が悪く出たら、あなたは出て責任を負わ

なければいけません。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

女性を使って社会主義を作る銀行家システム 

銀行家システムでは女性に詐欺をさせます。女性は投票して

も戦いに責任がありません。それで国は自然に社会主義に向

かいます。なぜかと言えば、統計的に女性がより多く投票する

からです。ゆっくり民主主義の国を社会主義に作り直す銀行

家のシステムです。銀行家の戦略と戦術です。民主主義の国

を社会主義にしたければ、女性に投票権を与えて徴兵されな

いようにすると 100%その国は社会主義になります。とても簡

単な数学です。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

誰にでも徴兵がある天一国 

このような内容を知らないので皆さんはやられるのです。天一国

はそうではありません。天一国では皆に徴兵があります。男女

に。皆、平和軍・平和警察をやります。 

愚かな投票権で愚かな国会議員を選べば、その愚かな奴が

悪い結果を作ります。もし戦争が起これば、男と女が二人共や

られます。それで女達が考えるようになるのです。「待てよ、この

戦争をやろうとする奴に投票するか？いや、違うようだ」 となり

ます。女達も現実が恐ろしいのです。 

神様の王国は皆さんの錯覚、女性達の錯覚と無責任な行動

では作れません。正直で責任感があって義のある女達、そして

男達で作らなければいけません。女達が間抜けな決定をすれ

ば、男達がその結果を負って代価を支払うのです。愚かな決

定は社会主義に向かわせ、多くの良い男達を死なせます。

（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

結婚していない女性が最悪の愚か者 

女性も１人の人間なので、神様が与えられた５%の責任分

担があります。決定によって死に直面する可能性が万が一にも

あれば、女性も投票のやり方が変わります。 

米国で一番有名なピューリサーチセンターのギャラップワールドポ

ールの統計を見て下さい。女性も結婚すると、男のようにずっと

保守的に投票します。自分の夫や子供の資産を守るためです。

愚かにも悪い方に投票すれば、政府が資産を盗んで乞食にな

るからです。女性達が保守的に投票します。 

一番危険で間抜けな奴は誰でしょうか？若くて結婚しない人

達です。その中でも、結婚していない女性は結婚していない男

性の２倍も左派に投票します。米国の世界的に有名な統計

センターの結果です。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

選択に責任を取れる人が正しく判断する 

愚かな女性がどれほど聞きたくないと言っても構いません。女性

に責任のない、徴兵のない投票権を与えれば、女性が愚かに

も社会を台無しにします。それは女性が悪いのではありません。

人には大きな災難に遭ったり死んだりする可能性があります。そ

の代価を負うことが出来てこそ、人は考えて決定します。 

女性が愚かな社会主義を選択したのに、男性だけが徴兵され

て支払わなければいけないのですか。女性が決定したのなら、

女性が２倍徴兵されなければいけません。責任を取らなけれ

ばいけません。そうすれば女性はそんな馬鹿な投票をしません。

人は人で、山は山で、水は水です。僧侶がそう言いますね？

（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

結果に責任を負わない人が社会主義を作る 

結果に責任を負わない人が社会主義を作ります。結果に責

任を持たない国は社会主義になります。滅茶苦茶になって潰

れます。地上地獄になります。結果に責任を持つ男女のいる

国。悪い決定をすれば責任を負って死を受けなければならない

国。極端ですが、最終的に死まで受けねばならない国では

人々は考えて保守的な人に投票します。簡単な科学や数学

です。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

サイコパスが政治サタン主義を作る 

一部のサイコパスだけが問題 

東洋にいるすべての市民がサイコパスですか？軍隊に行ったこ

とのある男達、韓国の男達、皆軍隊に行ったでしょう？手を上

げてみて下さい。全員軍隊に行ったでしょう。 

これほど多くの男達が軍隊に行ったのに、どうしてお互いに殺し

合って１人残らず虐殺しないのですか？銃が多ければ殺し合

って大虐殺になるでしょう？いいえ。 

それではなぜ、韓国で軍に入って銃器を所持しているのに殺し

合わないのですか？ 

韓国の人達は血気盛んで旺盛だから、銃器を所持したら村で

毎日銃撃戦が生じると言うのでしょうか。どうして全人口が狂っ

てしまったと言うのですか？それはとても悪辣な内容です。どうし

て１民族のすべてが、誰であっても気が狂っていると言えます

か？それが狂った言葉です。 

その人達の中にはサイコパスがいます。白人の中にもサイコパス

がいます。黒人の中にも、日本人にも、また南米の人の中にも

サイコパスがいます。そいつらが問題であって、殆どの市民は問

題ではありません。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

道具ではなく狂った人が問題 

銃より自動車の方がはるかに危険です。１~２トンの大きな

武器です。イスラムの爆弾テロリストはフランスと欧州で銃器を

使用します。違法な銃器です。奴らは違法銃も使用しますが、

それ以前に大きな２トントラックを運転し、人々がコンサートか

何かを見ている所に突っ込んで 80 人以上殺しました。トラック

をそのまま武器として使いました。それならすべての自動車を禁

止しなければなりません。トラックでとんでもないことをしたので。

皆さん、運転してはいけません。あまりにも危険です。皆さんが

運転すると血気で喧嘩するから危険です。このように言うのと
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同じです。狂った人が問題であって一般人が問題ではありませ

ん。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

10%のサイコパスと 40％のソシオパス 

統計を見ると、肌の色に関係なく人口の 5~10％ のサイコパ

スがいます。5％~10％ のサイコパスが自分の望むままにあら

ゆる行動をするのが問題です。人を殺して盗みをします。悪事

の限りを尽くします。女性を売って子供も拉致監禁します。中

国のエリートのようにやりたいことは何でもします。市民や聖書を

信じるクリスチャンを殺し、内蔵を取り出して売る奴らです。その

ような狂ったサイコパスが問題です。 

サイコパスにしたがう狂人をソシオパスと呼びます。大金や何か

の資産を得るためにサイコパスの手助けをします。社会学的に

見ると人口の 30~40％にそんな気質があるそうです。どれほど

見返りが大きくても、50~60％の人はそのようなことをしません。

（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

社会はサイコパスとそれ以外に分けられる 

結局、社会はサイコパスとそうでない人に分けられます。社会の

下層にもサイコパスはいるし、中流層にもサイコパスは存在しま

す。上流階級にももちろんいます。ジェフ・べゾス（アマゾン創

業者）をご覧なさい。２つの目が別方向を向いています。狂

気を感じさせる笑いを浮かべ、人の首でも叩き折るようなロボッ

ト犬を連れて散歩しています。気違いです。トップ層にサイコパ

スは存在します。しかしトップ層だけでなく、あらゆる階層にいる

のです。あたかも互いにフェロモンを送り合って同類を引き付け

合う動物のように。「ハイエナ達集合せよ！世界征服のためま

とまるのだ！」（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 

サイコパスになるのは一部の狂人 

普通のお婆さんやお爺さん、済州島に住んでいるお婆さんやお

爺さんでも良いです。自然の中で暮らす人達です。巨文島に

住むお婆さんやお爺さんの所に行って、「私はこの村のすべての

人を殺します。その資産を横領したら少しあげますよ」 こう言っ

たらお婆さんが一緒にやりますか？やりませんか？見返りが

30~40 億ウォンにもなればどうですか。自分の友達だけ殺した

ら良いと言ってもしません。そんなことを言うのもやるのも狂人だ

けです。多くの普通の人は狂人ではありません。そのような提案

に従いません。皆さんの知人の多くがそうでしょう。（鉄の杖の

王国６ 2018/2/27） 

人種や階層で分断されていない社会 

王国の福音は社会経済的階層を横断して伝わります。以前、

グラフをお見せしました。社会は左派が考えているように分断さ

れていません。黒人対白人、裕福な者対貧しい者、それは正

しい分け方ではありません。なぜなら、白人の中にも略奪者は

いるし、黒人の中にもいます。アジア人でも黒人にもラテンアメリ

カの人々の中にもいます。人種など関係なく略奪者は存在し、

どのような階層の中にも略奪者、サイコパスがいます。 

心理学では 5~10％の人にサイコパス的な傾向があると言い

ます。その内の１％が、権力に対する渇望から大量殺人など

や狂気の事件を起こします。その周りの多くの人達も、何か力

が働けば悪に従ってやはり罪を犯します。これが権力の恐ろし

い所です。（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 

サイコパスが中央に権力を集める 

中央政府マフィアを大きくする 

大部分の市民はサイコパスではありません。ある社会主義者が

統計を調べたのですが、5％から 10％がサイコパスです。殆ど

の一般人は一生懸命働いてお金を稼ぎ、孫におもちゃを買っ

てあげ、週末には子供達と映画を見に行き、食堂にも行っ

て・・・、そんな風に暮したいのです。そうではないですか？自然

の中で登山をして小川で遊びたいのです。 

一方、社会主義と共産主義が、天使長である中央政府を必

ず大きく作る理由は、まさに強制力で皆さんのものを盗まなけ

ればならないからです。盗んでマフィアを大きくせねばなりません。

そうしてこそ、大部分の市民が言うことを聞くようになります。

（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

大部分のお金を着服する 

政府が組織を作って皆さんの1000ウォンを強制的に持って行

っても、福祉に使うと言っていたそのお金は福祉には届きません。

福祉に届くのは 250 ウォンだけです。皆さんが政府に収めたお

金の 25％だけです。大部分の 750 ウォンはどこに行くのでしょ

うか。自分の懐に入ります。統計を見れば、実際は 24％です。

75％よりも多く 76％です。そのように詐欺師が盗みます。望ん

で払うのではありません。払わないと刑務所に連れて行かるから

です。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

中央に権力を集める 

問題は何でしょうか。中央政府、天使長にすべての強制力を

集めることです。強制力とは何ですか？銃器です。すべての強

制力を一か所に集めるとどうなりますか？サイコパスはどこに行

きますか？ずっと済州島や巨文島の田舎に住みますか？ 「私

はソウルに行く」 ということになるでしょう。ソウルに行って政府の

役人になりたいと。政府の役人になればスーツを恰好良く着ら

れるし、歩いてバッチを見せて人が驚けば自分は凄いと思うの

でしょう。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

中央で権力を得て性的見返りを求める 

サイコパスは中央組織、権力の集中が好きです。それで一番

危険な人達がそこに集まります。お婆さんやお爺さんを皆殺し

にしても自分が得をするなら気にしない、構わないという奴らが

集まります。これが問題です。 

自分の権力が大きくなればなるほど、女達を捕まえて食べられ

ます。女。政府に上がって財閥の近くに行けば行くほど、若く綺

麗な女性達をいくらでも食べられます。性的な見返りです。

人々が中央組織、天使長集団、マフィアに入るのはそのためで

はありませんか？（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

詐欺師でサイコパスの政治家 

嘘つきで盗人のサイコパスが一番多く集まるところはどこです

か？中央政府です。やくざでもチンピラでもありません。中央政



36 

 

府のどこに集まるか分かりますか？綺麗なネクタイをして美しい

声で人々と接します。しかし、行動はやくざとまったく同じで嘘つ

きです。裏で市民を見て、「あの愚かな馬鹿どもを見てみろ、ハ

ハハ」 と、こう言うのです。政治家同士で 「市民がどれほど馬

鹿か知っているか？言論を通じてどれほど簡単に操れるか知っ

ているか？ハハハ」 これが政治家です。皆さんの目の前や TV

の前ではしません。TV の前では 「はい、市民の皆様、どれだけ

ご苦労なさいましたか？」 こう言います。（鉄の杖の王国 19 

2018/6/27） 

ソシオパスの陰に隠れてお金を奪う 

社会で最も邪悪な狂人が中央組織やマフィアで働いた後、彼

らのボスは政治家ですが、その政治家になって善良な住民の

前に出てとても良い人のように振る舞います。「ええ、一緒に写

真を撮って下さい」 などと言って。本当に詐欺師です。 

それから上手に詐欺をする狂ったソシオパスを集めます。そうし

て彼らの後ろに隠れたら何をしますか？一般市民を人間家畜

にします。人間農業です。人間を農産物にして収穫します。ど

うしてそのようになるのでしょうか？一般市民がサイコパスでない

から？それが一般市民の罪でしょうか？他の人を殺さず、奪わ

ないので人間農業にされます。どれほど可哀想でしょうか。 

毎日一生懸命に農業をするお爺さんとお婆さんが稼いだお金

を、遠くソウルにいるスーパーエリート財閥が持って行くのです。

これが話になりますか？強制的にです。遠い農村にいるお爺さ

んとお婆さんが一日中雨に打たれながら、太陽の光に焼かれ

ながら稼いだお金です。それしかないのに、奴らは政府組織の

後ろに隠れて強制的に奪って行きます。人間サタン主義、政

治サタン主義の現実です。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

力を中央集権化する政治サタン主義 

力を中央集権化しようとする思想が政治サタン主義です。過

去のスルタンを見て下さい。イスラムの文明を見て下さい。仏教

でさえ平和な文明と呼ばれていますが、完全に中央集権にな

っています。ダライ・ラマの伝統、ラマ僧を見てみなさい。ダライ・

ラマ５世は狂っていました。完全に政治指導者であり中央集

権化した組織です。基本的に社会主義国を作ったのです。カ

トリックと同じです。国営のキリスト教です。英国国教会と同じ

です。キリスト教という言葉は使っていますが、キリストの精神で

はありません。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

政治サタン主義が社会を乗っ取る 

茹でガエルになる社会 

たとえばナチスの時代のドイツに住んでいるとしましょう。過去

50~60 年間の悪の正体もまだ知りません。その社会の中にい

てゆっくり、じわりじわりと中央集権が強まって行くことを想像して

下さい。政府で働いている人も知っているし、警官の中にも知

人がいる。2、3 年後に玄関の前に立ち、強制収容所送りを

告げて殺そうとする人も知っています。皆、知人です。心の中で 

「あの人がそんなことをするはずがない」 と言うかも知れません。 

「彼の奥さんもよく知っているし、カールの奥さんも知っているし

子供達も知っている」「マイケルの奥さんなら知っている」 その

人を知っているので、心の中で 「このドイツでそんなことが起き

るわけがない。ドイツは近代化して技術があり、飛行機だってあ

る」 と思うかも知れません。（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 

トランプを洗脳しようとするディープステート 

それと同じことが今アメリカで起きています。トランプ大統領に対

してとんでもない反抗叛乱を企てるディープステートが存在しま

す。反対に回ってトランプ大統領を洗脳しようとしています。政

治的に葬ろうとしています。トランプ大統領を引きずり降ろして

ネオコンに引き込もうとしています。そうして無意味で狂気の、

果てしなく続く戦争を始めようとしています。とどまることのない戦

争、ローマ帝国もこれで崩壊しました。（鉄の杖の王国 14 

2018/4/29） 

ディープステートに反抗出来る人は少ない 

戦争、戦争、戦争、そして搾取。しかしディープステートの中に

も善人がいます。もちろん 90％もいる訳はありません。 

数週間前に見せたアレックス・ジョーンズのインタビューの中で、

ジョエル・スカウセンがこう言っていました。「自分も分からないが、

（良識派は）半分いるか、60％か、30％かも知れない。彼

らがネオコンの計画に反対するのだ。ひょっとしたら 60％が指示

に従うかも知れない」 

彼らは銃器所有者や福音派キリスト教徒を強制収容所送り

にするかも知れません。それは 40％かも知れない、割合の問

題です。軍隊にいる人はよくこういう言い方をします。「さあね、

5％か10％か、よくわからんね」 しかし、人はディープステートに

ちょっと捻られたらどうなるでしょうか。将来のキャリア、老後の年

金など絞られたら、「なら、すべて失うぞ」 と言われたら。あっとい

う間に人々はどこかに消えてしまいます。「息子のマイクのことを

思えば」 とか 「妻も子もいるし、路頭に迷わせるわけにいかな

い。自分は命令に従おう」「法に従おう」 普通の人はそうしてし

まいます。実際、今を生きている人は邪悪な権力システムが自

分を抑え込んできても 「何を！」 と言って立ち上がり、反抗す

るのは難しいのです。そういうことが出来るのはごく僅かです。

（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 

中央集権志向が邪悪な者を引き付ける 

善良な大衆は多くいます。政治サタン主義の中央集権志向が

問題なのです。大きな磁力のような力で権力を好む者達を引

き寄せます。その権力を使って今度は他人から資源を搾取す

る。これが問題です。パラサイトにとっては引かれる磁石なので

す。邪悪な者達を引き付ける磁石です。 

いくら良いスーツを着こなしたとしても、ちょっとしたエリート気分

でワシントン DC のスターバックスでコーヒーを飲んでいたとしても、

内側は惨めで悪臭を放つ悪に満たされています。あなたやあな

たの家族を殺し、修正２条を支持する者達、神話を信じるク

リスチャンを排除してもいささかも良心が痛みません。「トールと

ゼウスの神話」ですか、彼らはクリスチャンをこう呼んでいます。

（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 
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ディープステートに安く買われる者 

福音が届くのは文化マルクス主義の線引きによる特定の階層

ではなく、自分の心を失わない者、権力に魂を売らない者達、

彼らにこそ福音は届くのです。サイコパスやサイコパス的傾向を

持つ者達、例えるなら 「自分はこの秘密結社、陰謀団にもぐ

り込んでもっと権力を得よう」 などという者達。ソシオパスも 

「年金のためなら」 と同様に振る舞います。自分はこの巨大な

権力組織、ビルダーバーグやジョージ・ソロスなどの下で２番手

でも３番手でも良い。お金さえ手に入るのなら。五つ星レスト

ランで食事をし、毎日スタバに行かれたらそれで良い。人は本

当に小さな動機付けで動くものです。ショッピングに行って 20

万円ほど使えたら、など。月１回ショッピングに行って美味しい

ものを食べる。ディープステートがそれを許してくれるなら従うとい

うのです。（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 

国家権力を握ると狂暴になる 

詐欺師が作る国 

イスラム極端派、シャリーア法ジハード、この詐欺師の奴らが、

ジョージ・ソロスとバチカンの偽キリスト教人達と一緒にいる時、

教皇が同性愛者らに 「あなた達はそのように（同性愛者とし

て）生まれた」 と言ったのです。先週のことです。完全に左派

のジョージ・ソロスとロスチャイルドの銀行家達、ビルダーバーググ

ループの詐欺師の奴ら、サタン主義の奴らの話をしています。

教皇の口から出て来ました。 

とにかく、そのような詐欺師達がどのような世界と国を作るのか。

中央組織が 90%以上の市民を奴隷にします。簡単に言えば、

左派の共産主義社会主義システムを作ります。イスラム教の

色があり得るし、カトリック色があり得るし、こんなあんな色があ

り得ますが、しかしすべて同じ内容です。愚かな左派の同じ詐

欺です。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

国が権力を握ると激しく邪悪になる 

ステファン・モリニューのビデオです。素晴らしいですね。とても知

的に国家を説明しています。彼の言葉を借りれば、国家は基

本的にサタンです。 

（ステファン・モリニューは）国と癒着したキリスト教は別ですが、

キリスト教に対してはとても肯定的に見ています。左派や教化

収容所と化した公立学校では、教師は生徒達にこう教えます。

「宗教が皆の心を抑圧している。自由であることを許さない」 と。

あるいは（抑圧しているのは）伝統だ、両親だ、両親が皆を

昔ながらの因習に押し込める、などと。しかし教師は国家につ

いては決して一言も言わないのです。 

国家が力を得る時、比較にならないほど邪悪になります。皆さ

んを支配し、資産を奪い、監視して搾取します。強制的に。そ

れが嫌なら監獄に送られて死ぬ他ありません。宗教にあっても、

急進的イスラム主義のように政治システムを組み込んだ神権

政治もあります。そこから全体主義に向かうのは明らかです。動

画で初めに言った言葉を覚えていますか。「国が健康や安全な

水、食料を保障してくれると思い違いしている人がいる」 と。農

業に従事する人も牧畜に安全な水や餌や薬を与えています。

ここにいる若者達もちょっと考えてみて下さい。学校でこういう話

を聞きましたか。大学で聞いたことがあるでしょうか。決して聞く

ことなどないのです。（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 

大学も支配の一環に過ぎない 

ステファン・モリニューが指摘するように、教育機関としての大学

も支配の一環、人間を飼い慣らす手段の一つに過ぎません。

国にすべて依存しているではないですか。すべての大学は連邦

政府の助成金をもらっています。お金が欲しいのです。それで

政府と結託して人々からお金を取り上げることを非道義的だと

思わせないようにしています。土地を細分化し、職業選択の自

由を与えて自由だと思わせるトリックも使って。 

社会で成功するにつれ、人々からより多くのお金を奪い、更に

どんどん出世していくと所得税は１％以下になります。この国で

所得の60％もの税金を納めている人もいるというのに。（鉄の

杖の王国 14 2018/4/29） 

国家権力がキリストを憎む 

国家というシステム、中央権力がイエス・キリストを殺害し、迫

害し、追い回したのです。そのシステムが真のお父様を追い詰

めて捕らえました、訪れたすべての国が！国家が絶えずお父様

を迫害しました。実質的に国が運営するキリスト教会による迫

害もありました。それは最前線で人々を支配する組織に過ぎま

せん。例えば、政治的ファシストの下でアル・シャープトンがやっ

たように。基本的にはジョエル・オスティーン（アメリカの説教者）

の教会もそうです。共産主義者のイエスを教えているのです。 

お父様は憎まれました。北朝鮮政府に投獄され、韓国政府に

も、日本政府からも入国を禁止され、そしてアメリカ政府に投

獄され、訪れる国の政府によって悉く迫害されました。政府が

お父様を捕らえました。イエス様と同じ。どこに行っても中央権

力機構、中央政府を混乱させたからです。 

王国の福音は大きな破壊力を持っています。彼らから見る時、

それは大きな悪に見えます。なぜなら、福音は大きな収益を生

み出す人間の牧畜化を否定し、妨げるからです。その家畜が

正しく教育され、その人間奴隷農園の真実と目的を知り、何と

AR-15 まで持ったとしたら。彼らは想像するだけで気が狂うとい

うのです。（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 

福音がサイコパスを揺さぶる 

福音がサイコパスを激怒させる 

福音が説かれる時、それが如何にそれら（サイコパス）を破壊

するか分かります。王国の福音は実現する王国を語ります。そ

れは権威主義的王国、全体主義など、人類歴史を通して抑

圧と苦難を繰り返したものにとって代わります。嫌というほど何

度も何度も、同じ罠に繰り返しはまって来たというのです。まる

で一世代に１回、スローモーションで起きる車の事故を見るよ

うなものです。大惨事です。王国の福音が説かれる時、支配

階層やその他の階層を動揺させ、激怒させます。（鉄の杖の

王国 14 2018/4/29） 
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福音はディープステートを怒らせる 

王国の福音を説く時、いつでも人は動揺します。それを見てみ

ましょう。マルコ 15 章です。ここでは、当時の権力層、エスタブ

リッシュメントを非常に怒らせています。ディープステートです。パ

リサイ人はディープステートを代表する存在です。彼らはいわば

ユダヤにとっての情報機関のエージェントです。CIA の一部局の

ようなものです。ユダヤの人々を正しく統制する役目です。例え

るなら、アル・シャープトン（バプテスト牧師、公民権活動家）

が黒人社会の秩序を守るようなものです。あるいはジェシー・ジ

ャクソン（牧師、公民権活動家）がそうするようなもの。CIA

と繋がり・・・、アル・シャープトンは自分の口で、麻薬押収に関

して FBI のために行動していると言っています。完璧に繋がって

います。 

ディープステートのやり方は、同じコミュニティの人を使ってそのコ

ミュニティの人々を支配するものです。ヒエラルキーの支配の下

のプランテーションです。だからアル・シャープトンであれ、パリサイ

人であれ、全く同じことをしています。だから、キリストが王国の

福音を説き始めた時、彼らが造ってきたこれまでのすべての話

を動揺させ、すべての仕組みを揺るがしたのです。パリサイ人が

どれほどキリストを憎んだか知っています。死を！死を！と大騒

ぎしました。そしてついにはローマ人から殺す許可を得たのです。

（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 

マルコ 15:36 ひとりの人が走って行き、海綿に酢いぶどう酒

を含ませて葦の棒につけ、イエスに飲ませようとして言った、

「待て、エリヤが彼をおろしに来るかどうか、見ていよう」。 

マルコ 15:37-39 イエスは声高く叫んで、ついに息をひきと

られた。そのとき、神殿の幕が上から下まで真二つに裂けた。

イエスにむかって立っていた百卒長は、このようにして息をひ

きとられたのを見て言った、「まことに、この人は神の子であっ

た」。 

マルコ 15:40-43 また、遠くの方から見ている女たちもいた。

その中には、マグダラのマリヤ、小ヤコブとヨセとの母マリヤ、

またサロメがいた。彼らはイエスがガリラヤにおられたとき、そ

のあとに従って仕えた女たちであった。なおそのほか、イエスと

共にエルサレムに上ってきた多くの女たちもいた。さて、すでに

夕がたになったが、その日は準備の日、すなわち安息日の前

日であったので、アリマタヤのヨセフが大胆にもピラトの所へ

行き、イエスのからだの引取りかたを願った。彼は地位の高

い議員であって、彼自身、神の国を待ち望んでいる人であっ

た。 

ディープステートの中の普通の人 

マルコ 15:36 で兵士はわき腹から心臓を槍で刺します。死を

確実なものにするためです。肋骨の間から心臓を一突きです。 

マルコ 15:37-39 で本当にとんでもない間違いを犯したと知っ

たのです。この方は普通の人ではないと悟りました。 

マルコ 15:40-43 です。この神様の国の聖句にアリマタヤのヨ

セフが登場しますが、彼は金持ちで裕福な人です。ここで興味

深いのは、王国の福音があらゆる社会経済的階層にまで広が

っていた事実です。ただ貧しい人々のためだけではありません。

もちろん貧しい人々は福音と説教を聞いて大きな力を得ること

ができます。 

初期キリスト教は奴隷階級の人々、僕の間に芽吹き拡がって

行きました。しかし、そういう階層を超えて、アリマタヤのヨセフの

ようにイエス様に出会った別の社会に属する人、例えば兵士、

百卒長などにまで広がりました。イエス様に出会った者達はこの

世を抑圧する側のディープステートにもいたのです。そしてイエス

様の福音が彼らにも響いたのです。彼らもソシオパスを演じてい

たかも知れませんが、心の内はサイコパス的ではなかったのです。

所属する社会で出世するため、グループの一員であり続けるた

めに、教え込まれたように振る舞う他なかったのです。それで成

功したのです。韓国でも日本でもそういうことはあるでしょう。ア

メリカの左派でも同じです。しかし、全体主義的権威、社会的

なサタン主義とは異なるものを求める者がいるのです。結局そ

れは間違いだったと、悪だと気が付くのです。だから、アメリカの

ディープステートの中にも、当然トップ層は腐敗して鼻持ちなり

ませんが、ブライトバートやインフォウォーズなどに情報をリークす

る良い人もいます。中で起きていることを白日のもとに晒し、政

府が偽旗作戦を実施するのを止めようとする者がいます。善人

に計画を漏らし、ことが起きる前に人々に知らせるのです。

（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 

血統で作り上げるスーパーエリート 

米国副司法長官はヒムラーの息子 

今、狂った人が FBI 長官や米国副司法長官をしています。米

国副司法長官のロッド・ローゼンスタイン、彼の父親が誰か知っ

ていますか？世界最強の軍隊を持つ米国の副司法長官、ロ

ーゼンスタインの父親は誰でしょうか。ハインリヒ・ヒムラー、ヒトラ

ーの右腕だった人です。その息子が今、米国副司法長官なの

です。これは話になりません。 

どのようにしてナチスの子供達が米国のこのような位置にいるの

でしょうか。それは第二次世界大戦後、詐欺師の CIA が

1947 年に始めたペーパークリップ作戦です。ドイツのナチスの

科学者達をアメリカに連れて来ました。何と、アメリカのシステム

はナチシステムになっているのです。そして、副司法長官、世界

の副司法長官になってしまいました。その父親はヒムラーです。

ヒトラーの右腕。何人殺したでしょうか。1200 万人も大虐殺

した奴の息子が米国副司法長官になったのです。今の副司法

長官です。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

トルドー首相はカストロの息子 

カナダの狂った社会主義者、イケメンで愚かな詐欺師のトルド

ー首相。皆さんもトルドーを知っていますか？カナダの首相です。

社会主義や共産主義はハンサムです。トルドーはハンサムです

が、そいつの父親が誰か知っていますか？ヒントをあげましょう。

彼はカナダの首相ですが、スペイン語が完璧に出来ます。トルド

ーの父親は誰でしょうか。キューバのカストロの息子です。 

スーパーエリートは、簡単に言えばスーパーエリート家庭です。

世界のロスチャイルド家やソロス家など、大きな暴君になったら
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自分の家庭をそこに組み込めます。彼らは多くの子供を産みま

す。非道徳的で神様を信じない女性達を食べられるからです。

そうして自分の子供達を世界的な席に入れます。 

それでトルドーはそんなにも社会主義です。カストロが父親だか

ら。有名でない女性で好みの女性であれば、暴君達はそいつ

を連れて来いと言います。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

近親相姦で強化されるサイコパス 

スーパーエリート家庭、ビルダーバーグ家庭の 100 人余りがお

互いに似た者同士で結婚します。自分達のような王家の家庭

同士で結婚するので、子供達もサイコパス、もっとサイコパスに

なります。遺伝子が混ざるからです。遺伝子がずっと一緒なの

で代々精神病者が出ます。遺伝的な限界による障害です。 

そのような王家同士で結婚するので近親相姦になります。近

親相姦で子供を産んだらどうなりますか？赤ちゃんに障害者が

出ます。その障害者が近親相姦したらまた障害者が産まれま

す。王家の家庭は皆近親相姦です。地獄に行きます。 

彼らがずっと近親相姦するので、出て来る人が更にサイコパス

になります。そうして奴らは英国やフランスの王になりました。サ

タン主義に仕えてそんな狂ったことを続けるのです。血統は恐ろ

しいのです。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

エリートの支配は悪人をやり放題にする 

超一流大学を出て法を作り、国民を支配してそれらの問題を

解決しようとするスーパーエリートに委ねれば、そこに展開するの

は地上地獄です。地上地獄。その代表がシカゴ市、そしてデト

ロイト、ここは殺人件数が国内最高です。そう、ボルチモアも。 

それらの都市に行けば、火の海で角を生やした化け物が尻尾

を振りながら走り回っているわけではありません。愚か者になって

はいけません。そこでは他の都市と比べて人々に自衛手段、そ

の力を持たせません。邪悪で危険なことに、（悪人に）誰から

も攻撃を受けることなく何でもやり放題にさせます。悪い者が好

き放題して処罰がない。実際に罰を受けません。自由放縦だ

というのです。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

世界政府で支配する 

スーパーエリートは世界政府を作る 

近親相姦する狂人が自分の子供達を世界で最も高い地位に

送ります。世界政府を建設するためにです。その世界政府は

一般人に個人の所有権と言論の自由、銃器所持の自由、土

地の税金を払わない自由を与えるために建設しているのでしょ

うか？絶対に違います。悲惨な話です。（鉄の杖の王国６ 

2018/2/27） 

呼吸をして毒を出すので税金を取る 

国連は炭素税を支持しますが、教皇もこの狂った奴らと結託し

て炭素税を支持します。詐欺教皇です。樹木は二酸化炭素

を吸収します。人間は息を吐く時に二酸化炭素を出します。こ

れが毒だと言っています。木が吸収する二酸化炭素が毒だと

言うのです。国連や教皇は皆さんの呼吸を毒だと言います。体

に毒だと。その毒が煤煙を作るので税金を納めねばならないと

言います。本当の話です。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

環境汚染を理由に人を殺して出産制限する 

国連とビルダーバーググループ、オバマやヒラリー魔女と文在寅

左派共産主義者などの赤い奴らは 「裏庭の木に住むネズミや

絶滅危機にある蟻や蛙を助けて環境保護をしないといけない

ので、済みませんが皆さんを殺します」 と言っています。 

また、「皆さんは呼吸する度に煤煙を作るので、松の木を生か

すために子供を産めないようにしないといけません」、「皆さんは

ゲイやレズビアン、トランスジェンダーになって子供を産まないで

下さい。子供を産めば多くの煤煙を作るので、産まれてもその

まま殺すか中絶して下さい。人間の子供は豚よりも価値があり

ません」 と言います。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

共産主義の先にある国際法を作る 

トランプ大統領の下にキャロル・キグリーという詐欺師がいます。

カトリックのジョージタウン大学の教授で、そこで CIA の訓練をし

ました。ビル・クリントンも訓練しました。1960 年代からキグリー

は 「Tragedy & Hope」 という本を書きました。国連に関わ

る論文も多く書いています。非常に悪い奴です。 

彼は CIA と協力してグローバリズム、世界の社会主義化、共

産主義化を進めました。そのように直接的には言いませんが、

すべての国の所有権、憲法を超越した新しい国際法を作ろう

としています。 

このキャロル・キグリーとヘンリー・キッシンジャーという悪い奴らは、

1960 年代からロックフェラーやジョージ・ソロスの支援を受ける

外交問題評議会の中心人物です。最悪の左派です。（鉄の

杖の王国 8 2018/3/14） 

既に出来ている世界政府 

黙示録の内容が現代において全て起きていることが分かってい

ます。技術面のことと１つの世界政府。全てが隠れて実施され

てきたことです。１つの世界政府は既に存在しています。アメリ

カは TPP、NAFTA、GATT のような国際取引条約の下にあり、

既に国連が統治する国際法の下にあります。既に１つの世界

政府の下にあり、調印して正式にしなければならなかっただけで

す。 

これが今の時代に起きねばならない理由は分かっています。技

術的に可能な時点で起きなければならないのです。可能という

のは、世界のある場所であることが起きたら、全世界の人々に

伝わるということです。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

２-６ 政治サタン主義における支配 

この世の結論は 「誰が銃を持っているか」 

我々は結論が分かっています。世界での交渉はすべてが武力

のことだと分かっています。愚かな政治について話すこともありま

すが、最終的には誰が銃を持っているかということです。残念な

ことですが世界はそのようになっています。鉄の杖を誰が持つで

しょうか。中央集権の政治サタン主義者、中央権力を持つ超

エリートだけでしょうか、それとも市民でしょうか。最終的には大

きな戦いとなります。左派はいつも市民から奪おうとします。
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（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

武装解除して支配する 

政権は銃口から生まれる 

お父様は毛沢東が嫌いでした。そして、クリスチャンを嫌う無神

論者の政治サタン主義者はすべて嫌いでした。彼らはキリスト

教を憎み、マルクス主義が 「宗教は民衆の阿片だ」 という言

葉を信じていました。特にキリスト教を憎みました。人をだめに

するドラッグだといって。 

権力を握った者はそれほど愚か者だったのです。権力を握り、

片っ端から国民を殺していきました。どうしようもない愚か者です。

毛沢東は何と言ったでしょうか。「政権は銃口から生まれる

（政治権力は銃によってもたらされる）。共産党は全ての銃

を支配しなければならない。そうして共産党に歯向かう銃がひと

つもないようにするのだ」（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

黒人を武装解除した民主党 

最初の銃に反対する法律の中に、黒人に銃を持たせまいとす

るものがありました。言うまでもなく、民主党から出たものです。

共和党はエイブラハム・リンカーンを支持しました。NRA（全米

ライフル協会）を創設したのは黒人の武装を支援しようとする

ためであり、民主党がやっていた恐ろしいクー・クラックス・クラン

を止めるためでした。 

事実、共和党は黒人が武装出来るようにしたかったのです。彼

らが自己防衛出来るようにさせたかったのです。しかし、初期に

作られた法律の中には黒人を武装解除する内容がありました。

恐れたからです。プランテーションから離れてしまうのが分かって

いたからです。そして主権の力を持つことを理解するようになりま

した。鉄の杖とは呼びませんでしたが、本当の実体的な力を受

け入れていました。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

ギャングに武装解除されたミューヨーク 

ニューヨーク市の最初の法律の中に銃を禁止するものがありま

した。それがどこから出たかといえば、マフィアの支援を受けた政

治家からでした。ギャングです。ニューヨーク市で初めてできた銃

に関する法律の中にあったのです。 

それは、ギャングがみかじめ料を集めたいからです。守ってもらう

必要はないかと言って回ります。そしてお金を払わなければ悪い

ことが起こると言うのです。彼らは非人道的で弱いサタン主義

者に過ぎません。しかし政治家を支援する者がいて、それが万

人の安全のためだと言って銃規制法を可決させるのです。そし

て国民を武装解除してギャングを追い払えないようにしてしまい

ます。そして彼らは違法に、反社会的にみかじめ料を集めます。

ですから、この法律が出来る前はニューヨーク市でも店舗で銃

が購入出来ました。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

連邦政府はギャングと同じ 

マフィアは支配を望んでいました。力の独占を求めていました。

民衆を非武装化したかったのです。ストリート・ギャングと連邦

政府に違いはありません。同じ精神です。強要と盗みという全く

同じシステムです。 

それで、建国の父は 「政府は火のようだ。危険な僕であり恐ろ

しい主人だ」 と言いました。ジョージ・ワシントンの言葉です。分

かっていたのです。ですからヨーロッパを後にしました。私はアイル

ランドの人と討論した時、「だから君達の大陸を出たのだ」 と言

ってやりました。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

安価な銃でも構わない 

銃コミュニティで素晴らしいことの１つは、派手に飾り付けられた

5,000 ドルする AR もあれば 500 ドルの AR もあることです。

それでも AR を所有しているのであって、それが尊重されます。

派手に飾り付けられたグロックを持っている人もいるかも知れま

せん。私達も GOA とショットショーで見ました。2,000 ドルとか

3,000 ドルもします。正規のグロック 17 やグロック 19 を持って

いる人もいるでしょう。カー・アームズの K9 や P40 でも何でも

良いです。本当に安物しか持っていないかも知れません。そうい

ったものは危険だと言っていつも禁止しようとします。しかし貧し

い人はどうするのですか。そうすれば貧しい人が銃を持てません。

（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

貧しい人から銃を奪う銃規制 

シカゴのような銃規制地域に住む人もいます。すると貧しい

人々は自分を守れないでしょう。自己防衛を禁止するというこ

とです。粗悪な銃でもないよりましです。３人の子供を育てるシ

ングルマザーのところに暴力をふるう侵入者が来るとすれば、何

も無いよりましです。そのような法律のせいで貧しい人は武装

出来なくなります。貧しい人は金持ちより劣るのでしょうか。人

権が劣るのでしょうか。貧しい人は自分を守れないのでしょうか。

正しく動作しない場合があると言ってそのような銃を禁止してい

ます。100 ドル位の銃で撃つと詰まってしまうことがありますが、

それでも動くには動くのです。悪人を怖がらせるには十分です。

３人の子供がいるシングルマザーのところに３人の男が夜中に

押し入って来たらどうしますか。その時点では警察を呼べません。

（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

左派が貧しい人から銃を奪う 

シカゴの中心地では、シングルマザーは貧しいので 100 ドルの

銃しか手に入れられません。その鉄の杖があれば彼女の命を救

えるでしょう。しかし、頭のおかしい左派が法律を作り、シングル

マザーが武装出来ないようにします。彼女は人生において間違

った選択をしてしまったかも知れません。しかし彼女は脆弱な人

間であり、武装出来ません。彼女は危険に晒されます。それは

非常に高いリスクのある地域でのことであり、言うまでもなくリベ

ラルが支配しているのです。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

銃を独占しようとする共産主義者 

共産主義者が何をするかと言えば、いつも子供達を教化しよう

とします。幼い頃から怖がらせるのです。ハリウッド映画はスピー

ドの速い車や強力なライフル、強力な銃といったもので何百万

ドルも稼いでいるのに、頭のおかしい左派に資金を提供して銃

を禁止させ、自分達自身は銃を所有するのです。それがエリー

トのやり方です。ベネズエラのマドゥーロを見てみなさい。キュー

バや共産主義のネットワークを見てみなさい。エリートは皆銃が
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好きです。自分達は銃を欲しがっています。普通の人には持た

せたくないのです。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

政治家は嘘をついて銃を取り上げる 

皆さんに投票するように求める政治家は、誰もが嘘をつきます。

国民から武器を取り上げて弱くなることを願います。市民農場

にするのが容易だからです。これは米国と一般的なキリスト教

の伝統ではありません。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

お金を奪って支配する 

騙して税金を奪う不義の国 

主よ、主よと言って主を賛美し、毎週礼拝するだけの公称クリ

スチャンが天国に行くのではありません。私達は気分の良くなる

だけのダイエット・コーラのようなキリスト教に慣れてしまっていま

す。聞くに良いことだけを聞いて売春婦や獣姦者、ホモは罪だ

という聖句は聞きたくありません。実際、カナダでは（公共機関

が）聖書を引用することを禁止しました。国がしたことです。国

は神様ではありませんが、国に力があれば崇拝を強いられます。

それが政治サタン主義です。なぜなら、神様を偽りの神に置き

換え、皆さんに小さなクッキーを与え、空から小切手を落としま

す。そしてその政治家に投票すれば、大きな福祉の国になり、

更に多くのお金を人々から奪います。政治サタン主義体制の

国には偽りの神様がいて、皆さんに小さいクッキーを与え、空か

ら落ちて来る小さい小切手を与え、そういう政治家に投票する

と大きな福祉国となり、大衆からもっと奪うのです。全体として

不義です。政府の基本的な徴税は不義です。（鉄の杖の王

国 10 2018/3/25） 

政府に奪われる税金 

質問をします。誰かから強制的に何かを取ることは良いことです

か? 誰かが強姦犯のように行って欲しいものを力ずくで奪うこと

が正しいですか? 良いことですか？悪いことです。 

泥棒が来て頭に銃を突きつけ、財布を渡せと言うのは良いこと

ですか、悪いことですか。明らかに悪いことです。神様の本性か

ら来るものでもありません。 

しかし、政府を見てみれば、それは力の集中ですが、そのような

ことがなされているのを見ます。 

彼らが税金を取る時どのようにしますか？皆さんの創造性や考

案、事業や重労働など、血と汗と涙によって稼いだお金です。

皆さんが愛する人々に奉仕し、ウィンウィンの関係を作って成功

して富を築き、もちろん神様の知恵や助けによって祝福された

のです。しかし、お金を稼ぐために何もしなかった組織の人が来

て、その 40％や 60％を差し出せと言うのです。（鉄の杖の王

国 10 2018/3/25） 

強制的に奪われる税金 

徴税は強制的に行われます。無理矢理取られますが、違いは

スーツです。スーツを着た見かけと言葉の良い集団、イタリアや

町中のマフィアと変わらない集団です。彼らは保護するという名

目でお金を奪います。暴力団がみかじめ料を取るのと同じです。

国の安全を守ってあげるのでお金を払う義務があると言います。

暴力団や不法なカルテルの心理と同じで、政府は必ずそうなり

ます。中央集権になるとすぐに腐敗します。 

強姦犯や泥棒と、連邦政府の制服を着て変な帽子をかぶり、

素敵なバッジを付けている彼らは何が違いますか？彼らは皆さ

んの所に来て、皆さんやお爺さん、両親が働いて得たもの、皆

さんが相続するものを強制的に取るのです。皆さんが同意しな

ければ痛めつけられます。道義的には何も変わりません。（鉄

の杖の王国 10 2018/3/25） 

官僚機構が支配する 

捕食者が問題 

社会主義者は上流・下流階級があって上流階級や金持ちが

問題であり、それ以外は被害者だと言います。しかし、もう一つ

のグラフでは別の切り口で見せています。上下に下流、中流、

上流の階級で区切っていますが、右側が赤いエリアに区切られ

ていて、政府を利用して他人の物を奪う人々としています。経

済的に低い状態にある人々の中にも社会主義者がいて、非

人道的に他人の物を取って自分や友達の物にしますが、中流

にも上流にも同じような人がいるのです。すべての階級にいます。

階級の違いが問題ではないということです。問題は各階級に存

在する捕食者です。そういう人達は、非人道的なことを利用し

て強制的に資源を奪うことを厭いません。そして自分や友達に

再配分するというのです。それがいわゆる社会的再配分です。

聞いたことがある人はいますか。 

バーニー・サンダース（バーモント州選出のアメリカ合衆国上院

議員。2016 年にヒラリー・クリントンに大統領民主党候補の

争いで敗れた）がいつも言っていました。学校は人間の権利だ

と。無料のコンドームもそうだと言っていましたか。私は聞いたこと

がありませんが。無料の大学が権利だと。この人は話をでっち上

げているだけです。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

公共の利益 

一般の商品と公共の利益を区別しなければなりません。例え

ば、社会主義体制で社会主義者はよくこういう話をします。

「あなたは軍隊を信じていないのですか」「あなたは警察を信じ

ていないのですか」「そのために税金を取らなければいけないの

です」 と。そういう話を持ち出すのです。ところが、公共の利益

や公共のために必要とされるものと一般商品は異なります。 

外国の侵略に対する国の安全保障は公共の利益です。一般

の商品とは異なるものです。商品というのは自由市場の中にあ

って医療のようなものや、学校教育のようなもの、色々な製品、

事業、サービス、そういったものは自由な交換によって得られる

ものです。相互利益のある交換です。 

公共の利益というのは、例えば軍隊は外国の侵略に対する安

全のためのものですし、私達は地元の警察や民兵組織のため

に貢献することもあります。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

巨大な軍隊の官僚組織は作らせない 

天一国の政府が持つ責任の１つに、大企業が巨大な市場を

独占出来ないように反独占法を作ることがあります。２つ目は
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民兵を招集することです。分権化された軍隊、民兵が外国の

侵略に遭った場合に招集されます。しかし、連邦政府の中で

軍産複合体と共に巨大な階層組織を持つ軍隊の官僚組織

を持つことは出来ません。そうすればヒトラーやヒラリー・クリント

ンのような人物に乗っ取られてしまうかも知れません。（鉄の杖

の王国 11 2018/4/1） 

ギャングが人から負債を取り立てる 

ヒトラーはビルダーバーググループと大きな金融資本家の支援を

得ていました。人々に担保権を行使して資産を盗み、銀行に

返済させるためです。それはヒトラーがやっていたことです。第二

次世界大戦でヒトラーがヨーロッパを席巻した時、ドイツの負債

は減ったでしょうか、増えたでしょうか。減ったのです。銀行に返

済していました。それが理由でした。彼らは国の負債に担保権

を求めました。 

自分の町にギャングがやって来て、あなたの負債を取り立てに

来たとしましょう。家を叩き、あなたの子供を叩き、あなたを殴り

ます。アジアにはヤクザとかありますね。韓国にもカンペがありま

す。人を殴って脅すのです。殺すことさえあります。ギャングはそ

のようなことをします。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

官僚機構はみかじめ料を取る大きなギャング 

こちらの話は国のレベルです。大きなギャングがいるということで

す。連邦の支配下の官僚機構です。ドイツのワイマール国家で

す。大きな銀行が急いでお金を集めて返済するように支援して

いました。カンペやヤクザのようなものです。貸したものを回収す

ると言っているのです。 

ギャングには必ずみかじめ料の取り立て屋がいます。店を開い

ているとやってきて、「俺たちが守ってやる」「ここで何も起きて欲

しくないだろう」 と言うのです。それで仲間のごろつきがやってき

て商売の邪魔をします。「ほら見ろ。金を払わなかったからだ」 

と。こういうことをギャングがやります。 

しかし、大きなレベルでは政府がやっていることです。「あなたの

安全のためにお金を集めています」 と、いつも安全、安全と言

っています。それはみかじめ料なのです。しかし国が豊かになれ

ば気付きます。「ちょっと待てよ、政府にはそういうことに関与し

て欲しくない。政府には我々の資産を保護して欲しい」 と言う

ようになります。なぜなら、大変なビジネスを展開しており、創意

工夫と相互取引と、ウィンウィンの関係を通して恩恵を得てい

るからです。それで政府は資産を保護するのに協力すべきだと

望みます。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

政治サタン主義はギャングを正当化する 

自分を犠牲者だとみなす立場の人々を救う事業に政府は取

り組むべきではありません。政府は資産の保護を支援しなけれ

ばなりません。それを行う最大の方法の１つが反独占法です。

本当に重要です。しかし、人は常に政府に寄りかかるものです。

「自分のためにこれをやって欲しい、あれをやって欲しい」「これを

くれ、あれをくれ」 と。しかし、いつも忘れているのは、政府が何

かを提供するために誰かから強制的に奪っていることです。です

からそれは反社会的な行為です。誰かから強制的に何かを盗

むことが反社会的でないことがあるでしょうか。 

私があなたから 30％を盗み、それを道義的なことにしてしまう

のです。社会主義者の中には自由市場の中に少しだけ社会

主義を取り入れるべきだと言う人は多くいます。例えば 30％と

か 40％とか。では誰かを 40％だけレイプしてそれでも良いこと

になるでしょうか。誰かの家に押し入って 40％の資産を奪って

それで良いでしょうか。根本的に反社会的です。その思想自体

が根本的に反社会的というのです。そのようなわけで、私達は

それを政治サタン主義者の思想と呼びます。悪を完全に正当

化する環境を作り出すからです。あなたを支配するギャングを

正当化します。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

政府に支配されてはいけない 

政治的に積極的な姿勢を崩すと自分に劣る人に支配されて

しまいます。善良な人達が熱心に働き、事業を起こして成功し、

素晴らしいウィンウィンの関係を築きます。それでも狼達は周り

をうろついています。ですから、善良な人達は目覚めていて反

撃することが非常に重要です。自分より劣った者達に支配され

るままになってはいけません。 

王国が実現すれば、神様の王国の憲法を見れば、自分より

劣る者に支配される心配はありません。その重荷は取り除かれ

ています。しかし王国が来るまでは用心が必要です。マタイ６

章の主の祈りで 「御国が来ますように。御心が天で行われる

通り地でも行われますように」 と言われているように、イエス様

が語られる王国は実体的な王国であって、霊的な王国ではあ

りません。本物の人が住む実体的な王国です。 

ですから、神様の王国が到来すると重荷が取り除かれますが、

そこでもまだ用心が必要です。なぜなら王国でも自由意思があ

るからです。黙示録 20 章には、ゴグ・マゴグの戦いでサタンが

世界の隅々から海の砂のように大勢を集めて信者と戦うと書か

れています。黙示録 20:7 から読めば、キリストによる千年王

国が来たとしても、悪が存在すると書かれています。（鉄の杖

の王国 11 2018/4/1） 

宗教を使って支配する 

マルコ 1:14-15 ヨハネが捕えられた後、イエスはガリラヤに

行き、神の福音を宣べ伝えて言われた、「時は満ちた、神の

国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ」。 

プロパガンダを担う国営教会 

マルコ 1:15 を見れば、イエス様が神様の御国の福音を信じな

さいと言われたことが分かります。聖書を読めば分かることなの

にどうして教えないのでしょうか。 

国によって設立されたバチカンや英国国教会のような国営の大

きい教会は、国に繋がって不義を正当化するプロパガンダの一

翼を担っています。キリスト教風のプロパガンダです。 

彼らはどんな宗教でも構いません。キリスト教でも仏教でも、他

の宗教でも国家を正当化出来さえすれば良いのです。あなた

の宗教が国に正統性を与えるなら OK なのです。 

国家が不義を働く現実を説けば、あなたの宗教はカルトで危

険で悪だと言われます。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 
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情報を使って支配する 

情報をサタンに売り渡した FaceBook 

FaceBook はとんでもありません。詐欺師のマーク・ザッカーバ

ーグは共産主義者です。ザッカーバーグはインターネットのクラウ

ド情報を中国に渡す契約をしました。皆さんのすべての情報、

パスワードもクレジットカードや銀行の情報も、そのすべてが中

国に渡ります。FaceBook のザッカーバーグは赤の詐欺師、政

治サタン主義者です。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

コンテンツを合法的に盗む 

インターネットのアプリストアでアプリをダウンロード出来ますね。

ダウンロードすると契約書が現れますが、それに同意しないとどう

なりますか？そのアプリは使えません。では、その契約書を全部

読みましたか？読んでいないですね。奴らはわざと複雑にして

数千ページの契約書を書きます。なぜでしょうか？人々が読め

ないようにしているのです。 

それでもサインをすれば、皆さんは法的にすべてを渡したことに

なります。Apple も SAMSUNG も会社が皆さんの情報やコン

テンツを法的に所有しています。 

ある女性がフィットネスの後、裸のままポーズをとって携帯電話

のカメラで写したそうです。自分のスリムな身体を見たかったので

しょう。その写真がインターネットに流出しました。なぜでしょう

か？そのアプリの会社がその写真を所有したからです。その女

性は米国で告訴しましたが、最高裁まで行ったか知りませんが、

何も出来ませんでした。どうしてでしょうか？誰も読まないその

数千ページの契約書にサインした時、写真がその会社の所有

物になっていました。つまり、皆さんが作るすべてのコンテンツは

法的にその会社のものなのです。世の中には私達が思ったより

悪が多いのです。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

私達が作ったコンテンツが、法的に Apple と SAMSUNG と

Google のものになりました。YouTube でヒラリー魔女を攻撃

する動画を作れば、YouTube はチャンネルを閉じられます。チ

ャンネルを使えないように禁止出来ます。なぜそのように出来る

か分かりますか？私達のチャンネルは法的にYouTubeが所有

するからです。ですから、嫌いな内容があれば禁止出来ます。

それより 100 倍も不正で腐敗した悪の中国のスーパーエリート

に、FaceBook のザッカーバーグはクラウドのすべての情報を渡

しました。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

情報を使って国民を支配する 

中国で YouTube を使って政府に対抗すればどうなるでしょう

か。その動画がピュッとなくなります。そしてすべての市民が評価

されています。習近平は偉大な最高指導者だと書き続ければ、

皆さんの評価はぐんぐん上がります。習近平は詐欺師であり、

中国の国民が選択していない最高指導者です。今後、習近

平は永遠に最高指導者になると言いました。それに反対すれ

ばどうなるでしょうか。まずインターネットにコメントが出ません。次

に皆さんの評価がぐっと下がります。トレンディで現代的です。

現代の偉大で見えない監獄です。政府が皆さんを所有する監

獄です。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

ヘイト攻撃で支配する 

保守派と認証された神様の王権 

今、狂って信じられないような時に生きています。この記事は南

部貧困法律センター（Southern Poverty Law Center）

のものです。ティムとビルが土曜日にこの記事を取り上げてくれ

ました。良くやってくれました。キングスレポートを見ていれば何の

ことか分かりますね。 

南部貧困法律センターが私をヘイト監視リストに加えました。

神様に感謝します。なぜ感謝と言うのか分かりますか。それは

彼らがトランプ大統領をそのリストに加え、ロン・ポール議員を加

えてアレックス・ジョーンズを加え、ベン・カールソンを加えているか

らです。真実を話している保守派をすべてそのリストに入れてい

ます。マイロも入っています。ですから事実上、私に認証のスタ

ンプとバッジをくれたということです。 

それによって、彼らは私達が正当であるだけでなく、厄介な存

在であることを示したのです。私達は社会を変える活動に関係

しているということです。ですから南部貧困法律センターに感謝

します。ジョージ・ソロスの資金を受けた組織。ジョージ・クルーニ

ーは 100 万ドルを寄付しました。アップルも何百万ドルも寄付

しました。寄付で３億６千８百万ドルを得て、主要な幹部は

全員６桁（十万ドル単位）の給与をもらっています。地球上

で最大の左派ヘイト団体の１つです。 

FOX ニュース司会者のピロ判事をヘイト監視リストに入れてい

ます。ショーン・ハニティも入れています。ですから、我々はそうそ

うたる人達と一緒になっています。彼らはクー・クラックス・クラン

もリストに入れ、そうやって全部一緒にしています。しかしそれは

非常に滑稽な話です。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

左派の攻撃が鉄の杖の王権に正当性を与える 

南部貧困法律センターは、毎週トランプ大統領を攻撃してい

ます。これを見てください。トランプもヘイト監視リストに入ってい

ます。彼らがどんなことをやっているのかが分かります。完全に思

想的な動機であり、ジョージ・ソロスとオープンソサイエティ財団

の資金を受けている、左派過激派共産主義者の団体です。

文字通りこの国をハイジャックしようとしていて、ディープステート

をコントロールしています。右派の人は誰でも彼らが本当に悪い

団体だと知っています。彼らは誰でも誹謗中傷します。それは

サンクチュアリに信頼性を与え、鉄の杖に正当性を与えるだけ

の ことで す。 更に 広ま る だ け で す。 （鉄の 杖の 王国 ４ 

2018/2/11） 

SPLC の中傷記事に対する二代王の投稿 

過激な左派ヘイト団体の南部貧困法律センターは、アヤーン・

ヒルシ・アリ、ロン・ポール、ベン・カールソン、また Alliance 

Defending Freedom, American College of 

Pediatricians, America Family Association, Liberty 

Counsel, Pacific Justice Institute といった一流のキリスト

教団体に過激主義者、ヘイト扇動者というレッテル張りをして

きました。過激な左翼政策に反対する人は誰であってもいじめ

られ、名誉を傷つけられ、中傷されます。SPLAC よ、私をヘイ

トリストに入れてくれてありがとう。おかげで私へのフォローとリーチ
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が増え、神様の王国の福音と、王冠と鉄の杖による神様の統

治をアメリカと世界すべての人に説くことが出来る。あなた達が

憎めばそれだけ私達は大きくなり、神様が与えた王冠（主権）

と鉄の杖に対する権利が自分達にもあるのだと気付く市民が

世界中で増える。ヘイト扇動者達よ、嘘をつき続けなさい。君

達を愛している。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

SPLC によるヘイトの扇動 

イザヤ 54:17 には 「すべてあなたを攻めるために造られる武

器は、その目的を達しない」 とあります。サタンが私達に向けて

使う武器はサタンに向かって使われるようになります。 

信じられないことに、彼らはペンシルベニア北東部の小さな教会

を迫害しているのです。どうしたというのでしょうか。彼らは人種

差別主義者で、白人至上主義のヘイト扇動者です。肌の色

の濃いアジアの男が王冠を被っていることに腹を立てています。 

SPLC は小さな教会にヘイトを扇動しようとしています。私達は

言論の自由を実行しようとしており、武器を保持して携帯する

憲法上の権利を実行しているのです。それはすべて建国の父

がやったことです。イギリス兵のような全体主義者、独裁者を追

い出したのです。そういう現実があります。（鉄の杖の王国４ 

2018/2/11） 

自由と主権を守る活動への SPLC の攻撃 

どうなるか見てみましょう。SPLC はこの小さな教会をいじめてい

ます。私達は貧しいアジア人に過ぎません。少数派です。白人

は数人です。ほとんどが肌の色の濃いアジア人だというのに、こ

の人達の何が問題だと言うのでしょうか。彼らはヘイト扇動者の

人種差別主義者です。彼らはアジア人が嫌いで、我々が王冠

を被るには肌が黄色過ぎるということです。エリザベス女王は問

題なくても、中国人、韓国人、日本人はだめだというのです。こ

こにはラテン系もいます。王冠を身に着けて主権を宣言し、武

器を保持して携帯するという憲法上の権利を行使しているの

です。ここでは何も違法なことは行われていません。警察を招

待しています。私達が呼んでいるのです。彼らは友達です。ここ

で行う美しい儀式を見ることになるでしょう。責任をもって銃を

所有し、責任をもって聖書的に理解します。そして全世界のた

めに理解し、祈ります。我々がアメリカで享受している自由と主

権の人間の権利を謳歌出来るように。そうして人々は自由に

なり、人類の利益のためにエピジェネティクスと神の賜物を解放

するようになります。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

歴史を歪めて人種差別主義者と呼ぶ 

キリスト教世界が殲滅の危機に瀕したとき、十字軍を編成して

立ち向かいました。イスラムの侵略者が現れてベルリンまで北上

した時、シシリー島を奪われてイタリアの半分を取られた時など

を挙げることが出来ます。 

イスラムの侵略者が中東全域を占領し、はるばるコンスタンティ

ノープル（現イスタンブール）まで到達してヨーロッパのキリスト

教に入って来た時、「ここで反撃しなければすべての文明を失う」 

と言って反撃し、追い払いました。これがもちろん、左派が攻撃

的な戦争と言う十字軍です。それで左派はあなたに歴史を学

んで欲しくないのです。実は、この戦争が攻撃的な戦争ではな

く、防御的な戦争だったからです。間違っているのです。 

銃を抜いて誰かをバンバンと撃ち始めれば、あなたは殺人者で

す。男が来て私を殺そうとし、私が銃を抜いて彼を撃てば、私

は殺人者ではありません。私はただ自分を守っただけです。そ

れが防御と攻撃の違いです。 

キリスト教が十字軍で行ったことは防御です。彼らの国家がイ

スラムに奪われていたのです。しかし、これを公立学校で学ぶこ

とは決してありません。政治的に正しくないので大学でも学ぶこ

とがありません。イスラムは人種ではないのに人種差別主義者

だというのです。どのようなレッテルを貼ってでも、あなたを怖がら

せて言えなくします。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

ストレスをコントロールして支配する 

政府が２つのことでコントロールする 

何も出来ず、現実の世界も知らずに詐欺のゲームとエンターテ

インメントに溺れています。私達の聖殿女性も平和軍・平和

警察の訓練をする前は錯覚していたではないですか。この子達

もゲームばかりして二代王を見ません。消しなさい、麻薬です。

とんでもないことです。 

ローマの時代、政府は２つをコントロールしていました。１番目

はエンターテインメント、２番目はパン、食べ物です。政府やロ

ーマの皇帝は市民に食料を与えます。ローマ政府が食べ物を

配給します。北韓も米を配給します。（鉄の杖の王国 16 

2018/5/23） 

エンターテインメントでストレスを発散させる 

ローマの市民には自由が無く、奴隷として抑圧されて生きるの

で、ストレスが生まれます。そのストレスを解くためにエンターテイ

ンメントが次第に暴力的になります。だからローマ時代には大き

なコロシアムを作って人を殺しました。市民のストレスをどこかで

発散させなければならないのですが、それが政府と皇帝と左派

の連中に向かないよう、クリスチャン達に向けさせたのです。コロ

シアムで皆さんが憎むクリスチャンが死んで行ったのです。ライオ

ンがこの悪いテロ集団のクリスチャンを食べるのを見て下さい。

楽しんで下さいと。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

男性はゲームやポルノ、浮気でストレスを解消する 

同じように、狂った奴らがビデオゲームばかりして、女性はドラマ

ばかり見て次第に絶望します。男性が映画に出てくるようなロ

マンスをくれると思っていたのに、私を使って捨てた。このような

人生を繰り返して更に深い絶望に陥ります。 

絶望に陥れば解かなければいけませんが、どうするのでしょうか。

男性は暴力的なゲームやポルノ、娼婦で解消します。 

女性はどうでしょうか。男性に一目惚れして浮気しますか？男

性が利用して捨てるだけなのに。却って絶望の罠に陥ります。

（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 
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左派が子供を支配する 

左派が子供を怖がらせて弱くする 

成約時代を理解するなら、それは人間に対する本当のエンパ

ワーメントのことを言っています。本当のエデンの園ではオオカミ

は打ちのめされます。まるで陶器師の器のように。 

共産主義者を見てみると、彼らはいつも子供を追い回して怖

がるように教化します。日本や韓国を見てみれば、皆小学生

の頃から洗脳を経験しています。幼い頃からそのような力は扱

えないと教えられていました。日本と韓国の人達、合っています

か。あなたには力がある、能力があるとは教えられませんでした。

鉄の杖の力を完全に扱うことができ、持つことが出来るとは教え

られていません。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

キリストの文化から子供を遠ざけたい共産主義者 

なぜ日本人はアメリカ人より劣っているというのでしょうか。その

説明がつくでしょうか。彼らも神の形に造られています。それは

本当ですか。仏教や神道の人が多いとしても、神様の似姿に

造られています。彼らが完璧だという意味ではありません。アメリ

カ人が完璧だということでもありません。しかし私達は神様の似

姿に造られており、神様の被造物の頂点なのです。 

神様は中央集権の力を与えようとは言いませんでした。マルク

ス主義の教授にそれを与えようとは言っていません。神様は信

仰者に力を与えると言われたのです。神様の文化を支持してそ

こに参加する人達に対してです。神様、キリストは、このマタイ

18 で幼な子も含まれると言っています。キリストは、その文化を

完全に受け入れた幼な子が含まれると言っています。一緒に

釣りや狩りに行きたいのであり、一緒にブッシュクラフトを勉強し

に行きたいのです。王の王と共にやりたいと願うのです。 

神様はイエス様の文化を歓迎しています。一緒に荒野で過ご

したいのです。荒野でサタンと戦いたいと思っています。イエス様

と一緒に過ごしたいのです。それで頭のおかしい左派は、子供

達を幼い頃から確保し、それは危険過ぎると言って洗脳します。

危険だから禁止しろと。大きな爆発を見せて 「あんな物は扱え

ないでしょう」「誰かを撃ってしまったらどうしますか」 と言うのです。

（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

崇拝に対する願望を悪用する 

皆さんにお願いしたいことがあります。子供についての聖句を読

んだからです。子供は自然に崇拝します。神様を崇拝したいと

思っています。それでお父さんに目を向けます。 

若い人達はとりこにされ、マイリー・サイラスのようなふしだらな女

性やハリウッドスターのようなアイドルを崇拝するようになります。

若者は何かを崇拝したいのです。それがアイデンティティを与え、

仲間内での選り好みを与え 「何か恰好良くて流行のものに自

分も加わっている」 という感情を与えます。 

神様は彼らの中に崇拝に対する願望を植え付けられているの

です。サタンはそれを知っていてそれを切り替え、ゆがめて神様

に対する崇拝からそらし、あのような馬鹿に目を向けるようにす

るのです。進化論が神は存在しないと証明していると言わせ、

神様は必要なく、インテリジェント・デザイナーはおらず、でたらめ

な突然変異に過ぎないと言わせます。ひっくり返して捻じ曲げ、

神様を崇拝することを止めさせて別のものを崇拝させます。例

えばお金です。 

マタイ 10 章に出てくる次の聖句では、子供について語った後、

金持ちの人物について話します。戒めを全て実行していますが

天国に入るにはどうすべきか尋ねて来ます。イエス様は全ての

持ち物を売って私に従いなさいと答えました。すると自分には出

来ないと言って逃げてしまいます。自分がお金を崇拝しているこ

とを示したのです。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

土地を奪って支配する 

見せかけの土地所有 

一般市民の奴隷達が王家の土地や権利を所有出来ます

か？奴隷は土地も銃器も所有出来ません。王と王妃だけが

本当に土地を所有します。偽りの土地所有をさせる詐欺です。 

皆さんは一億も払って土地を買っても、本当の土地所有では

ありません。土地の税金を納めなければならないし、その他あれ

これ税金が課せられます。払わないと監獄行きです。何か農業

をしたければ許可を受けねばならず、資料の提出も必要です。

ここで鶏を飼いたければ資料を出さねばならないのは土地の所

有ではありません。土地を所有しているふりだけです。非常事

態になれば、北朝鮮が攻めて来たら、政府は皆さんの土地を

すべて盗めます。田舎に農場があれば、軍を送ってそこに滞在

させられます。天使長サタン主義の国々がそうです。本当の土

地所有ではありません。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

政府が土地を汚染させる 

最悪の汚染は原子力発電所から出ます。米国では、老朽化

した原子力発電所から邪悪な原子力の毒が漏れています。

福島のようにゆっくりと。 

実際、自然環境を一番汚染させるのは政府です。一般市民

ではありません。一般市民は土地を所有したら綺麗に整理し

て発展させます。そうしてこそお金を稼げるからです。その土地

でお金を稼いで家族を食べさせられるからです。ですから、土地

の所有権をとても重要視し、よく保護して最大限に発展させら

れるシステムを作ります。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

土地の汚染に責任を取らない政府 

一般的に、人々が土地を所有すれば良く面倒を見ます。自分

の命がそこにかかっているからです。しかし、政府がとんでもなく

汚染させても、そこに命はかかっていません。だから責任感があ

りません。沢山の環境を汚染し、多くの水辺と小川、山々を駄

目にします。政府が環境を汚染しても、人々は政府をなくすこ

とは出来ません。土地を所有していないので、汚染されても

人々は何も出来ません。（鉄の杖の王国19 2018/6/27） 

実際は所有していない土地 

皆さんは土地を買う事が出来ると思っています。皆さんは知り

ませんが、法的に見れば、皆さんは土地を政府から借りるので

す。法的には皆さんはその土地を所有しません。その土地を賃

貸しているのです。話になりますか？英国ではすべての土地は

エリザベス女王の手中にあります。そしてその土地を買えば、実



46 

 

は買うのではなく女王から賃貸するのです。私が何を話してい

るのか分かりますね？韓国も同じです。女王はいませんが政府

から賃貸するのです。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

神様の王国では市民が土地を所有する 

神様の王国では、私達は政府から土地を賃貸するのではなく、

土地を本当に所有します。私達の土地を所有するのです。土

地を一番汚染させる政府に与えるのではなく、一番環境を保

護出来る人達に与えるのです。もちろん、10%程度のサイコパ

スがいて 0.1%は実際に行動に移しますが、多くの人は行動に

は至りません。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

２-７ 文化相対主義などによる支配 

神様から離れると絶望に陥る 

細かいことまで理解していないかも知れませんが、フリーセックス

文化と放縦さと多文化主義、相対主義の中で無責任な生活

をすることはすべての人にとって良くなかったと分かっています。そ

れによって全ての人がだめになりました。そのために女性の鬱病

が増え、離婚が増えました。家族がバラバラになり、平均的な

女性が不幸になりました。男性のようになろうとしたからです。そ

して社会が不幸になって絶望と虚無に満たされました。神様を

失えば未来は大きな絶望に陥るだろうとニーチェが言っていたよ

うに、神様から離れてしまうとそうなるのです。（鉄の杖の王国

11 2018/4/1） 

文化相対主義が社会を支配する 

西洋では聖書を神話と教え込む 

西洋は栄えたのに何故これほど悪くなったのでしょうか。私のよう

に間抜けな人がキリスト教を憎む教育を受けたのです。文化

相対主義教育、左派教育、キリスト教を無視する教育です。 

覚えていますが、高校３年の時、私の英語の先生にハンサム

な背の高いミスターリーフォードという人がいました。授業で 「誰

か聖書を信じる人、手を挙げて下さい」 と言いました。子供達

は誰も手を挙げません。それで私が手を挙げました。聖書は良

く分かりませんでしたが、それでも挙げました。私だけでした。そし

てリーフォードが 「そうなのか？でも、私達は皆知っているね。

聖書は神話だ」 と。 

今もその人を覚えています。子供達が皆 「本当にあの子は聖

書を信じているって。本当にフフフフ」 と、こう言うのです。若い

子達を恥ずかしくさせ、若い心に罪の意識を植え付け 「君達

が聖書を信じるのは神話、ギリシャ神話、ゼウス、アフロディーテ、

アルテミス、ダイアナ、こんな神達を信じるのと同じ。全部神話

だ、神話」 と教えます。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

文化相対主義は存在自体が矛盾 

文化相対主義は皆同じです。問題は文化相対主義自体が

崩れるのです。何故なら、文化相対主義には絶対的というも

のがありません。すべて相対的に真理が出ているからです。絶

対的なものがないとする文化相対主義が絶対的な話をしてい

ます。絶対的な内容が無いという哲学が絶対的な話をするの

で、自分自身の哲学が崩れます。子供達は何も知らないので

それが分かりません。文化相対主義を信じる人達も知りません。

（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

文化相対主義は子供の人生を破壊する 

先生達がハーバードでも文化相対主義を教えているので、す

べて詐欺です。キリスト教や米国がなぜこんなに堕ちたのでしょ

うか。人々が徐々にキリスト教を無視し、聖書を学校から外し

てフリーセックス文化、レズビアン、ホモセックス、トランスジェンダ

ーを許しました。ボーイスカウトのキャンプでは、長官達が同性

愛を許可し、女装したトランスジェンダーの人々、更には女性ま

でも入って来るそうです。ガールスカウトは女性組織ですが、ボ

ーイスカウトが女子にも来いと言ったので怒ったそうです。そして

数百人が一か所に集まってキャンプをして自然の中で寝ますが、

責任者達はコンドームを分けるそうです。 

同性愛者やトランスジェンダー、ハイヒールとスカートを履いて口

紅までつける男性がいる。そして女子までいる中でコンドームを

分けて何の性教育もしない。どのようなことが起きますか？とん

でもないことです。子供達の人生を完全に台無しにします。

（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

性の力で家庭を破壊して支配する 

性の力を使ってコントロールする 

左派の教育が子供達にセックスを売っています。セックスは強い

パワーだからです。毛沢東の下で革命した時も、文化大革命

の時も性を売りました。「伝統的な結婚は君達の父親や祖父

の古い考えだ。多くの性の自由を与えるので、左派と共産党の

力を拡大するために我らに協力し、君達の新しい時代では抑

圧された過去の結婚と伝統的な思想を捨て、我が毛沢東様

を支持して下さい」 と。 

ソ連では、スターリンが共産主義左派の内容を取り入れると、

離婚率が約 6000%増えました。そして堕胎。赤ん坊を殺す

のです。結婚を壊してこそ、人々を分離させてこそ、人々が弱く

なります。弱くすれば左派の奴らが簡単にコントロール出来ます。

（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

獣と同様に分離させて捕食する左派 

シマウマは群れで一緒に行動します。ライオンは狩りをする時に

どうしますか？弱いやつ、そうでなければメス、そうでなければ子

供を狙います。その一頭を群れから分離させなければなりませ

ん。皆で分離させると捕らえられます。動物達も知っています。

群れで一番弱いやつを分離させ、その弱い奴から殺さなければ

なりません。 

同じように、左派の奴らも自然界で捕食動物がするようにしま

す。子供は弱く、まだ発達していないので、子供を分離させて

父親や母親を敵にさせ、女は男より弱いから女を分離して男を

憎むように仕向けます。動物と同じです。 

力強い父と母の関係と夫婦関係、親子関係、力強い関係を

壊してこそ、左派が成功出来ます。だから、左派が行くところで

性の解放が起きます。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 
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性別を破壊して支配する 

自由に性別を変えさせる 

オバマ大統領により、米国では男性が自分を女性と感じると言

うだけで、法的に女性の扱いを受けられるようになりました。女

子トイレを使い、シャワー室も女性と一緒に使えるのです。法

的にです。私達のペンシルベニア州でも、偽の保守派のワグナ

ーという者がその狂ったトランスジェンダー保護法を支持しました。

生物学的に男性に生まれながら、自分が女性だと感じたら法

的に女性になれるのです。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

女子スポーツから女性を締め出す 

トランスジェンダーは女を殺します。米国では、男なのに女として

参加出来るトランスジェンダーのレスリングがあります。何か薬を

飲んでいるようですが、自分は女だから女と戦うと言っています。

女性と戦う度にいつも勝ちます。勝ち続けています。女性は打

ち負かされて完全に殺されます。今週、そのトランス女性は男

なのに初めてのトランス女性としてチャンピオンになりました。これ

が話になりますか？女性のスポーツを盗んで行くのです。この狂

った男が女性のスポーツや女性が取る賞や支援、お金をすべて

盗んで行くのです。 

なぜでしょうか。男性は女性よりテストステロン（男性ホルモン）

が多いのです。格闘技やボクシングの試合をする時、そのテスト

ステロンの薬を飲めません。その薬を飲むと一般の男性より４

倍ホルモンが出ます。一般男性より４倍ホルモンが出るので、

４倍強くなります。筋肉も速く回復します。それでその薬は違

法です。４倍も強くするのでオリンピックでも違法です。 

男女の差はどの程度か分かりますか？４倍ではありません。７

倍から 23 倍の差があります。平均では 12 倍程度の差になり

ます。この狂った男達、自分は女だそうです。そんな狂った奴が

女性と戦うことを許せば、その差は４倍ではなく７倍から23倍

です。これが話になりますか？ 

実際は男性のトランス女性はいつも勝ちます。それで女性のス

カラシップ、奨学金や支援金を奪い、政府補助金も奪い、女

子スポーツから女性がいなくなります。狂った精神病患者の世

界を作っています。世界政府のサタン主義者、精神病患者が

精神病院を運営する世界です。このような地獄に住ませたい

のです。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

ポルノ与えて脳を殺し家庭を破壊する 

一般の市民が科学を学ぶと、サイコパスが科学を用いて市民

をコントロールするのが分かります。ですから、先に科学や人間

行動学を学んで市民を更に馬鹿に仕立てます。人が馬鹿に

なればなるだけ、エリートが科学を専有出来ます。そして人が

気付かないように携帯やビデオゲームを提供します。ポルノや韓

国ドラマの女ポルノを渡して人間の脳を殺します。考えるのをや

めさせます。「なぜ君はこんなに考えるんだ？韓国ドラマは面白

いじゃないか、男はポルノを見たらいいじゃないか」 と言って。女

性のポルノは韓国ドラマです。 

私達の聖殿の女性は知っていますが、普通の女性はポルノ中

毒者のように韓国ドラマを見ています。偽りの世界だけを見て

家庭を破壊します。ポルノを多く見る男性も家庭を破壊します。

女性達、そうではないですか？男性達、女ポルノの韓国ドラマ

は家庭を破壊しますか？皆同意します。これは問題です。 

これは軍事的な武器です。人間を馬鹿に仕立てて家庭を破

壊する武器です。一番良いティップスは何か分かりますか？自

然です。夜になったらキャンプファイヤーをします。数時間で分か

るでしょう。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

女性をジャンクフードにして支配する 

女性の人生を破壊する決まり文句 

パーティーをしなさい。仕事はするな。私達が福祉で面倒をみ

てあげるから、若い時はただ楽しみなさい。沢山セックスしなさい。

音楽を大きくかけて脳細胞が死ぬまで聞きなさい。酒を沢山飲

んで麻薬もしなさい。麻薬中毒者になって仕事が出来なくても、

妊娠しても堕胎が必要になっても支援するから心配するな。た

だ左派を支援しなさい。 

父親や母親を憎み、結婚は考えても見るな。結婚は古代のも

のだ。女性は結婚したら監獄に閉じ込められて女の墓場行き

だ。結婚したら自由はなく、いつもうんちをして泣く赤ん坊の面

倒を見ねばならない。お腹が膨らんでビキニも着られない。旅

行にも行けず、いつも夫婦喧嘩だ。友達はフランス語やスペイ

ン語を学んで色々出かけて人生を謳歌している。羨ましいだろ

う。女性達はこのようなことを聞いたことがありますね。（鉄の杖

の王国 16 2018/5/23） 

文化相対主義が女性をジャンクフードにする 

ある夫婦は２年３年 10 年と、お互いに見ることもなく生きて

来ました。それは既に離婚したと言うことです。サタンが入って来

て失敗です。結婚の詐欺です。人は深い関係で満足します。 

インターネット旅行家は色々な女性と浮気します。フランスに行

って女性と寝て、スペインに行って女性と寝ます。ヨーロッパ行っ

て男達と遊び、東洋男性と遊び、素っ裸になって皆でセックスし

たら次の日に別れます。自分の魂まで取り出してしたのに、快

楽を感じたらゴミのように捨てます。ステーキの肉や一食のご飯、

女が肉になります。肉やフライドチキン、ラーメンのようです。 

知らず知らずの内に、洗脳組織や政府の学校の馬鹿な教授

達から文化相対主義を学び、結局自分がハンバーガーになり

ました。余りにも多くの人が食べたので、高級ハンバーガーでも

ありません。詐欺にあったようなものです。自分が解放されると

考えましたが、自分が安物の鯛焼き、おでん、トッポッキ、露店

のさなぎ、マルチャンラーメン、一度だけ食べたら捨てて次の人

に渡すのです。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

女性をビジネスにするナンパ師 

最近、女性を上手く誘う男性達がインターネットで事業を始め

ています。間抜けでビデオゲームにはまる男達にどうやって綺麗

な女性を誘惑するか、その方法を教えるものです。女性を誘

惑する先生がライブビデオで登場し、自分が女性達と遊びます。

それを後ろで撮っています。講師が講義する時にそのビデオを

見せる仕組みです。どうだ、上手かっただろうと。女性は皆、こ

れを見て知っておかなければいけません。 



48 

 

子供達から数千ドルも取ってこのようなことをしています。共学

の教育を受ける間抜けな男が女性との対し方を知らないので、

この人達から学ぼうとするのです。女性を誘ってその感情を揺さ

ぶって持て遊べば、今までなかったパワーが開かれたと感じます。 

女性が馬鹿なのですが、それを知っていても誘いに乗ります。そ

れを講師が男達に露骨に話しています。これは価値観のない

教育です。簡単に言えば、女と寝て捨ててどう利用するかを学

ぶのです。 

ところで、本当に悲惨なことですが、女性に関してこの講師が

教えることは正しいのです。奥さんと生きる時にそのようにすべき

なのです。奥さんに対して。この講師は女性の心理をとてもよく

知っています。しかし、悪なる方に使うのです。（鉄の杖の王

国 16 2018/5/23） 

女性の問題を利用するナンパ師 

ピックアップアーティスト（ナンパ師）の講師。男性がとても好き

なのです。とんでもないトレンドになるでしょう。 

女性は公立学校の文化相対主義に洗脳教育されているので、

既に娼婦です。男達ととても簡単に寝ます。パーティーで酒を

飲み、男性達が感情的に揺らしながら女性を連れて遊べばす

ぐに寝ます。このような実態を見せながら事業をします。 

ですから、問題は何かというと女性です。女性はそんな男性が

好きです。自分を上手に誘惑する男性が自分でも分からない

ほど好きなのです。しかし、洗脳させられた男の中で、女性を上

手に誘惑出来て女性と上手くすることが出来るのにまったく浮

気をしない、そのような男性は殆どいません。女性を連れて遊

べるのであれば、男性はその力を利用して女性と遊びます。

（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

セックス人形になり下がる生き方 

女性の注目を受けられないビデオゲーム男が教育を受け、突

然綺麗な女性と寝るようになります。そして、ナンパ師はとんで

もないお金を稼いで完全に英雄、スターになります。そして 「私

も、私も、自分も！」 となるのですが、価値観は何ですか？価

値観が無く、ただ楽しめ！というものです。 

女性が天使長の教えに従って自分の人生を楽しむ生き方を

選べば、男達もそのように生きるようになります。男がそのように

生きれば女性はハンバーガーです。乗って遊ぶセックスのおもち

ゃ。人形です。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

女性が男性の質を支配する 

女性が男性の質を落とす 

女性が天使長の教えに従って結婚は必要ないと言えば、女性

がその門を開くので男性の質が落ちます。それでサタンはエバが

落ちるように仕向けました。女性を快楽主義にしたら男性も快

楽主義になります。男性を快楽主義にして女性も快楽主義に

します。永遠に心を痛め合う歯車になります。 

結婚は女性の質を守るだけでなく、男性の質も守ります。神様

を中心とする結婚があれば、男性は責任のある性関係をして

責任のある深い関係を結びます。そのような人を見ながら、

色々な男性が女性をセックス人形にする。すると、それは危険

だ、男性の質が落ちたと言われますが、皆が結婚しない男性に

なれば 「何が悪い？当然でしょ。楽しまなくちゃ。女を誘惑す

るのは面白いじゃないか、楽しまなくちゃ」 と、このようになります。

（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

女性が男性を道連れにする 

女性は肉体的には弱いですが、神様が男性を作った時、女性

を愛して保護したい本能を植えて下さいました。それで、女性

は知りませんが、女性の影響力はとても強いのです。女性が娼

婦の道を選択し、天使長の手を握って遊んで行き来すれば、

男性も娼男の人生を行くようになります。 

そのような文明圏の中で、今の女性には価値のない関係しか

ありません。自分に少しも満足を与えられない人生です。そして

もっと悪くなって、ずっと悪くなって未来永劫、バビロンのようにな

ります。バビロンの宗教の伝統では、女性が成長して生理が始

まるや否や大聖堂に連れて行かれます。そして年老いた善人

のように偽るおじさんが来てお前を選択すると言えば、その男と

セックスしなければなりません。常に悪くするだけの、綺麗なもの

を汚す文明圏になります。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

女性の行動が男性の質を決める 

どうしてでしょうか？大部分の女性が天使長を選択し、結婚と

アダムと神様を選択しないからです。つまり、女性にとてつもなく

大きな責任と、とてつもなく大きな影響力があります。 

男性には肉体的なパワーがありますが、女性だけを見れば弱く

なるので、女性にはとてつもない影響力があります。詐欺師の

左派教授達に 「楽しめ、楽しめ、人生を楽しめ」 と、このよう

な話だけを聞いてそんな人々を羨ましく思えば、どんどん質が落

ち、文明圏と共に男性の質も落ちます。男性は女性を得るた

めに自分を合わせるからです。 

女性の質が高くて掴むことが難しければ、男性は我慢してその

女性に合うように精誠を捧げます。社会学的に見れば、半分

以上の女性が天使長を選択すれば文明が滅亡し、男性も滅

亡します。サタン主義になるしか道がありません。（鉄の杖の王

国 16 2018/5/23） 

女性が文明と国を滅亡させる 

女性を捕まえて食べるのが簡単になればなるほど、男性は動

物のようになります。そして女性をどのように利用して捕まえて

食べるか、それだけを考えます。女性を使い捨てる習慣が普通

になり、やがて主流になります。フランスのように男性と女性の

価値が無くなってしまいます。自分の人生を快楽で楽しむだけ

の動物達。そのような奴らは赤ちゃんを産みません。すると、日

本とフランスのように次の世代が無くなります。そして経済と政

治のシステムが破壊されます。 

女性が天使長を選択すれば、ベータ男の弱いビデオゲーム男

がそれについて行くので、国が政治的にも経済的にも道義的に

も滅亡します。名誉ある男性、人々を保護したい善良な男性、

本物のアルファ男性がそのような文明圏、社会的な文化になる

のを見れば、その文明圏や社会から子供達を引っ張り出さなく

てはならなくなります。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 
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フランスのマクロン大統領夫人はマクロンより 24 歳年上ですが、

完全な児童性暴行の女です。マクロンが 15 歳の子供の時に

浮気をしてセックスし、夫と離婚してマクロンと結婚しました。そ

の女性が今はフランスの大統領夫人です。現代の人々がこの

ように狂ってしまいました。弱くてもやし男のようになってしまいま

した。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

薬物で支配する 

危険な薬物 

非常に危険な薬物についてメディアは全く語りません。そのよう

な薬を作る大手製薬会社は、子供達の気持ちが落ち込んだ

ら処方するように医師に迫っています。 

３マイル走ると気分が良くなります。カビ臭い地下室でのビデオ

ゲームをやめ、バーベルを持ち上げて新鮮な空気を吸い、自転

車に乗って山に登るなどして下さい。そうすれば気分が良くなる

でしょう。冗談ではありません。冷たいわけでもありません。ハー

バード大学で一番のクラスですが、ポジティブ心理学はペンシル

ベニア大学で始まりました。週に３回 20 分の運動をする方が

プロザックやザナックスのような抗うつ剤よりも効果のあると、統

計的に研究されています。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

人を動物と思わせて支配する 

人間を動物とみなして絶滅させる 

サイコパスは人間の絶滅を願っています。人間を憎悪するサイ

コパスです。ある教授が言ったことです。「私達は動物のために

新たな倫理を作らねばいけません。科学的に見れば、人間は

生まれる時に豚より劣るので、豚は人間よりも価値があります。

だから、私達は堕胎だけではなく、子供を産んで１年間の猶

予期間を設け、母親が子供を殺したいと願えばそれを許可し

なければなりません」 このような奴らです。 

このような奴らが韓国や日本の若者達を教育しています。米

国で学んだそんな奴らが韓国に帰って教授になればどうします

か？若い指導層を洗脳します。中央政府は良いが銃器所有

は悪い、妊娠中絶は良いが人間には価値がない、ホモやレズ

ビアンは良いと。こんな奴らが皆さんの子供達を愚か者に教育

しています。「これが現代の愛だ、人間の絶滅が現代の思想だ、

人間を憎むのが現代だ」 開かれた心や開かれた考えなど、子

供達を洗脳する言葉です。人を憎悪して人を煤煙だと考えさ

せます。人間は使えないゴミのようなものだから、税金を課して

家畜しても良いと教えます。神様を捨てればこうなります。人間

を動物のように見ます。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

人を獣として扱う 

中国の記事を読みましたが、葬儀の時により多くの人が参列す

るように女性を雇ってストリップショーをするそうです。中国でのこ

とです。お爺さんやお婆さんが皆来るように、多くの若者が来る

ようにストリップショーをします。政府の教育部で研究したそうで

す。人が絶望した時、裸の女性を見ると心理的に良くなり心

理的に健康になるということです。神様がいなくなれば動物のよ

うになりますます。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

進化論で自分は猿だと洗脳する 

公立学校で毎日科学の先生から聞かされることは、進化論を

説明して 「お前は猿だ、尾骨があるじゃないか。猿なんだ」 と

いうことです。そのように洗脳します。それを数年も聞かされると

自分は猿だと信じるようになります。洗脳された若者を見てみ

なさい。自分が啓発された猿だと思っています。（鉄の杖の王

国６ 2018/2/27） 

快楽主義が未来を支配する 

父親不在の危険性 

米国で生まれた子供の 43％が父親なしに生まれています。ほ

ぼ半分です。親のいない家庭が米国でそれほどまでに増えてし

まいました。家出をしてホームレスになった子供の 90％が父親

のいない家で生まれました。性暴行する者の 80％は父親がい

ません。これは怖いことです。父親の役割がどれほど大きいか分

かりますね。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

快楽主義が国を悪化させる 

国がますます金持ちになり、人々がより多くのお金を得るように

なると快楽主義になります。快楽主義者になってしまいます。

余りにも多くのことで快楽を感じられるので段々神様から遠ざか

り、様々な性行動を試すようになって国が悪くなります。 

また、国が豊かになって皆が裕福になると、赤ちゃんを産むと犠

牲が求められるので、女性は子供を産まなくなります。少し犠

牲は伴いますが、未来のために国を生かすことです。しかし女

性はそれを考えません。ただ自分の人生だけを生きて行きます。

（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

寂しい女性が男を買う 

日本は、女性が子供を産まない狂った国になってしまいました。

日本では男性が自分の携帯電話とデートしています。ドキュメ

ンタリー会社の Vice Media を見ると、女性がデートするために

男性を買っています。男性と一緒に泣きたければ良く泣く男性

を雇います。そんな会社があります。ハンサムで良く泣く男性。そ

の男を雇って一緒にドラマを１時間観ます。一緒に泣いて、そ

の男がその涙を拭いてあげます。日本はそんなに狂ってしまいま

した。皆さんも見てみなければいけません。Vice Media の日

本に関するドキュメンタリーです。女が寂しいので、家にハンサム

な男性を雇って一緒にベッドで寝るのです。そうしながら一時間、

胸を触られて悩みを聞いてもらいます。性行為をしたらもっと高

くなります。 

それから、ボーイズバーやロマンスバーがあります。ハリウッドの東

洋スターのように女性のような髪をしている男達と酒を飲んだり

します。１時間 1,000 ドル、とにかく高いです。ロマンスバーは

女の酒場になります。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

動物になり下がる快楽主義 

人が娼婦や売春婦の様な男を雇うと、彼が自分を本当に愛

すると錯覚します。そうではないですか？男性が女性の売春婦
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を雇っても、その女性が自分を愛していると錯覚するではない

ですか。そうではないですか？ 

そんな女性は男性が自分にまったく嘘をついてもその嘘を好む

のです。その嘘を聞くためにお金をあげると言うのです。これほど

までに狂ってしまいました。国が裕福になって金持ちの国になる

とこのような問題が生じます。人々が快楽主義者になり、快楽

だけを追求します。人生が快楽のためのものと考えるようになり

ます。そして動物になります。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

子供を否定する快楽主義 

動物になればすべての限界がなくなります。狂った性、性生活、

バイセックス（両性愛）、同性愛、動物との性行為、子供と

の性行為、もっと落ちてしまいます。落ちるしかないのでサタン

主義に行きます。なぜでしょうか？ 

神様が下さった人間の価値と律法をなくし、快楽主義に浸る

からです。私だけ幸せであれば良い、私だけあれこれ言われて

このようになってしまう・・・。だから女性は子供を産みません。結

局は、男と女が一緒に暮らそうとせず、それぞれ AIのセックス人

形と暮らすようになります。どうしてでしょうか？男も女も少し複

雑だから。嘘が言える携帯電話と繋がるセックス人形と暮らす

方が楽だから。快楽主義はこのようになります。（鉄の杖の王

国 8 2018/3/14） 

子供から次の王家が出る 

快楽主義は子供を産むこと自体に否定的になります。次の世

代を受け継いで次の世代を養うこと、これが悪になってしまいま

す。それで市民が奴隷になります。王家の考えは何ですか？

赤ちゃんです。王家の考えは赤ちゃん。血統。次の世代です。

そうではないですか？永生のために、王家はいつも赤ちゃんを

見なければなりません。子供は未来というだけでなく、子供から

次の王家が出るのです。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

第３章  王国の主権復帰 

メシアが来て何をするのでしょうか。歴史上において、初めてひ

とつの国の主権と国土と民を取り戻し、それを基盤として、横

的な世界を奪うための戦いをコーチする司令官として来るので

す。それがメシアの使命です。（天聖経 197） 

万王の王が奴隷から王にして下さる 

皆さんは奴隷だったので、そのようなサタン主義に気付けません

でした。私が優れているからではなく、神様とキリストの王家に

入った者として、キリストの愛によって私のような罪人を生かして

下さると考えていました。そうではないですか？ 

皆さんは奴隷だったので、王が持つ王冠や鉄の杖をまさか自分

が持てるとは考えてもみなかったでしょう。奴隷にされたので。 

お父様の大きな愛により、奴隷だった皆さんが再臨の主、万王

の王、三代王権と一緒に立つ王と王妃になりました。（鉄の

杖の王国６ 2018/2/27） 

キリストと共に戦う 

マルコ 8:34-38 それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せ

て、彼らに言われた、「だれでもわたしについてきたいと思うな

ら、自分を捨て、自分の十字架を負うて、わたしに従ってきな

さい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、わたしのため、

また福音のために、自分の命を失う者は、それを救うであろう。

人が全世界をもうけても、自分の命を損したら、なんの得に

なろうか。また、人はどんな代価を払って、その命を買いもど

すことができようか。邪悪で罪深いこの時代にあって、わたし

とわたしの言葉とを恥じる者に対しては、人の子もまた、父の

栄光のうちに聖なる御使たちと共に来るときに、その者を恥じ

るであろう」。 

マルコ 9:1 また、彼らに言われた、「よく聞いておくがよい。神

の国が力をもって来るのを見るまでは、決して死を味わわな

い者が、ここに立っている者の中にいる」。 

キリストに従って戦う 

良く読むと、マルコの８章と９章は関連しています。キリストに

従うために、人は戦士でなければならず、同化しなければなら

ず、迫害される現実を受け入れなければなりません。あなたの

十字架を取って従わなければいけません。それはすぐそこにあり

ます。命を守ろうとする人はそれを失います。私達のことではあ

りません。私達を超えています。そして、キリストに従う者は世界

から憎まれ、軽蔑される覚悟がなければいけません。そして一

流で画一的なメディアと宗教にカルト呼ばわりされるのです。彼

らはイエス様にそれをしました。キリストに対してしたのです。彼ら

はローマの覇権の下、300 年間もキリスト教に対してそれを行

いました。キリストに従うには死を恐れてはならず、彼の前にもっ

と大きなことがあると知らねばなりません。また、戦士の精神が

すべてではありませんが、より大きな目的と神様の王国の高い

道徳性に立つことが重要です。それは奴隷を解放して王と王

妃になることです。それによって彼らが権力を誇示出来るわけで

はありませんが、神様の祝福を守ることができます。（鉄の杖の

王国 10 2018/3/25） 

３-１ キリスト教徒を取り戻す 

それゆえ、愛を中心として信ずれば、滅びないのです。救われ

るのです。神様が世界を愛するので、世界を共に愛さなければ

ならないということなのです。今日のキリスト教は、教派の名で

全部分かれていきました。世界がどうで、神様がどうでということ

は考えもしないのです。自分の教派と自分の国だけを愛して滅

びていくこのキリスト教を眺めるとき、我々は教派を超えて、国

を超えて世界を愛し、神様を愛さなければならないのです。

（天聖経 712 英語版 98-329,1978.8.13） 

王国を信じないキリスト教徒 

ルカ 4:43 しかしイエスは、「わたしは、ほかの町々にも神の

国の福音を宣べ伝えねばならない。自分はそのためにつかわ
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されたのである」と言われた。 

地上の王国を信じないキリスト教 

「伝えなければならない」 と言っているのです。「わたしは、ほか

の町々にも神の国の福音を宣べ伝えねばならない」 と。これは

イエス・キリストご自身の言葉です。クリスチャンが聖書を読まな

いのは残念です。イエス様ご自身の言葉です。 

マタイ 4:23 イエスはガリラヤの全地を巡り歩いて、諸会堂

で教え、御国の福音を宣べ伝え、民の中のあらゆる病気、あ

らゆるわずらいをおいやしになった。 

御国の福音です。イエス様は全地を巡り歩いて十字架の福音

を説かれたのではありません。十字架上の死と埋葬と復活。そ

のような福音を全地で説かれたのではありません。イエス様は

御国の福音を説かれました。 

すべて喩えで語られたと言って茶化さないで下さい。イエス様は

一般大衆に別の福音を教え、弟子達には個人的に別の福音

を教えたのではありません。一般大衆が神の国を少しでもイメ

ージ出来るようにたとえ話で話されたのです。自分の側近に 

「十字架の福音」 を説き、一般に 「御国の福音」 を説いた。

まったく馬鹿げた話です。 

キリストご自身が言われているではないですか。私はたとえとし

るしを用いて神の国を説明すると。たとえとしるしを用いて全く

別の福音を説くなどとは言っていないのです。しかしどの教会に

行っても 99.999％の確率で十字架と死と蘇りの福音を教え

られるのです。だから彼らが実体の神の国が実現すると信じて

いないことに驚かないのです。マタイ６章でイエス様がこう祈りな

さいと言っているにもかかわらず。 

御国がきますように。みこころが天に行われるとおり、地にも

行われますように 

しかし、超大教会でもカトリックのような小児性愛にふける大教

会でも、メソジスト教会でも、主要な福音派教会でも、地上

天国が来るとは信じていないのです。一体どんな聖書を読んで

いるのでしょうか。黙示録やダニエル以降の預言者の言葉をどう

説明するのですか。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

マルコ 1:14 ヨハネが捕えられた後、イエスはガリラヤに行き、

神の福音を宣べ伝えて言われた 

悪辣な共産主義者が恐れる福音 

神の国の福音です。神の国についての良い知らせです。もしあ

なたが神の王国とその憲法を知るなら、どれほどの慰めを心に

得ることでしょうか。貧しく迫害を受ける魂であれば、神の国とそ

の憲法の力を理解すれば大きな安息を得るでしょう。 

マタイ 11:28 すべて重荷を負うて苦労している者は、わたし

のもとにきなさい。あなたがたを休ませてあげよう。 

これを社会主義者と共産主義者は恐れるのです。社会主義

や共産主義は大衆を誘惑する力を持っています。特に貧しい

者、貧困にあえいで迫害される者に対して。そうして階級闘争

に持って行きます。彼らを助けると言って中央権力を取り、スー

パーエリートになったら選挙で権力を与えてくれた大衆からだま

し取るのです。誘惑しておびき出した挙句にするのです。人々

を武装解除してボロボロの弱者にします。 

大衆が中央権力を与えたのです。それを一度掌握すれば大

衆を軟禁状態にします。軍の戒厳令の下で軟禁されるという

のです。こうして貧しい者、虐げられる者が罠にはまって来たの

です。甘い言葉につられて。皆が平等になる・・・金持ちを追放

せよ・・・奴らから金を奪うのに協力すれば分け前をやろう・・・こ

れを組織犯罪と呼びます。政府の道義は即ち組織犯罪なの

です。 

しかし神の国を理解してその憲法を見れば、これは恐ろしいと

いうのです。神の国の福音は燎原の火のごとくに拡がるからです。

（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

キリスト教を恥じるように強いる 

主の義と良心、文化がなければ国は滅びる 

国の立場で見たら、市民が鉄の杖を受けても、土地を所有し

て王と王妃の権利を受けても、主の義と良心、主の文化と文

明圏が入らなければ、主の能力が入らなければその国は滅亡

します。 

イスラム教の国々を見て下さい。イスラム教の国々ももちろん、

中央組織や左派組織、寡頭政治、独裁政治を作っています。

キリスト教の根がなぜこれほど重要なのか？幼い時にキリスト

教について何がそんなに特別なのか考えませんでしたか。米国

で生まれてすべてキリスト教で余りにも沢山見るので、キリスト

教の何が特別なのかと。 

そして米国の学校で洗脳され、他の東洋にあるものもすべて同

じだ、すべての宗教が同じだ、そのように洗脳する集団教育を

受けて知らずにキリスト教を嫌うようになります。わざわざ彼らが

そのようにします。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

イスラム教徒に侵略されて戦った十字軍 

十字軍は防衛の戦争でした。イスラム教徒がヨーロッパに侵攻

していました。スペインまでずっと征服されていました。イタリアま

でも。既にオーストリアまで来ていました。ビザンツ帝国はイスラ

ム教徒に食い尽くされました。それで当然のことながら、ヨーロッ

パのクリスチャンは 「くそ！戦うぞ」 と言いました。なぜなら殺さ

れるからです。当然戦わなければなりませんでした。 

洗脳された子供達は学校で何を学んでいるでしょうか。「ヨーロ

ッパのクリスチャンの白人が悪かったのです。褐色の人が嫌いで

した。それで黒人や褐色の人を殺すために十字軍に出たので

す」 と学んでいます。このようなばかげたことを学んでいます。 

歴史に反しています。十字軍は防衛的な戦争でした。国がイ

スラム教徒に攻撃されていました。ムハンマドの死後 100 年以

内の、北アフリカの中東全域のイスラム教徒に。何百年もの間、

絶えずヨーロッパを侵略しようとしていました。（鉄の杖の王国

21 2018/7/22） 

性奴隷を得るために侵略したイスラム教徒 

なぜなら非常に大規模な奴隷取引をしていたからです。シャリ

ーア法では合法です。ムハンマド自身も性奴隷を持っていたか

らです。11 人の妻に加えて多数の性奴隷がいました。イスラム

教によるアラビアの奴隷取引は世界でも最も長く続きました。
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過激なイスラム主義国では今も行われています。何億というア

フリカ女性を売りました。ヨーロッパに向かった理由は、ブロンドで

青い目の女性は高値が付くからです。お金です。 

なぜ皆さんの子供はこれを教えてもらえないのですか。なぜ学

校は教育内容から選択的に取り除くのですか。それは教育で

はなく洗脳です。キリスト教文化を恥じるようにさせられています。

キリストの愛を恥じるように仕向けられています。彼らは戦争を

したくなかったのです。侵略を受けていました。大きな違いです。

（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

王国の福音を伝える 

ルカ 9:54-62 弟子のヤコブとヨハネとはそれを見て言った、

「主よ、いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまうように、天から

火をよび求めましょうか」。イエスは振りかえって、彼らをおし

かりになった。そして一同はほかの村へ行った。道を進んで行

くと、ある人がイエスに言った、「あなたがおいでになる所なら

どこへでも従ってまいります」。イエスはその人に言われた、「き

つねには穴があり、空の鳥には巣がある。しかし、人の子には

まくらする所がない」。またほかの人に、「わたしに従ってきなさ

い」と言われた。するとその人が言った、「まず、父を葬りに行

かせてください」。彼に言われた、「その死人を葬ることは、死

人に任せておくがよい。あなたは、出て行って神の国を告げひ

ろめなさい」。またほかの人が言った、「主よ、従ってまいりま

すが、まず家の者に別れを言いに行かせてください」。イエス

は言われた、「手をすきにかけてから、うしろを見る者は、神の

国にふさわしくないものである」。 

キリストは審判ではなく救うために来られる 

へブル人 13:8 には 「イエス・キリストは、きのうも、きょうも、い

つまでも変ることがない」 とあります。キリストは悪を打つために、

国を裁くために来ます。それは正しいです。それは再臨の時であ

り、または王国が到来する時です。 

しかし 56 節までに言われているように、キリストは人を滅ぼすた

めではなく救うために来られています。審判の目的とキリスト来

臨の目的を理解して下さい。火を持って来られ、力と審判を持

って来られるとしても、それは愛のためです。お父さんが子供に

愛のために罰を与える時と同じです。厳しく強い罰を与えること

もありますが、お父さんがあなたを愛しているからであり、あなた

にとって何が最も良い事か分かっているからです。あなたを導い

ているのです。 

キリストの心情は変わりません。神様の心情は変わらないので

す。終わりの時に神様の国が到来する時、確かに私達は黙示

録２章、詩篇第２篇のことを目撃します。神様は国を打ちま

す。黙示録 19:15 のように、口からは諸刃の剣の歯が出て国

を打つのです。途方もない力と審判がこの世界の国々に下さ

れるのが分かります。しかしもちろん、終わりの日には王国が到

来し、新しい体制が登場します。黙示の最後に見られるような

新しい天地です。それが神様の意図です。（鉄の杖の王国

20 2018/7/8） 

詩編 23:1-4 主はわたしの牧者であって、わたしには乏しい

ことがない。主はわたしを緑の牧場に伏させ、いこいのみぎわ

に伴われる。主はわたしの魂をいきかえらせ、み名のためにわ

たしを正しい道に導かれる。たといわたしは死の陰の谷を歩

むとも、わざわいを恐れません。あなたがわたしと共におられる

からです。あなたのむちと、あなたのつえはわたしを慰めます。

あなたはわたしの敵の前で、わたしの前に宴を設け、わたしの

こうべに油をそそがれる。わたしの杯はあふれます。 

キリストの保護の中で守りたい神様の心情 

神様の意図が重要であるのは、人がその恩寵と守りから離れる

時に審判が起こり、荒野には狼がいるからです。羊飼いの保護

から抜け出して開かれた荒野の中を歩き回ることになります。

獣がやって来るのに馬鹿げたことをしないで下さい。獣、捕食者

がいます。聖書にはサタンは吠えるライオンのようだとあります。

盗み、重傷を負わせ、殺そうと待ち構えています。羊飼いの保

護から出れば彷徨うことになるのです。詩篇 23 篇にあるキリス

トの保護です。キリストは羊飼い（牧者）です。しかしその守り

から去る時は危険があります。詩篇23:5にはこうあります。「た

といわたしは死の陰の谷を歩むとも、わざわいを恐れません。あ

なたがわたしと共におられるからです」 

ですからキリストは離れません。死の陰の谷を歩く時もキリスト

は離れないのです。だから神様の守りがあります。そして 「あな

たはわたしの敵の前で、わたしの前に宴を設け」 ます。キリスト

が宴を設け、私達は平和と力を得ます。神様の王国について

話す場合、これが神様の意図であり心情です。（鉄の杖の王

国 20 2018/7/8） 

大急ぎで世界を救いたい神様の心情 

キリストは行って福音を宣べ伝えなさいと言われています。なぜ

それが重要かと言えば、そこの聖句を見てください。「まず、父を

葬りに行かせてください」 と言っても 「駄目だ、死人を葬るのは

死人に任せて福音を伝えに行きなさい」 と言います。それが根

本的にどれほど馬鹿げたことに思えるか分かりますか。なぜなら

私達はイエス様が父親を亡くしたばかりの人に同情するのでは

ないかと考えるからです。しかしイエス様にとっては、王国を説き、

王国を築き、魂を救うこと、世界を救うことが優先されるのです。

滅ぼすために来たのではなく救うために来たのです。これがキリ

ストの心情であり、皆さんがこれを読んだ時に理解していないこ

とです。韓国語のキングッパダは何でしょうか。「緊急」 です。私

は真のお父様にいつも 「緊急です」 と言っていました。911 の

救急搬送のようなものです。緊急事態です。なぜなら神様は

魂を救いたいからです。滅んで欲しくないと思っています。知識

がないために人が滅んでしまいます。 

「神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛して下さった。

それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、永遠の命を得る

ためである」 滅んで欲しくありません。しかしその保護から立ち

去り、キリストを拒否し、悪と偶像崇拝とサタンに向かうなら罰

を受けるのです。しかし神様の心情と意図はそうではなく、全て

の人が悪から向き直り、罪を悔い改めることを願っています。悔

い改めとはギリシャ語でメタノイアであり、心を入れ替えることで

す。自分の欲望を変え、未練を持っているのを変えることです。
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自己中心的な願望を変えて、神様の願望を自分のものにする

ことです。その中で聖霊によって自己を再創造するのです。する

と聖霊の賜物を授かります。使徒行伝にありますが、ペトロに

自分達はどうしたら良いかと尋ねると、悔い改めて聖霊の賜物

を受けるようにと答えます。聖霊は私達を活性化させ、新たに

し、再創造します。神様の心情を持った新しい存在にしてくれ

ます。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

切実な心情で福音を伝える 

ですから、私達は神様の心情を持って人に話をしたいと思いま

す。福音を伝えたいと思います。「地獄の王国に行くことはあり

ません。共に立ち上がって天国に行きましょう。政治サタン主義

の共産主義の地獄に行くことはありません。彼らは世界をそこに

追いやろうとしています。共に対抗して神様の王国に向かって

行きましょう」 と。そのような心情が非常に重要です。神様の

愛のために私達は強く動かされ、駆り立てられます。神様のみ

言が私達の心情を貫きます。骨の髄にまで貫かれるのです。ど

んな剣よりも鋭く貫きます。鍼治療の針よりも深く。 

ですからキリストは、死人はもう死んでいるのだと言います。今は

多くの生きた死人にみ言を説かなければならないのだと。今日

滅んでしまうのかも知れないのです。神様から離れてしまうかも

知れません。それで私達は人に話をします。それが福音主義、

信仰の証し、魂の獲得であり、人に話すということです。良い知

らせを伝えようと試みることです。良い知らせ。福音。キリスト自

身が神様の王国として定めている神様の王国についての良い

知らせです。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

ルカ 9:61-2 またほかの人が言った、「主よ、従ってまいりま

すが、まず家の者に別れを言いに行かせてください」。イエス

は言われた、「手をすきにかけてから、うしろを見る者は、神の

国にふさわしくないものである」。 

戦いの中でも安らかな心情で福音を伝える 

イエス様は煩わされてはいけないと言われます。手をすきにかけ

たら振り返ってはいけませんと。前進し続けなさいということです。 

すばらしい聖句があります。「目標を目ざして走り、キリスト・イ

エスにおいて上に召して下さる神の賞与を得ようと努めてい

るのである。」（ピリピ 3:14） 

マラソンのように前進するのです。しかし興味深いのは、前進し

なさいと言われながら休ませてあげようと言われていることです。

「すべて重荷を負うて苦労している者は、わたしのもとにきな

さい。あなたがたを休ませてあげよう」（マタイ 11:28）と言

われています。神様に向かって前進してもその神様が休ませてく

れるというのです。 

平和の福音の備えです。エペソ６章にある神の武具を身に着

け、たとえ戦場を歩いていても平和がもたらされます。私達は戦

場を歩きサタンと戦います。御霊の剣と信仰の盾、真理の帯と

正義の胸当を身に着け、救いの兜をかぶり、平和の福音の備

えを足に履きます。そして戦場に赴きます。それでも平和があり

ます。混乱も沢山あるでしょう。戦闘的なスポーツをやっている

人や軍隊の経験のある人には分かります。戦闘の真っ只中に

も平和があります。それをゾーンと呼びます。推し進める中にも

平和があります。福音と神様の王国を広めるために、外に向け

て発信します。（鉄の杖の王国 20 2018/7/8） 

キリストに癒されて立ち上がる 

ルカ 6:19-25 また群衆はイエスにさわろうと努めた。それは

力がイエスの内から出て、みんなの者を次々にいやしたから

である。そのとき、イエスは目をあげ、弟子たちを見て言われ

た、「あなたがた貧しい人たちは、さいわいだ。神の国はあな

たがたのものである。あなたがたいま飢えている人たちは、さ

いわいだ。飽き足りるようになるからである。あなたがたいま

泣いている人たちは、さいわいだ。笑うようになるからである。

人々があなたがたを憎むとき、また人の子のためにあなたが

たを排斥し、ののしり、汚名を着せるときは、あなたがたはさ

いわいだ。その日には喜びおどれ。見よ、天においてあなたが

たの受ける報いは大きいのだから。彼らの祖先も、預言者た

ちに対して同じことをしたのである。しかしあなたがた富んで

いる人たちは、わざわいだ。慰めを受けてしまっているからで

ある。あなたがた今満腹している人たちは、わざわいだ。飢え

るようになるからである。あなたがた今笑っている人たちは、

わざわいだ。悲しみ泣くようになるからである。 

福音と共に治癒と戦いが来る 

先週、私達は４章を見ましたが、イエス様が多くの人を治癒さ

れている場面です。とても重要な部分があります。 

「群衆はイエスにさわろうと努めた。それは力がイエスの内から出

て、みんなの者を次々にいやしたからである」 

群衆がイエス様に触ろうと努めました。それは力がイエス様の内

から出て皆を次々に癒したからです。 

神様の福音、神様の国ではなくバッシリア、バッシリウス、つまり

神様の王国の福音が伝えられたところに治癒が来るようになり

ます。治癒だけでなく、厳しい戦いも起こります。サタンの霊が、

サタンの文明圏とサタンの文化にあるすべての内容が、神様の

福音と神様の王国に衝突します。そしてパリサイ人達が CIA や

FBI のように、イスラエル民族を監視する悪の組織の役割をし

ていました。ローマ政府ために。ローマ政府の独裁寡頭政治、

ローマの政治のために、パリサイ人達とこの反対する人達が同

じ輩の政治サタン主義として、イエス様と神様の福音のみ言を

恐れていました。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

イエス様の義が人の心を癒す 

このこと（神様とサタンの文化・文明の衝突）が起こる時、そ

の国とその内容がひっくり返されるのです。それと共にすべての

人々、すべての奴隷、多くの抑圧されている人々が主と会うこ

とになり、神様の福音のみ言に出会って彼らは立ち上がれるの

です。希望を受けることが出来ます。その人達が神様の福音を

受けて癒され、完全に治って力を受けるのです。 

その能力は聖書の義。イエス様の良心の義、正義です。これが

入ってその人が完全に治癒されたのです。これは個人の立場だ

けでなく、神様の王国の次元でも同じです。鉄の杖の王国であ

っても鉄の杖は道具なので人の心の中が問題です。人の心の

中にある内容。人の頭の中にある内容、人の胸にある内容、
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人の魂。このような部分が問題です。（鉄の杖の王国 16 

2018/5/23） 

キリスト教徒よ目を覚ませ！ 

聖書を読まずに福音を取り違える 

クリスチャンの 70~80％は聖書を真剣に読みません。これが

現実です。それで牧師や説教者達が福音だということを延々と

聞かされてきました。彼らはキリストご自身が福音と言われる内

容を見ようとしません。だからこそ、聖書全体を通してこのように

学ぶことが重要です。私がなぜ鉄の杖の王国について言うのか

と言えば、キリストがそう言われたからです。キリスト教世界では

聞いたことがありません。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

サタンに貢ぐクリスチャン 

キリストにとってすべては王国なのです。マタイ６章では、こう祈

りなさいとおっしゃいました。まず御国について祈りなさいと。ここ

で主の祈りを教えています。 

御国がきますように。みこころが天に行われるとおり、地にも

行われますように 

神の国がすべてなのです。マタイ 7:21 ではこう警告されていま

す。 

わたしにむかって『主よ、主よ』と言う者が、みな天国にはいる

のではなく 

クリスチャンはイエス様の王国に入れると強い自信を持っていま

す。一方で国が社会主義化するのを助けています。共産主義

勢力に力を貸しています。政治サタン主義の邪悪と悪に力を

貸し、サタンによる地上支配の実現を助けています。地獄に行

きます。王国には行けません。搾取を援助してサタンの目的を

促進しているのです。「我々は本当にイエスを信じている」 と自

信満々ですが、彼らが神の国に入ることはありません。 

キリストが言っていることを見てみなさい。 

わたしにむかって『主よ、主よ』と言う者が、みな天国にはいる

のではなく 

今のクリスチャンをご覧なさい。「私は神の国に入る」「私は天国

に行く」 皆自信をたっぷりに思っています。それでいて社会主

義に貢ぎ、スーパーエリートの小児性愛ネットワークを支援して

います。最低の邪悪なシステムにお金を出し支援しています。

あなた方を罠にかけ誘惑しては騙し、死を造り出すものに。あ

なた方は世界の死を選び取っているのです。キリスト教世界の

問題を私は知っています。神の国がどのようなものになるのか知

らないのです。あまりに混乱しています。 

主が来られたら、主の国を建て、悪を審判して花婿になるので

す。それが聖書から見た再臨主の責任です。 

この聖句は、自分は天国に行くと自信満々でいるすべての者

に対する警告です。政治サタン主義にお金を出し、支援しなが

ら自信満々でいるのですか。いい加減にしろと言うのです。

（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

偽りの教えに従って我々を潰したいクリスチャン 

社会主義的な教会にいてどうしてクリスチャンとして自信満々

でいられるのですか。牧師、牧会者から社会主義的なメッセー

ジを聞いて・・・それが何を生み出すか分かりますか。皆さんは

自分のことを保守派と言っているから分かるでしょう。社会主義

は何を造り出すのか。地上地獄です。一つひとつ実例を見て

下さい。まず根本的に道徳心がありません。 

黙って座って牧師の話を聞いてみなさい。イエス様がまるで社

会主義者か共産主義者のように教えています。狂っているので

す。天国に行くのですか？いいえ、偽りの教えに従っています。

偽キリストを追いかけています。だから自信を持つのは止めた方

が良いのです。私に向かって 「主よ、主よ」 と言う者が皆天国

に入るのではありません。 

それなのに私達のことをカルトと呼びたい、私達が小さな教会だ

から簡単に潰せると思っています。しかし聖書を読んでいるのは

どちらですか。神様の属性は変わらないと聖書も言っています。

天国が出来た途端に独裁者になどなるはずないのです。しっか

りしたシステムをもち、抑制と均衡（チェック＆バランス）を備え、

しかも神様の本性が現れるのです。エデンの園の神様と何もか

も同じ神様です。自由意志がすべてをぶち壊したからと言って、

それを取り上げたりされないのです。それでは私達は AI やロボ

ットになってすべては台無しです。人間ではなくなってしまいます。

（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

共産主義ありきの詐欺 

一般のクリスチャンが教会に通うのは伝統に従っているだけです。

昔から日曜に通っていて、お母さんもお婆さんも通っていたから

です。皆さんははっきりと考えなければいけません。特に教会で

社会主義的な話を聞かされている場合です。それはもう国営

教会です。もはや帝国に対してイエス・キリストの福音をもって

立ち向かう教会ではありません。しかも偽りの教義に従っている

のです。アフリカの子供達を救うとか、シリアの子供達を救うとか

言っているかも知れません。そういう奉仕活動をしているかも知

れません。しかし、あなたは誤った教えに従っています。誤ったサ

タンの文明のために戦っているのです。あなた方は、自分は保

守だと言って来る日も来る日も左派を非難して来たではないで

すか。それなのに、神様の国が来る時、どうしてそれが左派の国

家になってしまうのですか。大麻でも吸っているのですか。ちょっ

と待って下さい。全く馬鹿げていて話にならない。 

この警告は重要です。我々が社会主義キリスト教に見向きも

しないので、逆にこの警告を私達に投げるのです。私達は共産

主義者のようなメッセージを出さないし、ディープステートやヒラリ

ー・クリントンを讃えることもしないので。それで私達がカルトだと

いうことになっています。 

あの豪勢な教会、牧師、牧会者達こそ大衆を騙しています。

キリスト教的な言葉、話を使ってそれを教義だと主張していま

す。それでは共産主義者になるだけです。中国の共産主義者

はどんな福音を教えるというのでしょうか。どんなことがあっても共

産主義者でなければならないのです。それは地獄への道です。

キリストは習近平が喜ぶ共産主義システムを打ち建てるために

来られるのではありません。あの小さい皇帝気取りの習近平。

（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 
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キリスト教徒よ勇敢であれ！ 

クリスチャンは勇敢でなければいけない 

平和軍・平和警察の危険な武術の訓練をする人の中に、誰

かを殺しに行きたいと思う人はいません。私達が決してやりたく

ないことです。誰かが武力を使って悪いことをしようとしていたら、

私達がそれを止めるのだと訓練しています。それが殺すことを意

味すればそうなります。しかし誰もそれを望みません。私達は愛

を持ったクリスチャンだからです。ですから、シャツの背景に十字

軍を見たら、十字軍の本当の歴史を心に留めてください。クリス

チャンは再び勇敢にならなければいけません。（鉄の杖の王国

21 2018/7/22） 

アメリカから共産主義者を一掃する 

トランプ大統領はやがて退任します。２年でも６年でもすぐで

す。長い期間ではありません。過激な左派のマルクス主義者は

更に過激になります。彼らはどこにも行きません。共産主義と社

会主義が癌のように拡大することは思考停止した若者の頭に

叩き込まれています。どこにも行きません。 

アメリカでは良い共産主義者は死んだ共産主義者だけです。

アメリカで共産主義者を殺していた時、そう言われていました。

なぜなら共産主義は根本的に卑劣で邪悪な思想だからです。

イスラム過激思想より危険です。虐殺的な思想です。常に死

と虐殺という結果を引き起こします。何億人も亡くなりました。

ポリティカルコレクトネスとヘイトスピーチのためにです。ですからア

メリカ人は共産主義者と戦いました。左派は理解出来ないこと

です。ベトナム戦争を戦った軍人は今も生きています。彼らは

共産主義者を殺しに行きました。政治レベルでのサタン主義の

悪の思想の脅威のために。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

ルカ10:16-20 あなたがたに聞き従う者は、わたしに聞き従

うのであり、あなたがたを拒む者は、わたしを拒むのである。

そしてわたしを拒む者は、わたしをおつかわしになったかたを拒

むのである」。七十二人が喜んで帰ってきて言った、「主よ、

あなたの名によっていたしますと、悪霊までがわたしたちに服

従します」。彼らに言われた、「わたしはサタンが電光のように

天から落ちるのを見た。わたしはあなたがたに、へびやさそり

を踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だか

ら、あなたがたに害をおよぼす者はまったく無いであろう。しか

し、霊があなたがたに服従することを喜ぶな。むしろ、あなた

がたの名が天にしるされていることを喜びなさい」。 

キリストが与えて下さったサタンに勝つ権威 

キリストの肢体である私達は、与えられた権威を理解しなけれ

ばなりません。私達は奴隷や農奴ではなく、ハリウッドやシリコン

バレーの人道的に装う偽善で惨めな負け犬にこき使われるの

ではありません。私達はキリストのように、義と善において地上

に君臨して支配します。そのために、天一国の制度は非サイコ

パス的な善と神様の愛と恩寵の意志を示すものとなり、男女を

独裁者から自由にします。人類の歴史でずっと繰り返されて来

た苦しみのパターンからの解放です。 

キリストは敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私達に与えました。

へびやさそりを踏みつけるための権威を。文字通りに受け取るク

リスチャンもいますが、キリストは霊的な世界のこと、サタンのこと

を言っています。人々を毒蛇の血統だとする場面が沢山ありま

す。蛇、つまり父である悪魔から出て来たものだと。この文脈で

さそりや蛇とは霊的な力のことです。（鉄の杖の王国 21 

2018/7/22） 

権威を損なおうとするサタンの策略 

私達にはサタンに打ち勝つ権威がありますが、サタンにも策略が

あります。そして戦略的に 「あなたには相続することはできない。

相続することは悪い事だ」 と思いこませます。「あなたは欲張り

だ」「あなたのやっている事は地上を損なう」「資産を所有するべ

きではない、それを損なってしまうから」 と。政府の方がもっと環

境を汚染しているというのに。自分達が地球上で最大の汚染

者であるのに、資産を所有すべきでないと言いたいのです。わ

ずかでも主権や王権を望まないからです。 

そこでこう考えるようにするのです。「待てよ、このような馬鹿共

に支配されはしない」「待てよ、私は全能なる神の、キリストの

共同相続人だ」「この地球の共同の親族であり、神様は私達

がこの世界を支配すると約束してくれた」 

ポイマイノは支配という意味ですが、この世界を守るという意味

です。この世界の世話をするという事です。そういうわけで神様

の王国の憲法があります。人々を独裁者から守り保護するから

です。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

命を捧げて戦ったキリスト教徒 

退役軍人や銃コミュニティはルカ 10 章の人 

ベータメイルはアルファメイルを殺し、女性を取るために政治的

権力を得ようとします。神様は敵に打ち勝つための権威と力を

与えてくれます。考えてみて下さい。銃コミュニティの人々のこと

を。多くは国のために戦争に従事した退役軍人です。帰ってき

たら世界は銀行家のための戦争で、政治家はこの世界から利

益を得て、CIA による麻薬取引が行われ・・・。つまり狂ってい

るという事です。感情的に打ちのめされます。全員ではありませ

んが非常に辛い事です。その上、悪者扱いされ武器を取り上

げられます。18 の頃から武器を持って戦争で戦っていたという

のに。彼らが前線に出て他国の軍隊と戦っていました。 

そして突然 「銃は使えません」「年齢を 21 歳に引き上げます」 

と言われます。しかし銀行家のための戦争やオイルマネーのため

の戦争では 18 歳で完全な自動兵器を持って戦わせていたの

です。全く馬鹿げています。この人達は完全に犯罪者です。 

退役軍人や銃器所有コミュニティは自分から進んで命を捧げ

た人達です。ルカ 10 章の人達です。（鉄の杖の王国 21 

2018/7/22） 

ルカ 10:25-28 するとそこへ、ある律法学者が現れ、イエス

を試みようとして言った、「先生、何をしたら永遠の生命が受

けられましょうか」。彼に言われた、「律法にはなんと書いてあ

るか。あなたはどう読むか」。彼は答えて言った、「『心をつくし、

精神をつくし、力をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神

を愛せよ』。また、『自分を愛するように、あなたの隣り人を愛
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せよ』とあります」。彼に言われた、「あなたの答は正しい。その

とおり行いなさい。そうすれば、いのちが得られる」。 

死をかけた献身者 

銃器所有者、退役軍人、法執行機関、軍隊。このような人

達は既に命を捧げたのです。もし隣人が攻撃を受けたら命の

危険を冒してもその人を助けに行きます。既に死をかけて献身

している人達です。銃の携帯許可を持っていれば、もし誰かが

他の誰かに悪い事や暴力を働いていたら、自分の命の危険を

冒してもそこに介入して止めると社会に約束しているのです。そ

ういう意味で一般市民と違います。死を掛けた献身を内的に

しています。ルカ 10 章の人です。ヨハネ 15 章の人です。「人

がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛は

ない」 あなたは準備と訓練をしています。内的な約束をしてい

るからです。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

黙示録 5:9-10 そして、彼らは新しい歌をうたった。「あなた

は、巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。

あなたは、屠られて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる

民族と国民の中から、御自分の血で、神のために人々を贖

われ、彼らをわたしたちの神に仕える王、また、祭司となさっ

たからです。彼らは地上を統治します。」（共同訳） 

鉄の杖の王国の正当性を立証する聖句 

見て下さい。黙示録５章です。主要な聖句を調べてみましょう。

これは神様の王座と７つの霊の事です。そして 24 人の長老で

す。これが私達のコミュニティについて彼らが嫌うことです。私達

の中には非常に多数の民族がいます。彼らは白人至上主義

者と言えません。黒人もいます。カンボジア、アジア、白人、全

てがいます。ブラジル人、ラテン系、全てです。白人至上主義

者とは言えません。聖句を見てください。「王、また、祭司となさ

った」 とあります。では共同の王と私が言うのはおかしいでしょう

か。また私達は 「地上を統治」 します。それは他の全ての鉄

の杖の聖句の正当性を立証するものです。 

詩篇 2:7 わたしに求めよ、わたしはもろもろの国を嗣業とし

ておまえに与え、地のはてまでもおまえの所有として与える。 

そして鉄の杖で治めるのだと。そして陶器師の器のように打ち砕

くと。 

黙示録 2:27 彼は鉄のつえをもって、ちょうど土の器を砕く

ように、彼らを治めるであろう。 

詩篇２篇の繰り返しです。 

黙示録 12:5 女は男の子を産んだが、彼は鉄のつえをもっ

てすべての国民を治めるべき者である。 

黙示録 19:15 その口からは、諸国民を打つために、鋭いつ

るぎが出ていた。彼は、鉄のつえをもって諸国民を治め、また、

全能者なる神の激しい怒りの酒ぶねを踏む。 

（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

鉄の杖の王国が銃器所有者の心を解き放つ 

私がでっち上げたものではありません。神様は明確にその王国

を定義しています。王国が何かを示しています。 

銃器所有者は全員分かります。本当に迫害されて来て何十

年も堅く決意して来ました。心情で分かっています。彼らが鉄の

杖の話を聞くと、心の中で何かが解放されます。そしてこう言い

ます。「今まで自分はミニストリーを受けたことがなかった。自己

防衛者として、また必要があれば他人のために死ぬ覚悟をした

者として、自分の心の中で真実だと分かっていた事を言われた

ことがなかった」 と。 

しかし鉄の杖の話を聞いた時、ポイマイノが治めるということだと

聞いた時、国を守りその面倒を見るという話を聞いた時、また

天一国と神様の王国の憲法を見た時、王国がどういうものか

理解出来ます。共同の相続ということを理解し、王権を理解し

ます。軍備のことを理解します。鉄の杖による統治を理解しま

す。彼らが知っていることは全て本当です。（鉄の杖の王国

21 2018/7/22） 

国民が王になれば王国の勝利 

黙示録 20:10 そして、彼らを惑わした悪魔は、火と硫黄と

の池に投げ込まれた。そこには、獣もにせ預言者もいて、彼ら

は世々限りなく日夜、苦しめられるのである。 

サタン王国の終わり 

それはサタンにとって良い結末ではありません。間抜けで馬鹿で

す。CNN、MSNBC、ABC でも何であってもそうです。私達を

攻撃し、頭がおかしいと言って中傷しますが、結局鉄の杖をす

べての人に広めるのです。王冠と鉄の杖をすべての人に広めて

くれています。今や、鉄の杖と王冠の福音は全地に広まったの

です。マタイ 24:14 で言っているように、「そしてそれから最後が

来る」 のです。サタンの王国はおしまいです。（鉄の杖の王国

７ 2018/3/4） 

終わりの時に鉄の杖を持って立ち上がる 

世界中の人々とクリスチャンが、終わりの時にあると言っており、

殆どの伝道者がそう信じています。今が終わりの時だと。我々

は自分達の主権に鉄の杖を持って立たなければなりません。 

何ということでしょうか。トランプ革命よりも（左派にとって）悪く

なるでしょう。ダイアン・ファインスタイン、マキシン・ウォーター、ペ

ロシ、そしてオバマにとって悪夢となるでしょう。文字通り彼らは

余りの衝撃に漏らすでしょう。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

キリストの父の愛が王と王妃に立てて下さる 

私達が素晴らしいから、私達がよく出来たからではないのです。

キリストの父の愛が素晴らしいからなのです。私達のような出来

の悪い者を信じて下さり、平和軍・平和警察を通して訓練して

下さって武士と将軍にして下さいました。神様の王国と、神様

の家庭と国民を保護出来る、神様を愛して隣人を愛して守る

ことができる王と王妃に立てて下さったのです。 

目が見えなくなった者達よ、目を覚ませ！と言われ、耳の遠い

者達には耳を開け！と。このように驚くべき神様の福音である

神様の王国。偽りの社会主義キリスト教の大型教会は見るこ

とが出来ません。奴隷の未来だけが見えます。天地人真の父

母様、王の王、文鮮明総裁だけが、三代王権だけが世界的

に神様の王国を見せてくれているではないですか。実体的に見
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ることができるように。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

市民が立ち上がれば王国が勝利する 

抑圧されて奴隷のように、２級市民のように扱われる普通の

市民が虐げられた人達であり、心の中では分かっているのです

が、社会やエリートが押し付けるよりも大きな役割を持っていま

す。彼らが一旦キリストにおける自らのアイデンティティを知って

自分が誰であるかを理解すれば、そしてキリストとその王国と王

権と、その憲法と共に立てば、キリストがなぜこのようなものを準

備されたのか理解するのです。彼らは勇気と確信を持って立ち

上がり、慈悲と愛情と、そして悪なる勢力に抵抗する力と権威

を持って立ち向かいます。悪は滅びて神様の王国が勝利しま

す。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

３-２ 未来の世代を取り戻す 

若者を取り戻す 

それゆえに一生を見る時に、少年時代は青年時代のための準

備時代であることを知っている人は、将来性があるのです。壮

年時代は老年時代のために準備しているのであり、壮年時代

は老年時代のために準備しているのであり、老年時代は霊界

に行く準備をするのです。一生自体は、大宇宙の人格を備え

るために一つの訓練過程をたどっている修練期間であり、準備

期間だということを私はよく知っています。（天聖経 765） 

マルコ 10:13 イエスにさわっていただくために、人々が幼な

子らをみもとに連れてきた。ところが、弟子たちは彼らをたしな

めた。それを見てイエスは憤り、彼らに言われた、「幼な子らを

わたしの所に来るままにしておきなさい。止めてはならない。

神の国はこのような者の国である。よく聞いておくがよい。だ

れでも幼な子のように神の国を受けいれる者でなければ、そ

こにはいることは決してできない」。そして彼らを抱き、手をそ

の上において祝福された。 

若い次世代を訓練する 

非常に重要な聖句です。この子供達は興奮してキリストのとこ

ろに行きたいと思っていました。キリストの面前で祝福を受け、そ

の力に同調したいと思っていたのです。キリストの近くで神様の

王国を感じたいと願っていました。そのような純粋な心情と性質

を持った子供達でした。弟子達ですら煩わしく思って向こうへ行

くように言いました。しかし、神様（イエス様）はだめだと言い、

叱らないで連れて来なさいと言われたのでした。というのも、若

者、次世代を訓練したいと思っていたからです。 

これが重要なのはサタンも良く知っているからです。サタンは若

者について行こうとするからです。マルクス主義に含まれている

内容です。マルクスの 10 か条です。教育システムを乗っ取らね

ばならないとしています。子供を教化しなければならないというこ

とです。子供を洗脳せねばならないとされています。学校のシス

テムを乗っ取って幼い子供を洗脳し、社会主義者、共産主義

者にしようというのです。子供は社会主義の哲学的位置を理

解していません。それは非道義的、非人道的な位置です。

（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

左派は若者を統制しようとする 

今日読んだ聖句を思い出して下さい。子供達、若者のことを

話しました。サタン主義者、政治サタン主義者、中央集権主

義者、グローバリストなど、名前は何であれ中央集権の政府を

求める人達は若者を統制しなければいけないことを知っていま

す。心を掴まねばならないと分かっています。反対意見を持つこ

とに孤立感を感じさせ、違和感を覚えさせねばならないと分か

っています。その見方が主権や自由と責任に向かうものであれ

ば尚更のことです。自分がのけ者だと感じさせようとします。孤

立したグループに属しており、劣っていると思わせようとします。そ

してハリウッドや教授達と礼儀正しいポーズを取って 「私達が

君達を支配する」「私達がどれ程賢いか見なさい」「私達に従

いなさい」 と言うのです。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

最も覚醒した Z 世代 

大きな革命が起きようとしています。それは特に 18 歳以下の

グループのことです。彼らは Z 世代と呼ばれています。もうミレニ

アル世代にも入りません。その Z世代は第二次世界大戦以降

で最も覚醒した世代の１つです。第二次世界大戦以来、最

も保守的な世代です。 

それは彼らがリベラル派の親を見てきたからです。1960 年代の

ヒッピーを見てきました。また、リベラル派の社会主義者の民主

党がバーニー・サンダースを支持し、ヒラリー・クリントンを支持し

て戦うようになったのを見てきました。20 兆ドルを超える国の借

金を見てきました。そして今度は国債のために 20 万ドル以上

の個人の債務があるというのです。彼らは自分達がそれを支払

うことになると分かっています。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

Z 世代がキリスト教を再評価する 

若い Z 世代は保守的な価値観を理解することに最もオープン

です。そしてキリスト教を再評価しています。そして政府に屈服

し、奴隷になって弱体化したベータクリスチャンから離れています。

聖句に全く新しい見方をしています。やがて自分達をキリストの

共同相続人として、神様の王国の王と王妃としてみなすので

す。創造主と王の王によって与えられた、王としての神聖な権

利を持っています。これは全く新しいキリスト教です。そのため、

私は中国では禁止されています。恐らく、イギリスや他の国でも

禁止されるでしょう。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

若者が Z 世代を復帰する 

Z 世代が我々を待っている 

驚くべきことです。このようなことが世界を転換しつつあります。Z

世代です。準備されています。是非、若い世代の人達が声を

上げて YouTube のチャンネルを立ち上げて下さい。Z 世代が

準備されています。Z 世代が話を聞こうと待ち構えています。奉

仕しようと待っています。このようなベータキリスト教が過ぎ去っ

てしまうことを理解する準備があります。今、真のアルファ・オメガ

のクリスチャンが父なる神様と共に立っています。父なる神様と

その強力な息子、キリストの強力な花嫁と娘が王権の中で共
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に立ち上がっています。Z 世代と共に新しい波がやってきます。

若い人達は Z 世代に備えて下さい。彼らが王国にやって来る

からです。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

若者が Z 世代を復帰しなければならない 

皆さん、どれほど重要なことでしょうか。いいですか、若い皆さん。

この子供達の年代です。このような子供達が必要です。戦いの

訓練だけでなく、精神の訓練も必要です。また人に話を伝え、

納得させる能力も訓練する必要があります。福音を説けなけ

ればいけません。知識を持って、統計や論理を用いて説得出

来るように。ただ、私がやると期待してはいけません。他人がや

ってくれると期待してはいけません。自分で出来なければなりま

せん。待ち構えている次世代と繋がるのはあなた達です。彼ら

は指導者と導きを待っています。それは 40 代や 50 代、60 代、

70 代という人達ではありません。20 代の人に指導してもらうこ

とを期待しています。十代後半の人達を待っています。社会主

義の弱点を理解し、相対主義の弱点を理解し、多文化主義

の弱点を理解している人です。私達を地獄の王国に導く偽の

思想の弱点、そして王国へと繋がる道をはっきりと知っている人

です。それはあなたが神様だとか、あなたがキリストだとかいう理

由ではありません。そうではなく、キリストがその王国を鉄の杖に

よる統治と、キリストの共同相続人として立つ市民の王の主権

として定義し、説明しているからです。そのように定義され示さ

れているからです。キリストがされた範囲においてということです。

（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

若者は YouTube チャンネルで戦え 

若い人達は自分で考え、課題に取り組み、活動を開始して

YouTube チャンネルを開設するのです。すると憎まれるように

なります。嘲られ悪口を言われ、死の脅迫を受けることもありま

すが、それによって強くなるだけです。それに立ち向かって戦い、

抵抗すれば、自分の精神を準備するだけでなく、霊的なものが

活性化され、やがてこの世界に到来する神様の王国の、革命

の備えとなります。その王国であなたは神側に立つのです。

（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

霊界と空気が変わって人々が求めている 

若者が若者を導き示すことは重要です。頭の良い知的な若者

が王国の考えを主張するのはとても大切です。しかし、またあら

ゆる世代で人の心は変わります。機は熟しており、収穫が準備

されています。霊界が非常に強力に働いています。この地球全

体で霊界と空気が変わりつつあります。新しい考え方の波があ

り、人々は全体主義者に支配されることにうんざりしています。

ザッカーバーグに監視されることにうんざりしています。ツイッター、

イギリス政府、連邦の NSA の違法のスパイ機関に。 

心の中では分かっていて父なる神様と王の王との関係を切望

しています。自分のキリストにおけるアイデンティティを理解する

ために関係を切望しています。それによって自分が王となり、主

権という贈り物と鉄の杖を理解出来るようになります。それは非

中央集権の武力の使用を通してです。善良な人々が支配権

を持つようになるのです。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

３-３ 鉄の杖の権威で主権を取り戻す 

国民の権威を取り戻す 

投票権だけでは不足な市民のパワー 

天一国では市民が王と王妃になります。市民が土地を所有し、

税金は無く、銃器を所有します。王である市民に真理を求め

る権利がなければいけません。そうしてこそ、左派の奴らが中央

組織を作って市民農業を目論んでも、市民が戦えます。 

北朝鮮に銃所有の人権があれば金正恩がそのようなことを出

来ますか？出来ません。イランも。どのような国でも市民にパワ

ーがなければいけません。パワーは投票だけではありません。欧

州を見て下さい。投票で何をしますか。英国は投票で EU から

抜けると言いましたが EU が再び入れました。（鉄の杖の王国

17 2018/5/30） 

銃の権威がないので抑圧される 

UK では、あの有名なトミー・ロビンソンがイスラム教や児童性

暴行組織について報道して刑務所に入れられました。UK のア

レックス・ジョーンズのような人です。トミー・ロビンソンは今も監

獄にいますが、英国のマスコミが彼について話すと脅迫されます。 

もし UK 市民に AR-15 や AK-47 があれば、英国市民は強

大な権威を持ちます。市民に軍隊のような権威がないので、

悪の暴君達が軍隊を利用して市民を農業出来ます。市民に

軍隊より大きな力があれば、政府の軍隊は市民の僕になり、

仕えるようになって抑圧されません。これが米国との違いです。

（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

支配と権威の戦いに自信を持って臨む 

キリストはサタンを追い払っています。聖職者の 1/３は戦ってい

ません。キリストはサタンと戦い、支配と権威と戦っています。悪

となった人々の背後にある勢力と戦っています。私達の戦いは

血肉との戦いではなく、支配と権威との戦いです。 

見て下さい。キリストは戒めました。強いのです。霊に取りつか

れて苦しめられている人がいました。キリストは強い態度を続け

ました。その人の枕元に立って熱が引くように命じます。熱に叱

責しました。「すみませんサタンさん、出てもらえますか」 などとい

うものではありません。「出ていけ！」 とサタンを叱りつけたので

す。キリストは強く攻撃的で力強い態度を取っていました。言う

までもなく、社会の人々を癒していました。しかしそこには凄まじ

い力と権威がありました。揺るぎない自信がありました。自分を

美化するのではありません。「私は完璧だ、私は神だ」 というこ

とではありません。それは妄想であって自信ではありません。 

自信は適切な訓練から来ます。現実世界での応用に近付くと

出て来るものです。訓練を全てやっても常に疑問を持ちます。

固まってしまわないかと。その瞬間に自信を持っていなければな

りません。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

サタン主義者の企みを妨害する鉄の杖の統治 

普通のクリスチャン、善良な心を持った人達の偏桃体の機能が

正常であれば、あらゆる場所でプレデターが今にも侵入しようと

していることが分かるでしょう。トランプを弾劾するか、暗殺でも
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何でもして排除すれば、直ちに彼らがやって来て世界政府を樹

立しようとするでしょう。 

しかし１つだけそれを完全に妨害するものがあります。それは、

イスラム過激派や社会主義共産主義者、全体主義者と独裁

者、そしてあらゆる支配を求める政治サタン主義者、これらから

神様の王国とユダヤ・キリスト教を守る 「鉄の杖による統治」 

の責任を理解することです。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

やくざが勝てない王国 

やくざは見るからに悪い奴なので、実際はやくざの方がまだまし

です。大部分の政治家は良い人のふりをしながら邪悪なやくざ

のシステムを執り行います。詐欺師はそのシステムの中で市民

の築いた成功を盗んで行けるのです。 

やくざは隠さないので、町で誰がやくざなのか分かります。市民

が銃器を持ってやくざと戦えばやくざが死にます。市民の方が多

く、やくざが勝てない環境だからです。市民が大きな鉄の杖や

小さな鉄の杖を持っているのでやくざは勝てません。市民の王と

王妃が陣頭指揮をすればやくざは罰を受けて死にます。私の

隣人がやられればすぐに出て行って隣人のために戦うのです。

（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

獅子の如く勇敢でなければいけない 

鉄の杖のパワーが政府にだけ、中央警察と中央軍隊の手にあ

ってはいけません。一般の市民、氏族の王と王妃の手中になけ

ればいけないのです。このようなパワーが市民にあれば、中央政

府が出て来ることもなく、悪の社会主義、共産主義、サタン主

義は生まれられません。羊が牧羊犬になるだけでなく、箴言28

章の獅子にならなければいけません。義人が獅子の如く勇敢

でなければいけないのです。天一国の王国では、一般市民は

羊ではなく獅子です。氏族の王と王妃は獅子です。なぜでしょ

うか？キリストを象徴する動物は獅子です。ユダ族の獅子。キ

リストと共に立ち上がって神様と共に王国を守る氏族王と王妃

は何ですか？箴言 28 章に出てくる獅子です。義人は獅子の

ように勇敢でありなさい。大胆でありなさい。皆さんは狼に捕ま

ってしまう羊ですか、それとも箴言 28 章にある獅子のように大

胆な義人ですか。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

獅子は歯と爪があるので狼に勝つ 

獅子は歯がすべて抜けても獅子ですか？獅子の歯と爪をすべ

て抜いてしまったら、狼は獅子を殺せますか？殺せます。獅子

の歯を抜いて爪を抜けば、狼は獅子に勝つことが出来ます。だ

から獅子に歯と爪があってこそ、武器があってこそ狼は身動きが

出来ません。ハイエナも身動き出来ません。どういうことでしょう

か？天一国では、市民は氏族王と王妃として鉄の杖を主管す

るのです。鉄の杖と、戦うための本当の武道の訓練をします。

（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

追い出さなくても悪人が逃げ出す 

悪人が力で市民を主管出来ない王国。「義人が獅子の如く

大胆であれ」 という聖句の前の聖句が何かと言えば、「義人が

悪者達を追い出さなくても悪者が逃げる」 という内容です。悪

人は追い立てる者が無くても逃げ出すというのです。 

なぜでしょうか？市民は氏族の王と王妃として土地を所有し、

税金から開放されており、自ら作った農場に投資して社会の助

けになる人であり、分け与えることの出来る人です。そして銃器

を所有する鉄杖道の人です。市民が氏族の王と王妃である獅

子なので、悪人は追い立てる者が無くても逃げ出すのです。市

民が追い立てなくても鉄の杖があるので逃げ出すのです。（鉄

の杖の王国 19 2018/6/27） 

地上の王国を統治する 

地上の王国を否定するキリスト教 

あなたの牧師はそういう話（千年王国にも悪が存在するという

こと）はしません。カトリック教会も。というのも、カトリック教会が

神様の王国だと信じているからです。世界で最大の小児性愛

ネットワークを保護する組織の１つだというのに。普通のカトリッ

ク信者は素敵な人達です。しかしその組織は完全に腐敗して

います。 

メソジスト派の教会は、この地上に神様の王国が到来すること

はないと教えています。キリスト教の多くの宗派がそうです。イエ

ス様ご自身がその王国はこの地上のものだと言われたのに、ま

るで別世界のキリスト教です。 

「御国が来ますように。御心が天で行われる通り地でも行われ

るように」 と。その当時はこの世のものではないと言われました

が、もし地上に出来ていたら信じる者達は戦っていただろうと言

われたのです。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

キリストと共に鉄の杖で統治する 

私達が見てきたように、鉄の杖による統治はキリストと市民がそ

の王権で王国を支配する方法です。中央集権の軍隊と中央

集権の警察によってなされるものではありません。ロマ書 8:17

にあるキリストの共同相続人によってなされるのです。神様の相

続者であり、キリストの共同相続人です。キリストと栄光を共に

するために、苦難を共にするだけでなく、王国では彼と共に権

威を持って立ちます。マタイ 19、マタイ 24 にはあなたを国の裁

き主に任命するとあります。 

残念ながら、キリスト教の福祉は受けられません。キリスト教会

はリベラルに傾いて 「福祉」「福祉」 と言っています。そして彼

らが教えている神学は王国が到来すればキリスト教の福祉を

受けるというのです。彼らが善良な信者なので。 

そうではありません。信者は共同相続人であってキリストと共に

責任を持つのです。キリストと共に支配して導くのです。何によ

ってかと言えば、鉄の杖によってです。それが聖書に説明されて

いる天の装備品です。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

悪人を恐れさせ、善人を慰める 

それが鉄の杖であり、途方もない力を持っています。陶器師の

器を打ち砕くのです。悪なる国を打ちのめします。また、黙示録

20 章にあるように、天から火を送ります。ですから狼達は鉄の

杖を怖がります。しかし、詩篇 23 篇にあるように、あなたの杖

は私を慰めると言うのです。善なる人達を慰めます。善良な人

は鉄の杖によって慰められるのです。そして悪い人は警告を受
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けます。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

人に危害を加える者は殺す 

鉄の杖で社会の癌をなくす 

ある神学大学院で銃乱射事件があり、狂った奴が学生を皆

殺しにしようとしました。その時１人の学生が自分の車に銃を

所持していたそうです。犯人が人を殺そうとして脅し始めると、

彼は素早く車から銃を持って来て背後から背中を撃ちました。

犯人は何も出来ませんでした。 

狂った奴はいつでもいます。なくすことが出来ません。しかし、狂

った奴が銃乱射事件を起こし、多くの人を殺すのを防ぐことは

出来ます。とても簡単に出来るのです。性暴行しようとする男

はいつもいます。その性暴行をしようとする男を防ぐ方法は簡

単です。オーランドのようにとても易しいのです。 

それはお父様が万王の王として私達に下さった祝福、平和軍・

平和警察、銃器所有、鉄の杖のトレーニングです。お父様に

感謝の拍手を送りましょう。とても簡単です。社会の癌をなくす

のはとても簡単なのです。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

銃を所持出来る場所では 10 万人当たり 1.2 人しか殺人が

発生していません。例えばパイク郡がそうですが、米国のほとん

どの地方でスイスより少なく、世界で一番小さな数字です。 

英国全体では 10 万人当たり 6.2 人の殺人が発生していま

す。銃はありません。銃がないのでナイフです。狂ったイスラムの

奴らは女性の顔に塩酸を噴射して台無しにします。女性がビ

キニを着ると、その体にパッと塩酸を振りかけます。このイスラム

の女性は売春婦だ！白人の売春婦め！と酸をかけます。全

身が焼けてしまいます。狂った行動です。通りがかりの女性の

顔に酸を投げます。このような狂人を防ぐことは出来ません。 

狂人が狂ったことをしたら大きな罰を受けさせねばなりません。

それをした瞬間、近くにいる隣人がその男を銃で撃って殺します。

そのような事件が何度か起きれば、奴らは酸をかけることをやめ

ます。すぐに近所の人から殺されるからです。（鉄の杖の王国

8 2018/3/14） 

悪を保護する邪悪な社会 

犯罪者は単純で馬鹿者です。動物のように罰を受けなければ

なりません。自分が悪いことをして死んでこそ学びます。そうでは

ないですか？統計的に考えても簡単に結果が出るのに、政治

家と左派の奴らは市民を弱くして悪者を殺せないようにします。

悪辣な奴らを殺せない社会は邪悪な社会です。悪を保護す

る社会です。そうではないですか？性暴行、殺人、児童への

性暴行をする奴らが自由に行動出来る社会は悪を保護する

社会です。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

マタイ 18:6 しかし、わたしを信ずるこれらの小さい者のひと

りをつまずかせる者は、大きなひきうすを首にかけられて海の

深みに沈められる方が、その人の益になる。 

悪が勝てない天一国 

イエス様は何と言われましたか？子供達を虐待する者がいたら、

首に大きな石を縛り付けて海に投げなさいと言われました。悪

い奴らが何人かそうなれば児童性暴行者達もやめます。単純

な事実ですが、悪い奴らはこのことを知りながら市民にそうさせ

まいとしているのです。 

なぜキリスト教会からこのような内容が出て来ないのでしょうか。

社会主義の牧師達と神父達、宗教の権威を利用して市民を

社会主義にしています。再臨主である文鮮明総裁と天一国

憲法は、すべての市民に自由と平和について、そして鉄の杖と

王冠の教育をしてくれます。悪を審判出来る力の所有権、悪

が成功出来ない権威です。悪が行動すれば死ぬ所が天国で

す。悪が勝てない国です。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

サイコパスの所業 

銃の所持が禁じられた所で殺す 

FBI の 1950 年からの統計では、銃乱射事件の 98%は銃が

禁止された地域で発生しています。当然です。サイコパスでな

い一般人を考えてみれば当然です。狂った人が多くの人を殺し

たいと思えば銃が禁止された所に行って殺します。銃が沢山あ

るところに行けばどうなりますか？  

この狂った奴らが警察署に行って撃ちますか？警察には銃器

があるじゃないですか。ある狂った一人がそれをしました。警察

官を撃とうとして殺されました。自分が死ぬのです。ですからほ

ぼ 100%、銃を禁止された地域で発生しています。 

また、米国で発生したサイコパスによる銃乱射事件を見ると、

一つの場合を除き、ほぼすべての銃乱射事件で犯人は 「抗う

つ剤」 を飲んでいます。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

銃器所持を認めると銃乱射事件は起きない 

1999 年、コロラド州のコロンバイン高校で銃乱射事件が起き

ました。12 名の学生と 1 名の先生が死にました。その後、コロ

ラド州は学校の先生が銃器を所持することを許可しました。事

件を経験して、狂った奴らから生徒を守らなければならないと

分かったからです。それ以降、コロラド州では銃乱射事件は一

度も起きていません。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

鉄の杖が人の命を助ける 

銃が命を奪うよりも救う方が圧倒的に多い 

本当の統計を調べると、銃が奪う命の数よりも救う数の方が多

いのです。ケガを負わすよりも防ぐ数の方が多いのです。知って

いましたか。CDC（米疾病予防管理センター）によれば銃に

関連する死亡者数は３万件あります。自殺も含まれています。

銃を取り上げたとしても、自殺者は橋から飛び降りたり胸を刺

したりするだけです。例えば、韓国や日本は世界で最高の自

殺率です。銃はありませんので飛び降りたりするだけなのです。 

自殺は銃以外の方法でも出来るのでその数を除くと、アメリカ

の銃による死亡者数は１万２千から１万４千になります。 

しかし銃によって救われる命はどれだけあるでしょうか。CDC に

よると 5 万人です。最低で 5 万人だというのです。CDC の全

国安全協議会による統計です。最高では 300 万人の法律を
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順守する人々、子供達やシングルマザーが銃によって救われて

います。毎年 300 万人です。主流メディアは、CDC という政

府機関によって実際に行われた統計を見せることが出来ません。

（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

クリントンは銃が増えれば犯罪も増えると言って銃の所有者を

中傷しようと思っていました。クリントンは何十万ドルも費やした

研究内容について声明を発表しました。その研究で分かったの

は 150 万人が銃によって救われたことでした。それはビル・クリン

トン政権下で行われました。そして結果が気に入らなかったので

発表しませんでした。 

左派の調査結果であっても、もちろん税金が使用されたわけで

すが、銃によって奪われた数よりも救われた数の方が多いことが

分かりました。１万２千と 150 万では大きな差があります。

150 万の命が毎年救われているのは、サイコパスではなく人を

搾取することのない我々のような普通の市民が自分を守れる

からなのです。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

銃は命を救う 

自己防衛のために銃が年間 250 万回使用されています。

「・・・法律を順守する市民による犯罪者に対してなされる自己

防衛の銃使用回数は毎年 250 万回、つまり１日当たり

6,850 回、・・・つまり、市民の命を守るための正当な銃使用

回数は命を奪う回数の 80 倍になる」 

次の説明です。「毎年 250 万人以上の市民が自分を守るた

めに銃を使用している。圧倒的多数が銃を振りかざすだけか、

襲撃者を追い払うために警告の発砲を行っている。襲撃者を

殺傷するケースは８％以下である」 

ですから 92％は銃によって阻止しているのです。キリストご自

身が王国について説明しているように、鉄の杖を持っているだけ

で、その存在だけでも人を食い物にする部類の人々に恐れを

抱かせるのです。統計が実際に示しています。科学も神様の

王国を支持しています。 

次の説明に行きます。「毎年 20 万人もの女性が性的虐待か

ら自分を守るために銃を使用している」 

フェミニスト運動では、女性に武器を持たせないようにして銃は

嫌いだと言っています。彼らは社会主義者、マルクス主義であ

り、クズです。ステファン・モリニューが言っていたように、フェミニス

ト運動はパンティーを履いた社会主義者です。彼らは女性に

武器を持たせず力を失わせ、奴隷にしたいと思っています。20

万人の女性が鉄の杖を持って性的虐待を防止している事実

を聞かせたくないのです。 

クリントンの調査ですら 150 万回も・・・これはクリントンの調査

ですよ。銃に反対のクリントン自身の。銃に反対のクリントンの

調査員は、人の命を救うために年間 150 万回も銃が使われ

ていることを認めています。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

メディアも銃が命を救っている事実を隠す 

「クリントン政権（1993～2001）の司法省によると、毎年

150 万もの自己防衛のケースがある。国立司法研究所が 

『アメリカの銃』 の中で 1997 年にこの数字を発表している。こ

れは銃に反対で有名な犯罪学者である、フィル・クックとジェン・

ルドウィグが記した研究である」 

この人達は銃を持っている人は嫌いだと思うような人です。あな

たの武器を取り上げたいと思っています。そしてダイアン・ファイン

スタインのように甲高い声を上げるのです。悪い魔女が 「つい

にお前は私の奴隷になった」 と揉み手をしながら言うように。こ

の人達は皆さんのことが嫌いです。しかし、自分達自身の研究

でも 150 万の人の命が鉄の杖のおかげで救われたことが明ら

かになっています。それで CNN はこのような事実を報道しませ

ん。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

市民は警官より銃器使用で結果を出している 

「武装した市民は警察よりも多くの悪者を殺している。毎年市

民が犯罪者を殺す数は、少なくとも警察の２倍である。またニ

ューズウィークの読者は、市民による銃撃事件に無実の人が犯

罪者と間違われて巻き込まれるのはわずか２％であることを知

った。しかしながら、警察による間違いの率は 11％であり５倍

以上大きかった」 

つまり、法を守る市民は、銃の使用と悪者を認識することにお

いてとても有能だということです。実際、警察官よりも有能です。

警察のことは好きですが、これは統計です。そういう数字だとい

うことです。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

鉄の杖がルールを変える 

銃の所持が性暴行を激減させる 

1966 年から 67 年にかけて、フロリダのオーランドですべての女

性が拳銃の訓練を受けました。すると１年以内に性的暴行率

が 88％減りました。１年以内です。フロリダの他の都市では変

わらないのに、ディズニーランドがあるオーランドだけで 88％も幾

何級数的に下がりました。女性が拳銃の訓練を受けて所持し

ているという簡単な理由です。 

左派の奴らはこの統計を知っていますが、市民にこのようなパワ

ーを与えると自分達が消えるので、銃の所持に反対しています。

彼らにはすべてを主管して資産を盗み、市民農業する大きな

目的があるためです。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

銃の所持が出来ない場所でも銃が命を救う 

ペンシルベニアの酒場では銃を持ち歩くことが出来ません。ある

奴が酒場に入って来て銃を乱射しようとしました。しかし、そこの

バーテンダーは合法的に銃を所持していました。数十人を殺し

ていたはずですが、バーテンダーがその男を殺したので１人も死

者が出ませんでした。FBI では４人以上死ぬと銃乱射事件と

見なすので、それは完全に銃乱射事件でした。もしそのバーテ

ンダーがいなければ４人以上は確実に死んだでしょう。（鉄の

杖の王国 8 2018/3/14） 

南アフリカ共和国でのことです。ソ連で作られた AK47 という銃

があります。皆さんも見れば分かります。弾倉がバナナのように

なっていて ISIS やイスラム極端派などが使っています。AR-15

ではなく AK47 です。 

南アフリカ共和国の２人のイスラム極端派がAK47を持って教

会に行き、そこにいる人々を虐殺しようとしました。その２人が
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入って行くと、教会にいた１人が回転式の拳銃であるカウボー

イリボルバー38 スペシャル、とても小さい拳銃ですが、それを持

っていてパンパン撃ちながら２人を追い出しました。そんな小さ

な銃で AK47 を持っているテロリストを追い出しました。（鉄の

杖の王国 8 2018/3/14） 

善人が鉄の杖を持つ効果 

善良で弱い人に鉄の杖が力を与える 

ここで実際にあった事件を紹介しましょう。ディエナ・グエイさん、

癌の手術を経た人です。彼女が５人の強盗に発砲して身を

護ったケースです。真夜中に５人の強盗が彼女に家に押し入

ろうとしたのです。ディエナさんは 34 才で癌の手術を受けた女

性、デトロイト出身です。６月のある日、彼女が寝ていたところ、

彼女は何も暴力的なことをしていません。ただ自宅で休んでい

たのです。翌日に備えて休息していました。午前３時前に寝

室の窓ガラスで不審な音がしてカーテンを開くと銃を持った男が

立っていました。窓から入ろうとした男達に向かって、何とか自

動拳銃グロックを掴んだディエナさんは４発発射しました。男達

は逃走しました。もしディエナさんが拳銃を持っていなかったらど

うなりましたか。１人の所に４、５人の男が入って来るのです。

あなたならどうしますか。 

彼女は普通の人に過ぎません、しかし鉄の杖の力を持っていま

した。悪なる意図を持った５人の犯罪者、犯罪の意図を持っ

た男達です。この女性の家に押し入ろうとしたがその力の前に

逃げ出しました。もちろん彼女の力ではありません。彼女は 34

才のか弱い女性です。体力的にも弱者です。しかし力を与え

るあるものを、力を均衡させるものを持っていました。それを善

良な人が持てばどうなるか、５人の犯罪者逃げ出すのです。

（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

鉄の杖は善の文明を守って悪を追い払う手段 

自由とは課税からの自由です。政府の不義からの自由です。

ギャングカルテルからの自由です。鉄の杖は善の文明を守り、

悪が頭をもたげるときに追い払う本当の手段です。 

「1982 年にジョージア州ケネソーで通過した法律では、世帯

主は少なくとも１つの銃を保持しなければならない」 その結果

どうなったのでしょうか。住居侵入窃盗の発生率が 89％低下

しました。１世帯に１丁の銃を要求したら泥棒がなくなるので

す。なぜなら泥棒が盗もうとすると死ぬからです。悪に対して直

ちに罰が与えられます。 

暴力を使って人の命を損なおうとするなら、分権化した方法で

即座に罰を受けます。神様の王国では悪の行為を選択すれ

ばすぐに罰を受けます。なぜなら全員が鉄の杖の支配権を持っ

ているからです。全員がユダヤ・キリスト教の価値観に基づいて

います。全員が平和軍・平和警察とならねばなりません。中央

集権の軍隊も警察もありません。裁きの権限を持つキリストの

共同相続人です。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

銃を所持することのインパクト 

アメリカのジョージア州ケネソー市で何がありましたか？法律で

全ての家長は銃器を所有せねばならなくなりました。ケネソー

市の中のことです。するとどうなったでしょうか。１年で住居侵入

犯罪率が 89％も下がりました。これは科学です。すべての市

民が銃器を所有したのでとても強いのです。泥棒や詐欺師は

勝てません。 

ですから、韓国や日本などの国々はまだサタン圏にあります。神

様の王国では、このようなシステムで生きることはありません。奴

隷のような生活をしません。皆さんには本当の王と王妃のパワ

ーがあります。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

レイプ犯に対する鉄の杖の威力 

「フロリダ州オーランドでは 1966 年から 67 年にかけて女性に

銃の使い方を教える安全教習をメディアが大きく宣伝した」 

１年後、オーランドでのレイプ発生率は 88％低下しました。銃

を持つことを強制していません。メディアで女性に銃の使い方を

宣伝しただけです。女性をレイプしたい犯人に対して何をしたの

か考えてみて下さい。死んだか逃げたかのどちらかです。どちらで

も OK です。共産主義の国に逃げてそこで悪事を働いて下さ

い。メディアだけで 88％の低下です。女性のための自己防衛

の宣伝をしただけでレイプ犯は恐れたのです。 

これはオーランドですが、フロリダ州の他の場所と比較出来ます。

他の地区では 66 年から 67 年で犯罪率の変化はありません

でした。女性の銃に関する宣伝をしたオーランドだけで 88％低

下しました。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

あなた達の支持するクリントンが、クリントンの司法省がこの調

査を行いました。オバマ政権下で、拳銃を自己防衛のために

使用するケースが年間 150 万から 300 万件あったというレポ

ートがあります。つまり銃を防衛のために使用することで毎年

300 万人の命が救われているということです。それらはクリントン

やオバマというリベラルの政権でのことです。 

カーター政権司法省によれば、1979 年に 32,000 件以上の

レイプ未遂がありました。しかし、女性がナイフか銃で武装して

いる場合、97％のレイプが失敗に終わっていました。それで私

達は未来の王妃にナイフと鉄の杖の使い方を教えています。

（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

米国人全員が AR-15 を持つという問題 

（記事に掲載された國進様の写真を指して）あのハンサムな

人は誰でしょうか。誰だか知っていますか。「ポコノの銃メーカー

のビジョン：アメリカ人すべてに AR-15 を」 つまりアメリカ人す

べてに鉄の杖をというタイトルです。特殊部隊や軍隊出身者な

ら 「そうだ！」 と言うでしょう。彼らには何のことか分かります。 

考えてみて下さい。王国にいるすべての人が鉄の杖を持つこと

を。守るべき命があり、神様が与えた権利があることを理解して

います。守るべき王国と領土があることを理解しています。それ

を奪われないのです。過激な思想、イスラム過激主義やサタン

主義のような死のカルトに屈服することはありません。 

国連や EU、そしてサタン的な儀式を行う金融カルテルのエリー

トなど、支配欲に取りつかれたトップレベルの人達がこのような

記事を目にするところを考えてみて下さい。パニックに陥るので

す。なぜなら、彼らは戦車や戦闘機を持っているかも知れませ
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んが、アメリカ人全てが AR-15 を持つことだからです。とても大

きな問題になります。共産主義者や独裁者志望者、EU の官

僚なら大きな問題です。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

メディアの記事より 

「自己防衛の武器として拳銃を選択。拳銃が自己防衛のため

に使用されるのは年間 190 万回である」 

「銃の携帯法が犯罪減少に役立つ。全国で 50 万人の自己

防衛者。毎年 50 万人の市民が、自宅以外で銃を使って自

己防衛している。銃の携帯法によって全国で犯罪発生率が低

下している。1996 年の総合的な全国調査では、銃の携帯を

合法化した後、暴力犯罪が低下した。調査結果が示している。

銃の携帯法を承認した州では、殺人事件発生率が 8.5%低

下、レイプは 5％低下、暴行は 7％低下、強盗は 3％低下し

た。また銃の携帯法のない州がもし 1992 年にそのような法律

を採用していれば、年間およそ 1,570 件の殺人、4,177 件

のレイプ、60,000 件の悪質な暴行、そして 11,000 件の強

盗を防げただろう」 

「バーモント州。全国で最も安全な５州の１つ。バーモントで

は、市民は許可なく無料で、また政府の課する保留期間のよ

うなものを経ることなく、銃を携帯できる。そして 10 年連続でバ

ーモント州は全国で最も安全な５州の１つになっている。最も

安全な州の賞を３回受賞している」 

「フロリダ州。銃の携帯によって州の殺人事件発生率は低減し

た。1987 年にフロリダ州で銃の携帯法が成立してから 15 年

で 80 万以上の銃の携帯許可が発行された。FBI のレポート

によると、フロリダ州の殺人事件発生率は 1987 年の時点で

全国平均よりも高かったが、その 15 年で 52％低下した。故

にフロリダ州は国の平均を下回っている。銃の携帯法は混乱を

もたらすだろうか？否だ。フロリダの例を考慮してみなさい。市

民は銃の携帯者に襲われるよりもアリゲーターに襲われる方が

はるかに多い。フロリダ州での法律が可決されてから最初の 15

年間では、銃の携帯者による犯罪よりもアリゲーターによる被

害の方が 229 から 155 件の幅で上回っていた。 

また、銃の携帯許可を持つ者が引き起こした 155 の 『犯罪』 

という表現には語弊があり、空港のような禁止された場所にうっ

かり銃を持ち込んだフロリダ市民による違反が殆どである」 

善人が銃を持てば神様の王国に似た社会になる 

頭のおかしい左派が嘘をつけばつくほど、鉄の杖を持った善なる

人々が犯罪を撲滅することが証明されます。レイプや殺人のよ

うな社会悪が撲滅されるのです。なぜなら、神様の似姿に造ら

れた善なる人々が力を持つ時、神様の王国に似たものとなる

からです。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

鉄の杖の神学を恐れる 

鉄の杖の神学に震え上がる 

ワシントンポストがインタビューをしに来ました。毎週のように戦っ

たワシントンポストです。24 日の日曜礼拝に来ました。「見

ろ！文牧師は霊界に行ったと思ったのに、文牧師が再び立ち

上がった。ダメだ！早くワシントンポストとニューヨークタイムズで

報道しろ！」 と。しかし若い人はそんな新聞を読みません。 

すると 28 日にまた来ると言うのです。また来て撮影するというの

です。５月と６月にカバー雑誌やワシントンポストの一面の記

事にするというのです。もちろん二代王を冒涜して狂った人種

差別者と呼び、同性愛者を殺そうとする AR-15 牧師と書くで

しょう。本当に狂った奴らです。しかし、奴らはお父様と三代王

権を無視したくても出来ないのです。早く死ね！と毎日サタンに

祈っても、サタンはその祈祷をかなえられません。能力がないか

らです。サタンには精子のパワーがありません。 

神様の血統と子孫が、王権と権能と自分の栄光のためではな

く、神様のために天一国を建設しているので、その連中は狂っ

たように恐怖を感じるのです。「どうして結婚式に AR-15 を持っ

て来るのか？彼ら狂った異端者たちがライフルを聖書に出てくる

鉄の杖だと言う・・・とんでもないことだ」 奴らが一番恐れる神

学が現れたのです。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

左派が最も恐れる終末 

今、左派の奴らが最も恐れる王冠と鉄の杖の神学が出て来ま

した。暴君や詐欺師、共産主義の奴らも独裁者も止められま

せん。中国の奴らと詐欺師達、暴君や独裁者にとって何という

ことでしょうか。市民がこれほどまでに危険な異端を信じるように

なり、自分がキリストと共に歩いていると考え、キリストの三代王

権の下で自分達を王や王妃と考え、土地の所有、宗教の自

由、言論の自由、銃器を所有出来ると考えています。一番恐

ろしい終末が来ました。 

聖書ではどのように出て来ましたか？王国の福音が全世界に

伝播した時に終わりが来ると書かれています。奴隷達が王冠を

かぶって王と王妃になれると考え、自分達が全世界を所有して

銃器、鉄の杖を所有出来ると考える最も恐ろしい神様の王国

が来ています。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

サタンの王国の終了 

毛沢東は死にました。しかし共産党とその民は彼を崇拝してい

ます。国家権力を崇拝し、国家の利己主義と非道義を崇拝

しているからです。この共産主義者とネオコンはどうしようもない

権力の亡者です。それが望みのすべてだというのです。パーティ

ーやバンケット、シャンペンとワイン。説明責任を果たさない盗人

の政党。国民から税金を通して奪い取ったものです。ここで終

わりです。神の王国が来る時、サタンの王国は終了します。こ

れらの邪悪でみだらな悪魔はこれ以上支配できません。義なる

者、もちろん完璧な者ではないでしょう。神の民に欠点がないと

は言えません。しかし政治権力の大半が国民の中にあるので

す。国民はもはや奴隷でも農奴でもありません。キリストの共

同相続人、神の相続者で地を受け継ぐ神の息子、娘となって

善 と 正 義 で 地 を 治 め る の で す 。 （ 鉄 の 杖 の 王 国 10 

2018/3/25） 

３-４ 銃器所有を守る 

自分自身を保護できる能力がなければ、侵犯される。そうであ

るなら 4 ヵ月間活動する舞台がパンタナールではありません。こ
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こを中心とした 16 カ国を中心としてそこを往来できる…。東人

（あずまびと、田舎者の意）が。往来できる船をそれで作るよ

うにしたんだよ。早く作りますか。「はい」 何年かかるの?小さな

手のひらのような船ひとつ作るのに何年もかかって? 

こうして太平洋中央の真ん中どこでも私たちの船に乗って、ワ

ン・ホープでいくらでも行くことができるのです。ワン・ホープを開

発しようとするのです。数人は死ぬ奴も出るかも知れないでしょ

う。だから勇気のある男たちのトレーニング場と考えなければな

りません。 

28 フィートなら、陸地に行ったらどこでも行くことができます。大

陸どこでも、ヨーロッパまでも瞬く間に行くことができます。船で行

こうと思ったらひと月、ふた月かかります。だから避けられないの

です。分かりますか。難しくても海上訓練をしなければなりませ

ん。どこ行っても大きな船が行くところには全部行くのです。そし

て、沈まないのです。さあ、そんな計画を本格的にするほど…。 

そして銃、持っていますか？ 「ありません」 銃が必要な人、手

を上げてみてください。なぜ?人を殺そうとしてそうですか？（笑）

軍隊の訓練もさせなければなりません。論山訓練所で訓練す

る期間は何日なの？ 「4 週間です」 私たちも 4 週間、射撃

を訓練させなければなりません。何なのか分かりますか。射撃を

女も男も訓練させるのです。 

これから私たちも国があっても、天一国に銃が必要ですか、必

要ないですか？ 「必要です」 警察官は銃が必要か、必要で

はないか？ 「必要です」「天一国では必要ありません」 それで

銃をすべて売ってしまうの？ 「天一国では趣味として発射しま

す」 銃を持つ人が人を殺すのが趣味か？それを持って環境を

整理して合図してそうすることが、趣味だろう。見てください。い

つも自分を保護できる能力がなければ、侵犯されています。そ

のような訓練ができていなければ、行って事故にあって死ぬこと

もあります。分かりますか。「はい」 

南米に行って間違ったら虎に噛まれて死にます。そう、銃を持っ

て銃を撃つ訓練をしなければならないのか、しなくてもいいの

か？ 「しなければなりません」 山に行ったらイノシシたちが多く

跳ね返されて死にます。だからいやでも訓練しなければなりませ

ん、世界を通うとするならば。 

私たちの国進が発明した銃が保身するのに一番いいのです。

女たちのハンドバックにちょうど入るよ。それは平和の銃です。男

たち、泥棒のやつらが来れば、銃を白い布で包んでおいて、貴

重な品物を、お金を特に積んでおいたので、ちょっと待ってみな

さい、というのです。私がハンドバックから出すのにハンカチで包

んだものを取り出してあげるから、ちょっと待ってと言っておいて、

キーッ！こいつら、夜も昼であれ行けない所がありません。女性

たちがそんな訓練をしています。ここは皆知らないけれど。 

私がもう 「女の代表、誰々、韓国日本と数カ国の誰々、象を

捕まえて来い」 すると、女性たちが捕まえて来なければなりま

せん。象を売るのを買ってきてはいけません。（笑）すぐに分か

ります。いくらになったのかすぐに分かります。どこで捕まえたのか

もすべて分かります。それを全部通過しなければなりません。イ

ノシシを捕まえて来いといえばイノシシを捕まえて来なければな

りません。（文鮮明先生御言集選集 376 巻 153-154） 

キリストが武器を持たせられる 

ルカ 9:1-6 それからイエスは十二弟子を呼び集めて、彼ら

にすべての悪霊を制し、病気をいやす力と権威とをお授けに

なった。また神の国を宣べ伝え、かつ病気をなおすためにつか

わして言われた、「旅のために何も携えるな。つえも袋もパン

も銭も持たず、また下着も二枚は持つな。また、どこかの家に

はいったら、そこに留まっておれ。そしてそこから出かけることに

しなさい。だれもあなたがたを迎えるものがいなかったら、そ

の町を出て行くとき、彼らに対する抗議のしるしに、足からち

りを払い落しなさい」。弟子たちは出て行って、村々を巡り歩

き、いたる所で福音を宣べ伝え、また病気をいやした。 

手ぶらで伝道に行かせる 

３節では旅のために何も持っていくな、杖、袋、パン、お金など

を持って行くなと言われました。イエス様が地上にいらっしゃる時、

弟子達に訓練させ、病気を癒す権威を授けられた時、弟子達

が何も持たないで伝道する訓練をされました。 

お父様がいらっしゃる時も、伝道で一日出かける時は何も持た

ないで行けと言われました。私達の真の母、康オモニにもイエス

様が言われたようにさせられました。しかし 22 章を見るとイエス

様は何て言われますか？（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

ルカ 22:35-38 そして彼らに言われた、「わたしが財布も袋

もくつも持たせずにあなたがたをつかわしたとき、何かこまった

ことがあったか」。彼らは、「いいえ、何もありませんでした」と

答えた。そこで言われた、「しかし今は、財布のあるものは、そ

れを持って行け。袋も同様に持って行け。また、つるぎのない

者は、自分の上着を売って、それを買うがよい。あなたがたに

言うが、『彼は罪人のひとりに数えられた』としるしてあること

は、わたしの身に成しとげられねばならない。そうだ、わたしに

係わることは成就している」。弟子たちが言った、「主よ、ごら

んなさい、ここにつるぎが二振りございます」。イエスは言われ

た、「それでよい」。 

弟子に武器を持たせられたイエス様 

９章でイエス様は何も持たずに伝道しなさいと言われました。

22 章では 「わたしが財布も袋もくつも持たせずにあなたがたを

つかわしたとき、何か困ったことがあったか？」「ありませんでした」 

と言われた後、「しかし今は、財布のあるものは、それを持って

行け。袋も同様に持って行け。そしてつるぎを買いなさい」 と言

われました。つるぎ、剣は戦争で使う武器です。ナイフではなく

軍隊だけが使う武器、剣です。剣のない者は上着を売って買

いなさい。武器を買いなさいと言われました。 

なぜでしょうか？22 章で、イエス様は十字架に架かって死ぬ準

備をされるのです。今からはもうあなた方と共にいることは無い

ので、あなた方はあなた方と隣人の体を保護しなければならな

いと言われました。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

平和軍・平和警察を与えられたお父様 

ルカ９章でイエス様がまだいらっしゃって訓練される時、そしてお

父様がいらっしゃる時は何も持たせず伝道をさせられました。 
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霊界で生きていらっしゃるお父様は、神様の王権を通して天一

国憲法を送って下さり、今は 22 章のように神様を愛し、隣人

を愛して保護する平和軍・平和警察を作らせられるのです。 

そのため、神様の王国に鉄の杖を下さいました。王冠を奪われ

てはいけません。それから、鉄の杖で国を治めるのです。神様の

王国、地上天国で悪が起これば、市民がその悪をさっと捕らえ

て罰するのです。サイコパスが罪のない人達を利用しようとすれ

ば、市民が国と町と家庭と体を守る鉄の杖のパワーをその者に

下すのです。 

長銃だけではなく、女性には拳銃もあります。女性達に大き過

ぎるのなら、小さな拳銃は持って歩けるでしょう。小さな鉄の杖

です。鉄の杖の力は、サイコパスがおかしな事をして生命を奪お

うとする時に、一般人が自分の体を守る力です。（鉄の杖の

王国 19 2018/6/27） 

武器を取れと言われたイエス様 

ルカ 22 章で私達は聖書の教えを見ることが出来ます。イエス

様が服を全て売ってまで剣を買いなさいと言われました。剣はそ

の当時軍隊が使用する武器です。今の軍隊を見て下さい。軍

隊が剣を使いますか？使いません。今の軍隊の剣は何です

か？AR-15 です。そして小さな剣、拳銃です。 

今、イエス様がこのようにおっしゃるのと同じです。「しかし今は、

財布のある者はそれを持って行け。袋も同ように持って行け。ま

た、鉄の杖の AR-15 のない者は自分の上着を売ってそれを買

うがよい」 そうおっしゃったのです。剣は、その当時戦争で実際

に戦う兵器だったのです。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

弟子を伝道に送り出されるイエス様 

ルカ９章がルカ 22 章とどういう繋がりがあるかについて話しまし

た。キリストが弟子達をどのように訓練するかということです。何

も持たせずに彼らを行かせました。しかしキリストが十字架に付

けられようとする時、ルカ 22 章でのことですが、ルカ 9 章でのこ

とを 22 章で提示しています。２週間前に見た内容です。 

「君達を送り出した時には何も持たせなかったのを覚えているだ

ろうか」、そして 「今は自分の外套を売って剣を買って欲しい」 

と言います。それは軍隊で使うような武器のことです。「君たちに

武装して欲しい」 というのがルカ 22 章で見た内容です。だから

ルカ 9 章と 10 章のこの聖句がルカ 22 章の聖句と繋がりがあ

るというのは、ルカ 22 章でこれらの聖句に言及しているからな

のです。どういうことか分かりますね。キリスト自身がそれらを繋い

だということです。 

キリストは弟子たちを送り出します。「小羊をおおかみの中に送

る」 ように。そして平安を祈るようにという話をしています。これ

はとても大切な指針です。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

銃の所持は人権 

修正第 2 条は犯してはいけない人権 

ニーチェは 20 世紀に大量虐殺が起こると予測していました。

20 世紀に２億２千万人以上の人が自国の中央集権政府

によって殺戮されました。信じられないことですが、自分で選ん

だ政治家、政府によって２億２千万人が殺されたのです。そ

れがここでは起こらないなどと決して言わないで下さい。だからこ

そ、私達には合衆国修正第２条があります。独裁者が支配

するのを止めるためです。ですから、神様の王国の憲法におい

て、修正第２条は第二の人権です。修正条項ではなく人権

です。畢竟、犯してはいけないものです。（鉄の杖の王国 11 

2018/4/1） 

銃規制は人を支配すること 

私達は左派やネオコンもソロスや国際銀行家の悪者に買収さ

れて支払っていることを指摘しなければいけません。彼らの望み

は権力を集めて自分ものとし、人を支配することです。 

銃規制は銃に関することではなく、人を支配することです。父

親不在や薬物などで精神的に錯乱した人の罪を、無実で法

律を順守する人々に負わせることです。（鉄の杖の王国 10 

2018/3/25） 

武装は王の権利 

過去の王と王妃は恵まれていました。何に恵まれていたのでし

ょうか？領地と私有財産に恵まれていました。それから納税が

免除されていました。その他はどうでしょうか？自身の王国を守

る権利に恵まれていました。それこそが、私達が米国で言ってい

る武器を所持する権利です。サタン世界の歴史の中で、王は

常に武装して軍隊を持っていました。（鉄の杖の王国 10 

2018/3/25） 

銃器は悪ではない 

神様は、私たちの父です。夜も昼も子供が侵害を受けないか

と心配し、子供に何か問題が生じないかと保護してあげ、また

ある反対の用件が現れないかと防御してくれる父母です。その

ような父母の本質を求めていく道が、善の道、愛の道です。人

間は息子、娘として、神様の完全な愛を受けなければなりませ

ん。（文鮮明先生御言選集 57 巻 P85/1972/5/29） 

左派は女性を脅して銃器を奪おうとする 

左派の天使長はいつも女性に言います。「銃が沢山あれば皆

さんの子供達が危険になります。銃が多いと皆さんの子供が自

分の顔を撃つかも知れないじゃないですか。遊んでいて兄弟を

撃つかも知れないじゃないですか」「皆さんは子供を愛するお母

さんでしょう。皆さんの子供達が遊んでいて間違って撃ったらどう

しますか？」 このように言います。政治家は女性の皆さんが怖

がるように言います。そうですね。 

児童の銃器による死亡人数と拳銃の普及率を対比したグラフ

を見てみましょう。拳銃の所持率が上がれば上がるほど、銃器

による児童の死亡人数が大きく下がります。なぜでしょうか？

人々が銃を持つようになれば、皆自分の子供達を愛するので、

子供達が死なないよう、銃の安全な扱い方を教えるからです。

（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

危険な道具は安全な扱い方を教える 

厨房にあるミキサーも危ないのです。遊んでいてそのミキサーに
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手を入れたら手がなくなります。それも危ないではないですか？

子供が間違えば怪我をします。皆さんは子供を愛していますが、

どうしますか？「坊や、手をここに入れてはいけません。手を入

れたら・・・見てみなさい、バナナを入れてみるので。ブルルルル 

お前の手がこのようになりますよ」 そのように教えてあげますね。 

統計を見ると、拳銃の所持率が上がるほど児童の銃器死亡

率が下がります。親が教育するからです。銃はただの道具です。

生きている道具ではありません。ティム・エルダー本部長の言葉

でしたね。銃は堕落しなかったじゃないですか。ただの道具です。

それを所有することになれば、子供達を愛しているので保護す

る思いで扱い方を教えます。週末が来れば子供と一緒に訓練

し、ちょっと使ってみて子供も学びます。（鉄の杖の王国６ 

2018/2/27） 

英国では銃よりナイフによる殺人が多い 

皆さんの台所にナイフが多くありますね。それではナイフによる殺

人率が上がるのではないですか？この暴力的な女性達に多く

のナイフがある。子供達が入ってナイフを取り出し、一緒に喧嘩

しますか？ナイフは接近戦では銃よりはるかに危険です。では、

どうして皆さんの子供達が殺し合わないのですか？そのように危

険な武器が台所の引き出しに沢山入っているのに。 

イギリスではナイフによる殺人が毎年６千人ほどになります。

AR-15 で死亡した人は最悪な銃乱射事件が起きた年でも

374 人しかいませんでした。ところがナイフによる殺人は６千人

だったのです。薬を飲んで死んだ人は毎年２万人を超えます。

銃より遥かに多く死にます。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

ナイフを規制する愚 

馬鹿げたことに、サディク・カーン（ロンドン市長）はナイフを禁

止しようとしています。ナイフの禁止が解決策だというのです。ニ

ューヨーク市よりも殺人率が高くなったからです。イギリスには銃

はありません。犯罪者は別ですが。自動車やトラックを禁止す

るかも知れません。なぜなら、フランスのニースやロンドンでも、ベ

ルリンでも、ヨーロッパ中で過激イスラム主義者がバンを使いま

す。ニースでは 80 人以上をひき殺しました。（鉄の杖の王国

13 2018/4/22） 

女性を怖がらせて国を支配する 

パンという音が出るので、銃で女性を怖がらせるのは簡単です。

ルーシェルは良く知っていますが、女性に詐欺を働けば全国を

手に入れられます。ルーシェルはまずアダムを攻撃しましたか？

エバを攻撃しましたね。エバを騙して自分を信じるようにすれば、

全国に飛んでいくことを知っています。女性が問題です。 

統計を見ると、ライフルのような長銃では 374 人が死に、ハン

マーのような鈍器では 472 人、拳による殴り殺しは 656 人、

ナイフで 1604 人です。鎮痛剤のような薬は中毒性があって危

険なのですが毎年 52,898 人が死にます。病院の医療過誤

で死ぬ人は 25 万人、タバコで死ぬ人は 48 万人。銃は 374

人です。 

皆さんはこのような数字を見ないといけません。天使長の立場

で女性を怖がらせようとすれば、女性の皆さんは絶対にこれを

主管出来ません。「ああ、危ないですよ、韓国人は血気が多い

から互いに殺し合うだろう」 このように言いながら皆さんを騙し

ます。やくざの奴らが皆さんの子供と村を守る力、鉄の杖を全

部持って行きます。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

銃に罪を着せる 

銃撃犯には父親がいない 

バージニア工科大学銃乱射事件を除くすべての銃乱射事件

は、父親のいない家で起きています。父親のいない家庭がどれ

ほど破壊的になるか、既に紹介しました。子供に与える最も危

険な社会的要因は、増加傾向にある子供時代の貧困、教

育率、将来の収入、結婚の維持率などです。父親不在の家

庭ではすべてが破壊されます。家庭における父親は絶対的な

までに重要で、銃撃犯には父親がいません。（鉄の杖の王国

10 2018/3/25） 

銃ではなく錯乱した人の問題 

銃乱射事件の犯人は薬物依存者でもあります。彼らは精神

的に病んでいて、選択的セロトニン受容体（神経伝達物質）

阻害剤という向精神薬を服用しています。それらは気分や感

情を制御するホルモンであるセロトニンをブロックし、睡眠をコン

トロールします。それで薬のラベルには 「気分や感情を調節す

るために必要なセロトニンの吸収を阻害するので、自殺傾向や

殺人傾向が引き起こされる可能性があります」 などの注意書

きがあります。これがどのように作用するか分かりますか？ 

深刻な問題なのに誰も取り上げようとしません。いつも、銃の問

題だと言いますが、違います。精神的に錯乱した人の問題です。

（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

銃は悪事を働かない 

銃は命のない物です。飛んだり動いたりしません。地面に置い

ておけば動いたり飛んだりして皆さんを撃つことはありません。誰

かが後ろにいる時だけ動作します。 

数日前のメリーランドでの銃撃事件では何が起こりましたか。

銃を所持していた善良な男が悪い男を銃で阻止し、誰も殺さ

れませんでした。１人でも亡くなりましたか？誰か入院しました

か？結局犯人が死にました。自殺したようなものです。 

３週間前に起こったパークランドの事件とは何が違いますか。

17 人が亡くなり、誰も撃ち返せなかったのです。（鉄の杖の王

国 10 2018/3/25） 

銃が 300 万の生命を救う 

米国疾病管理予防センター（CDC）の国家安全会議

（NSC）の報告では、オバマ大統領の下での調査ですが、全

ての左派はナチス協力者であるジョージ・ソロスの支援を受けて

います。CDC による連邦政府の統計は、50 万から 300 万の

生命が拳銃によって助けられていると伝えています。左派の政

府はそれを知りましたが公表していません。彼らのストーリーが

崩れるからです。コントロールするために、欧州や北朝鮮のよう

に銃を悪者にして禁止したいのです。（鉄の杖の王国 10 

2018/3/25） 
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銃規制に対する抗議活動 

NC グリーンズボロ市議会での演説 

私の名前はマーク・ロビンソンです。サウスコ―ト 4015 に住ん

でいます。ずっとここグリーンズボロ市に住んでいます。私には気

の利いた演説を書く時間はありません。あの学校で英語の先

生に付いてもらって原稿を書き、ここに持ってきたり、練習したり

するための資金も持っていません。 

私がここに来た目的はこれです。ここにいる沢山の人達が今夜、

あれこれの団体、国内の暴力事件、黒人とこちらの少数派、

あちらの少数派について話しているのを聞きましたが、私が知り

たいのは、皆さんはいつ多数派のために立ち上がるのか？という

ことです。ここにいるのが多数派です。私こそが多数派です。 

私は法律を順守する市民であり、誰かを撃ったこともなく、深

刻な罪を犯したこともなく、重罪を犯したこともありません。その

ようなことは全くしたことがありませんが、こういった銃撃事件が

起こるといつでもそうですが、責任を負うべき者を非難しようとい

う人が誰もいません。つまりはその銃撃犯のことです。責任を私

に負わせたいと思っています。犯人の代わりに私の権利を、紙

にちゃんと書かれている憲法上の権利を制限したいということで

す。私が銃を買って、皆さんが今夜ここで話している、まさにそう

いう人から自分を守る権利を制限しようと言うのです。馬鹿げ

たことです。ロッド・サーリング（トワイライト・ゾーンの脚本家）

でも、これ以上の脚本を思いつくとは思いません。全く筋の通ら

ないことです。 

この地域と全国の様々な地域の、法律を順守する市民。こう

いうことが起きた時、私達は真っ先に税金を払っているのに最

後まで顧みられません。そして真っ先に罰せられます。私達の

権利が奪われているからです。私がここに来たのはそういう理由

です。ガン・ショーをやるのかやらないのか、NRA に賛成か反対

か。私は法律を順守する市民のために戦おうとしてここにいます。

私は何が起きているか話そうとしているからです。 

あなた達は、全員が望んでいるように、私達から銃を奪うことが

出来ます。皆さんが法律を作ります。私は法律に従います。私

は自分の銃をここに持ってきます。提出します。 

ところがここで何が起こるでしょうか。町の向こう側にいるクリップ

スとブラッズ（ストリートギャングの名前）は銃を提出しないでし

ょう。彼らは銃を手放しません。それを取り上げるために警察を

送らないといけないとすれば、何が起こるでしょうか？警察は殆

ど、その法律をその如くに執行出来ません。それが私の見解で

す。 

あなた達は警察を悪者扱いし、警察を犯罪者と見なして中傷

しています。そして犯罪者を被害者として扱っています。その上

で銃規制について話し合うというのですか？警察がもう骨抜き

にされているのに、どうしてそんなことをしようと言うのですか？ 

この犯罪者達から銃を取り上げることは出来ないでしょう。する

と犯罪者達は銃を手放さないということです。そのまま銃を持っ

ています。私の家に押し入り、その銃で私を撃つでしょう。では

被害を受けるのは誰だと思いますか？それは私になるのです。 

さて、今夜私がここに来て伝えたいことは、戦いなしには始まら

ないということです。戦いというのは銃で撃つことではありません。

拳を振るうことではありません。左派のいかれた人達がやるよう

に、この市議会に来て騒ぎ立てるという意味です。あなた達が

この町の大多数の人達の声に耳を貸すまでです。私はその多

数派です。この町の大多数の人は法律を順守しています。法

律に従っています。またその人達は武器を携帯するという憲法

上の権利を求めています。ガン・ショーに行ってハンティングライフ

ルやスポーツライフルを買えるようにして欲しいと思っています。ガ

ン・ショーで軍用の武器は販売されていません。 

AR-15 は軍用兵器ではありません。AR-15 を持って戦場に

行くのは馬鹿です。半自動の 22 口径ライフルです。そんなもの

を持って戦場に行けば 15 分で殺されるでしょう。そういった神

話を全て一掃する必要があります。こういったものを全て止めさ

せる必要があります。ここで続けられている、このような分裂全

てを。銃が好きでも嫌いでも修正第２条は憲法に書かれてい

ます。全ての人のために書かれたものです。そして私はその全て

の人の１人であり、この町の法律を順守する市民はその全て

の人に含まれます。また私達は自分達の権利を必要としており、

権利を守りたいと思っています。そして神に懸けてそれを守りま

す。たとえどんなことがあったとしても。（Mark Robinson 

2018/4/6） 

全世界が我々に気付き始めている 

今、全世界が私達コミュニティのことを知るようになり、２代王

のことを知るようになり、３代王権のことを知るようになって来て

います。少しずつゆっくり始まっています。私が考えていたよりも

はるかに速いペースです。様々なメディア、大きな会社が糾弾

しようとしますが、それは王国について知らせることを更に加速

するだけです。人々は自分で、私達の主張を確認出来ます。

するとどうなるでしょうか。普通の善良な市民が私達の言う話を

聞けば、恐らく私達の話の 90％に同意するでしょう。そして私

達が気違いでないと分かるでしょう。私達が気違いだとすれば

ジョージ・ワシントンも気違いということになります。トーマス・ジェ

ファーソンも気違いということになります。もちろん、彼ら（左派）

はそう信じています。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

法律を順守して戦う 

公義を立てるにおいては、すべて天理の原則にかなう公法を立

てるにおいては、絶対に神様がまず踏んで越えていったのちに

万民が従うようになっていて、宇宙が従うようになっているのであ

って、それを 2 番目にすることはできないのです。そのような人間

創造の理想的基準があるのです。（天聖経 72） 

法律を遵守される神様と共に戦う 

マーク・ロビンソンが言っていたことを覚えていますか。法律を順

守する市民について話していました。なぜなら、神様も法に従う

からです。神様は法律を順守する市民です。創造主なので法

律を順守する創造主です。慈悲に従い、法に従います。原理

に従います。天の原理に。また法を順守する人は神様の霊の

中にあります。キリストの霊の中にあります。完璧で欠点がない

という意味ではありませんが、同じ霊の中にあるのです。私達は

善の性質を持っています。 
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サタンがこれをどのように捻じ曲げているか分かります。彼らは悪

を第１にしているので、悪のピラミッドを昇っていかなければなり

ません。高いところに行けば行くほど、もっと悪い事、もっと汚らわ

しいことをせねばならなくなります。それでカメラに撮って死ぬまで

脅迫し、地獄で焼かれることになります。これは戦いです。王国

と血統の戦いであり、天宙的な戦いです。皆それに関わってい

ます。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

銃規制の欺瞞 

銃犯罪が銃の支持者を追い詰める 

鉄の杖による多くの事件があります。ミクロにおいて、私達が 

「トランプ大統領に感謝する」 ような小さいイベントを開催しま

す。しかし、それが国際的なイベントになると、メディアは 「あな

た達は銃を支持する人達です。あなた達は死に対してどれぐら

い責任を持ちますか?」 と騒ぎます。 

事件を起こすのは銃の支持者ではありません。犯人の経歴検

査はスルーされています。正常に機能していません。不法に銃

を入手した者から犯罪を抑止するものがありません。ガンショッ

プで銃を購入し、あるいは路上で購入しています。事実は知ら

れていますが、商人から犯罪は発生しています。よくチェックもし

ないでサインだけで済ませています。フロリダのケースでは犯人の

ことをチェックしてもどうにもならなかったと思います。GOA はニッ

クスの法案に反対しています。それは不法の監視をするだけだ

からです。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

銃器で虐殺に対抗する 

銃乱射事件は米国ばかりで起きる。このアイルランドの馬鹿者

がこのように言っています。「君達の米国ばかりで銃乱射事件

が起きるじゃないか」 と。馬鹿な詐欺師です。フランスでは銃が

持てないので銃乱射事件（パリ同時多発テロ事件）が起き

たではないですか。ひとつのコンサートで 86 人が死亡し、400

人が負傷しました。一度の攻撃です。 

英国のアリアナグランドコンサートでは爆弾を使って 11 人が殺

されました。銃器がなければ狂った奴らは他の武器を使用しま

す。中国では 77 人が地下鉄でナイフに刺されて死にました。 

米国だけで銃乱射事件があると言いますが、人が殺されること

が問題なのです。武器を取り上げて問題だと言いますが、欧州

では 2015 年のたった 1 年の間に、オバマ政権 6 年間で発生

した銃乱射事件による死者よりも多くの人が殺されました。フラ

ンスで 1 年の間に。イスラムテロによって。皆さん、覚えています

か？コンサート会場に入って数百人を殺しました。銃器所持が

禁止されていて誰も反撃出来ませんでした。（鉄の杖の王国

8 2018/3/14） 

他人の家だけ銃規制したい左派 

プロジェクトベリタスのジェームズ・オキーフは、銃を取り上げたい

と思っている民主党議員のところに 「ここは銃持ち込み禁止区

域です」 と書いた看板を持って行きましたが、（銃規制は）そ

れと同じようなことです。その民主党の人達は学校にその看板

を掲げたいと思っています。それで、プロジェクトベリタスは隠しカ

メラを持ってその民主党議員の家に行き、この銃持ち込み禁

止看板を差し上げるので家にかけてくださいと言ったのです。つ

まり、自分の家は銃持ち込み禁止になります。 

「それを小学校の前に掛けたいですか。あなたはそれを望んでい

るので、私達はあなたの家にもそうして欲しいのです。それは銃

規制を支持しているからです」 と。「この銃持ち込み禁止の看

板をあなたの庭に置いて銃規制を支持してください」 と。リベラ

ル左派の政治家は全員だめだと言ったのです。誰か（銃を持

った犯罪者）を招くことになってしまうと。それがカメラに収められ

ています。愚かな人達よ、それがまさに論点だというのです。 

だから私達も小学校の前にその看板を置きたくないのです。

AR-15 のイラストを入れて 「誰でもここに入って子供を傷つけ

ようとするなら、殺傷力の高い武器が待っています」 と、そのよ

うな看板こそかけるべきでしょう。本当に馬鹿げた人達です。カ

ルトです。彼らは私を含め、すべての福音派クリスチャンをカルト

と呼びますが、自分達こそカルトです。文字通り、洗脳されたカ

ルトです。自分達の主張も行動も分かっていません。（鉄の杖

の王国 11 2018/4/1） 

パークランド銃乱射事件 

フロリダパークランドの銃撃事件では、通報により FBI や CPS

（児童保護サービス）がテロを起こした犯人の家に 39 回も

行っていました。しかし、いつも問題を起こす奴だと言って何もし

ませんでした。そのまま放置したのです。また、犯人はとても危

険な抗うつ剤を飲んでいました。米国の銃乱射事件には常に

抗うつ剤が絡んでいます。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

失敗を棚に上げて銃器所有を批判する 

FBI は何もしませんでした。違法なことをして 39 回も犯人の家

に行ったのに、本来は刑務所に送るべきだったのに、どうして学

校に行ったのでしょうか。 

この左派の学校は政府の支援とお金が欲しくて、そして市民か

ら税金として奪ったお金がもっと欲しくて、犯罪率を低く報告す

るためにその犯罪を報告していませんでした。詐欺師です。 

警察も来ていましたが、子供達が銃弾で撃たれて死んでいる

のに、４分間も隠れて何もしませんでした。完全に左派政府と

警察、FBI の失敗です。それなのに、すべては銃器の所有が

悪いと言うのです。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

FBI の操作ミスを隠蔽する 

全国の学校での銃乱射事件がかなりの数に達し、今鉄の杖に

焦点が当てられているのは偶然ではありません。しかし全てが

報告されずに大きな問題が生じています。メディアが言うほど公

平ではなく、例えば容疑をかけられていた子供の件が報告され

ておらず、大きな疑義が噴出し始めています。 

代理人は容疑者の家を７年間に 39 回も訪ねました。この男

は既にリストにあって監視対象でした。FBI はこの男のことを知

っていたのです。しかし彼らはトランプがロシアと共謀していたと

証明するのに忙しく、何もしませんでした。結果、彼がロシアと

共謀していなかったこと、そしてヒラリー・クリントンがロシアの書

類にお金を払って、彼らが選挙に干渉していたことが証明され
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ました。つまり、彼らはそれに忙殺されてこの殺人者を止められ

ませんでした。39 回以上も訪問し、事件の３週間前には危

険な行動をすると把握していたのにです。銃の所持禁止区域

であることも知っていました。武装解除された SSRI に参加する

精神異常者の地域です。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

銃器所有支持者を殺す左派 

共産主義者、ヒラリー魔女が大統領になっていれば、米国政

府はヒラリー魔女とひとつになって銃器所有の人達、支持者達

を皆殺しにするでしょう。その準備をしていました。ヒラリー魔女

が大統領になっていれば銃で戦う内戦が起きていました。この

者達がトランプ大統領の次にもっと過激な左派を大統領の座

に据えようとしています。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

銃規制プロパガンダ 

子供を使った銃規制プロパガンダ 

（パークランド高校のデイビッド・ホッグの写真を指して）現代

において、彼らはこのような子供をプロパガンダとして利用してい

ます。子供を利用して若者に主張出来ると言います。若者は

全て左派だしハリウッドも左なので左の方がかっこいいと。若者

に対して話しているのだと。これはナチス、スターリン、毛沢東の

戦略です。共産主義はいつも若者の世論を獲得するのです。

「若者が社会主義を求めている」「若者が共産主義を求めて

いる」 と。「彼らのためにやっているのだから我々をとがめるのは

止めろ」 と。子供達を利用するのは明らかに悲劇です。 

この子供、デイビッド・ホッグは２つのインタビューを受けました。

その１つでは 「銃撃を受けた時、環境科学の AP クラスの授

業を受けていた」 と録画されたビデオで話していました。別のイ

ンタビューでは 「銃撃のことを聞いた時、学校から３マイル離れ

たところで自転車に乗って学校に向かっていた」 と言っていたの

です。100％嘘を付いていることが分かっています。学校にいた

のかいなかったのか、事実を正しく話すことが出来ません。父親

が FBI で母親は CNN で働いています。 

もう一人の頭を丸めた女の子はキューバの国旗を身に着けてい

ました。キューバの国旗です。共産主義の旗。彼女がマーチフォ

ーライフで演説した時、私達を地獄に連れて行こうとしていると

思わせる内容でした。ソロスと金融資本家と左派は、皆、保守

派を殺してしまうだろうと考えていました。常識的な考えや論理

を持つ人達をやっつけてしまうと。このような若者達を得て誰も

がそれを受け入れると思ったからです。（鉄の杖の王国 11 

2018/4/1） 

でっち上げた銃規制運動 

CNN のタウンホールイベントは完全にやらせでした。銃規制支

持者と左派と、極端な規制主義者しかいませんでした。論点

が用意されていてセリフを覚えていたのです。全て若者と子供

達が学校を抜け出し、ワシントン DC では 100 万もの人達が

行進してマーチフォーライフを推進しました。罰しないから授業を

抜け出しなさいと教師も言っていたのです。学校をさぼることは

許されないことです。居残りを受けることになります。しかしそうし

ませんでした。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

パークランド銃乱射事件における左派の失態 

政府に問題がありました。FBI はこの頭のおかしい人物を 39

回訪問していました。１度警察に訪問されても問題になります。

39 回も FBI が訪問しているとはあり得ないことです。その子供

は銃を人の頭に向け、暴行もしていました。インターネットで学

校を銃撃したいと言っていたのです。フロリダでは連邦犯罪です。

FBI はそれに対して何もしませんでした。保安官も何もしていま

せん。保安官は 4 分間何もせずに身を引き、子供達を見殺し

にしました。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

銃規制側のメシアを祭り上げる 

彼らは、ホッグと異なる意見を持つ他の３千人以上の子供を

見せたくありません。ホッグが再臨のイエスであり、手出し出来

ない天から来た聖人だというのです。彼に触れることも批判する

ことも出来ず、人種差別主義者だ、同性愛嫌悪者だ、イスラ

ム嫌悪者だと。彼はイスラム教徒ではありません。馬鹿げていま

す。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

偽りでは子供を動員出来ない 

このような子供達を参加させて若者の大きなパレードとなること

を望んでいました。MSNBC でさえ、デモ行進に参加した中で

18 歳未満は 10％しかいなかったことを認めざるを得ませんで

した。つまり高校生は参加しなかったのです。実際は密かに反

抗していました。銃の問題ではないということです。多くの高校

生がホッグに討論しようと呼びかけていました。なぜ CNN やジョ

ージ・ソロスの論点しか出さないのだと。討論はないのかと。 

15 歳の少年のビデオを見ましょう。 

彼の名前はレックス・ジョーンズです。デイビッド・ホッグ（2018

年 2 月 14 日のフロリダ州ダグラス高校銃撃事件で生き残った

アメリカ人学生。その後米国での銃規制の活動家になった。）

に公開討論を挑んでいます。あの若い男の子がはっきりと考え

を述べているのを見たでしょうか。15 歳です。彼はいつでも公の

場で討論する気満々です。それでホッグはまた隠れているので

す。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

プロパガンダ少年への指摘をいじめと呼ぶ 

私はアメリカで生まれ育ちました。アジア人の家庭で育ったので

これが理解出来ません。十代の若者だから批判してはいけな

いとは一体どういうことでしょうか。アジア人の家庭ではあり得な

いことです。十代の若者を批判してはいけない、そんな話はい

い加減にしなさい。何か罪悪感を与えるだけのいじめではない

かと言っています。 

「デイビッド・ホッグがジョージ・ソロスや CNN の論点を話してい

ると批判するなどとんでもないことだ」「父親が FBI 捜査官で母

親が CNN 社員だという事実を批判するなんてとんでもない」

「FBI や警察が 39 回もニコラス・クルーズの所を訪問し、止め

ることが出来なかったという話を一言もしない事実を批判するな

んて考えられない」「それは年若い子供をいじめているだけだ」 

と言っています。 

ところが、レックス・ジョーンズはホッグよりも２歳年下です。６フ
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ィート（約 180 センチメートル）あります。ジムで毎日ウェイト

トレーニングをしているそうです。素晴らしいことです。これに対

抗しようとしているのです。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

ウェイコー事件 

ウェイコー事件 

（銃器所持をしたブランチ・ダビディアン教団の信者約 80 名

が殺害されたウェイコー事件の動画視聴後）1993 年でさえ

左派政府は完全に軍国化していました。これは継続してはい

ませんが、あの行事（2/28）がヒラリー・クリントン政権下で

行われていたらどうなっていたでしょうか。私の言っている意味が

分かりますか。神様はトランプ大統領をこの国の一時的な救

済として準備されました。（中略） 

これが現実です。アメリカ人は否定出来ません。政府は余りに

も行き過ぎました。これがその証拠でした。25 年前のウェイコー

です。しかし、ヒラリー・クリントンと新たな左派が入って来ていた

らアメリカはずっと早く悪化していました。それで彼らは鉄の杖を

それほどにまで恐れるのです。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

皆が豊かな王国を持つことを願う王国 

もちろん、我々の共同体でさえこう言う人がいるでしょう。「ウェ

イコーのようになったらどうするのか」 と。そもそも私達は中央集

権の組織ではありません。１つの屋敷に住んではいません。そ

れぞれ別の家に住み、個人の資産を持っています。自分の家

を持ち、自分の銃を持っています。社会主義や共産主義のユ

ートピアのような運営をしていません。社会主義や共産主義の

ユートピアを求めていません。 

あらゆる宗教が作るユートピア社会は殆ど必ず社会主義的な

システムです。皆分かっているように、私達は社会主義者では

ありません。誰もがお互いに起業家となることを支持しています。

人々が豊かに繁栄して成功し、王国を持って欲しいのです。

（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

左派は答えを知っているので恐れている 

そこにはクリスチャンの正義の王と王妃がいます。父が完全であ

るように。また神様を愛し、隣人を愛します。なぜならそれが答

えだからです。それがイスラム過激派の侵入に対する答えだから

です。それがサタン主義の左派の侵入に対する答えです。通貨

泥棒によって国をスパイして支配しようとする世界金融カルテル

の侵入に対する答えです。 

彼らは、答えが鉄の杖で統治するキリスト教であることを知って

います。だから、彼らはわずか数百人が集まっただけで非常に

恐れるのです。その数百人はキリストを愛し、神様を愛し、隣

人を愛し、鉄の杖という装備品を持って見せつけました。（鉄

の杖の王国 9 2018/3/18） 

ウェイコーを忘れてはいけない 

私達はウェイコーのことを忘れてはいけません。彼らが何を信じ

ていたのか、正直に言って私には分かりません。しかし問題はそ

こではありません。問題は、彼らには合衆国憲法第１条の権

利（表現や宗教の自由）と、合衆国憲法修正第２条の権

利（武装の権利）があったということです。それなのに虐殺さ

れました。それは左派の下でこの政府が軍国化されていたから

です。それがいかに危険であるか見てください。それは全ての人

にとっての直接の脅威です。クリスチャンが何もしないで突っ立っ

て、「あれはそういう仕事に過ぎない」「いずれにしても地獄に行

く」 などと言っていれば次は自分の番になるのです。馬鹿者！ 

あのような小さな集団にあれだけのことをするのだから・・・。 

オバマ政権下でやったのはそういうことです。福音派のクリスチャ

ンを国内テロリストと呼んだのです。誰にでも行えるならあなたに

も行えるということです。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

共に立ち上がれ！ 

共に立ち上がるか、それとも離れて吊るされるか。カルトと呼び

たければ呼べば良いです。しかしウェイコーのようなことが誰にで

も起こって欲しいと思うのであれば、あなたはサタンです。神様と

信仰者達を支持していないのです。リベラルは本当に馬鹿なの

で、あのようなことで逃げ切れると思っています。政府はいつでも

自分達にも向かって来ることが分かっていません。本当に愚か

です。歴史を全く知りません。歴史を読んで下さい。必ずあなた

にも向かってきます。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

言論で戦う 

インターネット時代にでっちあげは無意味 

クリス、君達のグループは何歳ですか。18 歳未満ですか。この

子供達の世代のことです。それが Z 世代です。この世代は

MSNBC も CNN も観ません。ワシントンポストも読みません。 

ワシントンポストは私達を潰そうとしてここにやって来ていました。

恐らく５月号で何かやるでしょう。私達の訓練を見に来て 「私

は山の頂上にある二代王の軍事基地に行った」「ガレージにあ

る秘密のバットケーブの中に彼がピース・ニンジャと呼ぶ者達が

いる」「絞め技と手足にダメージを与える技を学んでいる」「至る

所に軍事装備があった」 といったことを書くでしょう。 

しかし、新しい世代はそういったものを見てもいません。注意も

払っていません。そして嘘をついてでっち上げをやればやるほど、

インターネットがあるので、検閲によって私達のチャンネルも被害

を受けていますが、インターネットで私達を見つけられるのです。

（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

鉄の杖のニュースを封じられない 

私達が鉄の杖の話をして聖書や王冠について話すという理由

で YouTube から追い出すなら、私達は D.tube に行きます。

他にも銃コミュニティが移行している FULL30 というものもありま

す。私達も移行するだけです。インターネット時代に私達を検

閲することはできません。若者はスマートフォンを持っていてアク

セス出来るので、自分達のスマートデバイスから様々な思想に

アクセス出来ます。どのような思想も禁止出来ないのです。そう

しようとすればするほど広がって行きます。これがエリートの傲慢

さです。私達が小さいので発言力があると思っていません。私

達を本当に止めたいと思っています。 

AR-15のイベントにやって来て狂ったカルトだと書いたら、20億
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人に広める結果になったのです。ロシアの NTV のインタビューを

受けましたが 400 万人もの視聴者がいるというのです。金曜

日にインタビューを受け、恐らく土曜日に放送されたと思います。

彼らは私達にインタビューを懇願していました。「ロシアではひど

い銃規制があるのです」「あなたのやったことは本当に魅力的な

ものでした」 と言っていました。チャンネル全体で 4300 万の視

聴者ですが、その番組だけでロシアの 400 万人が鉄の杖の動

画を見ました。ロイターや BBC、ニューヨークタイムズの時よりも

はるかに深い内容を話しました。（鉄の杖の 王国 11 

2018/4/1） 

世界に鉄の杖が伝播する 

アルゼンチンのチームがインタビューのためにやってきました。その

人はヒラリー・クリントンの支持者に違いないというようなリベラル

のトレンディな見かけでした。それで 「王様、こちらに座って下さ

い」「王様、インタビューしてもいいですか」 などと言うのです。私

はその人物がリベラル派で、私達を潰そうとしているのだと思い

ました。 

話してみると、彼は私達がやったことに心底感激していることが

分かりました。彼はプロデューサーにここでのインタビューを強く懇

願されて来ていました。なぜかと言うと、アルゼンチンのレイプ率

は桁外れに高く、36 時間に１人の女性がレイプされているとい

うのです。私はこう言いました。「政治家は銃を持っていますね」

（はい）、「ボディーガードは銃を持っていますね」（はい）、

「犯罪者は銃を持っていますね」（はい）、「銃を持っていない

のはあなただけです」 すると彼は 「そうです。偽善です。まったく

狂っています。私達は無防備で女性はレイプされ、家に侵入さ

れても何も出来ずにいます」 と言っていました。 

その人が私達を攻撃しに来たのだと思っていたら、全く反対でし

た。私達のやったことに感激していました。ドキュメンタリーにして

ブラジルでも宣伝するそうです。ミクロとマクロです。「私達にも修

正第２条が必要だ」 と発言するブラジルの新しい大統領候

補が現れています。2/28 のイベント後、全世界が変化してい

ます。人々の意識、霊界が変わりました。アメリカではもちろん、

どこでも AR-15 がトップニュースになっています。それが世界で

中核の問題となっています。どれほど大きな影響をもたらしたか

と言うと、それは大変なものです。非常に胸が躍るような時です。

（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

武器を所持する権利は生来の権利 

T.REX ARMS 社の動画より 

T.REX ARMS は憲法修正第２条を支持しています。多くの

人がこれを支持していますが、必ずしも全員が同じ解釈をして

いるとは限りません。たとえば、このような軍で使用する武器は

適用されないと考える人もいます。どんな武器でも所持して良

いとは考えていないのです。 

私達が言いたいことは、武器を所持する権利は生来の権利で

あるということです。憲法修正第２条の文言は arms（武器）

です。憲法には武器を保持する権利と書かれています。建国

の父は非常に知的な人々でした。ですから、軽はずみに条文

に arms（武器）という言葉を選んだとは考え難いのです。た

とえば、狩猟の手段としての武器に対する権利を守りたければ、

はっきりそう書いたに違いありません。しかし条文で使われている

のは arms（武器）です。 

1755 年発刊のサミュエル・ジョンソンの辞書を見ると、当時

「arms」がどのように定義されていたかが分かります。『「arms」

とは、攻撃のための武器、あるいは防御のための防護具をい

う。』 

次に、1794 年のジョン・カスター辞典によると、『「arms」は、

攻撃の道具を意味する。一般的に火器や剣など、戦争で使

用するもの』 

1828 年のウェブスターの辞書では、「arms」を『攻撃のための

道具、または防御のため、身体を守るための防護具』と定義し

ています。「arms」はこのようなアサルト・ウェポンを指していると

考えるのは私だけでしょうか。歴史を見ると、建国の父が武装

する権利を重要視した理由が分かります。彼らは絶対に勝ち

目がないと思われていた英国との大きな戦争に勝利して独立

を勝ち取りました。 

戦争に傾いた瞬間、すなわち独立する契機になったその転換

点は 1775 年の４月 19 日です。 

この日、コンコード（マサチューセッツ）に民兵が集めて所有し

ている武器弾薬を奪おうと、英国軍はボストンを出発しました。

しかしポール・リビアなど他の者たちのおかげで、民兵はその知ら

せをあらかじめ知りました。大人数を招集した民兵団は英国軍

と激突し、反攻して英国軍をボストンまで撃退しました。 

英国兵は現在の州軍のような自衛の軍ではありません。バリバ

リの正規軍です。一方、民兵は地元に限定された武装兵でし

た。民兵団はマサチューセッツ政府や英国政府からはほぼ、独

立、自立した存在でした。だからこそ、英国政府は彼らの武器

弾薬、ことに大砲を奪おうとしたのでしょう。 

レキシントンとコンコードで数千のアメリカ兵と英国軍がぶつかり

合いました。そこで彼らが神聖視する権利を、命を賭けて守ろ

うとしたのです。彼らの多くが命を落としました。 

建国のリーダー達が修正条項（権利の章典 1789）を起草

するときこのことを忘れたと思いますか。 

我々に自由をもたらすために血を流して死んでいったアメリカ人

は、自分達の愛する銃が英国に取り上げられるのを阻止しよう

と、ただそれだけの動機で命を投げ出したとでも思うでしょうか。 

ところで、法律を作る者は、何もない所からそれを生み出すの

ではありません。過去の法律の土台に積み上げて作るのです。

アメリカの場合、英国のコモンローがそれです。英国の歴史を遡

って見る時、それが強制的、あるいは保護的なものであれ、一

連の「武装権」をみることができます。私が調べた限り、最も古

いものは 1181 年の法律です。 

そこではすべての自由人はギャンベゾン（防護ジャケット）と鉄

のヘルメットとヤリで自分を守ることを義務付けられています。つ

まり安価な防護具と歩兵の武器です。 

裕福な者にはより高級な武具が要求されました。また興味深

いことに、それを装着する日時まで規定されていました。例えば、

決められた時に装具を身につけないと財産、及び身体に及ぶ

罰則が定められています。中でも、最後の条文はこう定めてい
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ます。「武具を所有する者は、決してそれらを売ったり質に入れ

たり譲渡してはならない。また主人はその僕から武具を譲り受

け、質として没収することなどを禁じる。」 

これはまさに現在の憲法修正第２条を更に極端にしたもので

はありませんか。即ち、武装する義務があり、いかなる場合も武

具を奪われないこと、またそれを許してはならないと定めている

のです。 

この法律だけではありません。1252 年の武装具のサイズを規

定する条文、1280 年のウインチェスター像に関する条文、

1511 年一連の洋弓術に関する法もありました。そこでは父親

は子供が７才になると弓矢を与えて、射方を教えなければなら

ないと定めています。 

これらの英国の法律がアメリカの権利の章典（修正条文）の

基礎となっています。しかし、これを理解するために英国の法律

だけに頼る必要はありません。 

この修正条文（権利の章典）が議会で批准されてから６か

月後、議会は２つの法律を成立させています。1792 年の第

１、第２の民兵法です。第１民兵法は大統領に民兵を招集

する権限を与えるものです。第２の方は（先程登場した）馴

染みのあるものです。そこを読み上げます。 

「すべての 18 才から 45 才の自由で健康な白人男性は、民

兵に入隊しなければならない。そして（入隊後）半年以内に

マスケット銃、或いは火打石銃と銃剣、そして 24 以上の薬弾

を収納する箱と、他の袋を準備しなければならない」 

これは 1181 年の法と同じです。基本事項はすべて同じ、自

由人、武器の取得、そしてメンテナンス。 

アメリカの歴史を通して法は改正されていきます。例えば 1870

年代には黒人がその対象に含まれました。もし 1903 年以来

の更新を行うとするなら、このような軍仕様のセミオートマチッ

ク・ライフルも含まなければならないでしょう。そしてこれらの支持

具と弾薬も。 

根本的に銃規制の議論の核心は犯罪ではありません。それは

「権力」にあるのです。毛沢東が言うように、すべての権力は銃

口から生まれるのです。議論は、それ（銃＝権力）を誰が支

配するのかでなければなりません。国民と政府の関係はどうある

べきか。政府がすべての権力を持っているので国民は政府に従

属するのか。それとも国民が国軍の武力を保持しているので、

政府は国民の役に立つものとして国民に従属するのか。 

銃規制の議論は、また「政府の役割」と「政府の権力」につい

ての議論でなければなりません。政府はどんな法律でも作るこ

とが出来るのか、或いは一定の制限はあるのか。政府が決して

超えることの出来ない、手を付けることの出来ない、神が民に

与えられた権利が存在するのかどうか。 

憲法修正第２条はその点で明確です。建国の父は明らかに

武装する権利を保護しました。なぜなら、政治権力を多数の

軍装レベルの武器の形で国民の間に分散し、連邦政府に集

中しないことを意図したからです。（2018/03/01） 

キリストの共同相続人には鉄の杖が必須 

毛沢東の言葉 「すべての権力は銃口から生まれる」 。それで

左派や共産主義者は武装解除して我々から銃を取り上げ、

現実的な力、権力を持たせないようにします。悪に対する対抗

力を奪うのです。北朝鮮体制下で生活してみなさい。中国や

イランの体制下で生活してみなさい。まったく手段がありません。

力など全くないのです。神の国ではそれが逆転します。神の国

ではキリストの共同相続人が政治権力を持ち、鉄の杖で統治

します。キリストの王国は独裁国家ではないので、独裁を意図

してそうするのではありません。中央集権にはならないのです。

砕かれた魂を持つ者たちが神の王国を相続する。謙遜で迫害

される者達が神の国を受け継ぐのです。僕や農奴の扱いを受

けてきた者達が神の国を受け継ぎます。キリストと共に義と善と

平和と正義を持ってすべての人のために、そして永遠に。（鉄

の杖の王国 10 2018/3/25） 

第４章  王国の統治 

そのような観点でイエス様は、心と体が一致し得る内容をもち、

左右に傾く環境を除去しながら前進できる主体性を備えてこ

そ、天国を迎えるようになるという事実を教えてくださったのです。 

天国は、他人によって来るのではありません。自分によって来る

のです。我々は、堕落した人間なので、自分を否定しなけれ

ばなりません。自分自ら天国を提示できなくなるときには、他人

を通して提示するようになるでしょう。そのようになれば、私は天

国を提示した人と一つになってこそ、天国に行くことができます。

（天聖経 645） 

４-１ 愛で統治される王国 

人間は本性的に、自分に対する相対の愛が分散することを願

いません。夫婦間の横的な愛の関係は、親子間の縦的な愛

の関係と違い、分散すれば既にその完全性が破壊されます。

それは、夫婦間に絶対的な愛の一体を成すようになっている

創造原理のゆえです。人には、自分の相対に絶対に尽くし、

「ため」に生きなければならない愛の責任性があります。（天聖

経 356 277-200,1987.7.19） 

神様の愛で統治される王国 

イエス様が王国について話をされた時、王国について教え、王

国を治められると言いました。では如何にして王国を治められる

のでしょうか。どのようにして信仰者達がキリストと共に共同相

続人になるのでしょうか。神様と如何に王国を統治するのでし

ょうか。 

忘れてはならないのは、王国は神様と神様の愛、人類への神

様の賜物が基礎にあるということです。神の国が打ち建てられ

た後も神様の本性は不変です。神様は創造の神であり、イエ

スという人に臨在される方です。神の国創建が実現した途端

にフィデル・カストロや金正恩のような人間になるはずはないの

です。アジアのポーキー・ピッグにはなりません。神の国が出来た

途端に神様の本性が変わるわけがありません。聖書には神様

は永遠不変とあります。その性質は変わりません。新約旧約の

愛なる神様が、神の国が出来た途端に独裁の神になったりは

しません。（鉄の杖の王国３ 2018/1/14） 
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家族を守り、隣人を守る王国 

お父様は、天一国とは２人の人が 1 つになるような所だと言わ

れました。このような驚くべき愛に基づくものであり、神様が夫と

妻の関係に許されたものであり、そこに責任を持つのです。夫

は妻を守る責任があります。王妃も王を守る責任があります。

王がぼんやりしていたらどうするのでしょうか。そこに悪者がやって

きたら、王妃は用意しておいて 「悪者はだめ。出ていきなさい。

バーン！」 と火の力で追い払います。 「私の王に指一本でも

触れたら、今すぐ火の洗礼を受けてもらう」 と。 

相対のために生きなければならない責任です。社会学的に言

えば、神様を愛して同胞のために生きることです。隣人のために

生きることです。子供を守るために立ち上がり、愛のある父親に

なることです。妻を守るためにそれが出来る夫となり、その逆に

夫を守れる妻となります。そのように神様の祝福を受ける立派

な社会にするのです。人々が神様の恩恵によって立つのと同

時に、自らの責任を果たすからです。（鉄の杖の王国 13 

2018/4/22） 

４-２ 国民が責任を負う 

王冠と鉄の杖を崇拝する者が神の国を規定する 

神様の御心にあって神様の前にある人、つまり神の一人子で

あるイエス様でさえ、私ではなく神様のみが善であると言われま

した。私達が神様の前で自身の過ちを認められないことがある

でしょうか。私達が大きなパワーを持つ時、そのように自分の心

を見つめて反省出来る人格を持つことがとても重要です。 

悪人の手に鉄の杖があると社会主義や共産主義、独裁者、

カリフ、過激なイスラム等に繋がります。力を大きくするのです。 

鉄の杖自体は無生物です。それを正しく扱わねばなりません。

車と同じようなものです。どのように扱うかによって、地獄か天国

かが決まります。物体であって崇拝するものではありません。王

冠や鉄の杖を崇拝するのではありません。王冠や鉄の杖は神

様が私たちに与えられた武装具です。私たちは心から感謝する

と同時に、この武装具に対して責任があります。これらの武装

具を崇拝するのではなく、与えて下さった神様を拝します。そし

て神様が私達に与えて下さった主権と権力、権威に感謝し、

常に神様に栄光をお返しするのです。これがクリスチャンとしての

稟性です。皆さんは驚異的で殺人的な力のある銃器を持つの

です。本当に責任ある市民とならなければなりません。そして王

の王であるイエス様は、王になるための稟性を語っておられます。

それは私達がどうあるべきか、特に驚異的なパワーの扱い方を

教えて下さっています。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

マタイ 19:28 イエスは彼らに言われた、「よく聞いておくがよ

い。世が改まって、人の子がその栄光の座につく時には、わた

しに従ってきたあなたがたもまた、十二の位に座してイスラエ

ルの十二の部族をさばくであろう。 

王国では責任を持つ 

聖書は非常に明確です。神様の王国が出来れば、私達は王

国での責任を与えられます。食料もお金も、無料で手に入るこ

とは期待しないで下さい。それは人を狂わせます。（鉄の杖の

王国５ 2018/2/18） 

キリストと共に審判する責任を持つ 

王国で私達に責任が与えられることは明確です。私達は共同

相続権だけを持って福祉列車に乗るのではありません。天国に

入れば二度と働かなくても良いというのではありません。クリスチ

ャンの中にはそんな考えの人もいますが、聖書に反していて馬

鹿げています。聖書で明白に語られていることは、皆さんはキリ

ストと共に支配し、裁判官の王座に座って人々を実際に審判

しなければなりません。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

天国では私達に義務と責任があります。神様を愛することはも

ちろんのこと、人を害する悪人から隣人を守る義務があります。

黙示録 20:4-6 にあるように、千年王国では、キリストと共に

生きて支配する王と王妃達により、悪は迅速に裁かれます。た

だ座って見ているのではなく、私達に相続された王国を支配す

るのです。そして詩篇 2:8-9 で言うように、与えられた地の全

てを鉄の杖で治めます。黙示録 19 章、12 章、2:27 では、

キリストが鉄の杖で統治することを説明しています。鉄の杖はキ

リストご自身が定めた宗教的な装具です。 

話を戻すと、王国に福祉はありません。偽クリスチャンは福祉を

悪だと左派を非難しますが、自分が行く王国では福祉を望ん

でいます。馬鹿げています。愚かです。もし皆さんが福祉につい

て反対したとしても、実際の王国でどのように福祉を無くせるで

しょうか。聖書に書いていないとしても狂っています。私達は王

国で責任を持ちます。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

キリストの共同相続人として統治する 

神様の王国ではキリスト教の福祉に頼ることはありません。神

様は、あなたは裁き主にならねばならないと言われています。そ

の支配の中で生きると言われています。黙示録 20:4-6 で言

われています。マタイ 24 章では羊とヤギを分けると言われてい

ます。王国に対する権威を羊に与えるというのです。ロマ書８

章では、あなた達はキリストの共同相続人になると言われてい

ます。共同相続人である王として、王の王であるキリスト共に

統治、君臨するのです。福祉にはなりません。王国のために働

き、それを建設するのです。王国を鉄の杖の支配で定義すると

言われました。そして、サタン最後の千年の支配で抑圧されて

いた心の貧しい者は神様の王国を引き継ぐと言われています。

マタイ5:3です。絶えず抑圧を受け、奴隷であった人々が相続

者となるのです。それは全く逆さまです。簡単なことです。（鉄

の杖の王国 9 2018/3/18） 

キリストのように力と責任を持つ 

なぜ牧師や聖職者はこれを伝えないのでしょうか。彼らは国営

です。みなさんを文化的共産主義者、社会主義者のクリスチ

ャンにしています。その過程で死ぬことになるでしょう。魂を失い、

永遠の命を失い、あなたも死ぬのです。悪い行いをしても良く

ならないからです。必ず悪くなります。彼らはあなたが弱くなり、

レベルが低下することを望んでいます。文化共産主義者になる

ことを望んでいます。教会に通っていてもベータクリスチャン、ベ

ータ共産主義者、ベータ社会主義者にしてあなたを弱くします。 
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患難のことを話し、その前に携挙されると言います。「大丈夫で

すよ。準備する必要もありません」「武器も全く要りません」「天

国に行って神様の前に行けます」 と言うのです。患難前携挙

という異端です。彼らは、あなたにキリストと正しい交わりを持つ

ことを理解させたくありません。あなたに責任があり、準備しなけ

ればならないことを理解されたくありません。あなたに権威と力が

あることを理解されたくありません。そしてそれには明らかに道義

を伴うことを。 

天の父が完全であるように完全な者となりなさい。キリストのよ

うに君臨し、支配するということです。私達に与えられた力と共

に責任を持つのです。主権の王冠と共に。（鉄の杖の王国 9 

2018/3/18） 

４-３ 王国の国民 

アダムとエバを造られた天国の民を生産することです。霊界では

生産ということがありません。神様は縦的な愛の主人であられ

るので、縦的なことにおいて軸が一つしかありません。一点しか

ないのです。 一点では生産できないので、横的な面積が必要

なのです。それで、人間と一つとなり、天国の民をたくさん繁殖

し、移譲するというのが神様の創造目的です。（天聖経 100） 

心の貧しい者が天国を受け継ぐ 

統計的に１％の本物のサイコパスがいます。サイコパス傾向の

ある人は５~10％です。本当に実行するのは１％未満です。

でもそういう人達が中央集権の権力を握っています。 

統計や科学が示すのは、分権化が出来れば、皆さんのような

普通の善良な人達が生死を決める力を持ち、私達が兄弟を

守り、隣人を守り、地域社会や国を安全に守る者となることで

す。戦争を止め、金融戦争を止め、利益を求めて起きる世界

の紛争を止め、平和を作り出す者となります。聖句にも貧しい

ものは幸いである。彼らは天国を受け継ぐだろうとあるように。

（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

聖句から見た王国の国民 

マタイによる福音書 5:17-19 わたしが律法や預言者を廃す

るためにきた、と思ってはならない。廃するためではなく、成就

するためにきたのである。よく言っておく。天地が滅び行くまで

は、律法の一点、一画もすたることはなく、ことごとく全うされ

るのである。それだから、これらの最も小さいいましめの一つ

でも破り、またそうするように人に教えたりする者は、天国で

最も小さい者と呼ばれるであろう。しかし、これをおこないまた

そう教える者は、天国で大いなる者と呼ばれるであろう。 

王国では十戒を守る 

天一国がそうだと言えるでしょう。もし神様に反することを教えて

いれば、あなたの評判は下がっていきます。処罰されると言って

いません。「天国で最も小さい者と呼ばれる」 と言っています。

自由市場はまさしくそのように機能するものです。あなたが無能

で約束を果たさず、人に悪い扱いをして不正を行うなら、自分

の評判を貶めることになります。誰もあなたやあなたの子供を助

けたいと思わなくなります。 

見て下さい。「しかし、これをおこないまたそう教える者は、天国

で大いなる者と呼ばれるであろう」 とあります。王国とはユダヤ・

キリスト教の世界です。そこではやはり十戒を守ります。神様を

愛し、自分を愛し守るように隣人を愛することに従います。

（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

マタイによる福音書 5:20 わたしは言っておく。あなたがたの

義が律法学者やパリサイ人の義にまさっていなければ、決し

て天国に、はいることはできない。 

パリサイ人に勝る 

パリサイ人は共産主義の独裁者であるローマ帝国の寡頭体制

と共謀していました。当時マルクスはまだいませんので名前は違

いますが、同じような愚かな体制です。現代の言葉にすれば共

産党の一派です。それなら義がまさるのは容易です。難しくもあ

りません。人に対して抑圧や搾取、殺人やレイプ、略奪をしな

いようにするだけです。高い制約ではありません。誠実な心を持

っていればパリサイ人にまさるのは難しくありません。 

皆さんは神様を愛し、人を愛し、故意に人を傷つけたくないと

思っています。搾取したくないと思っています。問題ないです。

王国でもちゃんとやれます。しかし、これは要らないなどと言えば

自分の評価を傷つけます。天国で最も小さい者と呼ばれ、評

判が落ちてしまいます。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

マタイによる福音書 5:38-39 『目には目を、歯には歯を』と

言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。し

かし、わたしはあなたがたに言う。悪人に手向かうな。もし、

だれかがあなたの右の頬を打つなら、ほかの頬をも向けてや

りなさい。 

３回まで殴らせたら反撃しても良い 

殺させても良いとは言っていません。右を打たれ左を打たれ、

更に刺しても良いのなら殺されてしまいます。右と左を打たれ、

反撃のため正当性が得られたということです。お父様が３回ま

で殴らせたら反撃しても良いと言われたのと同じです。 

誰かが致命的な武器を持ってきて、ここを撃たれたら 「こちらも

撃って下さい」 とはなりません。頬を殴られても殺されないと分

かっているのです。腎臓を刺されたら心臓も刺してもらえとは言

っていません。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

マタイによる福音書 5:40-41 あなたを訴えて、下着を取ろ

うとする者には、上着をも与えなさい。もし、だれかが、あな

たをしいて一マイル行かせようとするなら、その人と共に二マ

イル行きなさい。 

慈悲深くあれ 

ある翻訳では 「兵士が道具を運ぶのを手伝わなければならな

いなら２マイル行きなさい」 としています。慈悲深くありなさいと

いうことです。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

マタイによる福音書 5:42 求める者には与え、借りようとする

者を断るな。 
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気前良くあれ 

気前良くしなさいということです。誰かがお金を借りる必要があっ

て困難に遭っていれば、責任を持たせながらもその人に気前良

くしなさいと言っているのです。政府が道を外れてしまったら、地

元の教会や個人がチャリティーで隣人を助けます。しかしそれは

善良な人を搾取して良いということではありません。そんなことを

すれば、今度はイエス様の名で叱責を受けるでしょう。（鉄の

杖の王国２ 2018/1/7） 

マタイによる福音書 5:43-44 『隣り人を愛し、敵を憎め』と

言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。し

かし、わたしはあなたがたに言う。敵を愛し、迫害する者のた

めに祈れ。 

敵を愛し、迫害する者のために祈る 

教会のクリスチャンは、皆 ISIS のために祈るべきです。勝利す

るようにではありません。ISIS の家族がすべて救われるように祈

るのです。なぜキリスト教会でそのように教えないのでしょうか。

なぜ ISIS の下で抑圧されている子供達や妻達のために祈ら

ないのでしょうか。主イエス・キリストが彼らを救うように、と。中

世の古めかしい死のカルトから解放されるように、と。レイプと略

奪と暴力、抑圧のカルトから。 

「敵を愛し、迫害する者のために祈れ」 というのは、彼らの勝

利を祈ることではありません。「敵を愛し、迫害する者のために

祈れ」 ということが鉄の杖によってどのように働くでしょうか。非

常に簡単なことです。彼らの勝利を祈るのではなく、彼らが救わ

れることを祈るのです。悪なる人のために祈るのはとても簡単で

す。祈ることで愛するのです。それは彼らの魂が救われて欲しい

からです。 

しかし、彼らが悪行を働き、罪のない人を殺してレイプすること

を支持するのではありません。このことで葛藤するのが理解でき

ません。それは言い訳に過ぎません。それでも悪と戦うことがで

き、自己防衛することができ、その上彼らのために祈り愛するこ

とができます。どうしてそれで葛藤するのでしょうか。馬鹿げてい

ます。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

マタイによる福音書 5:45 こうして、天にいますあなたがたの

父の子となるためである。天の父は、悪い者の上にも良い者

の上にも、太陽をのぼらせ、正しい者にも正しくない者にも、

雨を降らして下さるからである。 

限界までは寛容な社会 

キリスト教社会はあるところまでは寛容な社会です。いったん一

般的な寛容の限界を超えて他人の権利を侵害し、子供を騙

し、赤ちゃんを殺すようになれば罰を受けます。 

キリスト教文化は相対主義ではありません。相対主義はそれ

自体が最善であるという主張以外、どんなことに対しても何もし

ません。しかしそれはあり得ません。なぜなら最善のものなどない

というのが相対主義自身の主張だからです。 

何でも異なる意見を持つ人は好きではないかも知れません。し

かし、そういう人をただ滅ぼすことはできません。神様は悪い者

の上にも良い者の上にも太陽を昇らせます。（鉄の杖の王国

２ 2018/1/7） 

真の王は人を虐げない 

心が弱く貧しいのは誰ですか？虐げられているのは誰ですか？

人を虐げる才能を持っていないのは誰ですか？上流階級では

ない人々です。心優しいパン屋や主婦。それから靴屋や石工

（メイソン）。フリーメイソンではありません。本当の石工です。

れんが職人もいます。これらは心の貧しい人々です。常に虐げ

られ、全体主義政権下に置かれ、独裁主義の支配下にある

人々です。 

王国を相続すれば、貧しい心を持つことは決してないでしょう。

それでも、あなたは地元のパン屋に行き、地元のれんが職人に

会いに行き、地元の修理工に会いに行くでしょう。彼は油にま

みれているかも知れませんが、心優しく勤勉な人です。（鉄の

杖の王国 10 2018/3/25） 

人の人生を破壊する偽知識人 

大学のような高いレベルに進学すると、彼らにとっての健全で正

常な行動を正当化するために無神論になり、ふしだらで不品

行になります。修理工や配管工のような普通の人は、文字通

り、神様の理想や倫理において 10 億倍も道徳的です。 

同性愛や性転換、小児性愛などのふしだらな行動を正当化

する偽知識人は正気ではありません。彼らは王国を憎悪して

います。彼らは人々の人生を破壊しています。（鉄の杖の王

国 10 2018/3/25） 

神の国と神の義に心を向ける 

み言を心に取り込む 

皆さんに注意して欲しいのは、繰り返し聖句を見ていると心が

閉ざされてしまうということです。そこでやるべきことは心を向ける

ことです。こういった聖句を読んでもう一度心を向け、記憶し、

より深く追及するのです。というのも、それが人の持つ問題であ

るからです。聖句を知っても、その神様のみ言に心を閉ざせば

それは傲慢な態度を取るということです。 

このような聖句は心に入り、神様のみ言を聞けば信仰が増しま

す。聖書にはそのように書いてあります。神様のみ言を聞いて 

「知っています」「聞きました」 のように言うのではありません。そ

れは愚かな考えです。信仰的な考え方ではありません。私達

は実際、このことが分かっていません。自分の生活の中で体現

していません。 

実際、先週聞いたかも知れませんが、瞑想や神様との関係に

おいて、深い祈りの中や心の奥底にまでは入っていません。それ

が現実です。先週の話を聞いた後でも、昼食の匂いがした途

端にすべて忘れてしまったのです。ですから新鮮な気持ちを持っ

て見なければなりません。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

マタイによる福音書 6:9-10 だから、あなたがたはこう祈りな

さい、天にいますわれらの父よ、御名があがめられますように。

御国がきますように。みこころが天に行われるとおり、地にも

行われますように。 
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神の国と神の義を求める 

みんな知っていますね。知っていることだと思ってもう目を伏せ始

めていますよ。 

マタイによる福音書 6:33 まず神の国と神の義とを求めなさ

い。そうすれば、これらのものは、すべて添えて与えられるであ

ろう。 

それがクリスチャンのやるべきことです。私達がまずやるべきことは

神様の王国を求めることです。神様の王国とは何か、私達を

暖かく快適な気持ちにさせてくれるものではありません。それが、

神様が私達のためにはっきりと書いて下さったことです。それを

相続するのが私達の役割であり義務です。自分のイメージを

作り出すことではなく、自分の心の中で作り上げるものではあり

ません。 

それは神様が私達に生育し、繁殖し、地球を主管し征服する

ようにと意図されたことです。そのように主権を持って支配するの

ですが、そこでは善をもって、愛をもって、慈悲をもって、徳をもっ

て、まず神の国とその義を求めるということです。 

義がとても重要だという話をしました。自分のではなく神様の義

です。神様の善、神様の正義です。私達は神様との関係を築

く中で、神様がどのように支配するかを理解するようになり、そう

して私達は王国でキリストのような人物に近付いていくのです。

「あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがたも完

全な者となりなさい」ということです。（鉄の杖の王国２ 

2018/1/7） 

マタイによる福音書 5:10 義のために迫害されてきた人たち

は、さいわいである、天国は彼らのものである。 

文明を守るために迫害される人々 

キリスト教会では、銃の所有に真剣に取り組む銃器所有者ほ

ど迫害を受けた人はいません。キリスト教会では同性愛を公表

する人よりも迫害されています。それほどまでに教会がおかしくな

っています。オオカミに扉を開いています。そして文明を守る人を

遠ざけて軽蔑しています。 

心が清く、憐み深く、義に飢え渇き、謙遜です。様々な国で迫

害される弱い人々。王国では慰められます。力を与えられます。

（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

マタイによる福音書 5:11-12 わたしのために人々があなた

がたをののしり、また迫害し、あなたがたに対し偽って様々の

悪口を言う時には、あなたがたは、さいわいである。喜び、よ

ろこべ、天においてあなたがたの受ける報いは大きい。あなた

がたより前の預言者たちも、同じように迫害されたのである。 

侮辱されても気にしない 

誰かに侮辱されてもただ気を悪くするのではありません。誰かが

侮辱しても大丈夫です。銃で撃たれるわけではありません。命

に関わることではありません。左翼はこれをヘイトクライムにしよう

とします。何か悪いことを言えば、「それは犯罪だ、私を侮辱し

た」 と言いますが違います。何かを言っただけのことです。馬鹿

げた名前で呼んだだけではないですか。無視して行ってしまいな

さい。左翼は言葉で攻撃しようとしています。誰が賛成です

か？男性ですか。女性ですか。女性の皆さん嘘をつかないで。 

誰かが言葉で攻撃したら無視して下さい。誰かが弾丸を撃って

くるのとは全く違います。首を掴んでくるのとは全く違います。生

命にとっては完全に異なるレベルの脅威です。 

悪口を言われても気分を悪くしないでただ 「ありがとう」 と言う

のです。自分の YouTube チャンネルで悪口を書き込まれ、挑

発されたからと言ってそれがどうしたというのでしょうか。興奮して

いちいち回答しないで下さい。彼らは愚かなロボットのような、イ

ンターネットのキーボード戦士に過ぎません。弱虫です。現実の

生活で向き合えば逃げ出す人達です。過呼吸に陥って紙袋を

使うような人です。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

夫婦を大切にする 

エペソ 5:33 いずれにしても、あなたがたは、それぞれ、自分

の妻を自分自身のように愛しなさい。妻もまた夫を敬いなさ

い。 

夫は無条件に妻を愛し、妻は無条件で夫を敬う 

この中でエマソン・エガリッチの 「Love ＆ Respect （愛と

尊敬）」 を読んだ人はいますか。夫は妻を愛し、妻は夫を尊

敬するという素晴らしい著作です。作者はこの本を書くに当たり、

たった一つの聖句をもとにしたのです、それはエペソ人への手紙

第 5 章からでした。 

夫は無条件に妻を愛しなさい、妻は無条件で夫を敬いなさい

という、本当に鍵となる聖句です。これは神様の戒めであり、選

択の余地はありません。神様を信じ、神様に忠実であろうとす

る者である限り、どうこう言うことは出来ません。妻を無条件で

愛するということ、時には愛し難い時もあるかも知れません、そう

いう時、夫は忍耐強く愛をもって変えるのです。またその逆に王

妃（妻）からすると無条件に王（夫）を敬わなければなりま

せん。見下すのではなく尊敬をもって夫を変えるのです。これが

大切です。男性である夫に口喧しく言うこと、これは尊敬を欠く

行為です。 

これは神様から頂いた戒め、命令だと知らなければいけません。

だから実践するのです。いつもそれを完璧に出来る人はいませ

ん。しかしやろうとしなければいけません。神様の命令です。選

択の余地はありません。（鉄の杖の王国３ 2018/1/14） 

夫婦関係を大切にする家庭が発展する 

早くから性関係を持つ男女は結婚を台無しにします。フリーな

セックスライフを持ち、複数のパートナーがいれば、長期的な結

婚の可能性をも台無しにします。配偶者の他にパートナーがい

れば、既に夫婦は壊れているか、結婚の可能性を100％損な

います。とても深刻なことです。聖書は結婚前に姦淫しないよう

警告しています。結婚前に性関係を持たないで下さい。そして

夫婦の間で、結婚の祝福の中で性を探求して下さい。これが

発展する家族の基本的な姿です。（鉄の杖の王国 10 

2018/3/25） 



77 

 

王国を相続する 

マタイによる福音書24:34 そのとき、王は右にいる人々に言

うであろう、『わたしの父に祝福された人たちよ、さあ、世の

初めからあなたがたのために用意されている御国を受けつぎ

なさい。 

王国を相続する 

これはいうまでもなく、神様が統治していたエデンの園と、神様

がアダムとエバに相続させたものに立ち返ることです。生育して

繁殖し、地を主管するのです。神様が相続させられたものに戻

る時であり、それは鉄の杖の聖句に繋がります。相続に関係し

ているのです。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

相続させない悪のシステム 

西洋では家族が大きく分断されました。中央集権の連邦政府

が家族を分断し、力を持った個々の単位を弱くしようとしたため

です。そうやって社会を自分達の望む立場に容易に導けるよう

にしています。 

アメリカ人は相続を十分に理解していません。というのは、学校

では親が悪者扱いされており、教師から情報を得るべきだと学

校が教えているからです。親は教育を受けていないかも知れず、

伝統的な非現代的価値観を持っているかも知れないと、MTV

や大衆文化、主要メディアなどによって悪者扱いされています。

あなたにとっての最適を知っているのはエリート階級の教授であ

り、教師であり、政府の役人である。そんな彼らが子供を育て

るべきだと言うのです。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

ヨーロッパでは子供達を政府のものにすることを合法化していま

す。言うまでもなく、ヒラリー・クリントンがアメリカでもやろうとした

ことです。ホームスクールを禁止するのです。ヨーロッパではもう

やっています。ドイツではホームスクールが禁止され、子供は国

営の洗脳キャンプに送らねばなりません。さもなくば自分が刑務

所に入れられます。 

そのような悪の虐めのシステムでは、子供に自分の価値観や

信念、知識と資産、富を相続させられません。相続が世代を

超えて出来なくされているのは、世代を超えて受け継がれると

確実に成長するからです。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

王国を守る使命を子供に相続する 

子供の中で最も責任感のある者を選び、王国を守るあなたの

使命を受け継がせ、王国に対する忠誠心を持たせます。平等

に分配して子供達全員の気分を良くさせるのは間違いです。

それは共産主義です。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

怖そうでも優しい人 

犬が事故に遭う 

すごい事件が起きました。犬が事故に遭ったのです。水曜日に

地下で子供達を訓練していて、キック練習をしていました。犬

は喜んで追いかけて来たり、足を噛んだりしていたのです。私が

キックした時に足にジャンプして来て、踵落としで打ちのめされて

しまいました。完全にマヒしてしまい、体はこわばり、目は裏返っ

て鼻から血を出していました。我々は死んでしまったと思いまし

た。多分背骨が折れたと思ったのです。 

踵は当たっていませんでしたが、足全体が当たりました。犬は全

く無邪気な気持ちで遊びたいと思っていたのです。痙攣してい

たので、背骨が真っ二つに折れたと思いました。完全に意識が

なくなって息も絶え絶えでした。そして息が緩やかになって行き、

小さな子犬なのでこのようにただ抱えていました。子供達も皆

見ていました 「大変だ、死んでしまう」 と。（鉄の杖の王国４ 

2018/2/11） 

泣き虫な大男 

かいつまんで言うと、奇跡が起きました。ミドルタウンの獣医に連

れて行きました。目が完全にではありませんが、飛び出していた

ので手術しました。けれども今は走り回っていて元気です。です

が全くの奇跡のようでした。 

獣医のところで別の部屋の犬がひどく吠えていたのですが、そこ

で配管工のような服装の大柄の男が歩き回っていました。大き

なブーツを履いて非常に心配そうな表情で激しくうろうろしてい

ました。その人が向こうに座っていて娘と王妃がいたのですが、

彼女達はその男のことが怖かったのです。大柄で大きな古い布

地の服を着ていました。ビジネススーツではなくて、ジッパーのつ

いたつなぎのような服です。 

「ねえ君、君の犬はどうしたんだ」 と私は尋ねました。すると 

「足の爪が抜けてしまった」 と言うではないですか。「足の爪が

抜けただけ？」 と私は言いました。それで彼が 「君の犬はどう

したんだ」 と聞くので 「目が飛び出したんだ。それで手術してい

る」 と言ったのです。どんな犬か聞くと、彼はジャック・ラッセルだ

と言いました。それでジャック・ラッセルが運び出されて、それは小

さな犬でしたが彼は泣き出したのです。「俺のベイビー」 と言っ

て泣いているのです。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

ブルーカラーを見下す偏見 

私は女性達に言いました。「見なさい。この男は自分の犬を心

から愛していて優しい心を持っています。しかし彼の服装のせい

で・・・」 明らかに彼は仕事中でした。下水の仕事をしていたの

でしょう。犬の爪のせいで仕事場から救急治療室に駆け付け

たのでしょう。それはまた別の話ですが、私が言ったのは 「自分

の心を振り返ってみなさい。洗脳されていたのです。彼のことを

近付き難い人物だと思っていましたね。しかしこのような男は恐

らく100％銃の権利を支持しているでしょう。保証しても良いで

す」 という話でした。 

私達はこのような偏見を持っています。というのも、彼がブルーカ

ラーの労働者で我々の方が上だと思っているからです。弁護士

とか事務所で仕事をする人やメルセデスベンツを運転するよう

な人と一緒にいるべきだと考えているのです。そういう人達は偽

物です。セックスクラブにいるような人が殆どです。全く不道徳な

のです。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

捕食者はホワイトカラー 

それで彼女達は気付きました。話してみればこの男は人間だと

分かります。同じ価値観を持っています。動物を愛しています。
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小さなジャック・ラッセルを愛していてその犬のことで泣きじゃくって

いるのです。善良な人です。完璧だとか聖人だと言っているので

はありませんが良い人です。 

女性達は全ての男性が善良だと騙されてはいけません。10％

は人を食い物にする者がいます。ホワイトカラーのスーツを着た

弁護士などは超プレデター（捕食者）です。夕食を奢ってもら

ってセックスをしたら捨てられ、次の女性のところに行ってしまい

ます。そのような弁護士や重役がどれほどいるか分かっています

か。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

ブルーカラーは見かけほど怖くない 

ブルーカラーの労働者など、男性全体をそのように一括りには

出来ません。サイコパス的で危険な人は 10％です。大多数は

そうではありません。そのような偏見があります。ですが考えてみ

て下さい。彼らは人であり、仲間であり、普通の男女です。実

際、軍人であるとか電気設備や下水処理施設を管理している

ような、家、電気、暖房などの生活基盤を支えている職業の

人が、皆さんのために働いています。それなのに、無意識にその

人達をどれほど裁いているでしょうか。教養がなさそうだとかいっ

た理由で。ところが話してみるとその人が人間だと分かります。

犬好きで繊細な心を持っています。見かけほど悪くはありません。 

そういった人達と一緒に肘と肩で付き合い、ガンショーやショット

ショーに行ってみれば、こういう人達は怖い人ではありません。

（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

幼な子の様な人に偏見を持ってはいけない 

人種差別主義者になってはいけません。至上主義者にならな

いで下さい。こういう人達は仲間です。準備された人です。柔

和で謙遜で神様を知っている人です。王を知っているのです。

小さな子供のような心を持つ人です。小さなジャック・ラッセルの

足の爪のことで泣きじゃくるような人です。 

そういう人達に対して人種差別的にならないでください。天一

国の文化を理解できる人達です。保護の文化を理解できる人

達です。というのも、彼らは自分たちの家族や隣人を守りたいと

思っており、正しい事をしたいと思っているからです。完璧だとい

う意味ではありません。けれども正しい事をしたいと思っていて正

しい心を持っています。幼な子のような心で正しくありたい、神

様に仕えたいと思っています。神を愛し隣人を愛するのだと。こ

ういう人達に対して人種差別的になってはいけません。偏見を

持ってはいけません。真のお父様の心情と生活様式を理解で

きる人達です。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

神様の主権を理解して王国に入る人々 

マタイ 18 章はまだ続きます。赦しなどについて言っています。し

かし、我々は他人を見下すのを止めねばいけません。神様はこ

のような人達を準備されました。謙虚にならねばいけません。自

分達が優れているという考え・・・。彼らも神様の王国のために

準備された人達です。そういう人達に対して親密な愛の心情

を持つべきです。 

フィラデルフィアはそういう人達の場所で、神様に召命されてい

ます。なぜなら主権を 100％理解出来る人達だからです。鉄

の杖について 100％理解出来ます。というのも、政府はいつも

彼らの武器を盗もうとするからです。能力を奪って税金を奪おう

とします。彼らは下水や配管などの大変な仕事をする名誉ある

人々です。自分達がいかに洗脳されているかを理解しなけれ

ばなりません。その人達に対してどれほど人種差別的であるで

しょうか。どれほど偏見を持っているでしょうか。このような人達が

神様の王国に入ります。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

伝道する人達と一緒に暮らす 

伝道する人達と一緒に暮らす 

私達が日本やその他の場所の教会を訪れる時、私が世界会

長であった時もそうでなかった時も、私達は教会や食口の所に

滞在しました。ホテルに泊まって費用を圧迫することはしません

でした。教会には洗面所のないところもあり、シンクで水を浴び

ることもありました。田舎のとても小さな教会も訪問したのです。 

福音を伝え神様のみ言を伝える人はそのような考え方を持つ

ことがとても大切です。キリストが 「その同じ家に留まって」 と言

われたように。またその家の人のために平安を祈りなさいと言わ

れました。出されたものを一緒に食べなさいと。「私は菜食主義

なのでカルビは食べられません」 などと言うのではありません。そ

れは神様ではなく自分を中心としています。そういうわけで私が

菜食主義だった時、お父様はここに来なさいと言われて豚バラ

を食べさせました。ですから、私はそのような愚かな考え方は持

たないのです。日本では馬肉も出されました。他に何を食べさ

せてくれたか分かりません。他にはないことを祈りますが。カメの

血？私にカメの血を食べさせたのですか？カメの血は思い出せ

ませんが馬のことは覚えています。 

重要な点は、これがみ言を証し、伝える人にとってはとても良い

指針だということです。その人達と一緒に暮らすということが本

当に重要な教えです。仲間になることです。その場に滞在する

ということです。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

４-４ 自由と責任で発展する王国 

種を掘り起こす不自然さ 

種の成長の喩えとからし種の喩えです。キリストは神様の王国

の比喩として用いています。 

マルコ 4:26-34 また言われた、「神の国は、ある人が地に

種をまくようなものである。夜昼、寝起きしている間に、種は

芽を出して育って行くが、どうしてそうなるのか、その人は知ら

ない。地はおのずから実を結ばせるもので、初めに芽、つぎに

穂、つぎに穂の中に豊かな実ができる。実がいると、すぐにか

まを入れる。刈入れ時がきたからである」。また言われた、「神

の国を何に比べようか。また、どんな譬で言いあらわそうか。

それは一粒のからし種のようなものである。地にまかれる時に

は、地上のどんな種よりも小さいが、まかれると、成長してど

んな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥

が宿るほどになる」。イエスはこのような多くの譬で、人々の

聞く力にしたがって、御言を語られた。譬によらないでは語ら

れなかったが、自分の弟子たちには、ひそかにすべてのことを

解き明かされた。 
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イエス様は再び喩えを用いて神様の王国を説明しています。

農民が種を蒔いてそれが自然に成長するように、神様の王国

には有機的で自然な過程があるということです。興味深い話で

はないでしょうか。 

不自然なのは狂った天使長がやって来てその土地を荒らし続

けることです。それは不自然です。愚かな者がめちゃくちゃにして

種を掘り起こすのは不自然です。自然の機構と種の自然な成

長を台無しにします。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

自由と責任で発展する 

自由と責任で悪が存在する 

これは大きな板挟みです。しかし神様とキリストの稟性を理解

すれば、エデンの園にいらっしゃった神様と同じであれば・・・。新

しいエルサレムが天から降りてくる時にそうであるように、同じ神

様であって変わりなく、神様は入れ替わりません。エデンの園で

最大の贈り物を人類に与えられたのと同じ神様です。その贈り

物は自由意思です。自由ではあるが責任があります。 

王国でもやはり自由と責任があります。神様は同じであって聖

書でも不変だとしています。神様にもやはり自由と責任があり、

私達も神様の王国で自由と責任を持ちます。 

マタイ 19 章を見ると、神様はあなたを裁き主に任命すると言

われています。王国では責任を持ちます。１日中酒やワインを

飲んでブドウを食べるのではありません。中にはそう信じるクリス

チャンもいます。そういう人達は国の牛耳る左派カルトに入って

いると言えます。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

自然で有機的な環境が大きな木に育てる 

（左派カルトの）教師や牧師は国に服従するように教え、社

会主義共や産主義をイエス様の統治方法として受け入れるよ

うに教えています。それはエデンの園で自由意思と責任を与え

られた神様と正反対なのに。イエス様が説明されている神様の

王国と正反対です。 

それは自然で有機的な場所です。国や中央集権の干渉は全

くありません。種の喩えを使って示されています。神様は種を広

めますが、その過程は有機的で自然であり、それによって種が

栄えます。それが現実の政治体制の中で起こります。人々が

自由と責任を持つ時にそれが起きます。自由市場があるなら、

アイデアと転換や開花があり、他の人に奉仕すればするほど成

功して成長して高い木になります。他の人より顧客を愛して奉

仕すれば、より高い木に成長して実りもより多くなります。（鉄

の杖の王国 9 2018/3/18） 

事業者を守る王国 

王国では市民が王の権利を持っています。私有財産権を持ち、

税金から解放され、自分の財産を守る権利があります。我々

の王国には自由な結社の権利があり、くだらない規制抜きにビ

ジネスが始められます。 

実際に経験した人がいます。彼はプロの有機農業家です。一

体どれだけ認可や何やらの手続きで役所にお金を取られたでし

ょうか。小さなビジネスを始めようとすると、承認や認可など手

続きをかいくぐってハンコを押してもらわねばなりません。結局３

万から５万ドルもかかります。しょうもない許可を得るために大

金を払うのです。何というペテンでしょうか。（鉄の杖の王国

12 2018/4/15） 

学歴が保証しない効果 

すべて個人の技能ではないですか。良い医者なら人は集まる。

医師免許など関係ないのです。ヘマをすれば人はやって来ませ

ん。どこの大学出身かなど気にもしません。その病院に通う人を、

ヘマをして死なせれば誰も行かなくなります。むしろ針治療を受

けに行くでしょう。その先生は大学を出ていません。その技術を

売春婦や犯罪者から学んだのです。それでも実際に人を治せ

るのです。韓国にもそういう人がいるのを知っています。まったく

の独学で針の打ち方を学びました。街の売春婦や犯罪者から

学んだのです。もちろん、彼は売春をしたり買ったりしません。し

かしとても優秀で効果があります。使う針は大きく太くてとんでも

なく痛いですが、効果は抜群です。本当は針を刺されるのが好

きではありません。しかし痛みが引かずにどうしようもなければ 

「好きなようにやってくれ！」 ということになります。苦手だけれど

治療を受けます。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

神様が下さった代替治療 

いいですか、誰かを治療しようとすれば人が来なければ出来ま

せん。ヴァンダービルト大学（アメリカ屈指の名門大学）やハ

ーバード大学医学部を出ても、それで名医になるわけではあり

ません。毎年４万人以上が病院のベッドの上で亡くなっていま

す。死亡率が一番高いのです。一番死ぬ確率の高い場所は

病院ということです。一年で４万人です。 

たとえばドーナツ屋さん、ダンキンドーナツでドーナツを食べながら

４万人が死にますか。全くおかしなことです。これに関して何か

レポートがあってもいいのではないですか。馬鹿げています。人

は自分で代替治療を探せなければいけません。神様は代替

治療法を与えて下さっています。アジアでは５千年用いている

のです。それを禁止するなど愚かなことです。（鉄の杖の王国

12 2018/4/15） 

医療技術が発達する天一国 

また、天一国では医療技術がとても高まります。政府が福祉に

よって医療市場を壊せないので、またオバマケアのように社会主

義にしてぶち壊すことも出来ないので、医師が互いに競争する

ようにします。その結果、医療技術が非常に発達します。そし

て市民達は 70 や 80 歳まで生きるのではなく、聖書にあるよう

に 100 や 150 歳、200 歳まで生きます。アダムは 900 歳ま

で生きたではないですか。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

自然で有機的な環境を保護する 

有機的なシステムを破壊する中央政府 

中央の企画者や中央政府、そのようなあらゆる天使長的な勢

力は、人々の事業や生活に干渉して駄目にしてしまいます。

人々から盗み、税金をかけ、あらゆることで干渉します。通貨を

操作してインフレを操作し、量的緩和を実施して神様が作られ
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た自由と有機的なシステムを破壊しています。 

彼らは人為的に選択して 「これを大きく成長させたいと」 言い

ます。また競争相手で保守的な価値観を持つ人達、クリスチャ

ンに対しては 「その種を死なせたい」 と言います。それが彼らの

やっていることです。そして権力や武力を行使します。政府とは

権力であり武力です。すべてを中央集権化して皆さんを無力

にしたいのです。彼らを止めることが出来なくなり、それがユート

ピアだと言うのです。社会主義で共産主義、生産の手段、つま

り皆さんを支配します。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

常に生産手段を支配するサタン主義 

根本的な生産の手段とは何でしょうか。それは皆さんのことで

す。素晴らしいアイデアや美しい製品、新しいビジネス、新しい

サービスを生み出すのは皆さんです。成功や繁栄を生み出す

源が何かと言えば、それは人間です。 

それで、共産主義でも社会主義でも、あらゆる左派のサタン的

な天使長システムで生産手段の支配が定義されています。彼

らは生産手段を支配しようとします。生産物に税金を掛け、生

産手段から盗もうとします。100 ブッシェル（１ブッシェル＝約

35 リットル）生産しても 50 を盗むのです。50 ブッシェルの収

穫を盗むだけでなく、あなたの生活エネルギーの 50％をも盗ん

でいるのです。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

自然で有機的な環境を鉄の杖で統治して守る 

（自然で有機的な環境を）どうやって破壊するのでしょうか。

どうやって神様の自然で見えざる手を破壊するのでしょうか。傲

慢な地位を得た中央集権主義者やケインズ主義者、共産主

義者や社会主義者は国家権力を使って市場と人間の行動を

操りたいと考えます。検閲して武装解除し、特定の行動をする

ように強制したいのです。税金を払うように強制し、あなたから

盗んで非人道的なことをします。それは非人道的な干渉です。

連邦準備銀行がやっている通貨の操作もそうであり、不換通

貨自体が全く非人道的なものです。彼らが皆さんの生活の一

部を盗んでいるからです。 

この世には悪が存在し得ます。だからこそ、王国の統治を鉄の

杖による統治と定義しているのです。鉄の杖によって導きます。

鉄の杖の統治です。鉄の杖で治めて鉄の杖で保護します。サ

イコパスや殺人者が存在するからです。人口の 0.1~0.5%は

殺人者の可能性があります。人を殺したいと思っている人かも

知れません。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

自由と責任という小さなからし種 

神様の王国の国民はもはや奴隷や武器を取り上げられた無

力な人ではありません。力を持った王と王妃になりました。王国

を所有し、成功した帝国を所有しています。平和警察・平和

軍で訓練を受けています。子供にも鉄の杖で力を持たせます。 

人々に自由意思があって悪を選択するなら、５~10％のサイ

コパスは実際に殺人者となることを選択しますが、その人達は

即座に殺されるでしょう。全員が防衛術、隣人を保護する技

術の訓練を受けているからです。神様を愛し隣人を愛するとい

うことです。それは真の意味で有機的で自由なシステムです。

それはイエス様が土地と種の成長の話で説明されたことです。 

喩え話を見て下さい。小さなからし種は神様からの贈り物であ

る自由意思と責任です。その種を土地に蒔くのです。こちらを

見て下さい。「まかれると、成長してどんな野菜よりも大きくなり、

大きな枝を張り、その陰に空の鳥が宿るほどになる」 とあります。

キリストが自由と責任という小さな種を与えて土に蒔けば・・・。

しかし、木は同じように成長しないことを忘れないで下さい。以

前見た聖句の中で、あるものは 20、そして 60 や 100 とありま

す。種を蒔けば、それに干渉しない自然な流れで自然な圧力

を受け、自然で有機的なシステムが働いて種が花を咲かせ、

成長してどんな野菜よりも大きくなります。放っておいたら大きく

成長するというのです。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

機会平等・結果不平等 

マルコ 4:3-8 「聞きなさい、種まきが種をまきに出て行った。

まいているうちに、道ばたに落ちた種があった。すると、鳥がき

て食べてしまった。ほかの種は土の薄い石地に落ちた。そこは

土が深くないので、すぐ芽を出したが、日が上ると焼けて、根

がないために枯れてしまった。ほかの種はいばらの中に落ちた。

すると、いばらが伸びて、ふさいでしまったので、実を結ばな

かった。ほかの種は良い地に落ちた。そしてはえて、育って、ま

すます実を結び、三十倍、六十倍、百倍にもなった」。 

機会平等、結果不平等 

天一国は愛を中心とした国なので、事業を始めてからお客様

を大切に愛せば 30 倍にも 60 倍にも 100 倍にも出来ます。

皆が同じように 20 倍の果実を作るのではありません。皆さんの

会社のベーカリー、商品、テクノロジーでどれだけお客様を愛し

て助けてあげるかによって変わります。ある人達は 30 倍、ある

人達は 20 倍、60 倍、100 倍。自由意志でやることが平等

です。機会がすべて平等です。白人でも黒人でも、自分が成

功するための機会が同じです。なぜ結果は異なるのでしょう

か？人々によってどれだけ一生懸命お客様を愛し、幸せにして

彼らの人生を効率的にしてあげられたのかが異なります。一心

不乱でやれば皆さんの商品をもっと沢山買うようになります。そ

うして皆さんがお金持ちになります。ウィンウィンです。皆さんが

市場で一番良いものを作れば、皆さんが一番多くのお金を稼

ぎます。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

負けるので結果平等を要求する左派 

共産主義者は平等な機会ではなく、平等な結果をいつも望

みます。どうしてでしょうか？自由な人達と競争すれば負けるか

らです。いつも最下位だったからです。それで平等な結果を望

むのです。それは彼らが悪辣で反社会的な泥棒、怠け者だか

らです。他人の方がはるかに出来るのです。他人の成果を盗む

ので悪辣で反社会的であり、成熟していないので責任を取りた

くないのです。それで平等な結果を求めます。平等とは機会の

平等です。男女の関係なく、白人でも黒人でも東洋人でも関

係なく、市民を愛して沢山手伝ってあげる人が一番多く稼ぎま

す。それが愛のシステムです。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 
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機会平等は愛のシステム 

機会平等は愛のシステムです。天一国には最も質の良い携帯、

美味しいもの、レストラン、驚くようなショッピングセンターもある

でしょう。天一国には驚くようなコーヒーショップもあるでしょう。

驚くようなテクノロジーもあります。どうしてでしょうか？自由があ

るのでテクノロジーも驚くのです。驚くような銃もあるでしょう。す

べて神様の愛から来るので、解様の愛を代表して市民を愛し

た結果、そのように作られます。市民もウィンを受け、その会社

もウィンを受け、市民を第一に愛して考える人達がウィンを受け

てそのようになります。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

目的を持って事業を立ち上げる 

目的とビジョンを提供する 

若者達の中にはビジネスに打ち込みたいとか、お金を稼ぎたい

という人がいます。それは良いことです。成功を求めてウィンウィ

ンの関係を築き、相互の取引で利益を得るのは素晴らしいこと

です。 

ある起業家についての番組を見ました。会社を設立して非常

に成功した人です。ビジネスでの失敗要因の１つとして話して

いました。お金を稼ぎたいというだけでビジネスを始めると失敗す

るというのです。もっと大きな目的や使命を持つ必要があるとい

うのです。人を集めて彼らがそのビジネスを支援したいと思うよう

なものが必要だと。そのビジネスが特別なもので世界を変えるよ

うなものだと思わせるものです。それが影響を与え、喜んでお金

をそのビジネスに提供しようと思わせるのです。 

それだけではありませんが１つの要因です。お金を稼ぐためだけ

に始めることは出来ないというのです。そうしてもビジネスは成功

出来ません。仕入れも必要ですし、色々な人の協力も必要で

す。銀行からの借入も必要です。あれもこれも必要で、お客さ

んにも来てもらわなければなりません。製品だけでなく、自分自

身を売る必要があります。個人の事業主としてどのような使命

を持っているかということです。 

沢山お金を儲けた人が、やると失敗することを子供達に説明し

ていました。ただお金儲けのためだけにビジネスを始めたら失敗

するのだと。より大きな目的とビジョン、使命を持たなければなら

ず、人々にパワーをもたらすものがなければいけません。そのよう

なビジョンや使命があると嫌われることになるかも知れませんが、

構わないのです。なぜなら、嫌われても他に好きだと支持してく

れる人もいるからです。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

ブラックライフルコーヒー 

ブラックライフルコーヒーという退役軍人が所有するコーヒーの会

社があります。合衆国憲法修正第 2 条の熱烈な支持者です。

アメリカで作られた急成長しているコーヒーの会社です。スター

バックスに並ぼうとしています。スターバックスは 4 万人の不法移

民を雇っています。ブラックライフルコーヒーは４万人の退役軍

人を雇うと言っています。 

流行していてとてもかっこいいのですが、ロゴには AR-15 が入れ

られています。彼らには使命があります。左派には嫌われていま

す。CBS のモーニングショーでは、ブラックコーヒーの香りが好き

だからと言って肯定的なインタビューをしていました。 

リベラル派の流行りもの好きはスターバックスに行く人が多いで

す。その人達はブラックライフルコーヒーには行きません。保守派

の人は、もうスターバックスには行かないと言っています。反アメリ

カで反自由。同性愛結婚を支持しない客は追い出すと言って

いるので 「くたばっちまえ」 だと言っています。そしてブラックライ

フルコーヒーに行くと言っています。メニューの AK-47 コーヒーを

買うと言っています。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

信念に基づいて立ち上がる 

左派から嫌われていますが、彼らを好きなグループもいるのです。

なぜなら、彼らがポリティカルコレクトでないもののために立ち上

がったからです。勇敢で勇気のあることのために立ち上がったか

らです。退役軍人のために、そして合衆国憲法修正第 2 条を

守って自己防衛出来るようにするために。 

コーヒー業界の誰も受け入れないだろうと皆が言っていました。

「ロゴに AR-15 があるじゃないか」 と。「バリスタには見えない」  

と。それがアメリカで急成長している会社です。何を信じて良い

とか良くないとかと言われることに人々はうんざりしています。保

守派はナチスと同じだと言われることに。そうではなく、自由を支

持しているのです。これは若者が学ぶべき要素の１つです。ビ

ジネスを始めてお金を稼ぎたいのであれば、ただお金儲けをする

のではなく目的を持ったら良いのです。（鉄の杖の王国 11 

2018/4/1） 

事業を発展させる 

価値を提供すれば発展する 

社会主義や共産主義は Galaxy も iPhone も作っていませ

ん。iPhone があるととても効率が上がるでしょう。ひとつのデバ

イスに電話、時計、プランナー、カレンダー、電子メール、インタ

ーネット、コンピューター、カメラ、ビデオ、計算機、銀行、ライト、

ナビゲーション、このようなものが入っています。オーディオに録音

機、天気予報、辞書、本も読めます。翻訳機やクレジットカー

ドも出ます。人の効率を高めますが危険な部分もあります。 

このように多くの顧客の生活に恵沢を提供すれば、バンと大きく

なります。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

皆に合理的なビジネスの基準を設ける 

すべての人が地を所有します。共同で所有するのではありませ

ん。個人の資産。お互いの王国を尊重し合います。全ての人

は納税することなくビジネスを始められます。政府の馬鹿げたラ

イセンスなしに営利組織を始められます。基準はどうするのだと

言いますが、産業界が基準を作ります。 

ブルーブックは政府が作ったものではありません。産業界の人達

が作った基準であり、産業界のトップの人達が推奨します。知

識を与えてくれる馬鹿げたライセンスではありません。あらゆる産

業の人達が組織を作り、自分達が最高だと考える基準を作り

ます。そしてそのライセンスを得たら、それがそのまま自分の営業

の提案に役立つのです。国による強制的で非道義的な支配

から自由になります。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 
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土地を所有する 

真実の土地所有をする 

本当の土地の所有であれば、その王家と王冠と土地の境界

線を尊重せねばなりません。それを尊重せずに入ると罰が来ま

す。皆さん、エリザベス女王の家に乗り込んだらどうなりますか？

多分皆撃たれるでしょう。しかし悪い奴らが皆さんの土地に乗り

込んで来でも撃てないでしょう。なぜですか？サタンの王国で皆

さんは奴隷だからです。 

神様の王権、王国において、すべての王と王妃は互いの土地

を尊重せねばなりません。所有物を尊重し、力づくで盗んでは

いけません。人の所有物を使いたければ、ウィンウィンのパート

ナーシップを通して私もあなたも稼ぎ、一緒に市民を助けながら

所有物を大きくさせられます。強制はダメです。（鉄の杖の王

国６ 2018/2/27） 

王国の王として土地を守る 

皆さんは王と王妃として土地を所有し、土地所有の税金を解

放して銃器を所有しなければなりません。もちろん、今はサタン

世界だから出来ないですが、神様の王国が来たら、ロマ書

8:17 にある如く、すべての天一国、神様の王国の民がキリス

トの共同相続人として共同の王と王妃にならなければいけませ

ん。その言葉は私達がキリストという意味ではありませんが、キリ

ストを中心に神様の王国を守るのです。なぜなら、政府が土

地を守ろうとすれば更に土地を台無しにします。統計的に見れ

ば、土地を一番多く汚染させるのは天使長の政府です。（鉄

の杖の王国 19 2018/6/27） 

左派は勤勉な善人の土地の所有を最も嫌う 

皆さん、赤ちゃんが大きくなって大学の卒業証書をもらっても使

えないゴミです。トイレットペーパーです。ハーバードの卒業証書

は詐欺でトイレットペーパーです。共産主義にする洗脳教育で

す。延世大やソウル大のエリートが市民に最も願わないことは

何でしょうか。子供達が幼い頃から正直に働くことを学び、道

義的にお金を稼ぐことをお父さんとお母さんに学び、人々を助け

て顧客を幸せにしながらお金を稼ぐことを学び、自分の土地を

早くから所有すること。それをエリートが最も嫌います。（鉄の

杖の王国６ 2018/2/27） 

努力して若いうちに家を持つ 

ジョージア州からユジンユ会長が来られました。国会議員に出

馬しました。ユジンユ会長が 17 歳だった時、自分のアパートを

買ったそうです。17 歳の時に 8,000 ドルのアパートを買ったそ

うです。自分が高校生だった時、必死に働いて 8,000 ドルを

稼ぎ、初めて自分の家を買ったということです。若い人はそうし

なければいけません。 

完全な白人タウンだったので、東洋人はひとりしかいなかったそ

うです。それで 「目のない東洋人」「魚の目野郎」 そんな風に

呼ばれたそうです。お互いに悪口を言いながら親しくなり、アメリ

カンフットボールも野球も色々したそうです。米軍にも警察にも

行ったそうです。詐欺師ではありません。政治家は元々詐欺師

ですが、この人は幼い頃から一生懸命暮らしました。 

なぜ 40 や 50 歳になってから土地を所有するのですか？それ

ではあまりにも遅いです。実際は土地の所有でもありません。

借りたお金だから返さなければなりません。返した時は 80 や

90 歳になり、やっとその家が自分のものになったのに、死んだ後

は法的に政府のものになります。これは詐欺です。（鉄の杖の

王国６ 2018/2/27） 

王国では 17 歳までに土地を所有する 

天一国では若い人達が幼い頃からお金を稼ぐことを知り、良い

品と良い事業、良いアイデアを通して他の人達に喜びを与え、

顧客に仕えることを学びます。その誠実な授受作用を通じてお

金を貯め、何が資産かを学んでいるので、15~17 歳で土地を

所有する主人になります。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

心の貧しい人が土地を相続する 

いつも虐げられている善人で、上流階級でもエリートでもなく、

課税されて飼育されている特権階級の奴隷について話してい

ます。心が貧しい人です。謙虚ですが虐げられ、従属させられ

た人です。資産だけではなく、世界の土地を相続する神様の

国の人々について話しています。政府は土地を相続しません。

相続するのは地球に住む人々です。彼らは土地を汚さないか

らです。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

環境を汚染する連邦政府 

米国で最も環境を汚染させているのは連邦政府です。すべて

の原子力発電所を運営しており、周囲を汚染しています。彼

ら自身の基準に照らし合わせても、環境を最も汚染しています。 

あなたは豚に水をやる穴を掘りたいので、連邦政府があなたを

身動き出来なくします。その間も、老朽化して制御不能になっ

た発電所から数千トンの放射性物質が環境に注がれています。

まったく狂気の沙汰です。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

所有して保護する 

人々が土地を所有するとその土地の面倒を見ます。アフリカの

ケニアでは絶滅危惧種であるアフリカゾウの所有を許可しました。

ゾウの個体数は減少したでしょうか、それとも増加したでしょう

か？増加しました。彼らはゾウを所有したのでその世話をしまし

た。ゾウを殺そうとした密猟者を撃ったので殺されずに済みまし

た。彼らはゾウを守って再生させました。良い牛乳など、必要な

ものは何でも与えて資産を再生し、保護しました。（鉄の杖の

王国 10 2018/3/25） 

国民が権力を持てば国は繁栄する 

政府は言ったのです。この貧しい黒人のアフリカ人は決して管

理出来ない、すべて滅ぼしてしまうと。 

彼らは地球上で最も人種差別的な人間のくずです。権力を

持てば、アフリカ人は容易に人口を管理します。問題は、中央

集権の政府、左派の政府を上に置かれることです。完全に腐

敗し切って、国際銀行家やダイヤモンドのデビアスグループに売

り払われてしまいました。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

左派の中央集権が繁栄を阻害する 

今、中国共産党が入ってすべての土地を買収しています。とて
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も問題です。アフリカ人は自分の土地で主権を持つことが出来

ません。中央政府の権力による制限から逃れることが出来ませ

ん。地方レベルであっても、自身のルールや規制を設けて、実

行したり取り締ったりすることが出来ません。それで彼らは貧しい

ままです。彼らは自由な取引が許されていません。すべては政

府の助成金や認可などを得てしなければいけません。するとどう

なるでしょうか？ウィンウィンを作って共に繁栄しようとする自由

な運動が妨げられます。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

政府に委ねず自分で隣人を助ける 

ルカ 10:29-37 すると彼は自分の立場を弁護しようと思っ

て、イエスに言った、「では、わたしの隣り人とはだれのことで

すか」。イエスが答えて言われた、「ある人がエルサレムからエ

リコに下って行く途中、強盗どもが彼を襲い、その着物をはぎ

取り、傷を負わせ、半殺しにしたまま、逃げ去った。するとたま

たま、ひとりの祭司がその道を下ってきたが、この人を見ると、

向こう側を通って行った。同様に、レビ人もこの場所にさしか

かってきたが、彼を見ると向こう側を通って行った。ところが、

あるサマリヤ人が旅をしてこの人のところを通りかかり、彼を

見て気の毒に思い、近寄ってきてその傷にオリブ油とぶどう酒

とを注いでほうたいをしてやり、自分の家畜に乗せ、宿屋に連

れて行って介抱した。翌日、デナリ二つを取り出して宿屋の主

人に手渡し、『この人を見てやってください。費用がよけいに

かかったら、帰りがけに、わたしが支払います』と言った。この

三人のうち、だれが強盗に襲われた人の隣り人になったと思

うか」。彼が言った、「その人に慈悲深い行いをした人です」。

そこでイエスは言われた、「あなたも行って同じようにしなさ

い」。 

人を助けるのは私達一人ひとりの役割 

イエス様は 「中央集権の政府に行って政治家に投票させなさ

い」 と言ったでしょうか。「お金を盗んでいながら良い事をしてい

るふりをもっとするように」 と言ったでしょうか。違います。「あなた

も行って同じようにしなさい」 と言われました。憐れみを委ねる

ことを止め、代わりにやってやろうと勧める政治家にそれを与え

るのを止めなさいということです。あなたがやりなさいという事です。

善行を行う責任は私達自身にあります。私達が隣人を愛しま

す。政府には委ねません。自分達で隣人を助けに行きます。

進んで隣人のために戦います。個人の責任です。政府によるも

のではなくあなたによるものです。 

テレビやインターネットを見てビデオゲームをやって何もしていない

のに、自分が支持して投票した政府が代わりにやるので、自分

は人助けをしていると良い気分になってはいけません。それは偽

物です。人を助けに行くのはあなたです。キリストの心情を持っ

て行くのはあなたの役割です。 

戦場の第一線で戦わなければならない人達のことを考えてみ

て下さい。この人達は戦争で戦い、手当てをして子供達を救

わなければなりません。店に置いていて、私も携帯している止

血帯があります。RATS 止血帯は足や腕を吹き飛ばされた子

供達を助けるために作られたのです。子供の小さな手足を止

血するためのものです。狂った石油戦争で吹き飛ばされた人を、

特に子供を救うために作られたものです。（鉄の杖の王国 21 

2018/7/22） 

福祉が慈悲の行為を奪って税金を食い尽くす 

イエス様は私達に個人の責任を持つように訴えています。政府

を通して力ずくにやることで称賛されるとは決して言っていません。

全く称賛に値しない事です。称賛とは逆の評価を受けます。悪

と非道義に加担することになるからです。「この政治家を支持す

る。私は投票したので良い行いをしたという立場にある」 それ

では何にもなりません。その愚かな人に協力して５千万人から

奪い取っただけです。 

政府の福祉の 76％の資産が食い物にされています。76％は

官僚と事務職によって食い尽くされています。貧しい人の所に

行きません。支援を必要とする人には 24％しか行きません。も

っとうまく出来るはずです。憐れみは自分で主管出来ます。良

い行いは自分で主管出来ます。それであなたが救われるという

意味ではありません。しかし政府は良い行いを自分の手柄にし

ています。人々から慈悲の行為を奪っています。 

福祉はキリスト教会が全て行っていました。助けが必要な人は

教会に来ました。教会は彼らに教え、神様のみ言を伝えていま

した。「あなたの悪い行いを改めなさい」 と。「あなたを助けたい

し愛したいです。あなたを追い返したりしませんが責任を持って

下さい」 と。自分の決定と行動が自分の運命を決めます。

（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

責任分担 5％を力として責任を持つ 

５％の責任分担があるとはどういう意味でしょうか。力があると

いうことです。責任があるというのは力があるという意味です。運

命を変える力、人生を変える力、サタンの言うことを変える力、

未来を変える力です。重荷という事ではありません。それは力

なのです。重荷だと言うのはサタンです。 

ですから、私達がいつも勧めるのは武器を持って訓練を受けな

さいということです。自分の責任を持ちなさい。それは力です。

文明を、文化を変える手伝いをしています。社会を変え、世界

を変える手伝いをしています。なぜなら、あなたがルカ 10 章の

人、ヨハネ 15 章の人になるという実存的な決断を下している

からです。強く勇気を持ち、箴言 28 にあるようなライオンになる

という実存的な約束をしています。「神に逆らう者は追う者もな

いのに逃げる。神に従う人は若獅子のように自信がある」 です。

責任が力となります。自分の人生、社会、文明を形成する力

です。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

信教の自由がある王国 

信仰を強いない天一国 

すべての内容は神様から来ます。神様の憲法が驚くほど自由

な国を作ります。その自由憲法を見れば、文鮮明総裁、再臨

主、万王の王、キリストを中心としてすべての愛と祝福が降りて

来ます。天一国の民であれば、それを習わないことはありません。

成約時代のキリスト教徒ではなくても、文化的に成約時代の
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キリスト教徒になります。 

天一国にも信教の自由があります。それでイスラム教の人もい

るかも知れませんし、無神論者もいるかも知れません。しかし、

自分でも気付かないうちに文化的に成約時代のキリスト教徒

になります。そして自分のアイデンティティを持って国を愛して仕

えていれば、お父様から自由と愛の祝福が降りて来るのでその

方を愛するしかありません。世界のすべての歴史の中で一番驚

くような自由と平和の世界を作るからです。（鉄の杖の王国 8 

2018/3/14） 

信教の自由がある王国 

神様は私達に信じることを強制しません。道が敷かれていて、

そこで神様を探しに行くようなものです。神様は信教の自由を

認めています。様々な宗教を探求しても良いのです。しかし、

最終的にはその道を通ってご自身にたどり着いて欲しいと願って

います。キリスト教の王国では信じることを強制されません。

（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

自由に議論出来る王国 

憲法で明白なのは、これがキリストから生まれたものであり、キリ

スト教の価値観を中心としていますが、それでも信教の自由が

あることです。また財産権、自由、安全といったものすべてがこ

のキリスト教王国によるものです。それでもまだ、人々が神様を

探求するチャンスがあります。マルクスの本を読み、毛沢東のよ

うな最大の虐殺者、狂人の本を読むことも出来ます。彼らの

本を焼き捨てることはありません。インターネットの検閲もしませ

ん。なぜなら、インターネットが自由で、討論や論争が出来れば

共産主義者が必ず負けるからです。そのため、彼らはいつも検

閲を行い、反対意見をすべて弾圧して破壊し、マスコミを支配

して教育を支配しようとします。もし討論するのなら証拠を示さ

なければならないからです。毎回この世の地獄を作ったというこ

とです。白人でも黒人でも、アジア人でも関係ありません。しか

し神様の王国は正反対です。全く異なる場所であり、全く異な

る文化です。全く異なる知識と能力を持ちます。悪にとっては

最悪のところです。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

４-５ 抑制と均衡の王国 

天一国憲法がもたらす抑制と均衡 

銃器と神の国の憲法が必須 

イランを考えてみましょう。もしイランが修正第２条（国民の武

装権）を持っていたとしたら、ムッラー（イスラム教師）たちが

あのような支配を続けられると思いますか。絶対に無理です。イ

ラン国民が反乱を起こしたでしょう。１か月前にそのような動き

があった時、直ちに殺されました。武装していないからです。 

北朝鮮ではどうでしょう。アジア人は自由のため立ち上がること

は無理なのでしょうか。古い人種差別の白人至上主義者にな

らないでください。もし北朝鮮国民が修正第２条を持っていた

ら、金王朝は絶対に存続出来なかったでしょう。あり得ません。 

だからといって人々が自由主義、自由社会を志向するとは限り

ません。堕落した悪なる志向性、中央集権、権力独占を願う

志向性があるからです。だからこそ、その種の動きを封じるため

に神様のみ言が必要です。神の国の憲法が必要です。人間に

その堕落性を自覚させるために、神様を信じるために、それらは

必要です。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

王国の核心的命題は警察と軍事力の分散 

王国の核心的な命題のひとつは警察と軍事力の分散です。つ

まり、その領土を持つ王や王妃である国民一人ひとりが警察や

軍になることです。その国民が互いにウィンウィンの関係で協力

します。ああ、そんなことをしたらソマリアのように国が崩壊する、

リビヤのようになる。左派は決まってこう言います。本当にそうで

しょうか。それが、アメリカが崩壊する方法です。私達は皆武装

しています。たとえ政府が道を外れても、国民は自由に、安全

に協力し合えます。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

神様の王国が政治サタン主義に取って代わる 

（サタンの体制は）滅びて別の独裁的な中央集権体制に変

わるのではありません。そうなれば必ず文字通りサタン主義に戻

ってしまいます。そうではなく、キリストの共同相続人である王と

王妃によって取って代わられます。神様の王国でキリスト共に、

その王権で立ち上がる人達です。 

彼らは地を受け継ぎ所有しますが、政府は資産を所有するこ

とが出来ません。彼らは王の権利を持ち、領地と資産に対する

権利を持ちます。課税から自由です。また、武装する自由を持

ちます。連邦の官僚制度に支配された中央集権化した軍隊

や警察だけでは非常に危険だからです。市民も危険な存在に

なれなければいけません。人類に対する地上地獄を成立させ

るためにサイコパスやソシオパスが権力を集中化しようとすれば、

人々が必ず反撃出来るようにします。抑圧される人々の手に

常に力の脅威があります。 

ですから、イエス様はマタイ５章で 「心の貧しいものは幸いであ

る。彼らは御国を受け継ぐだろう」 と言われました。それはただ

自分の家族を養いたいと願う、サイコパスでもソシオパスでもな

い普通の人達だからです。生活を営んで善良であろうとし、他

人の生活を支配しようとしない人達です。そのような人達は絶

えず支配されてきました。なぜなら、彼らは狂っていないからで

す。力の損失がないからです。人を支配し、あなたの出来ること

はこれだと言ったり、こんな風に子供を育てるべきだと言ったり、

家庭を破壊することに快感を覚えることがないからです。絶えず

抑圧され、踏みつけられていた心の貧しい人。彼らが神様の王

国を引き継ぎます。神様の王国では狼達は成功できません。

（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

自由意志があっても悪が育たない王国 

イエス様は警告しています。王国においても悪が存在する可能

性があると。裏切りの可能性があると。なぜかというと、私達に

は自由意思があるからです。神様は今日も昨日も永遠に同じ

です。神様の王国でも自由意思があります。ロボットの王国を

作ろうとしていません。それはエリート主義者が望むものであり、

神様が望むのは真の愛で人と関わり合うことです。愛を往復さ

せたいのです。それには自由意志で契約する人が必要です。
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神様を愛することを選択する自由な人が必要です。そうするよ

うにプログラムされて自動化されるのではありません。神様の王

国には自由意思があるので、常に悪が存在し得ます。 

しかし、これまでの歴史のどの時代とも異なります。これまでの

歴史では、悪が転移して群れを成し、中央集権政府を作って

非人道的に権力を行使出来たからです。それは再分配という

壮大な仕組みで強制的に人々から盗むことです。貧しい人を

救うと言いながら引き抜いて自分のものにします。そして階層を

もっと沢山作っています。共産主義国を見てみれば、どの国で

も同じ結果が出ています。歴史上何度も繰り返し経験してき

た邪悪なことです。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

悪を回避・制圧する王国 

神様の王国でも自由意思を持っているので、悪を選ぶことがあ

ります。全てではありません。ごく一部の少数の人達です。なぜ

かと言えば、社会全体が悪を行わないことを奨励するからです。

GDP の 10％を超えて課税する中央政府はありません。中央

集権化した警察や軍隊もありません。国民が市民軍であり、

警察です。神様を愛し、隣人を愛し、また隣人を守ることが王

国における私達の責任に含まれています。平和軍・平和警察

を理解した生活様式を持つのです。誰かが他人に対して致命

的な武力を使って悪を行おうとしても、全員がその脅威を直ち

に制圧出来るように訓練されています。（鉄の杖の王国 13 

2018/4/22） 

政府による規制がギャングを生む 

政府は規制しません。政府がすると禁酒法の時と同じように闇

市場を作ります。アル・カポネは地下で酒を造り、千ドルで売り

ました。他ではワインを買えないからです。彼がお金を稼ぐので

若者は彼のようになりたいと思いました。そしてギャングができて

ギャングによる暴力が起きます。麻薬も同じように危険なもので、

代替される状況になります。 

禁酒法を止めたらどうなったでしょうか。市民が責任を持つこと

になりました。それで、アル・カポネは商売が出来なくなりました。

ドラッグストアで５ドルや 10 ドルでワインが買えるからです。もう

千ドルでは売れないのです。ギャングは商売が出来なくなり、資

金供給が絶たれました。 

しかし、それでも CIA がアフガニスタンでヘロイン取引を運営す

るのを抑えられません。8 千億ドル規模の産業です。ディープス

テートの麻薬取引が抑えられないのです。それで政治家はオピ

オイド危機を口にします。（鉄の杖の王国13 2018/4/22） 

本当の解決策は家族と強い自分 

本当の解決策は、強い家族を作り、父と母が家庭にいて子供

と会話することです。そして早くから平和軍・平和警察の訓練

を行い、ブラジリアン柔術や総合格闘技の訓練を行うのです。

そうして体を大切にする理由や適切な栄養や運動について理

解します。 

何度も紹介しましたが、皆さんはポルトガルでのことを知ってい

ますね。ポルトガルでは麻薬を非犯罪化しました。国民が責任

をもって選択しなければなりません。タバコと同じような規制をし

て死ぬ可能性があるというラベルを張りました。食べたら死ぬ可

能性があり、幻覚を起こす可能性があり、殺人を起こす傾向

が高まると。それでポルトガルの麻薬中毒率は上がったでしょう

か。いいえ、下がりました。既に中毒になっている人達は引き続

き中毒になっていますが、上昇しませんでした。 

アメリカの麻薬の専門家は、ポルトガルがそうすれば皆ヘロイン

や麻薬に依存するだろうと全員が言っていました。10 年後そう

ならなかったのです。フォーブスに記事が出て、私もそれを何度

も見せてきました。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

抑制と均衡の王国 

人が自由と責任を持つ時、死にたいと思う人は殆どいません。

死にたいと思う人も中にはいますが、殆どの人は死にたいとは思

いません。また教会や家族、親の教育を十分に理解し、なぜそ

うすべきでないのかを理解します。また、インターネットなどに教

育材料があれば、なぜ麻薬のようなものが悪いのか、人は判断

出来ます。本質的に自殺傾向ではないからです。本質的には

サイコパスではないからです。 

ですから、神様の王国でも同じです。自由と責任が問題となり

ます。道義的、人道的な行いを強化するのは家族です。それ

を強化して支援するのは教会です。なぜなら、連邦の管理下

での社会保障制度は違法だからです。教会や国民が非営利

組織を立ち上げ、支援事業や貧困救済、献血といったことを

行います。そして良い行いをする人達の功績となります。政府

の政治家の手柄となるのではありません。 

政治家は国の権力を使って非道義的に国民から盗む時、平

等主義を約束します。もちろん、それはサタン的なことです。 

王国には最大限の自由があります。しかし責任もあります。社

会の至る所に、上から下まで 「抑制と均衡」 があります。

（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

非中央集権的な社会とキリスト教が豊かになる 

キリスト教が機能していて政治的にプロテスタントになる時、そ

れがキリスト教の最善の形態である事実を左派は憎みます。そ

れが信仰の分権化です。中央集権的な組織ではなく、すべて

を統治する中央集権的な宗教ではありません。私達が自分

自身で聖書を学び、一人ひとりがイエス様と繋がる分権化され

た信仰です。 

マグナ・カルタ（自由の大憲章）と合わさったプロテスタントキリ

スト教の分権化された性質、また銃器を所持する権利などが、

最も豊かで自由な社会を生み出しました。もちろん、そこに奴

隷制度という罪がありました。それでアメリカは崩壊に向かってい

るのです。奴隷制の罪がありました。それは罪でした。疑問の余

地はありません。神様の王国で奴隷制は決して許されません。

（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

４-６ 鉄の杖による統治 

バルカン砲を作られたお父様 

ピース・アイス釣りパーティーに行ったのですが、素晴らしかったで

す。企業経営者や銀行家など、この地域の名士達が一緒に

参加していました。２年前はブラウン知事も参加しました。ポー

ル・マンゴーがパーティーアイス釣りパーティーに来ていました。招
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待客だけです。彼は國進兄さんと私を毎年招待してくれていま

す。そこで素晴らしい仲間に会いました。ちょっと会話を始める

だけでその人達は納得します。 

お父様が、韓国で最初の銃の会社の一つを作ったということを

知らない人が沢山いました。バルカン砲を作っていたことを知り

ませんでした。韓国軍のために戦車の部品、飛行機部品を製

造していたことも。それで 「ああ、君達息子が銃を好きなのも

当然だ」 と言うのです。彼らはその歴史を知るようになり、お父

様が何を支持していたかを知るようになりました。もちろん、ワシ

ントタイムズのことは知っていますが、なぜお父様がそれほど保

守的なのかは知らないのです。国連がアメリカに（韓国動乱を）

主導させ、強制収容所から彼を解放したのだと。そういったこと

を話しました。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

鉄の杖で統治する 

鉄の杖による統治が平和を守る唯一の方法 

では愛の神様がどうやって鉄の杖の統治をするのでしょうか。そ

れは非常に独裁的なことのように思えますが、同時にそこには

主権や正義、慈悲といったものがあり、善の中心であって不正

は罰せられます。王国について聖書に書かれているのはそういっ

たことなのです。 

それらが得られるのは、王冠の王の主権と武器を持つ権利を

持ち、鉄の杖を持つ時だけです。それが唯一の方法です。平

和を成し遂げ、守れるようになるには、そして共産主義者や社

会主義者が銃を規制する地域における爆発的な犯罪発生

率を減らすには他に道がありません。（鉄の杖の王国４ 

2018/2/11） 

銃器所有のためにキリスト教文化が重要 

市民には何と言っているでしょうか。軸が必要だというのです。

１人では立つことはできません。神様の前には罪人なのです。

おかしな形で消えてしまう可能性もあります。銃を持ったイスラ

ム過激主義者は問題です。思想、文化は銃を適切に所有す

るために重要です。キリスト教文化。神を愛し隣人を愛するキ

リストの文化を受け入れる子供のように。重要なことです。です

から天一国憲法において、キリスト教の聖書の原則にもとづく

文化が明確にされています。それを神様の王国の憲法から分

離出来ません。それはキリスト教の道徳と、神様を愛し隣人を

愛するという命令にもとづいています。更には自己防衛の権利

を行使出来ます。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

善人が鉄の杖で統治する千年王国 

千年王国では武力使用の支配権が逆になっています。善なる

人々に鉄の杖の武力使用の支配権があります。中央集権の

政治サタン主義者のものではありません。それはとても大きな違

いです。それゆえ、世界は千年の間平和です。だからこそ主権

と力があります。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

キリストと共に破壊的な鉄の杖で統治する 

我々は、鉄の杖による統治について、神様がどのように説明し

ているのかが分かっているだけでなく、鉄の杖が火の力によって

特徴付けられていることを知っています。火の力を持っているの

です。非常に強力で器を砕くことができ、火の力で悪を焼き尽く

すのです。 

ですから、鉄の杖が背中をかくためのマッサージ棒ではないこと

が分かります。財布やバッグに結び付けるような装備品ではな

いのです。それは破壊的な力を持つものです。 

しかし同時に、キリスト自身がそれを所有するだけでなく、ロマ

書 8:17 のように、その共同相続人もそれを所有することを

我々は知っています。キリストと共に苦労するだけでなく、その

栄光を継承するのです。そして黙示録２章と詩編２編の両

方にあるように、勝利する人々、その御心を行って父の仕事を

行う者が相続し、鉄の杖で国を治めます。 

聖句を見れば、明らかにキリストご自身が鉄の杖で治めるので

すが、同時にその共同相続人も鉄の杖を持ちます。私が作り

上げたものではありません。それはキリストの肢体です。（鉄の

杖の王国７ 2018/3/4） 

火のパワーでゴク・マゴクに勝つ 

千年後にその邪悪な勢力が再び結集した時、黙示録 20 章

で神様はどうされますか？火を送ります。空から火を送って彼ら

を焼いてしまいます。鉄のパワーは火のパワーです。鉄の杖は

鉄の杖ですが、その中にある火が発生する爆発のエネルギーで

弾丸をピュンと出します。それで銃を撃つ時に火が出ますね。

前からパンと火が出るでしょう。その龍の口がパッと唾を吐くよう

に火を送るのです。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

銃でやくざや詐欺師を退ける 

ポイマイノです。万国を鉄の杖で治める神様の王権は、暴君

的に治めるのではなく、神様の王国の相続者達と一緒に羊飼

いの保護をするのです。すべての神様の民が王冠と土地の所

有者、主人になり、王国と自分の土地を守る銃を所持した時、

詐欺師の奴らは勝利出来なくなります。 

マフィアの詐欺師が可愛いお婆さんを性暴行しようとしても、お

金を盗もうとしても、お婆さんが鉄の杖を取り出して 「退け、私

はお前の審判者だ」 となります。悪い奴らはやり遂げられませ

ん。女性達に性暴行出来ないし、やろうとすればすぐに甚大な

罰が来ます。 

お婆さんが市場で花屋をしていて悪い奴らが来てお金を出せと

言えば、お婆さんが 「じゃあ先に花を受け取って下さい」 と言

って銃を撃ちます。鉄の杖が小さく弱いお婆さんをライオンよりも

恐ろしくします。間抜けな詐欺師はビクとも動けずに自分の罰

を受けます。 

やくざ達が悪い奴らと組んで嘘を言い、力づくに人々の土地を

盗めば奴らが罰を受けます。早く瞬間的に罰を受けるので、そ

れを見てやくざの友達は 「少し正直な仕事を探してみよう」 と

なるしかないのです。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

土地を奪った者を審判する 

マタイ 21 章に入りましょう。皆さん覚えていますか？ある葡萄

園を持っている主人がいますが、その葡萄園の管理者達を立

てています。管理してワインを作らせるのですが、その主人は果

実とワインを持って来させようと奴隷を送ります。しかし、奴隷が
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行っても土地の管理者達がくれません。そしてその奴隷を殺し

てしまいます。覚えているでしょう？そして、主人がまた奴隷を

送りましたが、また管理者が殺してしまいます。それで自分の息

子まで送ります。私の息子は殺さないだろうと考えて後継者、

相続者を送ります。主人はその管理者達に土地の管理責任

を与えましたが、彼らはその土地を盗んだのです。家庭詐欺連

合のように。そして息子が来た時にどうしましたか？息子も殺し

ました。40 節に行きましょう。 

マタイ 21:40 このぶどう園の主人が帰ってきたら、この農夫

たちをどうするだろうか」。彼らはイエスに言った、「悪人どもを、

皆殺しにして、季節ごとに収穫を納めるほかの農夫たちに、

そのぶどう園を貸し与えるでしょう」。 

その主人が戻ってきた時にどうするでしょうか。皆殺しにします。

そうですね。その農夫達、管理者達を殺してしまいます。審判

することになります。市民達が銃器を所持すれば、悪い奴らは

何も出来ません。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

善人が銃を携帯すると悪事が激減する 

合法的に他人に露出せずに拳銃を携帯すると、それが凶悪犯

罪に及ぼす影響は分かりますか？市民が鉄の杖を持ち歩いた

場合です。グラフを見てみましょう。10 万人当たりの殺人率で

す。銃器を所持する前の殺人率は約 400 人、10 万人当た

り 400 人です。この高さです。しかし、善良な市民が銃器所

持の許可を受けると、その殺人率がピーと放物線のように落ち

ます。自分が死ぬ可能性があれば、やくざ達も活動出来ませ

ん。悪いことをすれば自分が死ぬのでやろうとしません。 

次のグラフは銃器所持の免許を持っている人の割合に対する

人口 10 万人当たりの殺人率です。銃の所持免許が増えれ

ば増えるほど殺人率が下がります。なぜでしょうか？悪い奴らは、

小さな娘であろうと、お婆さんであろうと、誰であろうと恐れるの

です。その女性のハンドバックを奪おうとすればさっと鉄の杖が出

て来るからです。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

善人が安全に事業をしてレジャーを楽しむ 

米国には免許証が無くても銃器所持出来る州が 14 か 19 あ

ります。その州では免許証なしに銃器を所持出来ます。この銃

器の所持率が上がれば上がるほど暴力犯罪が減ります。左派

の奴らはこのような証拠が出るので科学が嫌いです。 

善良な人に鉄の杖の権限があれば、悪い奴らは何も出来ませ

ん。悪人が悪事を働けば死んでいなくなるので、善良な人達は

安全で平和に事業をしてお金を稼ぎ、映画を見に行って子供

達と登山に行きます。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

武装教師が子供を救う 

立法者達は動いています。武装した教師がフロリダのケースに

対処すればどうなるかを。ノースカロライナでは警察が学校関係

者の武装と訓練をする法案を検討しています。アラバマも同様

に、公立学校教師と学校関係者が銃の訓練を受けて、携行

することを支援する計画です。コロラドのコロンバインでは、銃事

件の後、教師が撃たれないように対処しています。 

国内のこのような武装教師の動きは子供達を守る方向に向か

っています。GOA が言うように、81%の警官が教師の初動に

賛成しています。警察との取り決めが必要です。警察が来るま

でには最短で 15 分です。フロリダの事件は６分で終わりました。

たまたま警察が学校の前をパトロールしていても、建物に入る

には５分はかかるでしょう。屈強なフットボールのコーチが子供

達を守りましたが、撃たれて亡くなりました。トランプの支持者で

した。彼が銃で反撃していたら状況は変わっていました。６分

では終わらなかったでしょう。男女の教師達が反撃したら違って

いたでしょう。時間を稼いで警官が来て子供達を保護したでし

ょう。私はこのような事件の再発を防止するために、全教師が

コンシールド・キャリー（他の人に見えないように銃を携帯する

こと）ホルダーを携行できるような法案を推進する予定です。

これは合法的な権利です。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

学校で銃器の訓練を行う 

これはニューメキシコにあるキリスト教学校の話です。その学校

は夫婦で運営されており、その夫は引退した州兵です。学校に

は約 250 人の生徒と 20 人の教師がおり、少なくとも 5 台の

拳銃が弾丸を装填した上で隠して所持されています。教育長

（夫）と校長（妻）は学校の教師やスタッフのために隠して

所持することの有効性を信じています。妻は拳銃にも精通して

います。教師全員が銃器の使用について厳しい訓練を受けて

います。彼らは武装してドアのところにいます。 

牧師でもある教育長は偽のライフルを持って入ります。子供達

はその間に隠れます。子供達は好奇心で動いたり、話したり、

頭を出したりしないように教えられています。学校は創立してか

ら 12 年になります。学生も拳銃とライフルの両方の使い方を

含め、護身術の訓練を受けており、生徒達は安全を感じると

言います。生徒達は自分自身を守る方法を学びます。生徒

達はすべての学校でも行うべきだと考えています。彼らは明らか

に憲法修正第２条を信じています。（鉄の杖の王国 10 

2018/3/25） 

邪悪な狂気は倒すしかない 

精神病やイデオロギー上の理由により、タイ南部で起きたイスラ

ム過激派による学校への攻撃の現実味が増しています。イスラ

エルで教師の武装を許可したのはそのためです。タイでもそうで

す。アジアの人々も反撃出来ます。教師の武装を許可します。 

アメリカの私立学校などでは、そのような邪悪な狂気を止めるに

は犯人を倒すしかない現実に直面しています。話をしたり、テー

ブルの下に隠れたりしないと、犯人はフロリダ州パークランドでし

たように来るでしょう。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

鉄の杖で邪悪な者を処罰する 

イエス様が再臨されると力の限界が変化します。鉄の杖が善

良な人々に与えられます。邪悪な人は、その地方の人によって

直ちに処断されます。政府は土地を所有しません。人々が土

地を相続します。彼らが主権者であり所有者です。しかし、ま

だ悪は残ります。自由意志があるので潜在的な悪があります。

自由意志がある限り、神様を愛する人々と神様を憎む人々が

います。神様に従わないことを選択する人々が常に存在します。

悪を行うことを選択する人々もいます。しかし、力のバランスは

完全に変化しています。力のバランスは人々の手に委ねられて
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います。悪で邪悪な者、犯罪者、狂気の者達は、善良な

人々によって極めて迅速に、そしてきわめて厳しく処罰されます。

（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

鉄の杖による抑制 

詩篇2:8-9 わたしに求めよ、わたしはもろもろの国を嗣業と

しておまえに与え、地のはてまでもおまえの所有として与える。

おまえは鉄のつえをもって彼らを打ち破り、陶工の作る器物

のように彼らを打ち砕くであろう」と。 

互いに殺せるという抑制 

国を相続として与えようと言うのです。ですから道徳がとても大

切です。「地のはて」 が神の人によって所有されるようになる時、

それは神様の霊、神様の道徳によって支配されなければいけま

せん。 

私は一緒に訓練する 「忍者 NINJA」 達に常々言うことがあ

ります。いつでもあなたを殺せる人が一緒にいることは恵みだと

いうことです。あなたをチェック出来る人がいるのは祝福です。こ

こで学んだことを無責任に使おうとすれば、他の忍者があなたを

殺せるということです。何か馬鹿なことをして傷つけたり、学んだ

致命的な方法で誰かを脅したりすれば・・・。 

相互抑制と均衡を持つこと、自分を殺せる人がいることは重要

です。奇妙に聞こえますが、実際その通りです。民兵が重要な

のはそういうことです。すべての人がお互いに殺し合う能力を持

つのです。人は生きたいので殺し合いません。感情的にではな

く、法的に論理的に区別しようとします。なぜかと言えば、感情

的な解決は争いに繋がり、最終的に死に至るからです。結果

は非常に重大ですが、それに感謝すべきです。自分だけではな

く、本当に人間を愛しているのであれば、自分を殺せる人がい

ることを感謝します。そのために抑制されるからです。公立学校

ではこのようなことを教えてもらえません。大学でも教わりません。

ですから、責任感のある銃器所有者が他にいることに感謝する

のです。文字通り、お互いの命を握らせているのです。 

全ての市民が鉄の杖を持つことが、あらゆる社会で最大の相

互抑制と均衡となります。邪悪で致命的なことをすれば捕まっ

て死ぬのです。（鉄の杖の王国２ 2018/1/7） 

信仰観や意見が合わなくても愛し合う 

すべての市民にパワーがあります。ですから、皆さんが悪くなると、

他の女王や王達と戦争して皆さんは死にます。お互いに尊敬

する文化、お互いに保護する文化、神様を愛して隣人を愛す

る文化です。お互いに愛して保護する文化なので、意見が通

じなくても私達はお互いの人権を守ります。 

私達の信仰観や意見が通じなくても大丈夫です。殺し合いま

せん。意見が合わなくても私達はお互いに保護します。なぜで

しょうか。神様を愛して隣人を愛する平和軍・平和警察のモッ

トー、より大きな愛の文化があるので、意見が通じなくてもより

大きな愛の道義の下で生きるからです。キリストを中心とした神

様の命令に従う文化。神様を愛して隣人を愛する社会、そん

な道義の世界で私達はお互いに尊敬します。王と王妃として

お互いに保護します。なぜなら、お互いに実体的なもの凄いパ

ワーがあるので。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

鉄の杖の意義 

出自が問われる鉄の杖 

天一国の公式ライフルは AR15 です。ご存知のように、AK は

同レベルのパワーがあるので許可していますが、共産主義下の

ソ連での歴史があります。その霊的誕生がそれほど良くありませ

ん。ユダヤ・キリスト教の価値観を持ってアメリカで作られた AR

は軍隊で使用され、韓国を解放して北朝鮮の死の収容所か

らお父様を解放しました。たとえ彼らがお父様を解放するために

その銃を使用しなかったとしても、同じ軍隊から来たものです。 

第二次世界大戦の終わりには、M1 Garand（米国の半自

動小銃）でした。お父様は米国の M1 Garand で解放され

ましたが、その後すぐに AR は M16 になりました。ポイントは、そ

れがどこから来たのか、出自がとても重要だということです。それ

がどの文化、文明に起源とするのかということです。絶頂にあっ

たソビエト帝国とスターリンの全体主義か、世界の自由のため

に戦おうとしていたアメリカ軍か、大きな違いがあります。（鉄の

杖の王国５ 2018/2/18） 

驚くべき鉄の杖の意味 

ここでは様々な聖句があり、神様は・・・「もろもろの国を嗣業と

しておまえに与え、地のはてまでもおまえの所有として与える。

おまえは鉄のつえをもって彼らを打ち破り・・・（詩篇 2:8）」 

と、ここでも打ち勝つ人が鉄の杖で統治すると言っています。

「陶工の作る器物のように彼らを打ち砕くであろう」 と。 

黙示録 12:5 「女は男の子を産んだが、彼は鉄のつえをも

ってすべての国民を治めるべき者である。この子は、神のみも

とに、その御座のところに、引き上げられた。」 

鉄の杖、ARや実際に領地を防衛する武器としての鉄の杖とい

う考えには驚くべきものがあります。（鉄の杖の王国７ 

2018/3/4） 

王の資産を守るに最適な AR-15 

資産を守るにはショットガンが最適だと嘘を言う人がいます。

100 平方フィート（約 9.3 平方メートル）の狭い所ならそうか

も知れません。共産主義者が人を入れたいと思っているような

所です。同じ色で同じ大きさ、100 平方フィートの広さで寝室

と浴室が１つの所に入れたいのです。それで子供の数も制限

します。例えば中国で子供は１人しか許されませんでした。 

北朝鮮の田舎に行くと、建物は全く同じように見えます。全員

住居がありますが、100 平方フィートの小さなものです。 

王と王妃が半エーカーとか１エーカー以上所有するなら、ショッ

トガンでは効果的に防衛出来ません。スラッグ弾（ショットガン

用の単発の弾丸）を７発ほど装填しても。AR は本当に優れ

た武器です。200 ヤード（約 183 メートル）の距離でも簡単

です。40 とか 50 エーカーもあったら、ショットガンでどうやって防

衛するのでしょうか。敵が AR-15 を持って来ることもあり得るの

で無理なのです。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 
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家族を守る AR-15 

私が最も心配することは、地方分権化した市民の武装、武力

の使用についてであり、それによって実際に王と王妃、家族を

無傷で守ることです。 

もし犯罪者や悪者、狂人が思いがけなく家族に襲い掛かって

来たら、家族全体が軍隊になるのです。小さな軍隊になって戦

わねばなりません。彼らは良い人達がそのような鉄の杖の力を

持って器を打ち砕くことを嫌います。勝負にならないからです。

AR-15 にとっては陶工の作る器のような相手だからです。私が

あの器を撃ったのを見ましたね。粉々に砕かれたのを見ましたか。

（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

ショットガンに勝る AR-15 

陸軍特殊部隊レンジャーのカールが真実を明かしています。ど

うして家政学ではなくて、こういう授業を受けないのですか。この

人達は退役軍人であり、銃の技術に世界で最も秀でた人達

です。ありがたいことに、家庭を守りたい人はインターネットを通

して学べます。 

はっきりと分かるのは AR の方がショットガンよりはるかに優れて

いることです。特に４エーカーとか５エーカーの土地がある場合

です。40 エーカーだったらどうでしょうか。18 メートルでもあれを

倒すことが出来ないのにどうやって守るのでしょうか。12 ゲージ

（ショットガンの口径の種類）のショットガンについて知っていた

人は何人いますか。現実を見ましたか。自分の目で見て分かり

ますね。なぜこういうことを学ばないのでしょうか。（鉄の杖の王

国 13 2018/4/22） 

AR-15 が軍人並みに強くする 

今、米国で銃器を所持出来ることを考えてみて下さい。ペンシ

ルベニア州では弾を装填した AR-15 を車に入れて持ち歩くこ

とが出来ます。韓国では到底考えることが出来ません。市民が

森の中に集まり、恐ろしい AR-15 の訓練だけではなく、試合を

行うと言うのです。 

散弾銃、拳銃、AR-15。左派の詐欺師とグローバリストの奴ら

はそれほど AR-15 を嫌います。なぜなら、皆さんが一瞬で軍人

のように強くなります。そんなに訓練を受けていなくても、余り

AR-15 を撃っていなくても、軍人ほど強くなります。（鉄の杖の

王国 17 2018/5/30） 

武装した市民に敵わない軍 

軍人より市民の方が多いです。米国で軍人は 400 万人です。

それでも膨大な軍です。400 万人。米国市民は何人ですか。

３億４千万人です。そのうち、銃を所有する市民は１億を超

えます。では 400 万人の軍人がいても、市民がすべて AR-15

を持っていたらどうでしょうか。 

軍人達は真面目で善良です。しかし、邪悪な指導者が入って

来ればその軍人を主管します。そして、「私の言うことに従わな

ければ給料を減らす」 とこのように言うのです。「お前の妻や子

供のことを考えろ」 このように言うでしょう。 

國進兄さんが雑誌に出ました。その雑誌で 「すべての米国市

民が AR-15 を持たなければならない」 と言ったのです。すべて

の米国市民なら３億の AR-15 です。ある人に子供が 10 人

いれば、AR-15 を 10 丁買います。８人なら８丁です。 

400 万の軍人がどのように２億や３億人の市民と戦えます

か？女性も無視できません。AR-15 を持って鎧まで着たら、

女性も絶対に無視出来ません。その女性も男性と同じように

パンと撃って殺すでしょう。そうではないですか？（鉄の杖の王

国 17 2018/5/30） 

女性でも上手く扱える AR-15  

オリンピック選手のウサイン・ボルトであっても、どれほど速く走って

も弾丸の方がもっと速いのです。女性がどれほど上手く撃つか

見ましたか？特に AR-15 です。 

拳銃は上手く出来ませんでしたが、あれは少し難しかったです。

的が20cmと小さく、距離もありました。人をターゲットにする場

合は通常５フィートから 10 フィートです。それより２倍の距離

があって 20cm の的だったので上手く出来ませんでした。女性

でも、人がすぐ前にいてパンパン撃って当てられないわけがあり

ません。だから絶望しないで下さい。拳銃の課題が少し難しか

ったのです。 

女性でも AR-15 は簡単に主管出来ます。日本や韓国の政

府などの中央組織の政府は、あなたには主管出来ないと嘘を

つきます。お父様の後継者、相続者の二代王は皆さん若い女

性が上手に主管出来ると言いました。この左派の奴らが嘘をつ

いています。なぜでしょうか。 

市民が弱くなってこそ、市民を人間農業して収穫出来ます。

市民が子供まで AR-15 と鎧で訓練したら、市民軍、平和軍・

平和警察が中央組織の政府をなくすことが出来るので、身動

き取れなくなります。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

銃乱射事件で好んで用いられる AR-15 

銃乱射事件を防ぐために私達は何をすべきですか？チャーリ

ー・ブラウンは撃ち返すことだと言います。それがメリーランドでの

銃乱射事件で起こったことです。その男は何人殺しましたか？

犯人が AR-15 を使っていなかったので、ニュースはそれに触れ

ませんでした。学校で発生した銃撃事件の 80％では拳銃が

使われています。知っていましたか？80％です。しかし、すべて

のニュース番組では銃乱射事件の犯人が好んで使う武器は

AR-15 だと言っています。銃乱射事件の 80％では拳銃が使

われます。拳銃で何人殺せるか知っていますか？大勢です。メ

リーランドの狂人はそれをやろうとして撃たれました。（鉄の杖

の王国 10 2018/3/25） 

敬虔と熟達を求める鉄の杖の文化 

教練と成熟を求める鉄の杖の文化 

聖書の中でイエス様が鉄の杖について規定しています。鉄の杖

でどのように支配するかを決めています。鉄の杖に関する聖句

は沢山あります。鍵となる聖句を考えましょう。 

まず、マタイ 19 章です。皆さんも知っているように、19:16 以

降に金持ちの青年が登場する場面があります。 

青年 「先生、永遠の生命を得るためには、どんなよいことを

したらいいでしょうか」 
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イエス様 「なぜよい事についてわたしに尋ねるのか。よいかた

はただひとりだけである。もし命に入りたいと思うなら、いまし

めを守りなさい」 

これはとても重要な原理です。鉄の杖には信じられないような

強い力があります。神様は私達に怖れの心、怖れによる支配

を与えたのではありません。力と愛と健全な心を与えたのです。

皆さんも時々間違っていたのです。間違った使い方を一度でも

すると決して元に戻れません。皆さんが怠惰と未熟ゆえに誰か

を撃ったら、それは 100％皆さんの過ちです。教練と成熟の文

化が本当に重要です。完全なイエス様でさえも善い方は神様

おひとりと言っています。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

幼い時から鉄の杖の文化に参加させる 

もし幼い頃からお父さんとお母さんに（銃について）訓練され

ていれば、ティグが言っていたように分かるようになります。銃を

目にしたらお父さんに話します。既にお父さんやお母さんと訓練

しています。家の中で見慣れた器具になります。子供がミキサ

ーに手を突っ込むようなことは毎日起こりません。お母さんが 

「これは果物を混ぜるものですよ。こうやって使うのです」 と教え

る限り、それは器具です。 

何が問題かと言えば、子供がそのような文化の中で育てられて

いなければ、それが一体何なのか分からず、好奇心で猫を殺し、

それで遊ぶようになり、ビデオゲームで遊んでロールプレイングを

するようになり、誰かを撃ってしまうことです。 

何故そうなるかと言えば、親がそのような文化、鉄の杖の文明

に子供を参加させていないからです。ですから教育がとても大

切です。世代間でこのような物の扱い方についての知識や教

育を継承することです。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

儀式のように常にチェックする 

大きな力を持ったものを扱う場合、儀式のようにしなければなり

ません。というのも、もし失敗して扱いを誤れば、その結果として

受ける被害が甚大だからです。 

家の中で銃口を向けて引き金を引けば、天井を打ち抜いて二

階にいる子供を撃ってしまいます。ですから銃口を管理し、トリ

ガーに指をかけないようにします。手にしたらすぐにチェックします。

常にチェックです。誰かが確認したばかりだと言っても信じてはい

けません。必ず自分でチェックして自分の目で確かめます。これ

が絶対的に重要です。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

儀式と共に敬意をもって行う教練と練習 

皆さんに人を傷つけるような気質や行動があるなら、怒りを抑

え、自身を鍛え、克己する必要があります。鉄の杖には凄まじ

い力があります。使用を誤れば一生が台無しになり、投獄され

ます。その人達に対しては本当にみじめな結末が待っています。

ですから、大きな責任があるのです。教練と練習が繰り返し必

要です。銃器を定期的に操作し、使い方を忘れてはいけませ

ん。私は毎日スタジオに行って AR の銃を使っています。毎日

安全の確認をしています。ライフスタイルが変わります。３か月

も経つと操作を忘れてしまいます。毎日銃器の訓練をするので

す。毎朝の宗教的な行事と共にするのです。儀式というのは死

に至る力を持っているからです。皆さんはすべてを熟達と敬意を

もって対処せねばなりません。 

もちろん、将来的には子供達に教えるつもりです。13 歳の息

子もこの種の儀式を学ばなければいけません。王の血統では

世代を通してこれを繰り返し、夫婦が共に敬意を払い、鉄の

杖による支配に参加する姿勢を見せなければいけません。

（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

銃の権威に対する規律と敬意を示す 

2/28 には警察官もここに来ます。州警察も地元の警察も来

ます。既にここに来てそれについて話し合いました。私達は彼ら

をここに招待しています。法執行機関の人々がここに来るのを

とても嬉しく思います。皆さんの安全を確保してくれます。みなさ

んも責任をもって対応して下さい。 

アイス釣りパーティーでも素晴らしい警部補に会いました。そし

てこのような警察関係の人達は 90％以上、ほぼ 100％が憲

法修正第２条（武器保有権）支持者です。警察官が来て

話をしましたが、100％修正第２条支持者であり、聖書を信

じるクリスチャンです。グレッグが鉄の杖について話しをしましたが、

その話を気に入って完全に支持してくれています。ただ悪いこと

が起こらないで欲しいだけなのです。ですから招待します。 

私は中に入って行事を見て欲しいと伝えました。行事の中で敬

意を持ち、規律を守って銃を扱うことに感動するでしょう。私達

が鉄の杖の力と権威と責任を理解しているからです。彼らは気

に入るでしょう。この地域の警察関係者のために祈ってください。

2/28 に参加します。彼らは祝福を受けても良いのです。素晴

らしいことが起こります。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

４-７ 平和軍・平和警察 

王国を守る 

平和軍・平和警察が文明の平和を守る 

平和軍・平和警察が平和を維持して守るのです。なぜなら、

一般市民は王と王妃として、若い人達は王子と王女として平

和軍・平和警察の訓練を受けるので、若い人から年配の人ま

でが同じ文明圏の中で互いに理解します。（鉄の杖の王国

17 2018/5/30） 

武装したキリスト教の市民が平和に不可欠 

犯罪発生率を低く抑え、時に無実の人に暴力的な結果をも

たらす間違った判断を抑えるには、神様を愛して隣人を愛する

キリスト教の道徳を持つ公正な市民を持つしかありません。そし

てその市民が武装するのです。それが唯一の方法です。 

統計が示すだけでなく、銃の武装が許可された都市では犯罪

発生率は低下し、消えてしまいます。銃規制地域では急激に

上昇します。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

王国を保護する軍と警察の責任 

国を保護するために何をせねばなりませんか？王家がせねばな

らないことは何ですか？赤ちゃんを産まなければいけません。赤

ちゃんです。私の快楽が重要ではなく、天一国、神様の王国

が続いて次の世代に受け継けること、これが重要です。私の快
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楽、私の性の快楽、私は動物としていたい、それでは私の快楽

です。私は赤ちゃんとしたい、これも私の快楽。このようにサタン

主義に行ってしまうのです。 

軍人と警察はそのように行動出来ません。そうではないです

か？軍人と警察、法を守り生命を守る責任の世界です。自分

を犠牲にしても、自分が戦いで死んでも戦える人が警察と軍

人です。この根本的な社会的文化と責任が違います。 

それで、天一国が金持ちになっても、お父様が平和軍・平和

警察を祝福して下さった根本的な道義が国にあります。すべて

の人は警察であって軍人だからです。銃器も所有するからです。

たとえ死んで犠牲になるとしても、多くの人を虐殺しようと悪人

が入ってくればそいつと戦わねばならない。そのような責任感が

あるではないですか。銃器を所持するに当たっては、生命がど

れほどか弱いか習いますね。一度間違ったら大事件が起こりま

す。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

アウトドアの文化 

お父様の文化はアウトドアの文化 

キリストによる王国支配を特徴付けるのは鉄の杖です。鉄の杖

なのです。そこを避けて通ることは出来ません。この間銃の展示

即売会に行ってきました。行った人はいますか？私は良い機会

なので年長の息子達を連れて行きました。息子達も楽しんだ

ようです。 

展示会の会場に入って銃の展示や会場に来ている人々を眺

めていました。サバイバルグッズや釣り用具や銃器、関連するハ

ンティングの装備やライフルなどを見ているうちに、その文化は正

しくお父様の文化であることを思い出しました。人々はそのこと

を知りません。お父様の文化は巨大な天正宮やショッピングモ

ールの文化ではありません。それらは韓氏オモニの文化です。 

お父様の文化はジャングルの中、汗して働く労働者達と共にあ

る文化、ボートに乗ったり、漁をしたり狩りをしたり・・・。済州島

では、ハンティング、イノシシ狩りなどをされる人達こそ、お父様

が多く交わった人々でした。 

そういう人々がお父様の周りにいたのです。イエス様も最初に

漁師を伝道したではないですか。だから、我々も文化の殻を破

らなければいけません。（鉄の杖の王国３ 2018/1/14） 

アウトドアの文化で差別主義者になってはいけない 

また、この（ハンティングなどの）文化に関わる人はエリート主

義者が多いのです。必ずしもそれは悪くはなく、我々もそれに習

熟しなければなりません。しかしそれがサタン王国でのエリート主

義者になる条件になっていないか、注意しなければなりません。

つまり、そこで汗を流して働く人々を歓迎しない者となっていな

いかどうか。特にアジア人は気をつけなければいけません。私も

アジア人ですが、アジア人は階層に分けたがるのです。誰それ

は漁師だ、日焼けした労働者だと、その意味ではアジア人はと

ても差別主義者なのです。スーパー差別主義者です。黒人の

中でも差別主義者はいる、それと同じです。アジア人はアジア

人同士でとても差別します。肉体労働者を見ると見下すので

す。相当な差別主義者です。これは（過去の）中国の支配

から入ったサタンの文化です。アジア人はそのことにかなり罪の

意識も感じています。アジアの兄弟姉妹もいますが、十分に気

をつけなければなりません。（鉄の杖の王国３ 2018/1/14） 

お父様のアウトドアの文化を愛する 

我々はお父様が愛した文化を愛すべきです。それを伝えていか

なければなりません。お父様が常に共にいた人々はアウトドアを

愛する人たちでした、ハンティングやフィッシング、時には体臭も

する。ジーパンと迷彩服で歩く者もいます。ベルトに銃をむき出

して吊るして歩き回る者もいる。大きなゴム製の釣り防水つな

ぎを着てボートを操縦する者達、その姿で教会に来る、鮭を釣

ってきたと言って。そういう文化世界が万王の王の生涯の一部

であり、ライフスタイルだったのです。時にはホテルで会議を開い

たりもしましたが、それはお父様のライフスタイルではありません。

お父様は完全にアウトドアの人でした。 

自分のイメージでお父様を描いてはいけません、それは罪です。

ありもしないお父様の姿を想像で描くなというのです。本物のア

ウトドアの方でした。（鉄の杖の王国３ 2018/1/14） 

大自然の中のお父様の訓練 

アマゾンのジャングルのワニのことを言っています。十代の子供が

どうして、アマゾンのジャングルの奥地のワニやピラニアがいるとこ

ろで釣りをするのかというのです。お父様がそこでされているから、

私達も行ったのです。そこに行ってお父様に合流しなければな

らなかったのです。お父様の訓練に。 

嫌でも何でも関係ありません。ワニがうようよいる河で何も知ら

ずに泳いでいたのです。私達兄弟は、「ああ、あそこに滝がある」 

などとはしゃぎながら愚かにも泳ぎ回っていました。そこでアナコン

ダが泳いで行く姿も見ました。私達はアマゾンのジャングルのど

真ん中で川を泳ぎ下っていたのです。 

「よく川底のアカエイを踏まなかったな」 と現地の人に言われま

した。我々兄弟は足の立つところで歩き回っていました。本当

に馬鹿なことをしましたが、神様が守って下さいました。どこに行

こうとワニがいました。ピラニアも泳ぎ回っています。とにかくどれほ

ど素晴らしい経験だったでしょう。お父様はそういう体験を 11

才から 13 才の息子達に味わわせられたのです。 

サケ釣りにアラスカにも行かねばなりませんでした。寒い上に濡

れるので、皆が始終不平を言っていました。熊までいるし、何を

していいのかも分からずに。皆ニューヨークから行ったのです。ニュ

ーヨークでスケートボードをしていた子供がアラスカでサケ釣りで

す。ゴムの釣り着を生まれて初めて履きました。スケートボードを

する場所もありません。スケボーの公園がないのです。小中学

生の頃、そういう野生の地に行かねばなりませんでした。正真

正銘の荒野です。 

チニアックってどこでしたか？そこに小さな飛行機で行きました。

やぶの他何もありません。それと鮭とクマ。そのような場所に小

中学生が行きました。（鉄の杖の王国３ 2018/1/14） 

荒野でお父様の臨在を感じ取る 

お父様はそういう荒野で訓練されたのだと思いますが、当時は

嫌で嫌で仕方なかったのです。iPhone や iPad があったら一

日中それで遊んでいたでしょう。えっ？アラスカでは通じないです
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って？とにかく幼い時はとても行きたくありませんでした。一言で

いえば、絶対嫌でした。 

しかし、今振り返ってみれば最大の恵みでした。私の中に蒔か

れた種でした。成長すると共に、それが芽を吹き育って行きます。

それで自然の中で自然を愛し荒野を愛することがたやすく出来

ました。お父様がそうされたのです。そう訓練されました。嫌でも

何でも年に一回は行かねばならなかったのですが、お父様の場

合は年中、いつも行かれるのです。ショッピングモールには行か

ない。荒野の奥地を好まれました。 

私と共に苦難の時を過ごした皆さんには分かるでしょうが、私に

とって意味のある路程でした。そこでお父様の臨在を感じ取る

ことができ、お父様とお父様の文化に対する愛を再発見出来

たのです。これは信じられない恵みです。我々の文化をお父様

の文化だと語るのではなく、お父様の文化に従うのです。フィッ

シングトーナメントを開き、ハンティングトーナメントも実際に行う。

そ れ を 自 分 の 種 に す る の で す 。 （ 鉄 の 杖 の 王 国 ３ 

2018/1/14） 

お父様が愛されたものを愛する 

我々は完璧ではありませんが、お父様が愛したものに対する愛

が日ごとに深まっていくことでしょう。とても重要なことです。若者

の中にもマーシャル君のように釣りを愛する者がいます。マス釣

りに情熱を燃やし、マスを追いかけてあちこちの湖に出かけてい

ます。その姿を見ると、お父様の釣りに対する情熱を彷彿とさ

せます。アウトドアを愛することは神様の被造物の中にいること

を愛することです。（鉄の杖の王国３ 2018/1/14） 

同じ牧羊犬の文化にいるアウトドアの人 

ハリスバーグのアウトドアショーに行った時、バスプロショップス

（アウトドア専門店）に立ち寄りました。そこにはシャトルバス

があり、無料で駐車出来るので 10 ドルとか 20 ドルを節約

出来ます。すると、どういう人がグレートアメリカン・アウトドアシ

ョーに行こうとしているのか、見たら分かるのです。迷彩を着て

バッグを背負っていたりするので、見るだけですぐに分かります。

同じ文化にあるのです。 

私も迷彩を着てバッグを背負い、AR-15 のワッペンを付けて

いましたので、グレートアメリカン・アウトドアショーに行くのだと

分かってしまうのです。なぜなら、我々が同じ牧羊犬の文化だ

と分かるからです。そういう人達は真のお父様がハンターであり、

漁師であったことを正しく評価します。というのも、自分達がみ

なハンターであり漁師だからです。（鉄の杖の王国４ 

2018/2/11） 

お父様の文化はリベラルに馴染まない 

彼らはお父様を本格的なアウトドアマン、ハンター、漁師として

売り込もうとしていました。韓国で最初の銃の会社を作り、防

衛省のためにバルカン砲を作り、戦車や飛行機の部品を製造

しました。彼らはそれをリベラルに売り込もうとしていたのです。言

うまでもなく頭がおかしいと思うでしょう。なぜなら、リベラルは南

部貧困法律センターを崇拝しているからです。ピロ判事やショー

ン・ハニティを政治的過激主義者と言っているところです。 

ところが銃所有者やハンター、漁師のことを理解すれば、彼らは

再臨主が超アウトドア派で本格的なアウトドアマン、漁師、ハン

ターであったことを正しく評価する人達です。ところが私達は愚

かなリベラルに売り込もうとしていました。その人達は中央集権

化した権力を求め、人々を洗脳して弱くさせ、意識を低下させ、

抑制出来なくします。（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

自立させようとするお父様の教育 

お父様は自立させようとされました。私たちをアラスカのとんでも

ない場所に行かせ、アマゾンのジャングルに行かせ、サバイバル

の技術や釣りの仕方、家族を養う方法やパーマカルチャー農

業のやり方、銃を所持して狩猟を行う方法を学ばせたのです。

公立学校がそのようなことを教えるでしょうか。左派共産主義

者はそのようなことを学ばせたくありません。我々を天使長のシ

ステムに依存させ、自分達の存在を正当化させたいからです。

（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

神様の王国の先駆けとなる人々 

皆さんはグレートアメリカン・アウトドアショーのような所に行くべき

です。そういう人達が我々の兄弟姉妹です。我々と同じ文化

にあります。偏狭であってはいけません。こういう人達と互いに愛

し合うのです。神様が準備された人達です。それは終わりの時

のためであり、彼らがキリストとその王国と共に立ち、平和と王

冠と鉄の杖を通して神様の王国の先駆けとなるのです。 

行ってみれば分かります。彼らは地に足の着いた人達であり、

本物です。荒っぽい場合もあるかも知れませんし、そうでない場

合もあります。それは人の性質とは全く関係ありません。 

長く過ごせば過ごすだけ、そのような人達に対して頭に埋め込

まれた根深い偏見に気付きます。彼らはお父様が銃所有者で

銃の販売を行っていたこと、バルカン砲を作ったことを評価する

のです。お父様が SPLC のヘイトリストに載っていることを評価

します。お父様が保守的な価値観を支持してワシントンタイム

ズを運営していたことを評価します。お父様がアウトドアマンでハ

ンターであり、週に３日とか５日、森林や自然の中に入って過

ごしたことを評価するのです。そのことを本当に気に入るのです。

（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

神様が真の守護者に導かれている 

これらの（視聴した銃に関する動画の）話を銃社会と縁のな

い人が聞くなら少し引くでしょう。しかし銃社会に馴染んだ人々

は私の話がスーッと入って来るのです。どういうことでしょうか。皆

さんがもうワンステップ引き上がらなければならないということです。 

この守護者、守る人々の社会に入らなければいけません。もっ

と銃器について知識を得なければなりません。まだ多くのサンク

チュアリの人々は鉄の杖の世界から遠いのです。 

もっともっと精通しなければなりません。彼（動画で語っていた

NRA の人物）が正常な人と思えるようにならなければいけま

せん。皆さんの多くはこういう銃器社会、このサークルから遠い

ので、彼らが普通だと思えないのです。彼らこそこの国の真の守

護者なのです。分かりますか。 

ここが本当に肝心です。神様はどんどん彼らに近付くように導い
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て下さっています。アベル型の福音派のグループに。 

まさに真の愛国者、群れを率いる男女です。それは銃を所有

する保守派のクリスチャンです。彼らは誰よりも自由を失うことを

心配しています。その思いはネオコンのポール・ライアンとは比べ

ものになりません。（鉄の杖の王国１ 2017/12/31） 

キリストに繋げる文化 

鉄の杖を持つ者を尊敬する王国 

王国において、鉄の杖の力があれば尊敬を受けます。それが飾

り立てられた銃でも、普通の安い銃であっても尊重されます。

仲間意識が生まれます。というのも、全員が同じ文化に加わっ

ているからです。同じ文明にあります。そこでは人を守るのです。

（鉄の杖の王国４ 2018/2/11） 

鉄の杖と王冠がキリストに繋がる 

友達のために自分の命を捨てられる勇気のある愛より大きな

愛はありません。これは神様を愛して隣人を愛しなさいという平

和軍・平和警察の文化です。神様のために、隣人を守るため

に死ぬことが出来る心です。ですから、鉄の杖と王冠がキリスト

に連結されています。それで、平和軍・平和警察の訓練では

JC C2！JC C2！とやります。JC C2 は平和軍・平和警察の

栄光を表します。（人差し指と小指を立てて）これは何です

か？これは愚かな奴らがサタンに栄光を捧げるものです。 

JC C2、私達はキリストに栄光を捧げます。キリストを中心とし

て、難しい訓練をしたとしても、強くなって傲慢にならず、しかし

自信を持って私達は発展します。すべての内容がキリストのた

めの愛、神様のために死ぬことが出来る愛です。更に、その愛

を通じて隣人を保護し、もし必要があれば隣人のために犠牲

になって死ねる愛です。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

（JC：Jesus Christ、C2：Christ 2nd） 

ブレードショーでもそのような人々に沢山会うでしょう。その人達

は平和軍・平和警察です。その神学を理解出来ませんが、他

人を保護せねばならない、または自分を保護して他人も保護

せねばならないと考える良心的な武道家が沢山来られます。

本来、銃器所持する人は刃物も持ち歩くので、護国の参戦

勇士も多く、ブレードショーで銃器所持を通して連結されるコミ

ュニティが多くあります。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

JC C2 の精神を平和軍・平和警察で体現する 

ヨハネ 15:13 の愛の精神、神様を愛して隣人を愛せよという

神様の戒めが JC C2 の中心です。JC C2 がなければ皆さんは

王と王妃になれません。神様からその権利と権限が来るのであ

って、人間が作る権限ではありません。 

JC C2 がなければ血統もなく、私達は王朝でもありません。私

達は JC C2 によって権利と天一国憲法とそのような恐ろしい権

威を得られるのです。そのパワーを得てイスラムのシャリーア法の

ように運用しますか？違います。ヨハネ 15:13 のように運営す

るのです。ロマ書 8:17 を実行し、全ての市民と一緒に平和

軍・平和警察で鉄の杖の訓練をしながら、国を守る権威にし

ます。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

獅子のように勇ましく治める 

箴言 28:1 悪しき者は追う人もないのに逃げる、正しい人

はししのように勇ましい。 

互いに尊敬して良いライオンになる 

男も女も小さな子供であっても、市民が AR-15 を所持して鎧

を着れば絶対に無視されません。どんなに早く走っても AR-15

に追いつけません。お婆さんが 「Oh, How are you？」 と言

いながら AR-15 を撃てば軍人も恐れます。だから、市民が王

と王妃のようにこの恐ろしい銃器を持てば、若い人達も老人を

尊敬しなければいけません。体がゆっくりとしか動かなくても、背

中が痛くても、年を取った人を無視出来ません。また、老いた

人があのような訓練したことを理解出来るので、若い人達も尊

敬出来ます。互いに理解して同じ精神を持つのです。箴言

28:1 の良いライオンです。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

正しい義人は若獅子のように頼もしいのです。キリストはユダの

獅子です。ロマ書 8:8 に出てくるキリストの共同相続人が獅子

のようになるべきでしょう。箴言 28:1 に出て来る泥棒達は追っ

て来る者がないのに逃げて行きます。平和軍・平和警察で市

民が強ければ、追って来る人がいなくても悪い奴らは逃げます。

市民や義人が獅子のように大胆だからです。市民が余りにも

強いので、追いかけなくても逃げるのです。市民の歩兵。歩兵

の基準は箸で戦うのではなく、AR-15 で戦える基準だからです。

（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

悪人に悪行を断念させる 

天一宮の入り口の門にあるサインは何でしょうか。この王国が

鉄の杖で保護されていることを示すため、大きな AR-15 の写

真が貼ってあります。悪い奴らは、ここに来たらグロック 17 や散

弾銃に出会うのではなく、AR-15 が出て来ることを知らなけれ

ばいけません。子供達も皆 AR-15 を持っているので、悪い奴

らは追いかけなくても逃げて行きます。驚くべき聖句、聖書のミ

ステリーです。 

お父様の大きな祝福と愛を通して平和軍・平和警察と天一

国憲法をいただいたので、今は理解出来ますね。この聖書の

内容は、愛ではないですか。鉄の杖で神様の王国から追いか

けなくても悪い奴らが逃げるようになります。戦い自体を始めた

くありません。悪い奴らは人々から盗みを働いて殺す職業でなく、

他の職業を探します。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

鉄の杖が陪審員と死刑執行人にする 

平和軍・平和警察の訓練をしながら、皆さんは面白い運動や

授業と考えるのではなく、全体的な内容を考えなければいけま

せん。皆さんはまさに前にあるものだけを見ています。 

世界中が天一国憲法の下に入って行った時、市民の歩兵がど

れほど恰好良く、恐ろしいでしょうか？お互いに助け合う同じ文

明圏です。シャリーア法を中心とする鉄の杖ではなく、ヨハネ 15

章の JC C2 の戒めを中心とする鉄の杖です。聖書では鉄の杖
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が全世界を審判すると言われるのです。 

悪い奴が銃器を所持する女性を攻撃すれば、その女性がパン

パンパンと撃って瞬間的に陪審員になります。瞬間的に死刑

執行者にもなります。鉄の杖によってとてつもない権限を持った

ということです。狂ったことをすれば死ぬので、悪い奴はそのよう

な人の前では身動き出来ません。市民が悪い奴を恐れるので

はなく、悪い奴が市民を恐れなければいけません。（鉄の杖の

王国 17 2018/5/30） 

政府が人々を恐れる時、そこに自由がある 

米国の建国の父の１人であるトーマス・ジェファーソンは 

「人々が政府を恐れる時、そこには暴政があり、政府が人々を

恐れる時、そこには自由がある」 と言いました。いつの日か、日

本や韓国などの東洋人達も、暴君習近平や詐欺師金正恩、

文在寅の下で生きるのではなく、鉄の杖の力と平和軍・平和

警察と共に、王と王妃としてその土地の主人になるのです。 

私達が韓国にいた時、私達は韓国政府にどのように言ったでし

ょうか？「あなた達は全ての男性を軍隊に送るのですから、軍

隊に送った男性達が AR-15 と同じ銃を自分の家に持って行

けるように許可して下さい。そうしてこそ市民が歩兵となり、北

朝鮮や中国が攻撃して来ても、市民が瞬間的に・・・」 韓国

では２～３千万がすぐに軍隊になります。スイスのように。スイ

スにはそのようなシステムがあるので、ヒトラーはスイスに触れるこ

とも出来ませんでした。 

私達がラリー・プラット会長と一緒にスイスの銃器所有連合で

銃器所有大会をした時、ヒサン将軍の家に行きました。ヒサン

将軍の家によってスイスの男性が銃器所有出来るようになった

ので、ヒトラーはスイスに入れなかったし、入ろうともしませんでし

た。そこに行けば、その日の内にヒトラーの歩兵 100 万人が死

ぬからです。 

それで、韓国政府に対して 「あなた達は男性を全部軍隊に

送るのだから、男達が銃器を家で所有出来るようにしなさい。

そうすれば自然に子供達に教えるようになる」 と継続的に訴え

たのです。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

訓練すれば銃器を所持しても殺し合わない 

そのようになったら、韓国の文化自体が変わったでしょう。韓国

の人達には物凄く奴隷の精神があります。聖殿の人達は二代

王が大騒ぎする声を多く聞いたので洗脳から抜け出しましたが、

一般市民はどれほど多く洗脳されていますか？銃器所有につ

いて言えば、「どうしよう、韓国人の性格はとても悪いから、銃

器を所有したらお互いに殺し合うだろう」 と。なんて馬鹿な話

でしょうか。それでは戦争時、なぜお互いに殺し合わないのでし

ょうか。 

訓練を受けたら良いのです。自分が狂ったことをすれば自分が

報いを受けるシステムがあれば、韓国人も狂ったことをしません。

もちろん狂った人もいますが、それは1～2%です。心理学的に

みると、狂った完全なサイコパスは 1%。サイコパスの性質のあ

る人は 10%ですが、狂った行動をするサイコパスは 1%以下

で、殆どは違います。韓国の殆どの男性と女性は十分に銃器

所持が可能です。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

平和軍・平和警察の訓練で文化が変わる 

皆自動車を運転しますが、この方がもっと危険です。２年前の

フランスのニースで、イスラム爆弾テロの奴らが１台の自動車で

88 人を殺し、400 人を負傷させました。子供まで亡くなりまし

た。1 台の自動車です。 

一般市民は狂っていないので、村の平和軍・平和警察のシス

テムで子供達を訓練したらとても簡単に運営出来ます。韓国

ではすべての男性が軍隊に行って最低限の訓練を受けるので、

家に帰ったら１年に２~3 回、5~6 回、10 回集め、一緒に

訓練すれば文化そのものが変わっていきます。家庭で訓練する

文化です。軍人達がお互いに訓練する文化です。完全に変わ

るでしょう。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

平和軍・平和警察が支えて守る 

ルカ 4:40 日が暮れると、いろいろな病気になやむ者をかか

えている人々が、皆それをイエスのところに連れてきたので、

そのひとりびとりに手を置いて、おいやしになった。 

平和軍・平和警察でキリストの力を注ぐ 

立って叱っただけではありませんでした。手を置いて実体的に示

しました。肉体的な力を彼らに送ったのです。自分から人々に

力を送りました。それでサタンが追い出されます。それが社会の

レベルで実際に起きたことです。平和軍・平和警察で訓練を

積んだ全ての人です。お父様が平和軍・平和警察によって与

えた祝福です。それは武装した市民です。訓練を受け、権威と

力を授けられます。キリストのような善の指導者から力を受けま

す。完璧で欠点がないという意味ではありません。しかし、神様

の王国の考え方を持っています。神様を愛し、隣人を愛するこ

とです。正しい原則、訓練に対する正しい真剣さを持っていま

す。文字通り力を授けられます。年齢は人それぞれです。それ

は問題ではなく、実行できる訓練のレベルは沢山あります。 

自分自身の安全、家族の安全のためだけでなく、社会全体の

ためでもあります。王国の福音が説かれるところではどこであって

も、キリストが現れて言葉で教えるだけでなく、直接触れて肉

体的な力がキリストから人々に注がれるのです。（鉄の杖の王

国 15 2018/5/13） 

平和軍・平和警察は人々に自信を持たせること 

平和軍・平和警察は単なる考えではなく、地域やコミュニティが

神様を愛し隣人を愛するモデルで共に訓練し、ある世代から

次の世代に実体的に力を伝えていくことです。力の道義を教え、

武力の道義を教えます。独裁的な全体主義者にならないよう

にする方法を教えます。人生の使命として人々に自信を持た

せる方法を学びます。キリストがそうであるように。 

自分が強い人間になって格好を付けるだけでなく、自分の子

供達も恰好良くなって欲しいのです。また、ただ恰好良くなりた

いと考える思考停止状態の若者を引き付けるためです。です

から、君達が恰好良くなって強い人になるのは良い事です。し

かし、それを先立てるのではなく、他の恰好良くなりたいだけの

思考停止の若者に到達するための１つの道だと理解して下さ
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い。彼らも最初はそうであっても、最終的には変わるかも知れま

せん。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

まず恰好良くなってそれから隣人を真剣に守る 

私もブルース・リーのようになりたいと思っていました。それでジー

クンドーを始めました。そのように訓練したかったのです。彼の武

術を学びたいと思いました。それが BJJ やカリ・エスクリマに繋が

ります。彼は本当の格闘技に焦点を当てていたからです。 

若者はそのようなものです。強く美しくなることは重要です。それ

は重要なことなのです。次世代にとっては特にそうです。そういう

ものに関わりたいし、尊敬するからです。彼らのレベルはそのよう

なものです。それを変えることは出来ないので、現実を受け入

れるしかありません。しかし、最後には自分達の事ではなくなり

ます。自分のエゴや自分だけの事ではなくなります。それは如何

にして神様を愛するかということであり、地域の人々が真剣に

王国を安全に保つことです。家族が安全の中で力付けられ、

娘や息子達が安全の中で自信を持って隣人を守り愛するので

す。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

完璧でなくても訓練して隣人を守る 

熱く煮えた鍋でやけどしそうになった時、真っ先にやるのは 「わ

あっ」 と言って自分の身を守ることです。つま先をぶつけた時に

真っ先にやるのは痛みを和らげて自分の身を守ることです。ライ

オンを見た時に最初にやるのは動きを止めるか逃げ出して身を

守ることです。 

隣人を愛することは、私達が完璧で欠点がないという意味では

なく、その場で身動きが取れなくなっても、少なくとも心の中では

考えるということです。それを考える人は殆どいません。ましてや、

そのために訓練するのは尚更です。なぜかと言えば、それは起こ

り得る可能性の話だからです。その可能性に対して完璧に、ま

たは向上させるのです。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

可能なことを確実に出来るようにする 

ある指導者の話です。私は若い時に不可能を可能にするのだ

と考えていました。NIKE や adidas が広告で 「不可能を可

能にする」 というような宣伝をしていたからです。彼らは思考停

止の若者に信じ込ませたかったのです。しかしその先生はそれを

否定しました。私も以前は不可能を可能にすると思っていまし

たが、それが馬鹿げたことだと気付きました。不可能を可能にす

ることは出来ません。 

彼が言った事ではありませんが、聖書には神によってすべては可

能だと書いてあります。彼が言ったのは不可能を可能にすること

を目的にするなということでした。可能なことをもっと確かなもの

にしなさいというのです。可能なことをもっと確かにして可能性を

高められれば、他の誰もが出来ずにじっとしている時に何かが

出来るということです。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

サタンを恐れさせて追い出す 

これをマクロ、王国のレベルにしてみると、神様の王国の福音の

中に武装市民による平和軍・平和警察という贈り物があり、そ

れによって善良な人が力を持つと何が起こるでしょうか。サタン

を追い出します。サタンを恐れさせるのです。サタンを怒らせ、サ

タンに人々を怖がらせられない事を悟らせるのです。それには結

果が伴います。 

私達は通常、イエス様が白い群衆の中で浮かび上がっている

姿を想像します。とても優しくて美しく、白い肌で美しい青い目

で・・・。カトリック教会で言う子羊を抱えているような姿です。イ

エス様にそれが出来ないと言っているのではありません。動物を

愛するに違いありません。神様は動物を愛しています。しかし、

戦いの場ではそうではありません。ルカ４章にあるように、サタン

を叱責するのです。病気を叱り、それを追い出して殲滅してし

まいます。私達はそのようなサタンと戦っています。神様の霊が

サタンを追い出し、力と権威でサタンを叱責したのです。病気に

対して立ち向かいました。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

地上で最も強い人々 

人々も同じです。霊的な戦いであることを理解しなければなり

ません。NRA に行った時、非常に力強いものを感じました。私

達が MMA や BJJ のファイター達と一緒だったからです。彼らは

素手の格闘においては明らかに野獣です。本当に強いです。し

かし人を殺したことのある人は殆どいません。相手を殺すことは

出来ません。やめなければなりませんし、レフェリーが来て安全

を確保します。死んだ人が１人いたと思いますが、MMA でも

非常に稀です。非常に強いコミュニティです。素手の格闘、素

手の武術では尊敬されています。 

私が NRA のショーであることを感じたのはなぜでしょうか。B2B

ではないのでショットショーとは違います。様々な場所から一般

の NRA の人達が来ています。買い物も出来て恰好の良い道

具も買えるので、ショットショーよりもっと素敵です。ショットショー

もビジネスにとっては良いでしょうが。 

とにかく、このコミュニティは全く違うことが分かります。戦争で戦

った退役軍人もそのコミュニティにいます。そのコミュニティの中で

は本物の殺人者ということになります。殺すことが出来る人とい

う意味ではなく、本当に人を殺した人という話です。しかし、悪

のための殺人ではなく、善のための殺人です。悪い人達を殺し

ました。全く次元の異なる人です。それをコミュニティの中で感じ

ます。なぜなら、そのコミュニティの中では誰もが皆さんを殺せる

からです。年寄りのお爺さんやお婆さんを軽んじることは出来ま

せん。人種や肌の色、性別を理由に誰かを軽んじることは出

来ません。なぜなら、そのコミュニティの中の人々は心の中で誓

約と決心をしているからです。もし愛する人を守るために撃ち殺

さねばならないならやる、というものです。 

また、既にそのように実行した経験を持つ人が多いのです。嘘

ではありません。ですから、政府は NRA と銃の所有者をターゲ

ットにします。文字通り、彼らが地上で最も危険な勢力だから

です。全く次元の異なるコミュニティです。善なる殺人者に文字

通り共感します。地球上で最も強い人達です。（鉄の杖の王

国 15 2018/5/13） 

安らぎを与える良い忍者コミュニティ 

黒帯のコミュニティ、つまり良いニンジャのコミュニティにいる場合

は安心です。あなたが私のために立ち上がってくれると知ってお

り、あなたも、私があなたのために立ち上がると知っているからで
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す。悪人がやって来て悪い事をしようとすれば私達の部隊が一

緒にやって来て素早く鎮圧します。高い訓練を受けた人によっ

て直ちに罰を受けると分かっていれば、暴力的な犯罪など悪い

事に駆り立てるものがなくなります。マスター・カールがどれほど恐

ろしかったか分かりますか。グリーンベレーをしていた銃、格闘の

マスターです。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

片手で悪者を撃退した強いお母さん 

あの動画を再生して下さい。王国においても悪い人がいるかも

知れません。黙示録 20 章で言っています。悪人が依然として

存在し、サタンは世の終わりに海の砂のように多くの人を集める

のです。 

何が起こるか見て下さい。女性達が１日中迷彩柄の服を着る

という意味ではありません。１日中制服を着ているわけではあり

ません。全く普通のジーンズとピンクのセーターでも何でも良いで

す。可愛い白いハンドバッグを持ち、それに合わせた靴を履いて。

靴はハンドバッグに合わせるのを知っていますよ、私は。馬鹿で

はありませんので。男の子は女の子がハンドバッグに靴を合わせ

るのを知りません。なぜならハンドバッグを持たないからです。 

再生して下さい。今日の武装した母の日、おめでとうございます。

なぜなら、このお母さんは赤ちゃんを守るからです。この馬鹿者

がやって来て子供連れの女性を連れて行こうとします。そしてこ

のハンドバッグを持ったお母さんが一瞬で男をやっつけてしまいま

す。その男が MMA の世界のトップファイターであっても関係あり

ません。男も銃を持っていましたが、彼女が撃退しました。片手

で素早くやったのです。このビデオで分かるのは、大きなストレス

の下でも片手でやったということです。これはエディー・ブラボーが

アップしたものです。テンスプラネットの指導者で、柔術界でとて

も有名な人です。彼がリツイートしたものを私のインスタグラムで

リツイートしました。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

備えのある美しく強力な女性 

あの子供と女性達はあの狂人によって全員が死の脅威にさらさ

れていました。男はその人達のところにやって来て子供連れの

白人女性に目を付けました。彼女達が弱いと考えたのだろうと

思います。白いハンドバッグを持ち、きれいな服装に履き古した

ジーンズを履いた女性。ピンクのシャツに白っぽいベージュのハン

ドバッグを持って。靴はバッグに合っていましたか。合っていました

ね。彼女が男を撃退しました。 

彼女は最高に魅力的というわけではなく、グウィネス・パルトロウ

などのようではありませんが、備えのある女性です。備えがある

ので彼女は美しく強力な女性です。あの子供と女性達全員の

命を救ったのは彼女でした。誰もが逃げ出して子供達を集め、

「大変だ、どうしよう」 と言っていました。あの女性が３秒以内

で悪者を止めました。 

彼女が技術の使い方を理解しているからです。古代人が魔法

だと考えていたものの使い方を理解しているからです。昔の宗

教では魔法の力だと言って天文学と数学を利用し、手品で人

を騙して超能力を持っていると信じ込ませて崇拝させました。

現代の社会では、神様が下さった自由を通して得た技術を理

解することにより、古代人が魔法の力だと見なしたものを普通

の人が使えます。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

善良な人に悪が屈服する 

彼女は悪者を素早く撃退しました。子供達全員を救いました。

「やるべきだろうか、或いは・・・」 と躊躇しませんでした。ただ実

行したのです。悪者を止めなければいけなかったからです。英雄

的な若い女性です。私はリツイートで平和軍・平和警察のこと

を書きましたが、それはこのようなことです。 

悪者が他人の命をめちゃくちゃにしようと、銃を向けて赤ちゃんを

殺そうとすれば、それがどんなことであれ、その人物は撃退され

て重大な報いを受けるのです。悪人が愚かなことを実行しよう

とすれば至る所でそれが起こるでしょう。彼らに勝ち目はありま

せん。勝ち目がない場合、彼らは善良な人を脅かすことが出来

ません。善良な人をいじめることができません。人々の上に武力

と権威を置くことが出来ません。常に善良な人に屈服しなけれ

ばならないでしょう。善良な人が力を持つからです。（鉄の杖の

王国 15 2018/5/13） 

敵の攻撃に備える 

素手の限界を知る 

私達は注意しなければなりません。どこに行く時も、トレーニング

に行く時でもサタンがハイジャックする可能性があります。ですか

ら、平和軍・平和警察の背景を理解して実践するのです。責

任を理解することが非常に重要です。自分が強くなるというだ

けではありません。全ての人をエンパワーして強くなれるようにす

ることです。私達全員が強くなれば悪は栄えられません。 

同時に錯覚してはいけません。神様の王国では若い時から訓

練を始め、レスリングや柔術、MMA、ボクシングなどをやって自

分の身を守れるようになってこそ、いじめに耐えられるようになり

ます。しかし錯覚してはいけません。MMA の世界や徒手格闘、

ブラジリアン柔術などの世界には沢山の人がいますが錯覚して

いるのです。超人的なパワーを持っていると考えています。素手

の格闘に限っては確かにそうです。しかし現実では暴力的な犯

罪で武器を使う方が 40％多いのです。すると状況が違ってき

ます。全く異なります。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

裏切られる可能性を知って備える 

イエス様が弟子に、誰かが私を裏切って売り渡すだろうと言わ

れたことに重要な意味があります。重要なことは、イエス様の弟

子の 12 分の１、つまり私に従い私の言葉と法を愛すると言っ

ている人であっても、8.33％の確率で裏切る可能性があると

いうことです。王国においても潜在的な悪が暴力的な行為に

転移する可能性があります。 

考えてみて下さい。もし、暴力について何も学んでいなかったら。

悪がどのようなことをするのか学んでおらず、牧羊犬ではなく全く

羊のようであったとしたら。信じられないほど恐ろしくなります。敵

が何をするのか全く見当もつかないからです。しかし、そのような

技に対する知識を持って練習していれば自信が持てます。 

それですべてが保証されるわけではありませんが、より多くの知

識を持てば恐ろしい思いで活動することはありません。警察官
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の団体と話しているようなものです。深刻な脅威に直面すれば

人間として恐怖を感じます。しかし、学習や訓練によって、また

そのような経験によってそのデータをどのように解釈するかは全く

異なってきます。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

格闘技の達人が保護し合う王国 

王国で若い時に訓練した人達が 16 歳から 18 歳までの年齢

で（平和）警察に入っていたらどうでしょうか。保安官の代理

に任命されて。それは国によってではありません。（平和）警

察ですが普通の市民です。その文明における安全、命令、対

応方法についての意識や知識のレベルを考えて下さい。住民

全体がブラジリアン柔術の黒帯保持者で、そこに行ってその人

達と素手で戦うようなものです。はるかに難しくなります。 

文明全体が多くの知識を持ち、実際の世界で何が可能で何

か不可能かを理解しています。悪と取り組む上で自信を持つこ

とが沢山あります。悪を恐れず、常にその可能性があると意識

するのです。そればかりか、食い止めるために命を投げ出す必

要があれば対処出来るしそれを厭わない、そのような決意を内

に持つのです。 

訓練を 1 年、2、3…10 年続けたと考えてみて下さい。10 歳

から始めて 20 歳になれば達人のようになっています。社会のレ

ベル、知識のレベル、プレデターや犯罪者がそのような環境でや

り遂げることの難しさを考えてみて下さい。自己防衛についての

将軍レベルの非常に高い知識を持っている環境です。 

素手の戦闘に幻想を抱かず、子供や愛する人、家族に対する

多層の安全対策を持って共に訓練します。そのような環境でプ

レデターやサイコパスがやり遂げるのは難しいことを考えて下さい。

（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

国民の防衛意識が高い王国 

ジョー・ローガンがインタビューでジョージアのことを話していました。

全世帯でライフルの所有が義務付けられた年、89％も強盗が

減ったのです。撃たれたい人は誰もいないからです。 

左派、社会主義者、共産主義者、そして政治サタン主義者

が銃を取り上げたい本当の理由は、まさに毛沢東が言った通り

です。共産主義者の赤い星を身に着け、毛沢東のシャツを着

ることが流行っています。冗談はやめてくれという話です。そのサ

タンが１億のアジア人を殺したのです。人間の屑です。完全に

サタンです。誇りにすべき人物ではありません。 

彼が何と言ったかと言えば 「政治権力は銃口から生まれる」 

と言いました。共産党が銃を持たなければ、国民がその銃口を

向けるということです。そういう理由で銃を規制したのです。ヒト

ラー、ポル・ポト、スターリン、全員がやりました。全てサタンの霊、

同じ悪の霊なのです。 

しかし、神様の王国では出来ません。世界の全ての人が防衛

の知識を持つのです。世界の全ての人が鉄の杖を持ちます。

世界の全ての人が主権と王権を理解します。悪い狼や悪魔は

ふざけたことを出来ません。自由に統制出来ません。なぜなら、

自己防衛の方法や文明に関する国民の知識がとても豊富で

知性が高いからです。 

ブラジリアン柔術で黒帯を手に入れたら教授と呼ばれます。そ

れは戦いの博士号を取ったからです。それは博士の知識を得る

ようなものだからです。それが犯罪者や力づくで人から搾取しよ

うとする人にとってどれほどの悪夢考えてみて下さい。最悪の悪

夢です。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

武器の習得が必須 

いつもキングスレポートで紹介している動画を見せます。子供が

いる人は気を付けて下さい。残忍な内容があります。子供に見

せたくなければ外に出して下さい。ブラジリアン柔術や MMA の

訓練をしている人は見て知っておくべきことです。何回も見せた

動画ですが、このコミュニティに見せるのには理由があります。 

子供達が沢山訓練しています。訓練をする時も幻想を抱いて

はいけません。私達は自己防衛術の訓練をしています。幻想

を抱いてはいけません。特に若い人達。幻想を抱かずだまされ

ないで下さい。素手での訓練は防御層の１つであって保証で

はありません。実際、相当な技術を持っていても小さな刃物を

持った人にやられてしまいます。力を増幅させる道具が非常に

強力だからです。そのような小さな武器がどれほど強力であるか、

分かっていません。なぜ善良な人もその使い方を学ぶのでしょう

か。絶対に学ばなければいけません。悪い人があなたを狙って

あなたのものを得ようと、必ず力を増幅させる道具を使うからで

す。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

王国のような雰囲気の NRA ショー 

銃の達人から成る社会 

NRA のショーに行けば、10 万人の人がいても金属探知機も

なく、全員が銃を持っています。建物の中にいる人が全員銃を

持っています。全員が能力を持っているのです。おかしな真似を

する人がいれば殺せるのです。全ての人に対する検査として本

当に有効です。 

ドラッグをやって自己陶酔し、また漫画やビデオゲームやポルノ

など、それが何であれ、虜になって幻想を抱き、他人を傷つけよ

うとすればすぐに撃退されます。人を傷つけようとして鉄の杖を

取り出せば、数多くの鉄の杖が向けられます。どこであっても炎

を見ることになります。空になった銃身を見ることもないでしょう。

目にするのはビデオがそこで中断されるような場面だけです。

（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

神様の王国を伝える好機 

来年はインディアナポリスで行われますが、ニンジャ達も全員連

れて行くかも知れません。そこでブースの運営を手伝うのです。

鉄の杖ミニストリーのブースを出して資金稼ぎをするかも知れま

せん。出来るかどうか検討しましょう。教会や牧師として出来る

か分かりません。しかし、教会関連は全くありませんでした。信じ

られないことです。馬鹿げています。NRA で神の言葉を説く牧

師が全くいません。神様を愛し、人々を守りたいと思っている人

達がそこにいます。何と大きくニッチな好機が転がっていることで

しょうか。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

生きたサムライが暮らす社会 

そのような環境に入れば分かります。文字通り、生きたサムライ
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達のところを歩いて回れば。無視出来る人は誰もいません。見

下すことの出来る人は誰もいません。太った男の人が歩いてい

るかも知れません。自分の方が足は速いかも知れませんが、弾

丸を振り切ることは出来ません。何の意味があるかと言えば、

若者にお年寄りを尊敬するように教えられます。お年寄りが武

装していなければ、若者がいじめられると考えるかも知れません。

最悪の場合、実際攻撃するかも知れないのです。しかし、社

会全体が武装していれば年を取ったサムライでも命に関わる存

在です。ですからやはり尊敬しなければなりません。神様はその

ような尊敬を示します。尊敬に満ち溢れた社会です。 

明らかにそのごろつきは女性に敬意を払っていませんでした。そ

の女性達は全員弱虫だと思っていたのです。その夜、お金を沢

山手に入れてパーティーに行き、酒やドラッグなど好きなことが

出来ると思っていました。ピンクのシャツを着て履き古したジーン

ズを履き、白いバッグに合わせて白い靴を履いた１人の女性が

男をやっつけました。その男の目論見は実現しませんでした。王

国では出来ません。なぜなら、誰がニンジャか分からないからで

す。普通の人のように見えます。まったくカジュアルな格好をして

いるように見えるかも知れません。（悪魔に取りつかれている女

性の絵を指して）それとは全く違った女性です。霊的に違うこと

が分かります。霊的な違いが分かりますね。あなたはどちらです

か。恐らくこちらでしょう。信仰を持つ限りそこから抜け出せます。

一生懸命働いて人を愛し、訓練を受けて強くなります。無敵に

なるということではありません。無敵には決してなれません。その

ような無知な者になってはいけません。私達の可能性を増加さ

せるということです。神様の霊はあなたの中で成長しています。

（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

変わりつつある NRA 

現在、この男性は NRA の顔になっています。コリオン・ノワール

です。彼は NRA の新人ですが NRA で最も人気があります。

NRA の公式応報担当者ではなく、コメンテーターです。彼が

NRA の新人であり、NRA は変わりつつあります。 

今回 NRA のイベントに行き、ロウさんも言っていましたが、もう

カントリークラブのようなものではありません。行ってみると、いる

のは白人だけではありません。白人でも何の問題もありません

が、少数派は仲間に入れないと考えられていました。武器は持

てないと信じ込まされていました。民主党のプランテーション経

営者達のことです。民主党のアル・シャープトンズ、ジェシー・ジ

ャクソンです。この人達が善良な市民から銃を取り上げ、黒人

の犯罪を抑えようと言っていました。 

今回、年齢層が完全に変わっていました。非常に沢山の若者

がいました。ミレニアル世代を含む 20~30 代といった人達です。

黒人もアジア人もいました。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

平和軍・平和警察の訓練 

人が生きていく所には、必ず達成すべき目的があります。その

目的を中心として。10 年、20 年、30 年、70 年、一生の間

行くべきなのです。目的が大きければ大きいほど、内的にもっと

強く誓わなければなりません。そうでなくては、その目的に到達

することはできません。時間という過程を通じて、その目的を凌

駕しえる内的な決意を続けない限り、その目的を達成すること

はできないのです。（真のお父様御言葉集 31 巻 149 ペー

ジ 1970/5/24） 

神様の戒めを 70 歳まで継続する 

平和軍・平和警察はどれほどありがたい内容でしょうか。私達

は様々な恐ろしい武道を学び、20 年 30 年 70 年まで訓練

出来ます。お爺さんになっても武道も鉄の杖も知っているので、

若者がいくら肉体的に強くても無視出来ません。 

70 代や 80 代のお婆さんになっても、あなた達は普通のお婆さ

んではありませんね？孫達に 「剣術はこうやるんだよ」 と、銃

器の武道も教えるのです。これがどれほど大きな福か分かります

か？女性達。だから、訓練したくなくてもその気持ちに打ち勝っ

て 10 年 20 年 30 年 70 年、一生の間進んで行かねばなり

ません。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

平和軍・平和警察が国を滅亡から救う 

お父様が平和軍・平和警察について話された時、君達は分か

りませんでした。お父様がどのような心情で何を語られたのか、

誰も分かりませんでした。しかしお父様はすべてを御存じでした。

左派のサタン主義がどのような準備をしているのか、全部知って

おられました。 

社会学的に、また市民の心理面や健康、家庭を考えても、そ

して霊的なことを考えても、神様の王国になぜ平和軍・平和

警察の訓練があるのか、今は分かるでしょう。 

豊かに成功した国には滅亡する道があっても、平和軍・平和

警察の訓練をする国にはありません。中央の軍隊を持たせず、

すべての市民が軍隊と警察の責任を担わねばなりません。その

責任を引き受ければ人が変わります。現実的な訓練をすれば

君達も分かるようになります。平和軍・平和警察の訓練をして

君達の脳も変わったではないですか。脳も変わりました。新しく

なった神経回路で考えるパターンも変わりました。君達は大学

で賢くなると思っていただろう。しかし、このような練習をしながら

脳が変わり、知恵深くなり、人が変わります。世間を見る目が

変わります。もっと恐ろしい鉄の杖まで持ち歩くようになれば、責

任感が変わります。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

市民をプランテーションから出して訓練する 

市民を訓練出来なければなりません。公立学校の先生、家

庭にいる市民を訓練するのです。このような科学に基づく現実

をなぜ教えないのでしょうか。自分の資産を守るためにどのよう

な道具を持つべきか、明確に教えてくれます。あの家政学をな

ぜ学校で教えないのでしょうか。それはプランテーションが銃持ち

込み禁止区域だからです。奴隷の主人だけが銃を持つように

なっています。毛沢東の中国のプランテーションであろうと、アメリ

カのプランテーションであろうと。主人だけが銃を持つことになって

います。神様の王国では正反対です。（鉄の杖の王国 13 

2018/4/22） 

神を愛し隣人を愛して守る文化 

神様は人々に鉄の杖を与えています。そして鉄の杖で国を治
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めると言っています。詩編２編と 89 篇では、この地上の国を

与えると言っています。あなたが相続する領土を与え、あなたは

それを鉄の杖で治めるだろうと言っているのです。その 「治める」 

という言葉は 「ポイマイノ」 であり、導き守るという意味です。

独裁者になるということではありません。 

ですから、平和軍・平和警察の道義は心を尽くし、精神を尽く

し、力を尽くし、思いを尽くして神様を愛して隣人を愛すること

です。カールのような善良な人達、皆さんのような善良な人達

が本当の格闘技、自己防衛の格闘技を駆使して人々を力付

けようとする、そのような道義です。人を愛して命を愛し、自分

の命だけではなく他人の命を守るのです。すべての住民がその

ような訓練を受けたら悪人にとっては大問題です。それで彼ら

はそのようにして欲しくありません。社会主義者や共産主義者

は皆、そのようにして欲しくありません。女性達を怖がらせて遠ざ

けます。この力が相続出来ると信じさせたくありません。あなたも

この力を扱って保持し、使用出来ると信じさせたくないのです。

あなたにも出来るという動画を見せた後であったとしても。 

あなたがそのような鍛錬を受け、健全な精神を持てる可能性

は絶対にあります。あなたはサイコパスではありません。狂ってい

ません。人の行動を支配したいと願う、無力な精神病の狂人

ではありません。あなたには人を守りたいという思いがあります。

愛する者を守りたいという気持ちがあります。文化を守りたいと

思っています。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

平和軍・平和警察で責任と道義を学ぶ 

天一国で人は金持ちになりますが、同時に平和軍・平和警察

の訓練と責任があるので、金持ちであっても警察や軍人であり、

快楽主義に陥ることが出来ません。どうしてでしょうか？警察や

軍人なら道義が無くてはならないですか？あってはならないです

か？なければなりません。確かなことです。法を守らねばならな

いので、犯罪と戦わねばならないので、全と悪を区別出来なけ

ればいけません。分かりますね？それは警察の責任です。 

天一国には富が沢山ありますが、それでもすべての人が、女性

も含めて警察であり軍人です。一般の快楽主義の国であって

も完全に変わります。人々が幼い頃から国を守る愛国心と、

隣人を保護する強い責任を学ぶからです。（鉄の杖の王国 8 

2018/3/14） 

訓練を通して健康になり、強くなる 

皆さんは訓練をして楽しむこともありますが、ストレスも受けます。

しかし、この訓練がなかったらどうだったでしょうか。実際はそれほ

ど弱いのに、自分は強いという錯覚の中で生きていたではない

ですか。文明圏に入ってああ・・・、人々と連結されてああ・・・、

訓練をしてああ・・・。 

そのような訓練を通して良いストレスを受け、アドレナリンや良い

ホルモンが出るので私達は健康になって精神も強くなります。

人々はアドレナリンを追求するために麻薬を使って狂ったことを

します。私達はこの訓練を通してそのストレスをすべて解くことが

出来ます。もちろん、どうしようもない時は泣くしかありません。

（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

訓練と武装が力付ける 

神様の王国には技術があります。自由意志があるので悪いこと

をしようとする人がいます。しかし形勢は逆転します。なぜなら、

今度は心の貧しい者が王国を受け継ぎ、王の権利を持ちます。

訓練を受けて主権を持った王となります。徴税から解放され、

王国を守るために武装します。 

皆さんの中には奇妙に思う人がいるかも知れません。それはそ

こで育っていないからです。人生の殆どを社会主義的な背景の

中で洗脳されてきました。アメリカの大学に行った場合は特にそ

うです。おそらく世界で最も社会主義、共産主義的な場所な

ので洗脳されたのです。このような防御術が理解出来ないので

す。それで怖いと感じます。 

しかし、若い年代から学んでいれば恐れることはありません。車

を運転するのと同じように、そのような技術を理解して道具の

操作方法を理解し、偏桃体や海馬が正常に機能するように

なります。それは 10 年間、MMA やブラジリアン柔術、カリ・エ

スクリマ、射撃の訓練を積むからです。脳が完全に違ってきます。

運動記憶のスキルが完全に変わります。地面に投げ飛ばして

も即座に戦闘態勢を取って反撃出来ます。それが自分の運

動記憶システム、脳の海馬の中に埋め込まれているからです。

それが人を力付けます。抑圧されて虐げられ、重荷を負わされ

た人達を力付けます。キリストは何と言ったでしょうか。「虐げら

れ、重荷を負った人は私のところに来なさい。私が休ませてあげ

よう」 と言われました。（鉄の杖の王国 13 2018/4/22） 

絶妙なコントロールを求める危険な技 

私たちは本当に危険な技を教えています。BJJ（ブラジリアン

柔術）や MMA などの戦闘では、敵に対して敏感でなければ

なりません。敵のことを感じなければなりません。それは直接敵

と接触するからです。 

もっと高度な技の段階になると、例えば銃の場合です。途方も

ない攻撃的なエネルギーに対して信じられない程のバランスを

保たなければなりません。同時に極めて冷静なコントロールが

必要です。その両極端が混在します。全速力で走って身を隠

し、悪者を即座に倒せなければいけません。良くコントロールし

なければなりません。指だけでその小さなものを引くのですから。 

体全体は全速力で走って緊張していますが、突然、本当に繊

細に正確に撃つ必要があります。そっと絞らなければなりません。

そうしなければ辺りに広がってしまいます。その微妙な差異を理

解すればするほど、悪者に勝つために攻撃的な性質を保つこと

と、自分の精神をコントロールすることの絶妙な組み合わせだと

分かります。特に、自分の小さな指の小さな節をコントロールし

なければなりません。引き金の指を引けば全てがダメになって悪

者を撃てないかも知れません。高度で非常に微妙な技なので

す。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

平和軍・平和警察の訓練は祝福 

ビデオゲームで遊んで私が強くなる、とんでもない嘘です。愚か

で馬鹿な若者達、ビデオゲームで沢山遊んだから自分は強い

と思っています。ビデオゲームで怪物に勝ったから。錯覚の世界

で生きています。一度もレスリングをしないで、一度も強い男と
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戦わないで、一度も殴り合わないで、ゲームに勝てるから自分

は強いと錯覚しています。若い女性も、ハリウッド映画でひょろっ

とした女性がハイヒールを履いて大きな格闘技の選手に足蹴り

で勝つ、そんな映画を見て自分は強いと思っています。 

平和軍・平和警察の訓練は偉大な祝福です。天一国の民と

市民、傲慢で間抜けな錯覚に陥っている愚かな若者達にとっ

てとてつもない祝福です。韓国の軍隊は韓国の男にとって祝福

です。女もイスラエルのようになれば良いのです。実際に行った

ら良いです。女が錯覚に陥らないように。（鉄の杖の王国 19 

2018/6/27） 

市民が歩兵になる 

歩兵が重要 

政府における第一の基本は歩兵です。歩兵が重要です。いく

ら戦車や飛行機があっても、歩兵がいなければ爆撃した都市

や土地を掌握し、進めて行くことが出来ません。基地を設置し

て自分のものに出来ません。歩兵が一番重要です。歩兵があ

ってこそ、戦車やミサイルなど、色々な装備が生かされます。歩

兵があっての空軍や海軍です。歩兵が最も基本で最も重要で

す。米国は市民が多いので、ある州では自動車の上に大きな

重機関銃まで設置します。参戦勇士達がそのような自動車を

作り、市民に売って訓練させています。スイスをモデルにして。

市民が戦車を主管出来るようになります。それで市民が歩兵と

なって戦車の設置、維持管理などすべて出来るようになります。

市民であり軍人です。 

空軍も同じです。月に１度か３か月に１度、子供達が集まっ

て飛行機の維持管理をします。市民がシューッとくるくる回りな

がら修理もするのです。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

市民が軍の武装をすれば決着が付く 

一般市民の歩兵が軍隊で求められるすべてを買えて AR-15

と鎧を持てば終わります。勝ちます。何故なら政府から支援を

受け、給料を受け取る軍隊よりも市民が多いからです。天一

国では市民が平和軍・平和警察です。歩兵です。 

また、平和軍・平和警察を通して特別な訓練をする子供達も

います。ボートを準備して管理し、海軍の訓練をします。飛行

機に乗る子供達もいるでしょう。戦車を運用する子供達も、ミ

サイルを管理する子供達もいるでしょう。（鉄の杖の王国 17 

2018/5/30） 

平時から訓練して備える 

その国を狼達が常に見ているので、平和な時にもっと訓練しな

くてはいけません。なぜでしょうか？女性達を食べて男性達を

殺したいから。子供を洗脳して自分の悪なる軍隊にしたいから。

国が平和だからといって楽に生きられるということではありません。

金持ちになって家の施錠をしない、銃器の訓練もしない、夜に

なって女性が１人でうろうろ行ったり来たりするのを奴らは全て

見ています。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

訓練された市民の歩兵が悪を支配する 

結婚を破壊して家庭を破壊し、皆さんを滅亡にさせるために銃

器をすべて奪って 「本当に強い人にそんな武器は必要がない」 

と、このような嘘を植えつけます。また、映画の中では主人公が

とんでもない銃を持って全てに勝つようなことが沢山登場するで

はないですか。まったくの詐欺です。市民が強くならなければい

けません。韓国や日本、すべての国が天一国憲法の中に入っ

て来た時、お父様の王権と３代王４代王５代王と一緒に

AR-15 の訓練をすれば、皆さんの後孫と市民で構成される歩

兵が強くなってサタン主義のイスラム過激派や中央組織は身

動きも出来なくなります。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

核兵器より重要な歩兵 

どうしてでしょうか。奴らを倒すのは市民です。本当の軍隊の力

は歩兵。それが基本です。歩兵からすべての特殊部隊が出て

来ます。歩兵が大きいからこそ、特殊部隊の力が強くなります。

その人口の中で一番強い子供達が特殊部隊に入れるからで

す。歩兵が 10 人しかいなくて、その 10 人全員が特殊部隊に

なれば、その 10 人が一番強い子であるとは限りません。しかし、

子供達が１万人 10 万人もいれば、強い子供達を特殊部隊

に入れ、船に上手に乗る者を海軍に入れ、飛行機に上手に

乗る者を空軍に入れるのです。それで歩兵が一番重要です。 

ヒトラーは核爆弾が一番重要だと言いましたが、それは違いま

す。ティム・エルダーが 「韓国も核武装しなければならないのか」 

と、國進兄さんに尋ねました。國進兄さんは 「違う、一番重要

なのは歩兵だ」 と言われました。軍隊を作る時は歩兵が一番

重要です。歩兵です。歩兵の能力を生かすために核ミサイルな

どのテクノロジーが設置されるのであって、歩兵が一番重要です。

（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

歩兵が土地を掌握しなければ勝てない 

ある国にどれほど爆弾を落として破壊しても、入って行ってその

国の歩兵を掌握出来なければ、悪い者がその国を再度掌握

するようになります。そこに入ってその地を掴まなくてはなりません。

入って行って掌握するのは誰ですか？戦車でも機械でもありま

せん。人です。人、歩兵がそのように重要なのに、中央組織は

皆さんを洗脳して歩兵が重要ではなく、より恐ろしい核とミサイ

ルが本物の軍隊パワーだと言います。 

米国の一番大きい軍隊、核戦争までできる軍隊やミサイルで

も ISIS を長い間捕まえられなかったではないですか。相手がア

フガニスタンで、洞窟か何かを掘ってモグラのように生きているの

です。いくらミサイルがあっても勝てません。奴らには何もありませ

ん。ミサイル、M16 ステルス爆撃機、どれもありません。それでも

16 年間もアフガニスタンで生きて来たではないですか。（鉄の

杖の王国 17 2018/5/30） 

歩兵の質とパワーが重要 

実際の戦争では歩兵が一番重要です。歩兵の質、歩兵のパ

ワーが重要です。歩兵は箸や花で戦いますか？歩兵はメガネ

をつけてゲームで戦いますか？歩兵が鎧を着て訓練し、ブラジ

リアン柔術をして MMAもすることができ、カリ（フィリピンの武術）

の剣の戦いも出来てエスクリマも出来て AR-15 の訓練までも

すれば、その歩兵はとんでもなく強いでしょう。（鉄の杖の王国

17 2018/5/30） 
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４-８ 王国の教育 

神様がアダムとエバを創造したのと同じように、創造主の立場

でその喜びを感じさせるためのものが子女なのです。子女は、ア

ダムとエバによる第二創造物です。無形の神様は、有形の実

体としてアダムとエバを造りました。アダムとエバが完成すれば、

神様の有形実体の完成として愛の中心代表となります。その

神様がアダムとエバを創造して喜びを感じたのと同じように、実

体的に神様の創造の喜びを感じることがでるように、体験させ

るために与えたのが子女だというのです。（天聖経 98） 

天聖経98を見ましょう。飛躍しているように思うかもしれません

が違います。これがお父様の言う天一国の中心だからです。 

祝福を受ける時に非常に重要なことがあります。祝福はあなた

が幸せになるということが問題ではありません。それが祝福では

ないのです。それは副次的な効果です。それは神様に喜びをも

たらすという中核の目的から結果として出て来ることです。それ

が中心的な目的です。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

キリストとの関係を最重要視する 

ルカ 10:38-42 一同が旅を続けているうちに、イエスがある

村へはいられた。するとマルタという名の女がイエスを家に迎

え入れた。この女にマリヤという妹がいたが、主の足もとにす

わって、御言に聞き入っていた。ところが、マルタは接待のこと

で忙がしくて心をとりみだし、イエスのところにきて言った、「主

よ、妹がわたしだけに接待をさせているのを、なんともお思い

になりませんか。わたしの手伝いをするように妹におっしゃって

ください」。主は答えて言われた、「マルタよ、マルタよ、あなた

は多くのことに心を配って思いわずらっている。しかし、無くて

ならぬものは多くはない。いや、一つだけである。マリヤはその

良い方を選んだのだ。そしてそれは、彼女から取り去ってはな

らないものである」。 

キリストとの関係性が最も大切 

キリストとの関係性、それが最も大切な事だというのです。神様

が気を揉んでいるのはあなたの心の中だという事です。 

イエス様は非常にはっきりとしています。「些細な事が問題では

なく私を知る事が問題であり、私と過ごし話を聞く事が問題な

のだ」 と。「そうする事でもっと自分のようになれるのだ」「そして

もっと自分のようになれば、もっと聖霊に満たされて最も必要と

し求めている事が満たされるようになるのだ」 と。それがルカ 10

章です。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

自分オンリーではやがてうんざりする 

自分の事が全てだとしたら、いつかお互いにうんざりしてしまいま

す。お互いに好きになるかも知れませんが、つまらないことで喧

嘩するかも知れません。歯磨き粉。靴下。自分が問題ではな

いのです。神様の前の結婚の誓約です。神様が問題です。神

様に仕えるという事です。 

靴下や歯磨き粉についてのつまらない口論も、そういった大きな

山も乗り越えられます。あなたの中心、錨、岩、あなたの土台と

するものによって乗り越えられます。あなたの土台は流砂ではあ

りません。肉体、情欲、自分の幸福、自分の喜びではないので

す。違います。それは壊れてしまいます。あなたは完璧ではない

からです。あなたの夫も完璧ではなく、妻も完璧ではありません。

（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

高い目的で日常の問題を容易に克服する 

あなたも相手も沢山の事でいらいらします。罪人であり罪を犯

します。壊れてしまうのです。 

神様が問題です。より高い目的に仕える時、あなたのありきた

りの表面的な問題は容易に克服できます。苦労がないと言っ

ているのではありません。やはりある程度の苦労を経験しなけれ

ばならないでしょう。しかし克服出来ます。より高い目的を持ち、

より高い使命があります。キリストはより高い目的の事を語って

います。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

悪を分別する 

繁栄し過ぎてサタン主義に陥る 

全世界をもうけても自分の命を損したら何の得になろうか、これ

は成功した国の問題、つまりアメリカです。とても繁栄して豊か

になり、強力になり、私達は道徳を失いました。子供は甘やか

されて育ちました。異教徒や世俗主義者、多文化主義者や

相対主義者になり、全ての宗教は同じだと信じるようになりまし

た。彼らは麻薬文化マルクス主義に等しく、今は共産主義にな

っています。国が繁栄し過ぎると裕福になり、親は子供たちに

苦労をさせようとはせず、子供達は腐ってサタンになります。彼

らは自己陶酔し、傲慢で利己的な人々になり、まさに利己主

義のカルトに加わりたいと思います。それがサタン主義です。 

サタン主義はあなたの力に関するものです。あなたがどれほど悪

くなり得るか、どれほど利己的であり得るかということであり、力と

見なされます。「わあ！あの人達はとても利己的です。彼は血

を飲んで悪魔の儀式を行うようなものです。彼らはなんて博識

でしょう。ああ、彼らはとても強力です」 それはあなたを強力に

するのではなく、弱くします。それはあなたを哀れにして醜くしま

す。サタン主義者がますます高いレベルの悪を求める理由です。

それは利己主義です。「あなたは一度の結婚を守っているので

良いと思っていますね。私は 10 人と関係を持っています。私も

男性とセックスするし、動物ともセックスします。子供達ともセック

スしています。私はセックスするだけでなく、その子供達を殺しま

した」 正しいでしょうか？これは悪くなっていくことです。誰がこ

れ以上悪くなれるでしょうか。それで、聖書はバアル崇拝、アシ

ェラ崇拝、女神崇拝など、神様の前に他の神々を置くことに警

告しているのです。あなたは古代の儀式の一部として子供を犠

牲にし、古風な儀式の一部として血の儀式を受けます。学界

ではそれらの伝統を保存しようと言っています。何ということでし

ょうか。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

悪に染まる若者達 

イエス様が語られた伝統を守りましょう。子供を傷つけると首に

石臼をかけられて海に投げ込まれます。それはイエス様の伝統
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です。この古代の伝統はどうですか。あなたは昔の伝統をあまり

好きではありませんね。彼らはそれを好まないのです。それが古

き良き伝統である時、彼らはそれを好みません。 

主には憐れみがあります。しかし、私がどれだけ悪に染まれるか

に尽きます。彼らは邪悪であってもいいと見ています。そして今、

若者達は悪に染まっていることを恥じることなく認めています。

（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

「悪」をかっこいいと勘違いする 

ブレジリアン柔術のコミュニティでも、戦闘コミュニティにいる人な

ら誰でも、子供を訓練する時は膝を折るリスクのある危険な訓

練をしないのが普通です。例えばレッグロック（足緘：あしがら

み）という技があります。初めは取っ組み合いや首の絞め、腕

固めなどをします。やがて彼らがもう少し高度なブルーベルトなど

を手に入れたら、安全にレッグロックを教え始めます。ほとんどの

学校がそうしています。 

今日では、彼らはレッグロックをダークアート（邪悪な技）と呼

びます。ブレジリアン柔術のコミュニティに入ってみると、彼らは理

解していません。神様を中心にしていません。レッグロックが靭

帯や膝を粉砕する危険な技であると知っていても、ダークアート

と呼んでかっこいいと考えています。それは決してかっこよくありま

せん。 

それはあなたの能力を誇示する大衆文化のようなものです。ダ

ース・ベイダーや赤く光ったライトセイバー、シスの暗黒卿のよう

なイメージと繋がります。あなたは恐ろしいようでも悪を崇拝す

るまでには至りません。私は恐ろしいレッグロックを知っている！

凄い奴らのボスと訓練した！奴らの仕組みを知っている！など

と言っても悪ではありません。ダース・ベイダーやシスの暗黒卿に

よって訓練を受けたふりをする必要はないのです。（鉄の杖の

王国 10 2018/3/25） 

力と悪を混同してはいけない 

ダナハー・デス・スクワッドは世界中のブラジリアン柔術の男を打

ち砕く世界トップレベルのチャンピオンです。私のコーチの１人で

あるゲイリー・トノンは、タイでの世界選手権で最初の MMA フ

ァイトを獲得しました。彼はプロフェッショナルの世界に飛び込み、

２ラウンドで相手を打ち砕きました。彼は小さな男ですが恐ろ

しい人です。 

私も様々な技を知っています。私はそれらを悪だとは思いませ

ん。子供達もその技を学びます。しかし、それは良い人々がそ

れらを崇拝し始める時でもあり、自分がその能力、邪悪な力を

獲得したと信じ始める時でもあります。しかし、それは邪悪なも

のではなく、単にその効果と技を理解しているだけです。「ダーク

アート」 とは関係ありません。あなたが何らかの邪悪な能力を

理解したとしても、そのように考えるのは馬鹿げています。なぜ

なら、神様はあなたがその能力を理解することにより、悪に乗っ

取られないようになって欲しいと願われているからです。だからこ

そ、鉄の杖には大きな能力と権威、そして力があります。しかし、

鉄の杖が善良な人々、心の貧しい人々、堕落以降数千年に

渡って抑圧されてきた人々の手にあります。イエス様に従って死

を恐れず、迫害を恐れず、嘲りを恐れないで下さい。そしてそれ

はあなたを内的に強くしますが、注意して下さい。 

あなたが強くなるにつれて、力を邪悪のように考える愚かな大

衆文化に吸い込まれるかも知れません。そしてあなたが邪悪な

ことを学べば学ぶほど、あなたは利己的になると考えます。いい

え、そうではありません。あなたは弱く、哀れで無力になるのです。

（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

富の誘惑に負けないように育てる 

貧富に関係なく一緒に訓練する 

マタイ 19:18 に戻ります。 

青年 「どの掟ですか?」 

イエス様 「殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母

を敬い、隣人を愛しなさい。」 

青年 「そういうことはみな守ってきました。まだ何か欠けてい

ますか。」 

イエス様 「もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払

い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に富みをつむこ

とになる。それから、私に従いなさい。」 

これは別の大きな罠です。富についてです。天一国には多くの

自由があります。経済が保障されています。自由市場から巨

万の富を得るかも知れません。もっと繁栄するかも知れません。

ここに問題があります。儲け過ぎると次の世代はどうしますか？

親が愚かでどうすべきか分からず、子供達をよく育てなければ社

会は崩壊します。天一国では平和維持の訓練をしなければい

けません。裕福な家庭の子達にも皆と一緒に汚いことをさせる

のです。様々な同情は社会のレベルの違いを超えた友情となり

ます。同世代のグループに留まらず、彼等は訓練を通して強く

なり、責任の原理を学びます。 

人には自由意志があるので選択は出来ます。悪事を選ぶ人も

いるでしょう。大多数の人達は悪事をしません。悪事はすぐに

罰せられるからです。義の人は危険なストレスを回避するので

す。社会は精神病患者を最後まで面倒を見ません。一生懸

命働き、隣人に親切にして人のために生きます。神様を愛する

人は隣人も愛します。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

富や悪との関係を断つのは難しい 

裕福な家の青年はローマ帝国に支配されていました。彼は重

要な位置にいて支配層と繋がっていたでしょう。所有物だけで

なく、全ての位置を捨てなさいと言われたのです。関係を切って

家族の友達も全員を捨てられますか。ナンシー・ペロシ（第60

代合衆国下院議長。民主党所属）はオフィスに行って２億ド

ルを持ち出しました。政府と関わって巨万の富を得たのです。ナ

ンシーのようになることはありません。皆さんはイエス様に従えば

良いのです。色々な関係を切ることは容易でありません。（鉄

の杖の王国５ 2018/2/18） 

マタイ 19:22-24 この言葉を聞いて、青年は悲しみながら

立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。それから

イエスは弟子たちに言われた、「よく聞きなさい。富んでいる

者が天国にはいるのは、むずかしいものである。また、あなた

がたに言うが、富んでいる者が神の国にはいるよりは、らくだ



103 

 

が針の穴を通る方が、もっとやさしい」。 

左派は自分を良い人間だと偽って詐欺を働く 

イエス様の次の言葉はとても厳しいのです。「金持ちが天の国

に入るよりも、らくだが針の穴を通る方がまだ易しい。」 

富は神様から与えられたことを忘れています。彼は先祖から財

産を受け継いで今裕福なのです。しかし、彼は国民に対する

責任感を持っておらず、イエス様はそれを指摘されました。彼は

他の戒めを守る良い人間だと言いましたが、子供のようにうつむ

いて去って行きました。出来なかったのです。 

この点は重要です。左派はいつも自分のことを良い人間だと、

悪人ではないと言います。ナンシーも善人を装って寄付をして

います。しかし真実ではありません。物語であり、プロパガンダで

す。愛情のあるように覆い隠していますが、自分の利益のため

に資源を盗み取っています。米国の貧しい人達の支援はして

いません。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

神様の王家の資産 

王家の考えは奴隷の考えとは違います。皆さんは天使長らに

教育され、お父様が何を語られたのか理解出来ませんでした。

天使長らが軍事的な洗脳組織を通じて皆さんをずっと奴隷に

しました。 

王家の考え方は異なります。王家ではインターネットの数字は

自己資産ではありません。本当の資産は第一に神様。偉大で

永遠な神様との関係です。永生を注いで下さった資産です。

次の資産は何ですか？キリスト、真の父母です。それは神様を

代表する血統で、そして子供達です。子供達も資産です。良

いものです。それから土地の所有。金銀銅、八大教材教本。

それから才能も資産です。家を直せるのは資産です。世界経

済が悪くなっても、どのような国でも技術のある人は食べていけ

ます。技術者や大工。また家を修理する配管工や電気技術

者、技術も資産です。実体で持てる金と銀も資産です。 

皆さんの王冠を見ると２万や 5 万ウォンの王冠ではありません

ね。皆さんは既にアップグレードしましたね。それが全部資産に

なります。ネットワークの人々も重要な資産です。正直で道義

的な人達も資産です。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

お金を横領すれば滅亡し、正しい人が王国に入る 

家庭詐欺連合の奴らはすべての資産を盗みましたが、皆滅亡

してしまいました。なぜでしょうか？奴らが詐欺しかしないからで

す。数十兆を盗んで行きましたが滅亡しました。今では天福宮

やすべての不動産を売ってしまい、自分達のお金を確保しよう

としても何もありません。指導層だけでなく、下の職員までも全

部が泥棒をしています。盗みをすると短期的には利益を得ても

長期的には滅亡します。道義的な心情を守り、神様の心情を

蹂躙せず神聖冒涜しない人達が一番を大きな資産を受ける

ことになります。神様の王国に入るようになります。 

奴らはあれほどお金を横領しても皆奴隷ではないですか。奴隷

です。盗んだお金を一時的に沢山持っている奴隷です。すぐに

滅亡します。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

父親の不在が破壊する 

銃乱射事件の背後にある父親の不在 

バージニア工科大学銃乱射事件を起こした韓国人を除き、米

国のすべての銃乱射事件は父親のいない家庭で発生していま

す。お父さんがいれば限界、超えてはいけない一線を学びます。

男の子は 14~15 歳にもなれば母親より大きくなって言うことを

聞きません。だから父親が必要です。父親がいれば超えてはい

けない一線を学べます。 

統計によれば、銃乱射事件の 98.4％は銃の所持を禁止して

いる場所で起きており、90％では抗うつ剤を飲んでおり、

96.3％は父親不在の家庭で起きています。（鉄の杖の王国

8 2018/3/14） 

子女をサタン世界に追い出す母親 

社会や政府に洗脳された母親 

母親がひどいヘリコプターママであれば、家の中で狂ったように

勉強、勉強と言い続けて子供達を苦しめるので、子供達は自

分の体を保護する習慣を作ります。習慣を作って自分の存在

を少しでも保護出来るようにします。韓国や日本の母親はこれ

がとてもひどいのです。子供達を捕まえて常に勉強、勉強、勉

強・・・、愚かな洗脳された女性になってしまいました。韓国や

中国の母親も。中国と韓国、日本の母親達にこのような心理

的病気があります。社会や政府に洗脳されたのです。孔子の

中央政府システムです。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

独学して奴隷を開放したリンカーン大統領 

天一国はそうではありません。皆さん、米国で有名なリンカーン

大統領を知っていますね。リンカーン大統領が黒人を解放しま

した。内戦をしながら奴隷を皆解放しました。リンカーン大統領

は小学校を出ていますか？出ていません。リンカーン大統領は

中学校を出ていますか？出ていません。リンカーン大統領は高

校を出ていますか？出ていません。リンカーン大統領は大学を

出ていますか？出ていません。 

リンカーン大統領は独学しました。そして幼い頃から多くの仕事

もし、様々な師範の下で働いて多くの実体的な勉強をして、と

てつもない大統領として世界を動かす人になりました。勉強が

出来るからなれたのではありません。子どもを捕まえて狂ったよう

に勉強させ、殴って勉強ばかりさせて良い学校に入れても、狂

ってしまう子供が多いではないですか。親が狂っているからです。

（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

子供をサタンの社会システムに突き出す母親 

子供が成熟するように親が育てなければいけません。とても重

要です。子供達をねずみでも追いかけるように捕まえて、かじる

ように勉強、勉強、勉強と小言ばかり言います。勉強終わった

の？それ全部終わらせた？と。すると、子供達は頭がおかしくな

って親を見ず、世俗的になり、堕落して外で結婚してしまいま

す。そのようになったらどうしますか？ 

イエス様が言われたように、全世界を得てもあなたの魂を失った

ら何の意味があるでしょうか？親子関係が一番貴重なのに、
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親子関係に集中せず、人を借金の塊にするサタン銀行家シス

テムに子供を突き出しています。洗脳されてそこにしか成功が

ないと考える愚か者にして子供を駄目にしています。多くの韓

国女性、母親がそうです。日本や中国の母親のように。なぜな

ら皆が奴隷だったからです。全員が奴隷の下で暮らしたのです。

（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

子供に時間を投入して育てる 

1 対 1 の対話で子供に投資する 

このような理由で、左派、共産主義者による子供に対する悪

者扱いは非常に悪いのです。彼らは単に子供を悪者扱いしま

す。子供が悪いのだと言って。あなたが完璧だという意味ではあ

りません。以前のそういう風景に覚えがあるのです。良い躾を受

けていたなら良い親から学んでいます。素晴らしい親になれます。

間違いを犯さないということではありません。しかしより高い目的

を持つ事で乗り越えます。神様が与えた役割を果たすことが出

来ます。そして子供と素晴らしい時間を過ごします。子供と信

じられないほど素晴らしい冒険をします。子供がキリストにおい

て育てられれば・・・いつも講義に時間をつぎ込みなさいと言う

話ではありません。１対１で対話をする時間を持つのです。グ

ループの時間ではありません。グループの時間はいつでも持てま

す。１対１です。幼い頃から１対１の時間に投入します。あ

なたを支えてくれる人になります。あなたの SWAT チームになり

ます。成長すると生涯信頼出来る人になります。（鉄の杖の

王国 21 2018/7/22） 

1 対 1 の対話をしないと子供は悪魔になる 

そういう事をしなければ明らかに子供は悪魔になります。がむし

ゃらな悪い悪魔になります。ただあなたを怒らせるためだけに、あ

なたの好きな事を全部嫌いになります。 

ジェシー・リーが従兄弟の話をしていました。理由を付けてお父

さんのことが嫌いだと言います。お父さんがチーズケーキを好きな

ら、息子はチーズケーキが嫌いだと言います。パンプキンパイが

大好物だと言えば、パンプキンパイは嫌いだから絶対に食べな

いと言います。全てが感情的です。でたらめなのです。全てが反

感であり敵意です。容赦のない態度です。 

１対１の時間を持って下さい。それを 10 年 20 年重ねます。

良い助言をして成功のために位置付けします。彼らは SWAT

チームになります。一緒に訓練します。共に血を流し、汗を流し

ます。とても近くなって自分のギャングのようになり、自分の

SWAT チームになります。完璧という意味ではありません。

SWAT チームに問題は起きないでしょうか。特殊部隊の人は

一度も文句を言わないでしょうか。（鉄の杖の王国 21 

2018/7/22） 

子供は重荷で悪魔になると信じさせる 

子供を育てると悪魔のようになると信じさせるように意図してい

ます。毎年何十万ドルも投入してやがて破産し、彼らも借金を

背負って 20 年 30 年働き、役に立たない学位をあなたのせい

にします。馬鹿げています。洗脳です。子供を負債と見なすよ

うにさせます。資産だというのに。価値のある資産です。 

正しく育てれば、文明のための次の世代となります。国に任せ

て狂人達にマルクス主義者の悪魔になるように育てさせなけれ

ば。そんなことをすれば社会にとって地獄になります。（鉄の杖

の王国 21 2018/7/22） 

政治サタン主義を理解して強く謙遜になる 

世界がどのように動いているかを教えれば、政治サタン主義を

理解すれば、サタンがこの世界をどのように支配しているかを理

解すれば、自己防衛の価値を理解してルカ 10 章とヨハネ 15

章の文化を理解するようになります。社会が強力に変わります。

世界が強力に変わります。またとても謙遜になります。なぜなら、

あなたと沢山時間を過ごしたからです。あなたはワシントン DC

のサイコパスよりももっと成熟しているからです。完璧ではないと

してもワシントン DC のサイコパスよりは全く成熟しています。私

が保証します。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

子供に十分な時間を費やす 

彼らは女性を洗脳しています。「結婚してはいけない。結婚し

たら子供を産まなければならない」「その代わりに犬や猫を 3 匹

育てれば良い」 と。それは子供ではありません。ただの犬と猫で

しかありません。子供は５人います。犬も沢山飼っていますし

犬は好きですが、犬は子供ではありません。 

子供達がこう言います。「私達より犬が好きなの？」 と。ママが

家に帰ると犬達は嬉しくて興奮して飛び回ります。子供ではそ

ういうことは滅多にないでしょう？犬は奴隷です。犬は基本的

に召使いです。子供は奴隷ではありません。成長してやがて王

と王妃になります。犬や獣は人間の召使いです。子供ではあり

ません。 

子供のない人達は犬や猫が子供だと錯覚しています。おかしい

ほどの錯覚です。そんな子供がいたらとんでもない児童虐待に

なります。子供達は途方もない財産です。しかし国に明け渡さ

ず、他人に教育させずに子供に時間を費やして育て、訓練し、

楽しませ、１対１の時間を過ごして下さい。もちろんそうやって

いてもサタンに奪われることはあります。しかし全力を尽くしたの

です。そしてそれを神様に捧げることが出来ます。（鉄の杖の

王国 21 2018/7/22） 

マタイによる福音書 5:14 あなたがたは、世の光である。山

の上にある町は隠れることができない。 

父親は叱って真実を伝えて励ます 

神様は私達の自尊心を満足させようとされているのではありま

せん。神様は父であって母ではありません。 

王妃が母親の愛について言っていました。外が寒い時、母親は

子供に 「上着を着なさい」「靴下をはきなさい」 と言いますが、

父親は 「行きなさい。15 分で戻るように。そんな服装で報い

を受けるのは自分だ」 と言うのです。 

神様は父ですから、私達の自尊心を満足させるためにこの聖

句を書かれたのではありません。私達に教えを授け、弱虫にな

るなと言われています。「あなたを励まして言いますが、あなたは

塩です。そして光となるのです」 と言って、それだから弱虫にな
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ってはいけないというのです。 

誰かが攻撃して来る時、弱虫にならずに喜びなさい、心配する

なと言っているのです。励ましています。それは本当に大切なこ

とです。良いコーチや教師、良い父親は叱って真実を伝える方

法を知っています。子供がナルシスト的になって偽善に陥る時、

率直に真実を語りますが、同時に励ましてあげます。（鉄の杖

の王国２ 2018/1/7） 

若い時に子供を産んで育てる 

女性からサタンが入るので激しく訓練する 

女が問題です。女も訓練しなければサタンが文明圏に入って

来ます。男達だけ訓練をすれば、女達の中にサタンが入って来

ます。女が激しい訓練するところを見せてこそ、サタンが、狼ども

が入って来られません。男だけが強くてはいけません。それは過

去の、堕落後の文明圏の間違いです。女も平和軍・平和警

察の訓練をして AR-15 を撃ち、鉄杖道まで出来てこそ、文明

圏が安全になります。 

夫と妻が一緒に訓練するので、お互いをより理解出来、趣味

も同じだから共に運動も出来、お互いに励まし合うことも出来

ます。ダイエットも２人で一緒に出来るし、栄養のある食事を

一緒に食べ、共に祈祷も出来て子供達も一緒に育てられます。

周囲の子供達も一緒に訓練出来ます。（鉄の杖の王国 17 

2018/5/30） 

若い時に子供を産み、一緒に訓練する 

若い時に子供を産み、子供達を一緒に訓練させるのが本当に

良いのです。ブラジリアン柔術や MMA の女性は早く子供を産

みます。一般人は 40 代。すると子供達と訓練する時は 60 代

のお婆さんになる。お婆さんが子供と冒険出来ますか？若い

時に子供を産んでこそ、健康に良く、子供と遊ぶことも訓練も

出来ます。一緒に冒険も出来ます。そうすればより若い生き方

が出来るでしょう。40 代になった時に子供は 20 代で、10 年

間一緒に訓練したから子供達とのスキンシップも多く、いたずら

も一緒にしています。触ったり訓練したりする生き生きとした生

活を一緒に出来ます。訓練を通して武士の精神、文明圏をお

互いに分かり合え、大変な訓練を認め合えるようになります。 

だから女が恰好良くなければいけません。君達を通して次の世

代は、「私もあのようになりたい」 となります。女性がサタン主義

に陥れば、あらゆる文明圏が左派に行きます。女が行けば男

は仕方なくついて行きます。そして良い男を全部殺せば、弱い

奴らしか残りません。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

女が強くなれば文明圏も家庭も恵みを受ける 

女が強くなるように、二代王は泣かせてもあざが出来てもまった

く関係なく激しく訓練させるのです。そういうことを通して、知らな

いうちに女が家庭と子供達と文明圏を保護するようになります。

参加しなければいけません。そうして君達も莫大な恵みを受け

るのです。 

より安全でやくざが怖がる社会。安全で子供達と理解し合える

家庭。お互いに理解し合える文明圏、武道精神と平和軍・平

和警察の精神です。夫や子供達、孫達までも一緒に運動し

て遊べます。国だけでなく、君達も素晴らしい恵みを沢山受け

るのです。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

深い関係で守る 

幸福と満足を与える夫婦関係 

女性は 30 歳か 40 歳になるとやっと結婚しようとしますが、もう

赤ちゃんも生めません。そんな風に暮らしたら幸せになれると思

ったのに、あれこれ学んで 40 歳になって嫁に行こうとしても良い

男がいません。 

統計的に見れば、西洋や米国でそのように暮らした女性は幸

せになっていません。男性の世界では成功が幸せに通ずると言

いますが、50 年経つと女性はそうではありません。友達関係で

は話になりません。 

人々に深い幸福と満足を与えるのはキリストとの関係ですが、

私達の経験において、その象徴的な関係は夫婦関係です。

夫婦関係はキリストと教会との結婚の象徴です。キリストは新

郎で信じる者が新婦です。このように深い、夫婦間の愛と尊敬

を通して、私達は魂の満足を感じます。友達や兄弟の関係は

浅く弱いです。兄弟姉妹の関係も友達関係より深いですが、

夫婦関係とは比較になりません。 

この関係の故に、人間がライオンや熊や虎と戦いながら自分の

村を保護し、成功出来たのです。その本能はこの関係を維持

するためのものです。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

親子関係の深さが子供をサタンから守る 

私が私の人生を楽しむ、これほど薄っぺらな目的がありますか。

そんな人々の魂に満足を与えるのが深い関係です。深い関係

の中に大きくて強固な安全があります。深い関係の中でこそ、

認められ愛されていることを深く感じます。 

子供は産まれた時には何も分かりません。１歳や２歳は犬の

レベルです。何も知りません。しかし大きくなって共学の学校に

送って政治サタン主義に渡せば、親を憎むサタン、自分のこと

だけを考えるサタンになってしまいます。しかし、両親が子供達と

一緒に訓練しながら多くのことを教えてあげ、また両親もある程

度成熟すれば、子供達と協力してその次の世代を育てるだけ

でなく、次の世代をひとつにすることが出来ます。 

そうすれば子供達に問題が起きないということではありません。

しかし、その子供達が、親を近い友達のような関係にする文化

相対主義の影響を受けるのではなく、父親や母親として影響

を受ける生活が重要です。親が若ければ、父親と子供が多く

のことを一緒に出来るのも楽しみのひとつです。 

一般の人達の関係がどれほど浅く、薄っぺらいでしょうか。子供

が幼い頃は分かりませんが、人々は子供が十代になると恐れま

す。十代が一番大変だと言います。なぜ大変なのでしょうか？

お父さんやお母さんとのスキンシップを失う頃だからです。子供

達に触ってあげなければ段々離れて行きます。 

我が王妃もいつも触ってあげなければ段々離れてしまいます。

変ですよね？いつも触っていなければいけません。スキンシップ

にどれほどパワーがあるか分かりません。人を連結させます。サモ
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二ム、どうしてそんなに喜んでいるのですか？スキンシップを沢山

受けているんですね。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

親子に福となる平和軍・平和警察の訓練 

幼い頃は沢山スキンシップをするのに、十代になると嫌がります。

そして親から離れて行きます。無理やりにスキンシップをしようと

して叩けば、子供はもっと嫌います。仕方なく二代王に言われ

たからと言って無理にスキンシップをしても嫌がります。自然では

ないからです。 

だから、今やっている平和軍・平和警察の訓練がどれほど大き

な福か分かりません。子供達が十代になっても自然なスキンシ

ップが沢山出来ます。ただのスキンシップではなく、子供達を強

く丈夫にしながらスキンシップが出来ます。そして幼い頃から作っ

た親との深い関係が更に深まります。他の子供達にはないのに、

平和軍・平和警察の訓練をするお父さんとお母さんと子供達

にはそれがあります。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

スキンシップがなければ遠ざかる人間 

人は本当に単純です。自然に沢山触らなければ段々遠くなり

ます。女性達が喧嘩した後、拗ねて抱き合わずに泣き喚く。ご

めんごめんとしながら抱いてあげなければ解けません。会っても

そのようにしない姉妹がそこにいますね。１年２年経ったら遠く

なってしまいます。２週間だけそのようにしても遠くなります。女

性達、違いますか？ 

それほど怖いのです。サンクチュアリアカデミーの男性達も今回、

二代王にスキンシップについて沢山学んだだろう。君達が夫に

なったら、いつも妻を自然にスキンシップしてあげるのです。ある

時にはいたずらしながら。スカート可愛い！わあ、ズボン可愛

い！自然にするのです。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

自我から解放する 

本当の教育は難しいことをすること 

本当の教育は何でしょうか？人は関係性です。本当の教育は

難しいことをすることです。平和軍・平和警察の訓練は難しい

です。沢山勉強しても人は壊れません。バイトを沢山しても人

は壊れないではないですか。しかし、平和軍・平和警察の訓練

をしたら人は壊れます。良い意味で自我が壊れるのです。 

神様の王国であれば、あのような愚か者達が平和軍・平和警

察に入って馬鹿なことをすれば、周りの人はもちろん耐えて耐え

ますが、余りにも馬鹿なことをすれば軍隊のようにめった打ちに

して殴ります。その者の行動の結果を教えてあげるので良い教

育になります。今はサタン世界なのでキャンプで子供達を殴った

り出来ません。法的に問題があります。（鉄の杖の王国 19 

2018/6/27） 

自我が崩れると開放されて感謝出来るようになる 

神様の王国が来れば、平和軍・平和警察の訓練で馬鹿なこ

とをして人を無視すれば殴られます。一般の軍隊のように逃げ

られず、やられます。「私は可哀想だ、私だけ・・・。私はとても

大変なのに。私がどれだけ・・・、あんたに何が分かる・・・」 と言

う愚かな若者が沢山います。皆錯覚しています。一度も強い

人と一緒にいなかったので殴られることがありませんでした。自

我が一度も崩れていません。自我が壊れてこそ、周りの人を考

えるようになります。 

自分は色々バイトをしたから強いと思っていても、それはごまか

しです。そんな愚か者が多いのです。自我が完全に崩れてこそ、

人は良くなっていきます。自我が崩れてこそ、周りの人達を見ら

れるようになり、感謝出来るようになって自分自身の自我から

解放されます。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

うちの子供達に外の会社のアルバイトが大変かどうか聞いてみ

て下さい。とても簡単だったと言います。なぜでしょうか？父親が

慈悲深く愛を持って、知恵深く成熟出来るように子供達に難

しいことを沢山させたからです。自我を崩すことを沢山させまし

た。アルバイトは簡単ですが、もっと厳しいことを沢山させて自

我をすべて崩したからです。（鉄の杖の王国 19 2018/6/27） 

エピジェネティクスを開放する 

子供が芋虫から蝶に生まれ変わる 

若い人や子供達を見ていると、エピジェネティクスが解放されて

妄想が打ち破られ、強くなってでたらめなことに気付くようになり

ます。芋虫が蝶へと変わるような素晴らしい事です。そういう変

化を見ているようです。 

子供達は妄想を抱いて完全に思考停止です。自分のことで

一杯です。馬鹿なナルトのゲームをしているので簡単に人を倒

せると思っています。来てみると打ちのめされ叩かれて首を絞め

られます。窒息、ケガといった格闘技では当然のことを経験し、

それを継続すれば人間の魂が変化するのを見ることになります。

謙虚さが生まれるのが分かります。辛い仕事や競争に感謝し

始めるようになります。 

そればかりか、訓練相手を守るようになり、お互いに訓練し合

い、思いやり、道徳といったもの、また神を愛し隣人を愛する心

が溢れるようになります。変化するようになるのです。全く弱く傷

付きやすい人が、自己を防衛して多くの命を守れるようになりま

す。エピジェネティクスが解放されます。それが最も素晴らしい体

験であり感情です。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

不平不満を越えてエピジェネティクスを開放する 

ですから、若い人達を訓練するのにはやりがいがあります。その

ような変化が起きます。もちろんそれには 5％が必要です。訓

練は簡単ではありません。やめたくなるかも知れません。彼らは

弱く、泣いたり不平を言ったり、誰かに責任を転嫁すれば解決

すると思っています。 

しかし訓練を始めると責任感を持つようになります。起こること

全てに責任を持つようになります。そのようなことの中から指導

者に教えと訓練を受け、そういった状況から改善する方法を覚

え、強くなります。しかしずっと謙虚になり、自分が誰であり何が

出来るかについて現実的になります。そしてこのような人達が変

化するのを見るのにとてもやりがいを感じます。（鉄の杖の王国

21 2018/7/22） 
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エピジェネティクスを解放すると謙虚で強くなる 

エピジェネティクスが解放されるのを見るのは本当に素晴らしい

です。2 年間も思考停止のゾンビでビデオゲームをしていたベー

タメイルの胸と背中、胸筋、上腕二頭筋が付き、首を絞めたり

お尻を蹴ったり出来るようになります。しかし謙虚です。重いも

のを持ち上げ、見た目も良く自信も付きます。それを見るのは

素晴らしいです。子供達が力強く、責任感を持つように変化し

ます。善のために生殺与奪の権威を握ることを学びます。何と

素晴らしい王国でしょうか。（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 

後成遺伝子を開いてテクノロジーを生かす文化 

天一国はテクノロジーに反対しません。私達の文化では平和

軍・平和警察をせねばなりませんから、天一国にはテクノロジー

がとても多いのです。お父様もテクノロジーを使われました。自

然の中での釣りや狩りでは、ヘリコプターに乗られました。 

ここペンシルベニアのレンカスター郡に行けば、古代のように生き

ているクリスチャンがいます。アーミッシュです。彼らはテクノロジー

に反対しますが、天一国はそうではありません。天一国にはす

べてのテクノロジーがあります。あることにはありますが、同時に

若い年代から自然での訓練をし、銃やブラジリアン柔術などの

強力な武道の訓練もします。そうして後成遺伝子（エピジェネ

ティクス）が開かれると、これを体から抜くことは出来ません。テ

クノロジーが沢山あっても抜けません。だから 30~40 代に赤ち

ゃんが生まれて何をしようか、ゲームで遊ぼうかではなく、外に行

って山遊びや川遊びをしよう。聖書を読んで八大教材教本を

一緒に読もう。ピクニックをしに外へ行こう。これも重要な文明

圏の一部です。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

誠実に生死を主管する 

釣りや狩りをする時は誠実でなければいけません。なぜでしょう

か？自分が食べるものを自分で殺さねばならず、自分で皮を

剥いでその肉を取り出さねばいけません。これは誠実な行動で

す。他人がその汚い仕事を皆さんのためにするのではなく、その

命ある動物を捕まえて殺して力を得るのですから、自分で誠実

に生死主管せねばなりません。皮を剥いで神様に感謝し、その

動物に感謝しながら食べなければいけません。もちろん、毎日

そのように食べるわけではありませんが、そのような訓練をしたで

はないですか。平和軍・平和警察の訓練を通して考えれば分

かりますね。（鉄の杖の王国６ 2018/2/27） 

荒野で強い男女になる 

私は 17 歳の時に初めて鹿を捕まえましたが、皮を剥がして全

部しなければいけませんでした。皮を剥がし、儀式では心臓の

血まで飲まなければなりません。殺してすぐに心臓の血を飲ま

なければいけません。どうしてかは分かりませんが、人々からその

ようにさせられました。皮を剥がして内蔵全部取り出すと、その

匂いと動物の血が全身を覆っています。すると考えが変わり、

人生が変わります。それを一度経験すれば、大きな鹿を捕まえ

ても出来るようになります。幼い時に一度だけでもすれば一生

出来るようになります。不思議なことですね。 

私達の子供達も天正宮で生活して完全に間抜けになってしま

いましたが、お父様が荒野に送られ、三代王と子供達強い男

女になりました。イノシシも捕まえることが出来、魚を掴むことも

出来ます。アッパと蛇を捕まえ、蛇やネズミ、リスも食べ、サバイ

バルとして氷点下 27 度の冬季訓練をし、恐ろしい武道と鉄の

杖の訓練もして一般の男女と比較出来なくなりました。（鉄の

杖の王国６ 2018/2/27） 

後成遺伝子が開かれると自然を恐れない 

自然の遺伝子に加えて後成遺伝子が開かれると、自然を恐

れない人になります。後成遺伝子は平和軍・平和警察遺伝

子です。ブラジリアン柔術で首の締め方や腕や脚を折る方法を

学び、大きいお兄さんと戦わねばなりません。もちろんよく負けま

すが、負けることも教育です。勘違いしてはいけません。負けな

がら謙虚になり、一生懸命訓練してこそ強くなります。（鉄の

杖の王国６ 2018/2/27） 

幼いうちにエピジェネティックを開放する 

ニューメキシコ州アルバカーキのニューライフバプテスト教会です。

彼らは子供達を訓練しています。世界には捕食者と悪が存在

し、反撃する必要のあることを理解させ、脳の扁桃体の機能を

伸ばしています。降伏しても捕食者は止めません。却って難しく

なります。それで、この学校は素晴らしい模範を示しています。

子供達は原則的に幼い頃から武道のトレーニングをしています。

つまり、子供達は幼い年齢のうちに様々なエピジェネティクスを

解放しています。読書や算数で脳を伸ばすだけでなく、成長す

るにつれて彼らは強力な守護者になるでしょう。 

それだけではありません。アメリカ合衆国では、学校で銃器の訓

練を受けていました。子供達は銃の安全な取り扱いについて

学ぶことが出来ます。それで、今や学校が安全な場所であると

子供達は話しています。米国で「銃禁止地域」を制定して以

来、学校での発砲は何倍になりましたか？昨日調べました

ね？300％です。昨日、ティムがキングスレポートで統計を紹

介しました。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

第５章  7 年以内に王国を作る 

思い通りになる神様ではありません。法を立てて置かれたなら、

永遠なる方が制定した法は、永遠なるものなのです。自分が

立てて置いたものを思い通りにはしないということです。それに順

応して超えて行こうとする、その神様の権威は、それは驚くべき

ことなのです。公儀を立てるにあたっては、全て天理の原則に

合致することができる公法を立てるにあたっては、絶対に神様

が、最初に踏んで超えて行った後に、万民がついて行くようにな

っていて、宇宙が回って行くようになっていて、それを第 2 に回す

ことができません。そのような人間創造の理想的な基準があり

ます。（天聖経 65 ページ, 文鮮明先生のみ言葉選集 162

巻 p184 1987/4/12） 

５-１ 王と王妃による祝福式 

７年以内に地上天国を作る 

私達は田舎の森の中で静かに小さな祝福式をしようとしたので
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すが、お父様が信じられない役事をされて世界的なニュースに

なりました。 

考えてみて下さい。第二次世界大戦以後、キリスト教がお父

様を受け入れて従えば７年以内に地上天国が出来たのです。

７年以内、それほど早く出来たのです。同様に、お父様の王

権とカインとアベル、そしてお父様の遺産と、お父様の権限圏に

帰って来た宗族王と王妃が一緒に立つようになれば、７年以

内に世界がひっくり返ります。考えてみて下さい。黙示録 3:11

に王冠を誰にも奪われるなとあります。すべてのクリスチャンが王

冠をかぶり、私も王と王妃だと言ってAR-15を所有すれば、世

界がひっくり返ります。現代の詐欺師である中央政府組織と共

産主義が滅びます。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

王冠と鉄の杖を伴う祝福式 

王と王妃を連れて来いという啓示 

私達は６カ月前から準備していました。神様は、王と王妃を

連れて来なければならないという非常に強い啓示を与えてくれ

ました。それは聖書の王と王妃を示す装備品を持って来なけれ

ばならないということです。ロマ書 8:17 にあるようにキリストの共

同相続人だからです。つまり、黙示録 3:11 に 「あなたの冠が

だれにも奪われないように」 とされている王冠と鉄の杖のことで

す。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

神様が決定された王冠と鉄の杖 

（銃を所持して行う祝福式を）FBI も CIA も見ています。既

に私に対する FISA（外国情報監視法）令状を取得して、

私の電話でも車でも全部盗聴しているでしょう。間違いないは

ずです。 

警察関係者もここに来ます。しかし私達がやっていることは聖

書にもとづくことであり、言論の自由、宗教の自由という憲法上

の権利の行使です。美しい儀式で適切な銃の扱いと規律を示

します。また武器を所持し携帯する憲法上の権利は言うまで

もありません。何も違法なことはしません。 

警察を招待し、彼らにも参加して欲しいと思っています。祝福

を受けて欲しいです。エンパワーされることを願っています。社会

のすべての人が人間の権利を持つことを望みます。アメリカだけ

ではなく世界の人々が。なぜなら、これらは州や国、その他によ

って与えられた権利ではないからです。神様によって与えられた

ものです。そして聖書にもとづく神様の王国の装いは、あなたが

決めたものではなく、私が決めたものでもなく、神様が決めたも

のであり、それが王冠と鉄の杖なのです。気に入りませんか。そ

れは残念です。神様が決定されているのです。（鉄の杖の王

国４ 2018/2/11） 

世界的なイベントになる 

皆さん、2/24 の GOA のイベント、そして 2/28 が近付いてい

ます。既にワシントンポストからインタビューの依頼が来ています。

彼らは私を中傷するでしょう。彼らはアメリカと神の国の敵です。

反キリスト教徒です。（中略）またロンドンの新聞デイリーメー

ルからも依頼がありました。編集者はピアス・モーガンでしょう。

私達の記事を書きたいのです。今の社会的なメディアの何が素

晴らしいのでしょうか。私達は真実でなければならず、これらの

人達を崇拝しません。殆どの人は非アメリカ人の自由の敵、銃

所有者の敵です。国民を武装解除願っています。中絶によっ

て赤ちゃんを殺すこと、殺す権利を望んでいます。つまり、アメリ

カ合衆国の敵です。私は毎日彼らを非難しています。 

この地域には他にも地元の新聞がいくつかありますが、全てのイ

ベントを公開しています。私達は信仰の自由、言論の自由、

報道の自由、思想の自由、武装する権利の自由を行使しま

す。神様が私達に与えられた自由に感謝して美しい儀式を行

います。王国の美しい贈り物を世界中が体験することを祈って

憲法が与える権利を行使します。凄まじい勢いで全国的な、

国際的なイベントになりつつあります。（鉄の杖の王国５ 

2018/2/18） 

トランプ大統領を後押しする 

神様は私達に警告されています。私達は責任を持たねばなり

ません。そして準備するのです。全てのことは、2/24、2/28 の

イベントで炸裂するでしょう。ご存知のように、私達はトランプを

支持する大会をベストウェスタンで行いますが、精神異常者が

ホテルに来て発砲するかも知れません。皆が武装して備えるの

で恐らく上手く行かないと思いますが、しかし起こる可能性はあ

ります。また 2/28 のイベントですが、これは霊的なミクロです。

つまりトランプが向かおうとする方向に導きくのです。トランプは、

世界中のすべての人やコミュニティ、全ての国が銃の所有権を

持つべきだという発表をしていません。まだしようとしていません。

それで、ミクロである私達が動いてこの革命をプッシュすれば、マ

クロがついて来ます。彼はそろそろやりそうです。（鉄の杖の王

国５ 2018/2/18） 

歴史の転換点の始まり 

愚かなことをしてはいけません。深刻なことで、冗談ではありませ

ん。サタンの王国は崩壊の危機に瀕しており、人々が神様の

王国に対する聖書のビジョンを聞きつけ、王冠をかぶって鉄の

杖を持つとしたらどうでしょうか。それはトランプよりも悪くなるとい

うことです。人々が目を覚ましてキリストの本質を知れば、トラン

プはキリストでも神様でもありません。神様だけが王国を明確に

します。神様だけが私達を治める方法を定義します。それが、

私達全員が行き着くところです。 

王冠と鉄の杖の世界では、正直で聖書的であり、神様を恐れ、

神と隣人を愛する人々がその力を持ちます。聖書にあるように、

鉄の杖をもって陶工の器が砕かれるのです。邪悪が砕かれます。

彼らはマフィアのように支配する場所がなくなることを知っていま

す。それで私達の命が危険にさらされています。しかしこれほど

の危険に立ち向かう時は、運命と未来を見つめ、何が起こって

も神様の手中にあって主を信頼せねばなりません。 

とにかく祈って下さい。思想革命の歴史における転換の始まり

です。心の革命であり、聖書の革命です。この後、世界的な

革命と議論が始まります。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

そうするためには、個人の立場で神様に代わってサタンと対決し

て勝たなければならず、養子の立場で神様に代わってサタンと
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戦って勝たなければならず、直系の息子娘の立場でも神様に

代わってサタン世界と戦って勝たなければなりません。そうでなけ

れば、真の父母を迎えることができません。それゆえ、摂理歴

史は旧約時代から新約時代を経て、今まで長い歴史を経て

きているのです。このように、僕の立場を復帰し、養子の立場を

復帰した基盤の上で、直系の息子娘の立場を復帰し、即ち

勝利の基盤を築いておいた後に真の父母の因縁を立てようと

なさるのが、神様がこの地上にメシアをお送りになった目的でし

た。（天聖経 192） 

世界中に伝播した鉄の杖を伴う祝福式 

2018 年２月 28 日に行った私達の世界的な祝福式が全世

界に紹介されました。欧州では大騒ぎです。これはイスラエルの

ニュースです。シンガポールやシドニー、オーストラリアでもヘラル

ドサン、同性愛新聞の LGBT に大きく出ました。 

アメリカの大きなインターナショナル・ビジネスタイムでも大きく出

ました。写真が出ています。王冠も写っています。統一教会の

儀式で、銃器所有を支持すると出ています。非常に良く出て

います。 

サウジアラビアのガルフニュースにも出ました。UAE、アラブ圏で

もすべて出ました。インドのヒンドゥースタンタイムでは私達の鉄

の杖の王妃が出ています。 

アフリカインターネット新聞にも出ました。田代さんの有名な弾

丸の王冠が出ています。 

米国の左派の若者達を使ったドキュメンタリー会社の VICE 

Media も掲載しました。職員の女性に対するセクハラで問題

になりましたが、米国で VICE Media と言えば大きな会社で

す。 

グローバルタイムは中国で一番大きな新聞です。共産党の新

聞ですが、習近平もこの新聞で読みました。 

プーチンもメルケルもマクロンもすべて見ました。トランプ大統領

まですべて見ました。 

これは台湾のニュースレンズという新聞です。金の鉄の杖まで大

きく出ました。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

サタン主義者を打ち倒す鉄の杖による統治 

日本でもカルト新聞に出ました。日本の教会を攻撃する可能

性が高いです。実際、日本の聖殿は銃の教会と言ってこのよう

な写真を撮っていますね。このように攻撃することもあるでしょう。 

短期的にはそのような攻撃もあるでしょうが、長期的には左派

の奴らが大変に恐れたのです。もしこれが世界に火をつければ、

市民達が 「我々は政府の奴隷ではなく、政府のものでもなく、

神様の息子や娘である。キリストの所有権を相続し、所有者

を保護する平和軍・平和警察だ」 と立ち上がって世界がひっく

り返ります。完全に覆されます。市民が銃器を所持出来る世

界になれば、スーパーエリートの詐欺師達、サタン主義者、子

供の血を吸うソロスや国際マフィアの銀行家達は身動き出来

ません。びくとも出来ません。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

成約のクリスチャンがサタンの王国を滅ぼす 

今、中国でプロテスタントが爆発的に増えていますが、そのプロ

テスタントが成約時代のプロテスタントになって数百万、数千万

人になれば中国政府は何も出来ません。奴らが死ぬことになり

ます。完全に国を転覆します。左派の奴らはそれを知っている

ので、そのようなニュースを見ると骨まで震えるのです。キリスト

教が文総裁の息子とひとつになれば、我々のサタンの王国が

滅亡するかも知れないと感じるのです。骨の中まで。 

実際、北朝鮮でも韓国でも、皆がこのように教会に通えば政

府は何も出来ません。政府は紙になってしまいます。ですから、

今韓国と日本の政府、CIA や FBI は私達食口を熱心に見て

います。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

私達が受け継いでいた恐ろしい文化 

（2/28 の祝福式）それは素晴らしいクラシック音楽の中での

儀式でした。軍隊の制服やカモフラージュ柄ではなく、美しいロ

ーブと金の王冠、そして金色の鉄の杖もありました。美しいクラ

シック音楽。それが更に恐ろしいのです。 

それは次のような理由です。この鉄の杖が、実は自分達が受け

継いだ文化や文明の一部であることを想起させ、更に鉄の杖

の文化は止められないものであり、イスラム過激派は侵略出来

ず、子供を食べたいサタン主義者も侵略出来ないことをキリス

ト教に理解させたら終わりだからです。 

侵略されることはありません。それで彼らはこの小さなグループを

非常に恐れるのです。嘘ではありません。ディープステートの多く

の機関が私達に注目しています。100％分かっていて疑問の

余地はありません。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 

共産主義者を恐怖させた銃の祝福式 

すべての政治権力は銃口からもたらされます。すべての政治権

力です。鉄の杖の聖句に戻りますが、なぜこれらの聖句は左派

にそれほどまでの不安をもたらすのでしょうか。 

2/28 に祝福の式典がありました。誰もが白く美しい式服を着

て来ました。そして金の王冠です。そのいくつかは本物で数千ド

ルもしました。王の血統とキリストの共同相続人を示すもので

す。そして鉄の杖がありました。それで彼らはびびったのです。全

世界がびびったのです。20 億以上の人がそれを見ました。彼ら

は真実を知っているので、予期せず死の恐怖が稲妻のように

体を突き通したのです。彼らはすべての政治権力が銃口から

来る真実を知っています。彼らは知っているし公言しています。

（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

世界に解き放たれた鉄の杖 

世界で 22 億人がこの話を聞きました。鉄の杖のことを聞きまし

た。新しい語彙を耳にしました。それがペンシルベニア州のニュー

ファンドランドから解き放たれたのです。 

私達が話しているのは市民に力を与えることです。人権のこと

です。善良な人達が自己防衛出来るようになることです。そし

てその文化や文明、家族と子供や孫のことです。 

我々は人身売買されません。気違いのトップの人々に支配さ

れることはありません。その人達はいつも支配しようとするプレデ

ターであり、よだれを流す狼です。夕食に何が出るか投票して

いる２匹の狼です。（鉄の杖の王国 9 2018/3/18） 
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鉄の杖が羊とヤギを分ける 

当日、自分達も AR を持って来たと言ってイベントに来られまし

たが、プライベートなイベントなので日曜日にまた来て下さいと

伝えました。本当に面白いことです。人々が羊とヤギに分かれ

ています。 

地域には保守派の人がいて、憲法修正第２条を支持する、

信仰の自由を支持する、などと言う人がいます。これでこの地

域のネオコンが誰なのかはっきりしました。そして人権と自己防

衛の権利を真に支持する人が誰なのか分かりました。（鉄の

杖の王国７ 2018/3/4） 

空気が変わる 

今、私をインタビューし始めています。それは私達が話している

ことがこういうことだからです。王としての神聖な権利があると言

っているのは私達だけです。クリスチャンは国に屈服すべきでは

なく、キリスト自身を理解すべきです。その封印は東から訪れ、

黙示録 12 章にある、太陽と月をまとう女性が男の子を生み、

その国を鉄の杖で治めるのです。私達はこのようなことが起こる

のを全て見ています。（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

王と王妃の祝福式から空気が変わった 

また、全国ではなく全世界で、鉄の杖のことが話題になっている

ことを理解すれば、人々の意識が変わりつつあるということです。

2/28 以降、空気が変わったのです。人々が問いかけています。 

「待てよ、我々市民にも武器を保持し携帯する権利を持てる

のだろうか」 と。神様という観点から、それは自己防衛のための

人権です。プレデターと悪人、狼、サイコパスから自分を守るの

です。 

また、キリストの共同相続人と共に、王権の装備品を持って立

つことが出来るようになります。それは主権の王冠と、すべての

神の王国の市民の防衛手段としての鉄の杖です。神様を愛し、

隣人を愛し、私達自身が防衛部隊となり、兄弟の保護者とな

り、兄弟を助け、悪や狼に立ち向かうのです。そして王国で神

様と共に立ちます。天で行われる通り、地でも行われるのです。

（鉄の杖の王国 11 2018/4/1） 

５-２ 真の母 

黙示録 12 章の女 

黙示録 12:5 女は男の子を産んだが、彼は鉄のつえをもっ

てすべての国民を治めるべき者である。この子は、神のみもと

に、その御座のところに、引き上げられた。 

交差配列から読み解く黙示録の鍵の鍵 

キングスレポートでも話しましたが、韓国 CBS の内容です。韓

国最大の福音派キリスト教放送局です。素晴らしいことに、韓

国の福音派キリスト教は非常に活発です。情熱もあります。本

当に短い間に大きく拡大していますし信仰も深いです。彼らが

黙示録についてシリーズ番組を制作しました。素晴らしいもの

でした。 

黙示録の構成、交差配列を読み解いています。交差配列と

いうのは A→B、B→A のパターンです。これはヘブライ語の詩

的散文に決まって見られるのです。もちろん宗教聖典にも見ら

れます。なぜこういうことが発達したかというと、記憶しやすいよう

にするための工夫でした。（文字ではなく）口頭で伝えていく

ものでしたから。 

神は→偉大だ。（A→B） 

良きお方こそ→神様だ。（B→A）というものです。 

すなわち、A→B、B→A 構成です。これで神様を理解できるよ

うにするのです。 

この A→B、B→A パターンを繋ぐと ABBA アラム語でアバ、す

なわち父を意味します。イエス様は 「アバ（父よ）」 と呼びか

けました。面白いことに、ABBA は父を表すと同時に、また

ABBA の交差配列をも象徴します。 

まさに黙示録がこの構成になっています。１章と 22 章（最終

章）と鏡で映したようなペアの関係になっていて、2 章と 21 章、

3 章と 20 章、4 章と 19 章・・・このように鏡面関係でペアにな

っています。それを最後まで続けるのです。最後は第12章（と

11 章）です。 

だからこの 12 章というのは鍵の鍵となる章であり、極めて重要

な内容が書かれているのです。それは何ですか。（鉄の杖の王

国 18 2018/6/17） 

黙示録 12 章の女は真の母 

「また、大いなるしるしが天に現れた。ひとりの女が太陽を着て、

足の下に月を踏み、その頭に十二の星の冠をかぶっていた」 で

始まる一連の内容です。 

太陽（サン）を着て月（ムーン）を足元にする。12 の星の

冠をかぶり、そしてどうしますか？女は男の子を産みます。鉄の

杖をもってすべての国民を治める男です。これが中心部分なの

です。この女性が誰かもう知っていますね。 

興味深いことに、今韓国キリスト教界でもこの交差配列

（1950 年代に西洋の神学者によって発見された）講義の

中で、彼らはこの 12 章の女性を何と呼んでいると思いますか。 

普通は 「信仰の女」「真実の女性」 だとか 「黙示録 12 章の

女」 と呼ぶのですが、韓国のキリスト教はこれをスライドの中で 

「真の母」 と呼んでいるのです。「真の母」 と言うのは韓国キリ

スト教界で初めて見ました。黙示録 12 章の女のことを 「真の

母」 と呼んでいるのです。信じられないことです。彼らがお父様

の用いられた用語でこの鍵になる女性を呼んでいます。（鉄の

杖の王国 18 2018/6/17） 

真の母が産んだ男の子が鉄の杖で支配する 

交差配列の中で中心に位置する 12 章の女性です。その中

心に位置する女性は太陽（サン）と月（ムーン）で覆われて

いるというのです。これは霊的なお父様、サン・ミョン・ムーンを表

しています。しかも３章、７章では生ける神の印を持って日の

出る方（東）から上って来るのを見たと言っています。神の印

は東から来ると。天使がアバ（父）に印章を東から運ぶ。また

この女性は太陽（サン）と月（ムーン）で覆われる。そして男
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の子を産み、その子は鉄の杖で諸国を支配する。 

そして、お父様が再臨主を宣言された唯一の王権と、そこで去

年の９月に実体化した真の母。それらが完成した後で鉄の杖

の証があり、それが今世界中に広まったのです。こんなことが起

こり得るでしょうか。普通ではありません。誰が仕組んだのでしょ

うか。すべてが神様のみ手の内にあるというのです。（鉄の杖の

王国 18 2018/6/17） 

５-３ 神様の王国を伝える 

福音を宣べ伝えることが重要 

マタイとマルコを終え、今度はルカ４章に入ります。誰でも知っ

ている非常に有名な部分です。この 43 節は非常に重要な聖

句です。それはイエス様が送られた理由を説明しているからで

す。イエス・キリストご自身の口でその理由を 「わたしは、ほか

の町々にも神の国の福音を宣べ伝えねばならない。自分はそ

のためにつかわされたのである」 と語られました。これは記憶し

ておいて瞑想したりすべき大切な聖句です。つまずき迷う人々、

神様から離れた人々に対して心に愛や慈愛を抱く時、私達は

人に話しかけてキリストの下に導きたいと思います。それは彼ら

と共に苦労しようと心に慈愛を持つからです。私達もかつてはそ

のような者であったのであり、罪から恩寵によって救われ、慈愛

の心を聖霊によって与えられ、そのような人達に手を伸ばそうと

するのです。迷っている人、キリストを全く知らない人に手を差し

伸べようとします。それはただ行動しているのではなく、聖霊が

内側で働いてあなたを通して聖なる仕事をさせようとしているの

です。そしてキリストへ導き、救いに至らせます。私達は内側で

働く聖霊の働きに敏感になるべきです。キリストが来た理由が

非常に重要です。もう１度言うと、他の町々にも神の国の福

音を宣べ伝えるために来たと言われたのです。マタイ 24 章でも

語られています。「御国の福音は、すべての民に対してあかしを

するために、全世界に宣べ伝えられるであろう。そしてそれから

最後が来るのである」 と。ですから、福音を説くことが重要だと

分かります。神様の王国の福音を説くことがとても重要です。と

いうのも、それが神様の王国の力の時代において導きとなるか

らです。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

ルカ 4:38-43 イエスは会堂を出てシモンの家におはいりに

なった。ところがシモンのしゅうとめが高い熱を病んでいたの

で、人々は彼女のためにイエスにお願いした。そこで、イエス

はそのまくらもとに立って、熱が引くように命じられると、熱は

引き、女はすぐに起き上がって、彼らをもてなした。日が暮れ

ると、いろいろな病気になやむ者をかかえている人々が、皆そ

れをイエスのところに連れてきたので、そのひとりびとりに手を

置いて、おいやしになった。悪霊も「あなたこそ神の子です」と

叫びながら多くの人々から出ていった。しかし、イエスは彼ら

を戒めて、物を言うことをお許しにならなかった。彼らがイエス

はキリストだと知っていたからである。夜が明けると、イエスは

寂しい所へ出て行かれたが、群衆が捜しまわって、みもとに集

まり、自分たちから離れて行かれないようにと、引き止めた。し

かしイエスは、「わたしは、ほかの町々にも神の国の福音を宣

べ伝えねばならない。自分はそのためにつかわされたのであ

る」と言われた。 

神様の心情で人に働きかける 

神様の心情に掻き立てられて心を開かなければいけません。あ

なたの慈愛の中に住む神様と聖霊の働きに敏感にならなけれ

ばいけません。職場の仲間でも誰でも、誰か知っている人に話

をしなければいけないと感じるのです。神様は信仰を持つように

促します。マーク・ロビンソンのような完璧で雄弁にはっきりと話

すことは出来ないかも知れません。しかし、聖書には神様が言

うべき言葉を与えて下さるとあります。信頼して信仰を持ち、自

分のあるがままで良いのです。道に迷って神様から離れて土の

中、つまり地獄に下りて行こうとする人達のために、キリストの愛、

慈悲が自分から出て来るようにします。（鉄の杖の王国 15 

2018/5/13） 

王国を伝える勇気を持つ 

インターネット聖職者が行った素晴らしい調査結果の中で、嘘

を捨て去ることについて語っています。そのプログラムの中に地

獄に関するものがあります。私達は地獄について異教の概念を

かなり受け継いでしまっています。とても驚くべき話ですが、普通

のクリスチャンは地獄のことをとても非聖書的に、異教的に信じ

ています。それは別の調査結果なので今日は触れません。 

重要な点は、人々が神様から離れるようになってしまったので、

慈悲を持って寄り添い、福音を伝え、王国を伝えるということで

す。もちろん、嘲笑され、軽蔑されるかも知れませんが、神様は

信仰を持ちなさいと言われます。強く大胆で勇気を持ちなさい

と。刺激を感じ、神様の呼びかけと鼓舞に敏感にならなければ

なりません。（鉄の杖の王国 15 2018/5/13） 

５-４ 言論における左派の攻撃 

自由を求める右派、コントロールを求める左派 

右派や左派と呼びますが、伝統的な右派はヒトラーのようなも

ので、左派は共産主義です。お父様はこの２つを超越するも

のとして頭翼思想を言われましたが、現代では右派は頭翼思

想を代表しています。 

それまでは、国を中心とする共産主義や社会主義を右派、フ

ァシズムと呼びました。左派は国を中心とするだけでなく、マルク

スのように世界の共産主義化を目的としています。今では右

派は自由を追求し、左派はコントロールを追求します。ですか

ら、自由と責任を追及する天一国の国民は、良くも悪くも右

派のレッテルを貼られます。50 年前までは右派は悪いものでし

たが、今は私達も右派と呼びます。銃器の所有まで強く訴える

極端な右派です。AR-15 の教会です。お父様の役事として

皆さんも全員が参加しました。皆さんは歴史的な出来事に参

加したのです。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

獣の習性で近寄って来るメディア 

獣の習性を知らなければいけません。獣の習性は言い寄って

側に近づいて来て騙すのです。自分の力と栄光とをもって。 

聖書には、地中から獣が現れた時に人々はそれを崇拝すると

あります。力をサタン、龍から得て、人々は具体的に獣を崇め
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るとあります。まさにディープステートがインフラを造り上げ、闇の

政府の中に闇の組織を作り、その上に恒久的な支配階層が

いてその下に政治家を配置するものです。彼らは文字通り崇

拝の対象です。完全なカルトです。 

驚くべきことに、サイコパスを集めて凝縮した光を通さない闇の

政府です。ワシントンポストは彼らの強力な道具です。闇の政

府の道具なのです。現在のオーナーはアマゾンの創業者です。

ジェフ・ベゾスはあなたやあなたの家族、自由を求めて主権や

自衛の権利を求める普通の人々のまったくの敵です。完全な

全体主義者であり、権威主義者、まったく邪悪な政治サタン

主義者です。だから騙されてはいけません。ここ（ニューファンド

ランド）に好意的な記事を書くためにやって来たのではありませ

ん。（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 

サタンが王国への信仰を奪う 

150 万人のデモが報道されない 

韓国では大きな保守の集会があり、150 万人がソウルに集ま

りました。それがニュースで報道されません。なぜなら国営のメデ

ィアになり、今は共産主義の・・・社会主義の国になってしまった

からです。 

韓国では今、共産主義者が教育や医療、軍隊、メディア、全

てを支配しています。この 150 万人のデモを全くテレビで見せよ

うとしません。そこにはクリスチャンが沢山参加していたようです。

文在寅の社会主義、共産主義政権に抗議するために集まっ

た人達です。それほどまでに支配を強めています。 

大邱などにいたらソウルで何が起こっているか分かりません。

150 万人が集まっていたのです。全くの報道管制です。それな

のに共産主義者が３人とか 10 人でろうそくを持って徹夜でデ

モをすれば全国放送されるのです。 

アジアの人が 150 万人、ソウルで集会をしたというのにほとんど

報道しないのですから嘘のような話です。報道管制です。完全

に国が運営し、支配しています。完全に天使長による支配で

す。報道を支配してニュースを支配し、情報も現実も支配し、

心を支配するようになります。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

心を支配されてはいけない 

心を支配されたら主権はあり得ません。ある動画でリサが言っ

ていましたが、プランテーション（先住民や移民の安い労働力

を使って綿花・タバコ・ゴム・コーヒー・紅茶などの商品作物を栽

培する大規模農園）はガンフリーゾーン（銃持ち込み禁止区

域）です。ガンフリーゾーンはプランテーションなのです。 

鉄の杖は地上の神様の王国で絶対的に不可欠な装備です。

というのも、神様は地上に王国を作ることを意図されていたから

です。それが神様の意図です。ですから 「御国が来ますように。

御心が天で行われる通り地でも行われますように」 と祈るよう

になっています。 

クリスチャンなら、預言を学んでいれば、誰もが終わりの日には

神様の天の王国が実体的な地上の王国になると知っています。

それは天上の王国にはならないと。最初の復活の後、聖人が

生き返ってキリストと共に王国で生きます。それは実体的にとい

うことです。これが標準的なキリスト教の神学です。（鉄の杖の

王国７ 2018/3/4） 

王国を忘れさせようとするメッセージ 

国営のようになった教会は、クリスチャンに地上の天国のことを

考えさせたくもありません。ただ天上の王国だけを考えて欲しい

のです。「政治的な事に関わってはいけない」「意見を言っては

いけない」「マインドコントロールにだけ耳を傾けなさい」「CNN の

言うことだけ聞いていなさい」「偽の統計を受け入れていればい

いのだ」 と。しかし、最終的に鉄の杖が全世界に発表されると

彼らは震え上がるのです。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

神様の力と意思で王国が世界に広まる 

皆さんの中で、これほど早く世界に広まると分かっていた人がい

るでしょうか。これは聖霊の力と天にいる真のお父様の力によっ

てしか起こり得ないのです。私によるものではありません。我々

がやったのではありません。神様の力であり、意志なのです。そ

して神様の王国が訪れるのです。彼らは止めようとして中傷し

ました。しかし、結局はそれを広めることになりました。（鉄の杖

の王国７ 2018/3/4） 

鉄の杖を与えず王にならせないテレビ伝道師 

テレビ伝道師と説教者は、お金をもらって国の世話になり、

人々を武装解除して解放の神学を教えています。自分はクリ

スチャンになるのだと思っていても、彼らには皆さんを文化マルク

ス主義者に変えるプログラムがあります。そして本当の主権を持

って王国で王と王妃とならないように武器を与えず、自分に全

能の神様から与えられた領地と自己防衛の権利があることを

理解させないようにします。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

左派がカルトと指摘する 

イエス様は過激なカルトのリーダーだった 

彼らはキリストをカルトと呼びました。イエス様とその信者をカル

トと呼んだのです。名前だけのクリスチャンと左派のクリスチャン

は彼らの思うようにカルトの呼称を使いたいのです。ご存知のよ

うに私達も左派からいつもカルトと呼ばれています。事実、キリ

スト初期のクリスチャンはカルトと呼ばれました。ローマ帝国では

（キリスト教は）法律で禁止されていたのです。信仰を実践

することすら出来ませんでした。原始クリスチャンたちは完ぺきに

カルトと見なされていたおり、（当時は）イエス様は過激なカル

トのリーダーでした。（鉄の杖の王国 10 2018/3/25） 

ディズニーによる破壊工作 

詐欺を行う A&E 

A&E では、月曜日から 「異端と極端な信仰」 というショーが

始まり、その中に私達を含めました。今週はハリウッドにあるセッ

クスカルトを取り上げました。ハリウッドスターの女性を信徒にし、

次はその人達が伝道して、要は人身売買します。そしてすべて

の女性に入れ墨をします。 

次はエホバの証人についてです。不思議なことに ANTIFA につ
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いてはやりません。また、イスラム教やイスラムジハディ、極端イ

スラム、このような左派組織に対してはやりません。カトリック児

童性暴行、児童性売買についてもやりません。詐欺です。 

世界で一番大きな児童買春組織、英国王家とその政治家

達とカトリックに対しては１分もやりません。ジョージ・ソロスから

お金をもらう暴力主義者のANTIFAが保守の女性を殴って奪

うやくざなこともまったく報道しません。却ってエホバの証人や統

一教会に関して報道します。ですから A&E はまったくの詐欺だ

という事実が見られます。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

カトリックの悪をかばう A&E 

世界で最も問題のある教会はカトリックです。左派の教皇がい

るので A&E はカトリックの暴露をしません。オーストラリアのペル

枢機卿は教皇の右腕の秘書ですが、オーストラリア政府から

児童性売春で告訴されています。今、実際に告訴されている

のに A&E はカトリックの詐欺や児童売春についてまったく報道

しません。却って小さなエホバの証人やモルモン教、統一教会

などの報道をします。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

A&E の悪だくみを封じる 

A&E はとても笑わせてくれます。ライトやカメラなど、百万ドルの

装備を持って 20 人でインタビューに来ました。我々を冒涜して

悪口を言うと分かっていましたので、私達も彼らのインタビューを

すべて撮りました。そして A&E が自分達の内容を発信する前

に、私達が日曜英語礼拝でそのインタビューの動画を見せまし

た。A&E のように編集して一部だけ抜き出すのではなく、インタ

ビューのすべてを見せました。それをそのままネットにも載せました。 

私達が何を言って何を話したのか、誰でもインタビューのすべて

を見られます。A&E が自分の主張として発信する前に、私達

は A&E のインタビューを暴露しました。 

この女性はエリザベス・バーガスといいますが、A&E のプログラム 

「異端と極端な信仰」 のホスト、司会者をしています。ここに

来て１時間半のインタビューをしましたが、恐らくその一部だけ

を出して来るでしょう。 

予告編を見ると、セミパークまで出してお父様の悪口を言おうと

しています。テリータウンにいる既に教会を離れた若い人達にも

インタビューしながら、独自のプログラムを作ろうとしています。私

達が直接話したことについては、多分一部しか出さないでしょう。 

A&E のプログラムは１時間で、コマーシャルまで入るので正味

40 分程度です。もちろんその中に１時間半のインタビューを載

せることは出来ません。しかし、視聴した人々に間違って認識さ

せるように、どのように曲げて虚偽の宣伝をするか、私達には分

かっています。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

家庭破壊を仕組むディズニー 

A&Eはディズニーの子会社です。ディズニーは完全な左派の共

産主義者です。ディズニーは幼い子供達に対してハイパーセク

シュアライゼーション、過度な性の商品化をしています。 

ディズニーのどの映画を見ても父親への悪口があって父親は馬

鹿です。アラジンのお父さんは馬鹿。ムーランのお父さんも馬鹿。

リトルマーメイドの人魚姫のお父さんも馬鹿です。10 代の子供

が愚かな父親よりもずっと知恵深いと、このようなメッセージを送

ります。美女と野獣では何も知らない 10 代の子供が親より知

恵深く沢山知っています。これが左派のいつものメッセージです。 

ディズニーは子供達が親を憎むように仕向けて家庭破壊に導く

だけでなく、若い 11 歳から 14 歳の子供達がミニスカートを着

てセクシーダンスを踊るような場面も出してきます。これは心理

学的には性の商品化です。A&E はディズニーについても一言

も報道しません。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

ディズニーが左派の国を作る 

ディズニーは国連と協力し、健康科学などと言って性の商品化

をしています。共学の若い子供達に対する性の商品化として、

５歳の子供に性を教えて早くから性生活を促しています。コン

ドームを配って妊娠すれば無料で堕胎しています。とんでもない

ことです。話になりません。 

このように膨大な左派、詐欺師マルクス文明圏の教育をして、

子供達に性の自由を与えると言いつつ、子供達の政治的パワ

ーを奪って行きます。子供を利用して左派の国を作ります。どう

やって左派の国を作るのかと言えば、中央組織を作って市民

農業をして税金を収穫します。ですから、マルクス主義の左派

は市民が銃器所有出来ないようにするのです。（鉄の杖の王

国 17 2018/5/30） 

メディアを通じた攻撃 

左派を攻撃する YouTube チャンネルを締め出す 

最悪の左派の奴らが、YouTube で SPLC（南部貧困法律

センター）から 1 万人を雇用しました。この SPLC は人権のた

めに戦うふりをして右派の人を攻撃します。私達も攻撃されま

した。米国を EU のようにしようとしています。 

この１万人は完全に軍隊です。保守を、また左派を暴露する

内容を攻撃します。インフォウォーズもやられました。マイク・アダ

ムスは、この人は科学者ですが、生物学的に言えば性別には

男と女しかない、トランスジェンダーは詐欺だと非難する動画を

上げたところ、ヘルスニュース、ナチュラルニュースなどのチャンネ

ルを完全に閉められました。 

このチャンネルがどれほど大きいか知っていますか？マイク・アダム

スは代替医療において世界で二番目に有名な人です。また、

彼は銃器や東洋医学を大変好み、医薬よりも自然の薬を研

究しています。彼の YouTube のチャンネルには数千万のビュー

があり、数十万の購読者がいます。そんな人のチャンネルを完

全に閉ざしました。 

もちろん、彼のチャンネルだけではなく、アレックス・ジョーンズも

３回攻撃を受けていますし、銃器チャンネルであるハンクストレ

ンジも閉められました。YouTube は SPLC から１万人雇用し、

何の理由もなく、左派の悪事を暴露、非難する声をことごとく

締め出しています。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

右派の入国を拒否してテロリストを迎える英国 

カナダのローラ・ソドゥンは自由運動圏では非常に有名な女性

です。23 歳の美しい白人女性で、左派の悪を暴露するレポー

ターをしています。それで左派の奴らはとても嫌っています。ビデ
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オを１本作れば 2～3 万人が見ます。このローラや米国のブリ

タニー・ペティボーンのような女性は英国への入国を禁止されま

した。左派を批判するので入国禁止になったのです。 

しかし、服を間違えたと女性を殴り、多くの同性愛者を殺した

サウジアラビアの王子は英国に入国しました。また、パキスタン

で入国禁止になったイスラム教過激派の指導者も英国に入っ

てツアーまでしました。話になりますか？本物のテロリストです。 

ポール・ジョセフ・ワトソンは、英国でインフォウォーズの編集長を

しているとてもハンサムな英国人男性です。話が上手く、ビデオ

も良く作ります。自分の国なので、そのようなすべて暴露しまし

た。イスラム教過激派の指導者は入国出来るのに、トロントか

ら来た白人レポーターの入国は禁止するのです。 

このように、英国や欧州は完全に狂った社会主義、共産主義

の国になってしまいました。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

右派を締め出す YouTube 

YouTube は左派を批判する人々を少しずつ締め出していま

す。言論の自由を奪っています。 

私達のキングスレポートも禁止し始めました。何の根拠もなく、

何の説明もなく、私達のチャンネルをスパムとして閉鎖するので

す。数日前にも私達の 2 番目の YouTube チャンネルを瞬間

的に閉鎖しました。そして再度開いたのです。詐欺師達。やが

てキングスレポートもこのような礼拝の動画も YouTube で禁

止されるでしょう。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

非中央集権のメディア 

非中央集権の D.tube 

D.tube が作られました。D.tube です。皆さんも D.tube アカ

ウントを作らねばいけません。D.tube は YouTube と全く同じ

ように出来ていますが、自由な人達が作りました。YouTubeは

中央組織でこの人は禁止、あの人も禁止、右派の人は禁止と

いうように締め出しますが、D.tube はデセントライズチューブ、

非中央組織のチューブです。皆さんもアカウントを作って下さい。

私達もいつ締め出されるか分かりません。締め出されたらそちら

に移動するしかありません。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

出 YouTube して共産主義を攻撃する 

中央組織の YouTube や FaceBook、Twitter などの左派

の詐欺師達、習近平を助ける詐欺師達、マーク・ザッカーバー

グのような悪者達が言論の自由や宗教の自由を締め出そうと

しています。やればやるほどYouTubeから人々が出てD.tube

に移って行きます。すると、広告会社はお金を稼げないので追

って行きます。既に有名な人達が何人か移動しています。ホ

ジ・ツィンズなどのリバタリアン側から何人かが移動開始していま

す。大移動です。出エジプト、出YouTube です。出ソーシャル

メディアが始まります。右派の人々が少しずつ移動するので、

人々が追って行きます。そちらでも広告でお金を稼げるので、

広告会社も追いかけて行きます。YouTube でなければならな

い理由はありません。それでパワーがあると言うのです。人々が

YouTube から出て D.tube に行けばお金を稼げるので、広告

会社、マーケティング会社は追わねばなりません。このようにして

YouTube のような詐欺師達の中央組織、共産主義を攻撃

出来ます。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

自由な D.tube 

私達も D.tube でキングスレポートやサンクチュアリ教会のアカ

ウントを作らねばなりません。YouTube とまったく同じデザインで、

D.tube のロゴだけが違います。ボタンを押すのも同じです。異

なるのは動画にドルの数字があります。これはその人の収益化

を公開しています。そこで広告すればいくら位になるかを示して

います。完全に自由な市場です。 

D.tube は大きくなるしかありません。半年から 1 年程度になり

ますが、爆発的に大きくなっています。D.tube は余りにも良い

のです。YouTube は滅びなければいけません。詐欺師達は滅

びなければいけません。D.tube はひとつの中央組織がコントロ

ールするのではなく、ブロックチェーンシステムで行っています。

色々なブロックチェーンが行っているので禁止出来ません。おか

しな内容も出て来るでしょうが、良い内容も沢山出て来ます。

ですから、私達は自由と責任と良心を用いて入って行かねばな

らないのです。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

詐欺な YouTube は滅亡する 

ところで、韓国語圏や日本語圏の聖殿食口は初めて聞くので

すね？キングスレポートで聞きましたか？とにかく、皆さんも私

達もどうなるか分かりません。YouTube がこれからもヒトラーの

警察のように自分を批判する内容を禁止すれば D.tube に行

きます。無料ですから皆さんも D.tube のアカウントを作って下

さい。D.tube が大きくなってこそ、YouTube は滅びます。詐

欺のアルゴリズムを使って人が本当に見たいもの、人気のあるも

のをトレンドとせず、左派の内容をトレンドにしています。完全に

詐欺です。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

ワシントンポストの良心 

神様が下さった贈り物 

ワシントンポストの左派の詐欺師が雑誌で悪口を沢山書こうと

しましたが、今回は神様が私達に大きな贈り物を下さいました。

雑誌を読んで本当に驚きました。A&E はもっと悪く言うでしょう。

ですから、彼らが私達へのインタビューを放送する前に、人々が

全てを見られるように、私達がインタビューを先に暴露するので

す。色々編集して削除するでしょうから、私達もすべて撮ってい

ました。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

すべてが神様の血統に連結される 

（雑誌に掲載された）平和軍・平和警察のユニフォームは素

晴らしいしょう？この平和軍・平和警察の迷彩柄にすべての天

一国市民が盛り込まれています。王冠と鉄の杖が刻まれてい

ます。平和軍・平和警察とすべての市民が、一緒に練習しな

がら神様の王国を保護するのです。ここでも平和軍・平和警

察、三代王権、すべてが赤い血で神様の血統と連結されるの

です。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 
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ワシントンポストが二代王と三代王権を肯定する 

今週、英語圏の食口達にビデオ・ドキュメンタリー番組の放送

内容を見せました。ワシントンポストの表紙に誰が出ましたか？

私達の大敵、ワシントンポストが聖殿コミュニティとお父様の後

継者、相続者、二代王を掲載しました。 

事実、この人達は最も大きな嘘つきの詐欺師で、ずいぶん以

前からお父様の敵でした。左派共産主義を標榜し、全米を共

産主義に染めようとするジョージ・ソロスの支援を受けており、ロ

スチャイルド銀行家やロックフェラー詐欺師達、邪悪な億万長

者の詐欺師達もワシントンポストを支援しています。ヒラリー魔

女もワシントンポストを大変支援しており、ジョージ・ソロスはヒラ

リー魔女の最大の後援者でした。 

それで、このワシントンポストはお父様をひどく憎み、もちろん、

我々も憎んでいます。この人達がここに来た時、私達のコミュニ

ティを色々見ながら３週間ほどいました。あちらこちらで様々な

人にインタビューしましたが、その内容をインターネットで公開し

ました。先にインターネットで公開し、１週間後の日曜日

（5/27）に雑誌を出版しました。 

ワシントンポストは常にそうなので、どのように私達を冒涜して否

定的に書くかと考えましたが、この人達が書いた記事を見ると

否定的でも中立的でもなく、むしろ肯定的な内容だったのです。 

彼らはお父様の後継者と三代王権をこき下ろしたかったのです

が、来てみたら思ったよりも人達が良かったということでしょう。も

ちろん、左派の内容、否定的な内容を少し載せましたが、全

体的に見たら、むしろ保守が言う肯定的な内容を書きました。

本来のワシントンポストの詐欺師であれば、その記事は削除し

ます。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

平和軍・平和警察を理解したワシントンポスト 

「二代王は軍事訓練をして米国をひっくり返す軍隊を持とうとし

ている」 私達はこのようなことを必ず書くだろうと思っていました。

しかし、却って 「ここで様々な武道、剣術や銃器、ブラジリアン

柔術や MMA などの訓練をしながらこの人達が信じている哲学

や神学は何なのか。それは神様を愛し、隣人を愛し、隣人を

保護するために訓練することである」 と、このような説明まで入

れたのです。 

本来、極端派やキリスト教極端派、暴力主義派などと言い回

しながら、米政府や FBI、CIA はこの者達を早く連れて行かな

ければならないと書くはずです。しかしワシントンポストはそれを

しないで逆に肯定的に書きました。左派の人達は 「その人達

は記者にお金をあげたのか？」 と考えたのかも知れませんが、

お金は一銭もあげていません。ここに来て私達のコミュニティと訓

練を見て、自分の考えの通りに記事を書いたのです。（鉄の

杖の王国 17 2018/5/30） 

保守や中立的な人々に正しく伝える 

まったくの左派共産主義新聞が、私達が考えるよりもはるかに

肯定的に公平に書きました。もちろん、左派や共産主義の内

容も入れましたが、私達の哲学と神学と説明をしっかり公平に

入れました。 

ワシントンポストを読む左派の人達がこれを見れば、「この人達

はひどく狂っている」 と言いますが、その人達は元々左派共産

主義、マルクス主義者だから変えることは出来ません。しかし、

保守や中立的な人が読めば、「この人達は思ったより私達の

政治観や価値観と似ている、同じだ」 と、このように感じさせる

凄い内容になりました。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

ヘイトスピーチで言論を封じる 

左派を鵜呑みにせず自分で確かめる 

左派の奴らは私達が狂ったと考えているので、友達にも 「この

キリスト教徒達はこんなに狂っている、一度見てみて」 と拡散

していました。しかし、今はインターネットの時代なので、左派が

私達の悪口を言っても、人々は私達が何を言っているのか、自

分自身で探して見られるようになりました。我々が何を信じ、

何を教えているのか、どのような神学を持っているのか、市民自

らが確認出来るのです。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

ヘイトスピーチで発言を封じる 

左派はそのような物語を意のままにコントロールしていましたが、

インターネットを通して市民が自分の主義や主張を発信出来

るようになりました。それで、左派はいつもインターネットの自由

を抑え込もうとします。彼らにとって嫌な話をすると、ヘイトスピー

チだと言って監獄に押し込めようとします。EU のようにするので

す。EU でイスラム過激派の悪口を言えば、ヘイトスピーチで刑

務所に入れられます。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

右派は自由な競争を求める 

イスラム教過激派のことや英王室のこと、教皇について暴露す

れば、ヘイトスピーチだと言って法的に処理されます。 

保守派の人達は何と言っていますか？インターネットを検閲せ

ず、人々に言いたいことを言わせ、誰が良い理論やアイデアを

持っていて良くディベートしているか、その競争を通じて自分で

判断したいと言っています。自分が嫌いな方を検閲するのをや

めるように言っています。もちろん、保守が検閲するのではなく、

左派が検閲しています。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

左派の詐欺が黒人に見破られる 

黒人や少数民族が出てくると、左派は 「私達は黒人や少数

民族を保護する」 と言って詐欺を働きます。今、多くの若い保

守の黒人が 「この左派の奴らが我々を再び奴隷にした、政治

奴隷にした」 と立ち上がっています。コリン・ノワールやコンデス・

オーウェンです。黒人のハンサムな警官のブレンダン・テイタムも

出て来ました。次第に少数民族の人々も出て来て 「我々は

左派ではない」 と言うので、左派は混乱してどうしたら良いか

分からなくなっています。（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

メディアの型にはめられない王国 

あるインタビュアーは 「要するにここでは父権制を重んじる訳で

すね、妻は夫の言うことを何でも聞かねばならないのですね」 と

言いました。そこで私は 「私の妻は危険で最も強い女性です

よ」 と言いました。「王妃は・・夫婦でトレーニングしているので

強いし、危険です。いいですか、聖書には愛しなさい、敬いなさ



116 

 

いとあります」 これが口火となって 「愛と尊敬」 をめぐる議論に

なりました。それに対してインタビュアーの彼女は何も言えません

でした。 

彼女の言葉が如何に退屈でバカバカしいか分かりますか。ここ

にやって来てここは父権制だと・・・。多くの少女をトレーニングし

て強靭にしているのです。ここは少女達に格闘技を訓練し教え

ている最大のコミュニティです。こんなに多くの若い女性がトレー

ニングしている場所を見つけることはまず出来ないでしょう。それ

は簡単ではないのです。心情的にも精神的にも不屈の魂が求

められます。訓練をしていく中で意気消沈することもあるからで

す。メディアが来てお決まりの言葉で決めつけられるほど簡単で

はないということです。（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 

稲妻のように駆け巡る 

左派の悪意が却って世界に伝播させる 

今日もドキュメンタリーTV が来られました。先週も BBC のドキ

ュメンタリー部門から初めて要請が届きました。彼らが何をした

いのか、一度確かめなければいけません。BBCは左派です。私

を狂人のように装って見せるでしょうが、それが全世界に出れば、

全世界のクリスチャンがそれを見て 「思ったより狂っていなでは

ないか。私も鉄の杖について一度研究しなければいけない」  

このように鉄の杖と信教の自由、人権のことが遠く、世界的に

広がるようになります。左派の奴らは私達を狂人のように作り

上げますが、作れば作るほど、このメッセージが更に遠くまで広

がって行きます。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

王国の福音を世界中に伝播する 

リベラル派、リブタード（リベラルに対する蔑称）は我々を黙ら

せて検閲しています。また我々に恥と災難をもたらそうとしてい

ます。実際のところ、結局神様の王国の福音を世界中に広め

ることになってしまいました。「すべてあなたを攻めるために造られ

る武器は、その目的を達しない（イザヤ 54:17）」 のです。 

あの愚か者達はよだれを垂らしてこう考えていたのです。「すば

らしい。これを報道したら彼らは終わりだ」 と。しかし世界に広

めただけでした。世界各地から 「君たちのことに関心がある」 と

言われるようになるでしょう。「日曜日に AR を持って行ってもい

いか」 と言って。 

リブタードとこのミルフォード地域に住む民主党の人種差別主

義者が我々のことを大きく騒ぎ立て、大声で叫んで抗議活動

をしようとしていました。その水面下では保守派の人達が我々

を 100％支持すると言っていたのです。近所のある人達はその

日にメディアとか人が来るので門を全部閉めると言っていました

が、我々の事は100％支持すると言っていました。（鉄の杖の

王国７ 2018/3/4） 

主流メディアの断末魔の叫び 

メディアは、我々をこきおろして酷評し、嘲り、狂っていると宣伝

するためにやっています。色々な雑誌のカバーにもなりました。

堕落した新聞からも叩かれました。しかしミレニアル世代

（1980 年前後から 2005 年頃にかけて生まれた世代）は

もうワシントンポストを読みません。若者は CNN を見ないので

す。40 才から 45 才以下は見ないのです。だから今、主流メデ

ィアはのたうち回り、断末魔の苦しみを味わっています。何とか

一目置かれる存在であり続けようと、力を失いたくないと。まだ

政府の金をくすねたいから。しかしもう瀕死の状態、もう死んだ

存在です。彼らの自意識はもう可哀想なほどです。 

我々を打てば打つほど、それが宣伝になって人々は自分の目

で確かめようとして我々の YouTube チャンネルをクリックします。

そしてメディアが書き立てるほど我々は変ではありません。そうい

う人達が聞いても納得できる理にかなった話をしています。

（鉄の杖の王国 14 2018/4/29） 

鉄の杖の王国を全世界に伝播しろ 

我々が無事にアトランタに行って戻って来られるように、皆さん

が祈祷して下さい。韓国と日本、全世界の聖殿食口達が精

誠を尽くし、「鉄の杖の王国」 の本をあなた方の国で出版して

下さい。責任者が準備するでしょう。先ずここ、アメリカで出版

します。 

神様の王国を聖書的にどう理解するのか、歴史的にどう理解

するのか。なぜ良い人々が銃器所有をしなければならないのか。

なぜ箴言 28:1 の悪人どもは追い出されなくても逃げて行くの

か、なぜ市民と義人がライオンの如くにならなければならないの

か。なぜキリストの共同相続人として王冠と鉄の杖で国と隣人

と世界を守らねばならないのか。我々は全てを理解し、全世界

に神様の王国の福音を伝播することが出来る我々となれます

ように。天のお父様、祝福して下さい。アージュ。（鉄の杖の王

国 17 2018/5/30） 

５-５ 保守よ目を覚ませ 

トランプ大統領のシリア空爆 

弱みを握られたトランプ大統領 

これまでトランプは信じられないことをやってのけました。それは

何という祝福だったでしょうか。ヒラリー・クリントンが大統領にな

っていれば地上の地獄になっていたことでしょう。トランプは津波

のような TPP を押し返し、経済を好転させて雇用を取り戻し、

海外のアメリカ企業を呼び戻し、法人税や所得税を減らして

正しいことをしてきました。 

トランプにとって最大の脅威も知っていました。それは深く根を

張るディープステートです。影の政府、闇の政府などとも呼ばれ

る選挙を経ない官僚などの権力層です。表に出て来ません。

大統領が誰であろうと関係ないのです。彼らこそ現実に支配

者として君臨し続けています。トランプの最大の敵であり、トラン

プの命を狙い、また様々な女性スキャンダル、ストーミー・ダニエ

ルズ（ポルノ女優、脚本家、映画監督）まで引っ張り出して

過去の女性問題を探っています。 

つい先週のことです。トランプの弁護士事務所に不法侵入し、

弁護士のクライアントの秘匿特権まで侵して文書にアクセスし

ました。すると突然、トランプは悪辣なネオコンのように振る舞い

ました。何かトランプの弱みを掴んだのです。巨大なカジノを経
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営して大きなビジネスをしてきたのです。叩けばホコリも出るでし

ょう。お父様を思い出して下さい。わずか 1,000 ドルの脱税で

捕まえられました。彼ら（ネオコン）はトランプの弱みを何か掴

んだはずです。キングスレポートでも攻撃してはいけないと一週

間言い続け、祈祷もしていました。トランプには攻撃する理由

がありません。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

シリアに対する偽旗作戦 

ISIS は 98％が崩壊し、最後に残った拠点はドゥーマーでした

か。ISIS の最後の砦です。アサド大統領は決して聖人ではあ

りませんが、ISIS を壊滅させようとしていました。それが化学兵

器を使ったと言われています。 

現地のビデオを観ましたが、シリア人達が互いにホースで水をか

けあっていました。視聴者を馬鹿にしているのかというのです。た

とえばサリンガスを浴びたヤギがどうなるか知っていますか。軍の

機密解除されたビデオで見ました。サリンガスの実験にヤギを使

ったものです。それが空中に漂っているだけで、外周 100m 圏

内では 4 分以内にすべてのヤギが死んだのです。誰かに近寄っ

て 「ああ、サリンガスを浴びたのか」 と言って悠長にホースで水

をかけることなどあり得ません。水をかける人も死にます。 

検証もされずに人道団体とされているホワイトヘルメットの報告

を信じるしかありません。この団体は ISIS の協力団体です。

ISIS と一緒に旗を持って写っていた。それでオスカーを取りまし

た。本当にアカデミー賞を取ったのです。くだらないドキュメンタリ

ー映画か何かで。左派はこういう狂った者達を崇拝しているの

です。そして我々も確認しようがないのでこのホワイトヘルメット

のビデオを信じなければならないのです。アサドがやったという証

拠もないのに。ISIS は既にやっつけたのに、突然自分が不利

になるように化学兵器を使って自分の足を撃ったというのですか。

ISIS を通常兵器で倒しているのです。アサド大統領には国際

世論を敵に回してまでする動機がありません。（鉄の杖の王国

12 2018/4/15） 

支持者に対する裏切り 

どこの人道支援団体だったでしょうか、今週末（4/13,14）

の土曜か日曜に化学兵器かどうかを調べに行くことになっていま

したが、彼らが現地に到着する前にやられました。トランプ大統

領はネオコンや愚かな FOX ニュースに従ったのです。FOX ニュ

ースではタッカー・カールソンだけが異を唱えていました。タッカー・

カールソンだけです。ショーン・ハニティもジェニー・ピロもシリア攻

撃をおかしいとは思わない。素晴らしいことだと言っています。こ

れはオバマやヒラリー・クリントンがやりたかったことなのです。

ISIS と戦った人達を殺しています。何をしているのか。 

支持基盤となった人々に対する裏切り行為です。戦争から手

を引き、シリアから軍を引き上げると言ったではないですか。愚

かな石油戦争などもうごめんです。シリアの子供達にまだ死ねと

言うのでしょうか。馬鹿な軍産複合体に貢いで。軍産複合体

は中央集権型支配です。どれほど危険か分かりますか。私達

は分権化した軍、民兵を望んでいます。分権化した法の執行

機関を望んでいます。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

国民に対する裏切り行為 

タッカー・カールソンには賛辞を送りたい。FOX ニュースで唯一、

今回の件で疑問を投げかけた人だからです。ジャッジ・ジェニー・

ピロも本当は大好きです。彼女の言うことは大抵的を射ていま

す。しかし今回ばかりは彼女もネオコンを喜ばせました。 

ISISとの戦いを支援した人々、男性や女性、子供達を殺すこ

とに賛成するのですか。今彼らを爆撃しています。事実上、アメ

リカ空軍は再び ISIS の空軍になってしまいました。これはオバ

マとヒラリーがやっていたことです。それをトランプがやっている。ど

うなっているのでしょうか。これは大きな問題です。信じられませ

ん。国民に対する大きな裏切り行為です。生命や名声を犠牲

にし、家族や友人を失って嘲られ呪われてもトランプを支持し

てきた人達に対する裏切り行為です。もちろん、神様の御計

画があるのでしょう。私はそう信じています。（鉄の杖の王国

12 2018/4/15） 

愛国者が怒り、サタンが称賛する 

このビデオはジョエル・スカウセン（政治学者）とアレックス・ジョ

ーンズの対談です。アレックス・ジョーンズはトランプに対して烈

火のごとく怒りの言葉を吐いています。「トランプよ、おまえは堕

落した。我々を裏切った。おまえを憎む」 などと言って。 

アレックス・ジョーンズは最大のトランプ支持のニュース発信体で

した。最初から公然とトランプ支持を打ち出してきました。全米

で４千万人から8 千万人がインフォウォーズを見ているのです。

しかし、トランプがオバマやビルダーグループの命令に従うので、

これからはトランプを悪と非難すると言っています。 

彼らはシリアを不安定化して石油のパイプラインを確保したいの

です。中国が金の裏付けによる人民元で石油の売買を企み、

オイルマネーに挑戦しています。それでサウジアラビア、アメリカ、

イスラエルが一緒になってオイルマネーを独占するために中東近

辺の権力機構を不安定化して破壊しようとしています。 

ロシアは既に中国と人民元で石油取引をしており、シリアを残

したいのです。シリアがパイプラインを稼働させれば、協力してア

メリカなどと競争出来ます。そうして中国は人民元をオイルマネ

ーに取り込ませ、ドルの値打を激しく失墜させます。 

中東では多くのプレーヤーが駆け引きしています。今回の攻撃

はトランプがネオコンと一致していることを示しました。 

皆さん信じられますか。チャック・シューマー（上院議員 NY 民

主党）やナンシー・ペロシ（合衆国下院議長 民主党）がト

ランプを称賛しているのです。サタンから賛美されるのと同じです。

良いことではありません。途方もない裏切りです。しかし、神様

はこれを通して働かれると信じています。（鉄の杖の王国 12 

2018/4/15） 

右派が分裂する 

それはアレックス・ジョーンズとジョエル・スカウセンです。トランプを

支持していた最も大きな自由の運動でもトランプに対する非難

を見ることが出来ます。インフォウォーズはトランプのラリーをリー

ドするのを助けていた情熱のようなものですが、それがバラバラに

なっています。分裂してばらばらになり始めています。自由の運

動にとっては深刻な災害です。でも神様には計画があると思い
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ます。皆さんを気持ち良くするために言っているのではありません。

しかし何が現実に起こっていたかと言えば、人々はトランプを救

世主のように崇拝し始めていました。彼は世界を救うだろう。彼

は経済を救うだろう。彼は北朝鮮を救うだろう。彼は北朝鮮を

非核化するだろう、と。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

救い主に祭り上げられたトランプ 

考えてみて下さい。トランプは基本的に救い主として崇拝され

ていました。人々は再臨の主を必要としていません。文牧師を

考える必要もありません。彼について考える必要もありません。

トランプは世界を救っています。経済を復活させています。21

兆ドルもの借金があり、今後数年間で 6 兆以上増えるので嘘

ですが、ドルを押し上げていると言われています。トランプは北

朝鮮を救うだろうと言っても私達は否定してきました。それでも

アレックス・ジョーンズはトランプが内部取引をしていると言ってい

ました。100 億ドルの契約を結んで韓国を救い、北朝鮮を韓

国のようにすると。しかし、彼らは核計画を諦めるつもりはありま

せん。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

思い上がったインフォウォーズ 

彼らは完全に思い上がっていました。うぬぼれていました。インフ

ォウォーズは非常に大きくなり、神様の摂理と繋がっていません

でした。それが現実です。私達は何度も彼らと接触を試みまし

た。ラリー・プラットが番号を教えてくれたので、彼の助けを得た

上で接触を試みています。しかし、彼らは恐れて私達と繋がる

のを拒み続けました。私達が物議を醸し過ぎていると考えてい

ます。文牧師との繋がりがあり、メシアを信じています。それで彼

らは余りにも厄介だと。我々はどんどん強くなってトランプと一緒

にホワイトハウスにいるし、トランプは世界を救っている。今そん

な奴らに対処する必要はない・・・。何が起こっているか分かりま

すか？（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

インフォウォーズを取り戻せるか 

摂理の観点で見れば、神様が彼ら（インフォウォーズ）に力を

与えられたのは、神様の王権が天一国を創建するのを助ける

ためでした。しかし、彼らはそこから離れ始めていたのです。その

意味で失敗であり、今やこの運動がトランプから分離しつつあり

ます。実際のところ、彼らが傲慢にならず、世界を所有している

と思わせないように計画されている可能性はあります。そして

我々が不当に扱われるであろうことを悟るのです。我々はトラン

プが左派に売り渡される脅威にさらされており、事実これは現

在進行形で行われています。しかし、これによる死傷者の存在

が彼らの心を動かし始めています。（鉄の杖の王国 12 

2018/4/15） 

王国の洗礼ヨハネ 

神様が送って下さった洗礼ヨハネ 

ラリー・プラット氏が先週ここに来られた時、トランプ感謝夕食

会を行いました。（中略）私は心配でした。ラリー・プラット氏

が 「自分がどういうところに来てしまったのか分かりませんが・・・

ここに来られたことを嬉しく思います」 などと言うのではないかと。

そのように少し否定的なことを言うのではないかと思ったのです。

不意を突かれて 「うーん、これは興味深いですね・・・」 という

ような、何か自分の面目を保つようなことを。しかし、そのような

ことを全くされなかったのです。何事もなかったかのように本題に

入っていました。彼はブラックローブの牧師のことを話し始めたの

でした。事前の打ち合わせで、ブラックローブの牧師のことと、市

民の武装する必要性について話すと兄（国進様）に言ってい

ました。ラリーには本当に感動しました。 

彼が来た時、とても楽しかったと言っていました。後で一緒に昼

食を取った時にそう言っていたのです。誰かが作ったケーキの上

に可愛い鉄の杖が飾ってあったのですが、プラット氏は自分のラ

イフルのことを鉄の杖と呼び始めました。プラット氏には本当に

感謝しています。言葉だけではなく、誰もがプラット氏と GOA こ

そがアメリカの真の銃ロビー団体だと知っています。アメリカしか

合法的に銃を携帯する権利のある国はありませんので、世界

的にもそうなのです。 

信じられないようなことですが、神様はプラット氏をとても力強い

やり方で用いておられます。驚くべきことに洗礼ヨハネの役目を

果たしています。トランプを支持するだけでなく、強く推進してい

ます。皆が分かっているように、銃を携帯する権利は神が与え

たものであり、政府から来たのではなく神様から来たのです。プ

ラット氏がここに来てくれたことを、もちろん大変うれしく思ってお

り、またここに来て欲しいと思います。プラット氏がいなくてもう寂

しいと思っています。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

責任を果たされるラリー・プラット会長 

洗礼ヨハネの役割をするラリー・プラット会長は６月２日、保

守派2500万人に対して文鮮明再臨主、真のお父様の後継

者、相続者、代身者である二代王の本を紹介して下さいます。 

我々はラリー・プラット会長に何度も会って聖書的に説明しまし

た。ラリー・プラット会長が前に立たれれば、保守の人に何を言

われても、彼らは我々に対する見方を変えるしかありません。こ

の方は非常に篤実なキリスト教徒です。奥様は更に篤実なキ

リスト教徒です。そして、銃器所有が分かるキリスト教徒です。

ラリー・プラット会長はインタビューで ｢文牧師の本に出てくる聖

書を中心とした内容は、我がアメリカの建国の父達の心を更に

深く、聖書的に理解出来るようにする本だ｣ と言われました。

（鉄の杖の王国 17 2018/5/30） 

ラリー・プラット会長の影響が世界に広がる 

今、アメリカの銃器所有者は世界の銃器所有者に広がってい

ます。彼の組織が形作られる方法です。ラリー・プラットが神様

の摂理に手を差し出して触れたので、世界中に分散型の組織

が作られています。更に拡大していくでしょう。しかし、インフォウ

ォーズはそれをしませんでした。洗礼ヨハネがキリストのためにし

なかったように。私はアレックスを知っていますから、彼はそれをす

るべきでした。彼は立ち上がるべきだったし、少なくとも繋がろう

とすべきでした。彼が言うのを聞いたことがあります。ワシントンタ

イムズを設立したお父様を尊敬していると。（鉄の杖の王国

12 2018/4/15） 
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インフォウォーズに対する神様の意図 

インフォウォーズはどんどん大きくなると思っていました。実際大き

くなっていました。CNN よりも強力になりました。そうして私達を

まるで取るに足らない嫌な奴だと考えました。それが現実です。

しかし、その流れは変わっていると思います。 

はっきりとは言えませんが、神様がこれをされたのは、ジョエル・ス

カウセンとアレックス・ジョーンズに繋がった自由の運動が、トラン

プのための真実のうねりになるようにされたのだと霊的に感じま

す。彼らはトランプが救い主ではなく、救い主は真の父であるこ

とが分かるでしょう。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

だからと言って、来週信者になるということではありません。しか

し、神様が準備をされていると信じています。彼らはトランプが 3

次元チェスを持っていると言います。神様は 4 次元チェスです。

20 次元チェスでもいいでしょう。 

気が滅入ることですが、自由の運動から考えればこれは壊滅

的な大惨事です。トランプの支持基盤は分裂しています。

2020 年の大統領選に勝利する可能性は激しく低下していま

す。しかし、真実は、トランプはメシアではありません。私達はト

ランプを支持しました。彼は重要な役割を果たしましたが、本

当に果たすべきは、教会が既に国に売り払われたことを知って

おり、教会が国営の社会主義宣伝プログラムを行っていると知

るアベルタイプの本物の自由の運動を私達に繋ぐことです。 

彼はチャック・ボールドウィンについて言及しました。彼はそこにい

る唯一の説教者です。しかし、チャック・ボールドウィンの教えを

聞いてみると体系化されていません。少なくとも１人の牧師が

それを行っていることを嬉しく思いますが、聖書に基づいた分か

りやすい神学的な概念がありません。なぜ政府に従うべきでな

いのか、なぜ大きな政府を避けなければならないのか、説明出

来ていません。彼にそれがないので、あなたが説教を聞いてもそ

れを人に説明することは出来ません。彼はアメリカのキリスト教

界のトップです。それが、神様が奇跡を起こしてラリー・プラットを

鉄の杖の神学に繋げられた理由です。そして、私達はジョエル・

スカウセンに手を差し伸べようとしています。彼もベトナム戦争の

退役軍人です。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

インフォウォーズは大きく、力強く、傲慢になりつつありました。ラ

リー・プラットがどれだけ謙虚か知っていますか？彼は銃器団体

の最大の王です。それなのに、同意もしないうちに私達に手を

差し出しました。私達が何のために立ち上がったのか、正確に

知りませんでしたが、手を差し出して私達のために働き、一緒

に立たれました。お父様の王権とです。これは奇跡です。インフ

ォウォーズも同じことをすべきでした。彼らは大きくなり過ぎてひど

く傲慢になりました。彼らはホワイトハウスにいると思っており、大

統領に指示しており、世界の頂点にいると思っていました。それ

で彼らは何を得たでしょうか？戦利品を焼かれたのです。

2/28 のイベントの後、リベラルなメディアが来て全世界に配信

した時、私達と完全に繋がっていなければなりませんでした。イ

ンフォウォーズは私達にインタビューを求めなければいけませんで

した。ポール・マンゴーは来ました。そして彼は今、知事選で善

戦しているようです。神様の摂理は他のどこにもありませんから。

（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

洗礼ヨハネを演じたアレックス・ジョーンズ 

私達は小さく見えるかも知れませんが、神様は世界を変えるた

めに残された者達と一緒に働かれています。イエス様には 12

人しかいませんでした。12 人もいませんでした。インフォウォーズ

は中心ではありませんが、人々の神様の王国への渇きを映し

出していました。それで、アレックス・ジョーンズは洗礼ヨハネのよ

うな荒野の預言者になりました。彼には多くの支持者がいまし

た。洗礼ヨハネのように、彼を信仰する 4000 万人がいました。

そしてラリー・プラットと同様の機会がありました。ラリー・プラット

が私達と繋がれば、彼もまた攻撃される可能性がありました。

しかし、それを気にとめることもなく実行しました。なぜなら彼は

本心の命令を信じたからです。理由は分からないが文青年達

と繋がると言いました。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

二度目の機会を得たアレックス・ジョーンズ 

私はお父様の相続人で後継者です。私はここでインフォウォー

ズのビデオを見せています。しかし、彼は誇大な宣伝を受け入

れました。つまり、自分がとても大きく、私達がとても小さいと思

いました。私達に影響力がないと。神様の摂理が重要です。で

すから、ラリー・プラットが言ったように、彼らのすべては信じない

がインタビューしてみたい、繋がりたいと言ったかも知れません。

彼には出来たでしょう。神様は彼に二度目のチャンスを与えら

れたと思います。今回のことが起きたことにより、これはトランプの

災難ですが、自由の運動やトランプ派にとってとんでもない災

難です。壊滅的です。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

シリア空爆における神様の役事 

アメリカは衰退する 

トランプは良くなり過ぎました。物事が好転して CNN を打ち負

かしていました。失業者はどんどん減ってきました。借金には対

処していませんが、多分何とかなるでしょう。経済もある程度成

長するでしょう。インフォウォーズはその路線に乗っていました。

防御壁でした。トランプ大統領と共にひどく慢心していました。

自身の支持母体を忘れ、なぜ神様がリーダーシップを取らせる

祝福を与えられたのかを忘れていました。彼らは繋がらなければ

いけませんでした。見て下さい。アレックス・ジョーンズはテレビで

泣いています。落ち込んでいます。トランプに完全に裏切られま

した。しかし、それは良いことです。 

彼が絶望の中にいる時、それは神様が彼を神様の王国に繋ぐ

機会です。アメリカだけでなく永遠の王国です。アレックスが見つ

けられないものです。彼は米国が衰退することを認めざるを得ま

せん。ジョエル・スカウセンも、トランプを支持した 4000 万人の

自由主義のグループ全体も認めなければなりません。アメリカは

衰退します。保証します。政治サタン主義は見逃してくれませ

ん。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

アメリカは死にます。政治サタン主義に耐えるほど強くありません。

トランプが救世主であると考えて信頼しました。しかし、ただの

人でした。刑の執行に少しの猶予を与えるためにいました。しか

し、良心に呼び掛ける必要があります。人々は気付かなければ
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なりません。ビジネスマンや執務室を得ようとする人に信仰を捧

げることは出来ません。あなたは神様に信仰を捧げなければい

けません。あなたは神様の王国に信仰を捧げなければいけませ

ん。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

神様が自由の運動を王国に繋げられる 

誰が分かるでしょうか。今、神様が自由の運動の指導者達を

もっと近くに繋げられる時かも知れません。公共のテレビやラジオ、

インターネットで悔い改めなければいけません。実際、アレック

ス・ジョーンズは追随者に騙されたと言って悔やんでいます。トラ

ンプは我々に敵対したと。私達はどうしたら良いのか。どこに行く

べきか分からない。それは、あなた方がトランプに頼り過ぎていた

からです。トランプには王国への鍵がありません。王国への鍵は

再臨主だけが持っています。そして、彼らが鍵に近づいても王

国は見えません。それでも王国を理解する人々です。彼らは男

らしいアメリカ人の良心の中で叫びながら、それを握っています。

本当にアメリカを愛しています。しかし、それは王国ではありませ

ん。 

彼らは天一国憲法を見てその国に住みたいと願う人々です。

しかし、彼らが絶望の中に陥らなければ決して見ることはないで

しょう。自分達を世界のトップだと思い、強力でトランプやホワイ

トハウスを動かしていると思い、最も強力なメディアだと思い、自

分を高くして傲慢なので決して天一国憲法を読まないでしょう。

必要ないと言うでしょう。必要なのはアメリカだけだと。それは真

実ではありません。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

シリアへの爆撃の背後にある神様の御心 

正直に言いますが、インフォウォーズとそこの幹部達に熱心にコ

ンタクトを取ろうとしました。彼らは完全シャットダウンして壁を作

りました。答えはいつもNOでした。しかし、荒野の洗礼ヨハネの

ように、アレックス・ジョーンズは神の摂理のために彼の影響力と

カリスマを存分に発揮しなければなりません。意味があって彼は

その立場に立たされたのです。 

アレックスは、荒野で気の触れた男のように 25 年間叫び続け

て来ました。ディープステートについて、911 陰謀説について、オ

クラホマ爆破事件やあらゆる偽旗作戦について。アメリカ人を

覚醒させようとして、実際、何百万というアメリカ国民が目覚め

たのです。彼は謙遜にも、自分は神でもキリストでもないと言っ

ています。 

洗礼ヨハネがやったことをすべて成してきたのです。それだけの基

盤を持ち、運動の勢いを持っている。彼の言うことを信じる者、

視聴する者達が多いのです。数百万人が彼をフォローしていま

す。しかし彼は正しい所に繋がっていない。神様は御存じです。 

そこで、神様はトランプがキリストではないことをアレックス・ジョー

ンズに教えたのです。私の王権はそこにはないと。 

手前勝手なことを言っているのではありません。神様がこうされ

たのには理由があると思うからです。トランプの運動は今や砕か

れて分解しました。しかし、トランプの運動が実際に一つになっ

たまま万事うまく行って大成功を収め、この先数百年に渡って

世界に平和がもたらされたとしても、そんなものは偽物に過ぎま

せん。フェイクです。バッグに荷物を詰めて家に帰った方がいい。

本物ではありません。そんな風に神の国はやって来ません。

（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

血統の戦い 

神様は、今回のことを通して自由運動を危険な所に陥らせま

した。ロン・ポール（共和党テキサス州選出,元連邦下院議員）

の運動、アレックス・ジョーンズの運動、他の運動など、トランプ

をあまりにも頼って当てにした運動に対して、神様はその戦意を

喪失させられたのです。これで、彼らもこのようなリーダー、それ

がたとえどんな大統領でも当てに出来ないことを知ったのです。

彼らもキリストこそを頼らなければならないのです。キリストの血

統により頼むこと、キリストの王国をその頼みにしなければなりま

せん。キリストの血（血統）こそあてにすべきものだということを

知らなければならないのです。結局は血統の戦いです。単なる

政治的闘争ではないのです。血統の戦いです。 

2/28 に神様はヒントを下さいました。このような鹿とクマの住み

かにいる小さな群れが、いや人間よりもクマと鹿の方が多いかも

知れません。そんな荒野に住む我々が行ったことが全世界に広

まったのです。ただ広まっただけではありません。神に対する畏れ

を、リベラル、政治サタン主義者達に刻んだのです。彼らは文

字通り、怖れて震えたのです。もし鉄の杖の神学が風を掴んだ

としたらどうでしょう。人道的にも高く、人々の自由を保障する

だけではありません。奴隷のような立場の者たちに力を与え、

高揚させて一つにします。主権の結束、自由の結束。そして自

由と責任。ただ高揚させて力を得させるだけではありません、す

べて聖書がベースです。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

５-６ 王国を政治サタン主義から守る 

左派の攻撃に備える 

銃器を所持してお互いを守れ 

（サタン主義をひっくり返すまでの）その過程にある時、迫害と

虐待が来ることもあります。それをすべての聖殿の兄弟姉妹が

理解しなければなりません。良くなる前に悪くなります。いつもそ

うです。ですから、私達への攻撃や脅迫が始まりますから、若い

人達と女性、男性達、皆が常に責任を尽くして銃器を所持し

なければなりません。出来るなら、銃器を所持しなければなりま

せん。お互いの保護、お互いの安全は皆さんの責任です。神

様を愛して隣人を愛する、それは皆さんの責任です。（鉄の

杖の王国 8 2018/3/14） 

左派との戦争に備えて銃器を所持する 

左派の奴らが共産主義化を始めれば戦争になります。皆さん、

本当に戦争が起きます。ですから、すべてのクリスチャンは銃器

を所持しなければいけません。 

クリスチャンが鉄の杖について学び、自分の教会でも鉄の杖に

ついて語るようになれば、左派の奴らが立ち上がろうとしても出

来ません。しかし、今のクリスチャンは左派のクリスチャンになって

しまいました。特に都市部では完全に左派で、解放神学のクリ

スチャンです。イエス様を左派の金正恩やカストロのように作り
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上げています。 

この偽牧師と神父がキリスト教左派を作り、キリスト教を通して

市民を奴隷にしようと目論んでいることを知らねばなりません。

ですから、成約時代のキリスト教しかないのです。成約時代、

神様の地上天国が到来する時代です。 

韓氏オモニは左派なので、成約時代の家庭盟誓を減らそうと

言ったでしょう。神様の王権ですべての聖徒が王冠と鉄の杖を

持ち、主の王権と共に鉄の杖で万国を治めると言えば、左派

の奴らは一歩も動けなくなります。（鉄の杖の王国 8 

2018/3/14） 

偽旗作戦に備える 

私達はすべてを法的に行います。違法なことをしてはいけませ

ん。しかし、政府は自分を正当化するために偽旗作戦をするこ

とがあります。何かと言えば、自分でテロを行ってから特定のグ

ループがしたと発表します。国家による自作自演です。ネロ・カ

イザーのネロ王朝もしました。ヒトラーもしました。米国政府も

911 でしました。政府がプロテスタントのクリスチャンをテロ集団

にでっちあげる偽旗作成をするかも知れません。 

実際、日本でも韓国でもそのようなことは起こり得ます。テロや

爆発を起こし、銃器を所持して王冠をかぶる極端派の統一教

会がやったと言うのです。ですから、日本と韓国、特に中央組

織が強い国では注意しなければなりません。沢山祈らなければ

いけません。政府はそのようなことも出来ると YouTube チャン

ネルを通して訴えなければいけません。あらかじめインターネット

で公開しておけば、実際にやったら奴らが捕まります。（鉄の杖

の王国 8 2018/3/14） 

誰がそれを最も上手くするかと言えばアレックス・ジョーンズです。

CIA が偽旗作戦をしようとする時、彼はあらかじめ CIA にいる

良い人達や愛国者達からその情報を受けて暴露します。CIA

はこのようなことをする準備をしている。私達は CIA の中にいる

人から聞いたと暴露します。それから愛国者達が互いにシェアし

ます。そのようにすれば CIA も実行出来ません。奴らは銃器の

所有をなくすためには学校で赤ちゃんを殺すこともします。（鉄

の杖の王国 8 2018/3/14） 

保護圏を作る 

右派コミュニティと繋がって攻撃を回避する 

キリストを中心とした愛の文明圏において、善良な人々が神様

と隣人を愛する平和軍・平和警察として、正しい政治観と希

望を持って訓練と信仰で進むので、キリスト教人や右派、銃器

コミュニティや刀と武道コミュニティと連結されます。ですから、こ

のような時にはより多く出て行かなければいけません。 

言論や国家が世界的に（サタン的に）報道しても黙っていれ

ば、テキサスのウェイコー事件の様に警察が入って来て皆殺しに

されます。ですから、警察を含めて世界中の人達が私達に注

目している今、二代王は素早く NRA ショーに行って多くの人に

会い、インスタグラムで紹介し、有名人とも連結されるようにし

ました。それが保護圏になるからです。左派やヒラリー魔女のよ

うな悪い大統領が立って 「あいつらを殺せ」 と我々を殺して削

除しようとしても、銃器コミュニティや刀コミュニティ、武道やブラ

ジリアン柔術と連結していれば、我々を無くして殺すのが難しく

なります。公開している写真やキングスレポートのインタビューを

通して、我々が多くの有名人やスターと繋がっていることを人々

が知っているからです。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

我々も顔を出す 

我々が段々有名になれば、君達ももっと出て行かなければい

けません。もっと多くの人に会って鉄の杖や神様の福音と王国

について説明しなければいけません。顔を出さなければいけない

よ。隠したら駄目だ。どういうことか分かるだろう？ 

君達が好きでも嫌いでも、二代王が引っ張って行くのです。アト

ランタやジョージアのブレードショーで子供達を怖い武道家達に

連結するので、君達もそれをインスタグラムで紹介し、我々は

有名人達をキングスレポートに繋げて行くのです。（鉄の杖の

王国 16 2018/5/23） 

皆の目に露出して安全を確保する 

銃器乱射事件のあったフロリダに行き、銃器コミュニティと合流

して市民の人権と自由のために戦わねばなりません。韓国人は

デモをしながら 「出て行け」 と、地べたに座り込んで 「出て行

け」 と行動しなければいけません。そこから我々が連結している

色々な人達、特殊部隊の人達も出て来る筈です。そこにはフ

ロリダの海軍特殊部隊の訓練場やお店があるので、一度行っ

て会ってインタビューをしなければいけません。忙しいのです。お

父様の王権について段々知られて来たので、顔を出さずに隠

れていたら君達は生命の危険にさらされます。 

行きたくなくても無理にでも行って顔を見せ、その人達やメディ

アとも話をして我々の活動を知らせねばなりません。「あれは誰

だ？弾丸の王冠の文牧師って良く分からない」 これではいけま

せん。人の目に付くように人に会わなければいけません。そうす

れば、「文牧師二代王に会ったか？ジープに乗って銃が好きで

うちの兄弟と同じだ。武道もする背の高いまともな人だったよ」 

と、このようになります。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

我々を守ってくれる保護圏を作る 

「この異端の極端なテロ集団は何だ？探しても見つからないし

会えない」 これではいけません。それでは危険になります。鉄の

杖と神様の王国がどれほど怖い話であるか。ですから、もう殆ど

出来ていますが、早く本を出版するつもりです。早く本を出して

大きなプレイショーにも出て、有名なスター達とも連結してネット

ワークを作れば、その人達が我々の保護圏になってくれます。 

政府が狂ったことをして我々をターゲットにしたら、この人達のネ

ットワークが出て来て我々のために騒ぎ立て、我々の保護圏に

なってくれます。左派の奴らは銃器所有を消し去りたい共産主

義野郎です。内戦が起きるかも知れない中心的なポイントで

す。（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

二代王と國進兄さんが危ない 

王国を願って二代王と呼ばなければいけない 

君達は知らないが、二代王と王妃と国進兄さんの生命が危な
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い。危ないのだ。我々のために祈祷してくれているのか？罪人

達。祈祷するのかしないのか？心を合わせ、ひとつの霊魂と愛

でこの攻撃を超えて行かねばならない。神様の王国が来れば、

我々の子供と後孫は神様の王国で暮らすことが出来る。だか

ら、君達も二代王を助けないといけない。王権を立てることがど

れ程難しいか。易しいと思っているのか？ 

皆はヒョンジンニム、文牧師などと呼びたいのに、敢えて二代王

と呼ぶのは何故だ？自分のためか？違う。王権を立てるためだ。

我々が小さく国が無ければ、いつも無視されて笑われる。しかし、

我々に大きな国があって平和軍・平和警察があり、多くの人達

を訓練すれば、｢おお、王様。王朝、王権がある｣ と人は認め

るではないか。でもまだ人々の前に現れていないから、敢えて

二代王が二代王、二代王と言うのだ。これが簡単だと思ってい

るのか？自分が信じなくてどうして世界が信じるのか？何を言っ

ているのか分かるか？だからアメリカでヒョンジンニムと呼ぶ時、そ

ういうことを知らずに二代王の面目を潰している。二代王と王

権を立てることが簡単だと思っているのか？神様の王権が立て

られなければ君達の王権も無い。馬鹿者め。そんなことも知ら

ないのか？（鉄の杖の王国 16 2018/5/23） 

左派を攻撃する 

悪辣な左派を道義的に批判する 

左派の奴らは右派の人達に対して、「お前達は何だ、道義的

にキリスト教を信じると言うが・・・」 などと道義的に批判します。

右派の人の問題は左派を道義的に批判しないことです。いつ

も評価的に批判します。「ベネズエラや金正恩のシステムを見

ろ、共産主義が作った国は失敗しているではないか」 というよ

うに統計的に見せて科学的に批判します。一方、左派の奴ら

が右派を批判する時は 「お前達は悪辣で偽善的で欲深い、

貧しい人を支援しない」 などと感情的に攻撃します。まるで自

分達は道義的に良いことをしているかのように道義的に批判し

ます。 

右派の問題は道義的に批判しないことです。元来、彼らは合

理的なので、統計を見せながら説得したいと考えます。しかし、

左派と戦う時は説得するのではありません。左派は説得より掌

握しようとします。説得ではなく、パワーを掌握しようとします。で

すから、右派が左派を攻撃する時も、統計で合理的にするの

ではなく、感情的に道義的にしなければなりません。（鉄の杖

の王国 8 2018/3/14） 

左派を合理的に批判してはいけない 

「お前達はなんて悪辣で非人道的な泥棒なのか！お前達は

なんてひどい強姦者なのか！お前達の哲学的な出発点は強

姦だ！だからお前達が国を作る度に大虐殺するではないか！」 

このようにしなければいけません。「お前達が国を作れば、お前

達だけが銃を所持して人々を殺し、言論の自由も信教の自

由もすべて禁止するだろう」 こうでなければいけません。 

どうしてですか？合理的な批判であれば、「お前達はあの国で

失敗しただろう、ベネズエラ、アルゼンチン、キューバ、ロシア、ド

イツで失敗したじゃないか！」 このように言っても、左派は決ま

って 「それは彼らが理想的な左派ではなかったからだ」 と言い

ます。「彼らは理想的な共産主義ではなかったが、我々がやれ

ば理想的な共産主義になるはずだ」 と言います。しかし、左

派と社会主義が根本的にどれほど悪辣で非人道的な思想や

哲学なのか、一番邪悪な哲学である事実を暴露しなければな

りません。「お前が左派になるなら、お前は本当に悪い奴だ」 と

言わなければいけません。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

左派の奴らは右派に対していつもそのようにします。「お前達は

悪い奴らだ。大学の学費を出したくないから貧しい人のことも考

えない」 と。「お前達には心があるのか、良心もない冷たい奴

だ。貧しい子供達に奨学金を出そうともしない悪いモンスターだ」 

と。いつもこのようになります。感情的に大騒ぎして資産だけを

集めようとする強欲な資本家というレッテルを貼ります。そしてそ

のような映画や漫画を作ると、愚かな若者達はそれに傾倒して

いきます。若い人は馬鹿で、学校で洗脳されているので、自分

でも知らずに傾倒していきます。 

ですから、私達が左派を攻撃する時も、「君が左派を信じるな

ら、君も本当に悪辣で非人道的な悪者だ。君はとても悪い人

だ。君は強盗のような性暴行者と同じ悪い人だ」 と言わなけ

ればいけません。そうすれば、奴らは自身の哲学の根本的な出

発点を指摘されて 「私は道義的に良い人だ」 と大っぴらに言

えなくなります。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

それぞれの国で議論を始めなさい 

神様に感謝し、スイスで一緒だったラリー・プラット氏、そして

GOA や NRA の立ち上がって下さった皆さんに感謝します。ラリ

ー・プラット氏は真実の愛国者であり、神様から導かれた素晴

らしい方です。文牧師の息子という様々な噂も聞いていると思

いますが、ご自身で確かめられるでしょう。上手く行けば、彼は

私達と共にアジアやラテンアメリカなど、この革命を世界的に広

げられます。それは思想の革命です。私達は人々に違法に武

装させて政府の打倒を呼びかけるのではありません。心の革命

です。私達は議論を始めようとしています。そして何をするのか

人々に伝えています。あなたの国でもこのことについて議論を始

めて下さい。国民を無力化し、武装解除しようとする政治の主

張を打ち破って下さい。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

５-７ 鉄の杖への覚醒が始まる 

終わりの始まり 

キリスト教が鉄の杖の正体を悟れば終わり 

鉄の杖の王国。なぜ彼らはこれほどまで大騒ぎするのでしょうか。

キリスト教徒がもし目覚めたら・・・、これを怖れているのです。ア

ベル型キリスト教圏が覚醒したら、彼らが鉄の杖の王国に繋が

りでもしたら・・・正にイエス・キリストが聖書の中で語られたその

国、そしてキリストが統治する国に。すべて聖書に書かれている

ことを説明しているだけなのです。 

キリスト教がこれを嗅ぎつけ、我々も鉄の杖の王国に入らなけ

ればならないと気付き始めたら、鉄の杖が何を象徴するのかを
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はっきり知るでしょう。そうなればおしまいです。（鉄の杖の王国

12 2018/4/15） 

私達に感謝して下さるアベル圏のキリスト教徒 

これは保守の方です。この人がどれほど私達を支持して下さる

でしょうか。全部分かります。銃器の所有をこれほど支援して下

さるのでありがたいです。皆さん、とても格好良かったです。 

私達と他の教会はあまりにも異なります。「君達は信教の自由

と言論の自由、そして銃器所有の自由を称賛するんだね」 こ

のように、その人は私達を褒めています。このような人達が本当

のキリスト教です。アベル圏のキリスト教徒です。私達が世界

的に悪口を言われても、私達市民と人々の人権のために勇敢

に立ち上がった事実を見てとても感謝しているのです。他の教

会は悪口を言われるのを恐れて隠れてしまいます。（鉄の杖

の王国 8 2018/3/14） 

追い詰められている者は悟る 

先日、アルゼンチンからドキュメンタリーを制作するためにクルー

が来ました。迷彩服のジャケットを着て金の鎖をつけて、どうせリ

ベラルだろうと思っていました。最初、どこのオタマジャクシが歩き

回っているのかと思いました。 

椅子に腰掛けて話してみると、何と彼は大いに盛り上がりまし

た。そしてインタビューが終わり、読んだり話したりしているうちに、

彼はある考えがとても気に入りました。アルゼンチンの同胞にも

修正第２条（市民の武装権）が欲しいと言い出したのです。

なぜなら、36 時間に１人の割合でアルゼンチンの女性が襲わ

れているのです。それに対してどうすることも出来ない。民家も

強盗に襲われている。私は彼に聞きました。「警官は銃を持っ

ているよね」「もちろんです」「政治家のボディーガードも銃を持っ

ているね」「もちろん」「犯罪者も銃を持っている」「その通り」「君

だけが銃を持っていないということだね」 

これがどれほど問題か考えて下さい。それをアルゼンチンのクルー

は理解出来ました。文字通り、恐怖の中で生活しているからで

す。三人の子供を持つシングルマザーの家がいつ暴漢に襲われ

るか分からない。３人の銃を持つ男からどうやって身を守るので

すか。お母さんはどうしたらいいのですか。彼らが言うには、一度

ある家で強盗をやると同じ家でもう一度やるのです。これがラテ

ンアメリカの実態です。そこに鉄の杖の話を聞けばラテンアメリカ

はどうなるでしょうか。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

世界各地で鉄の杖に目覚め始めている 

ブラジルのチアパスから農業をしている人も来ていますが、彼も

修正第２条について話していると言います。そこの人達が鉄の

杖の王国を理解することになれば良いのです。 

メキシコの地方の農夫は武装し始めたと言います。もちろん違

法です。メキシコでは違法です。「それがどうした、構うものか」 

と開き直っています。その辺りではカルテルが力を握り、政府は

軍によって乗っ取られています。「何とでも言うがいい、自分のこ

とは自分で守る」 そう言って村全体が武装しているのです。そ

して去年、カルテルと戦って追い出すことに成功しました。カルテ

ルも軍部が仕切っていたのです。それを倒した。いわば民兵団

です。政府が何と言おうとそれが何だ、という話です。 

アメリカの建国の父達もイギリスの権力層から見れば違法な者

達でした。それを忘れないで下さい。ジョージ・ワシントンは英国

本土から国内のテロリストとみなされました。陽の沈まぬ国、大

英帝国です。（鉄の杖の王国 12 2018/4/15） 

鉄の杖の大きなうねりを作る 

ともかく、アルゼンチンの若者達には感じるものがあったのです。

如何に彼らが抑圧されているか。国の機関が如何にメディアを

抑えているか。ラテンアメリカではそれに対抗する手段が殆どな

いのです。本当に彼らは抑圧されています。その彼らが鉄の杖

の王国に感動を覚えたのです。「ああ、これは聖書的だ。聖句

を読めば分かる。文鮮明師が再臨主だと信じる」 と。 

考えてみれば、これを独裁者は大変怖れているのです。この実

が王国を生み出せば自分達が力を失うことを知っています。プ

レデターもサイコパスも力を得られません。彼らはパニック状態で

やたらと恐れているのです。私達を中傷し、ウェイコーのブラン

チ・ダビディアンに重ねようとしてニュースを全世界に拡散しまし

た。そして１日で終わった式典が２日で世界中の話題になっ

たのです。来年もっと大きな式典をしたら一体どうなるでしょうか。 

式典の日、３人のキリスト教聖職者が祝福を受けました。今

では自分達の教会で鉄の杖の王国について教えています。こ

れが 30、いや 300 の教会になれば。そしてメキシコにも教会が

出来たらどうなるでしょうか。ベネズエラやホンジュラス、ポーラン

ド、そして東ヨーロッパにまで広がれば、ホーリー・シュミータ！そ

して中国や西洋の教会まで。この様に広がることを彼らは恐れ

ています。文字通りに地上の大うねりです。（鉄の杖の王国

12 2018/4/15） 

左派の報道と神様の役事 

A&E の報道によって天の役事が起きる 

今週、ディズニープログラムの有名な A&E で聖殿の話が出まし

た。彼らが私達を異端だと叩こうとしました。A&E の統計では、

1,100 万人がこの番組を見たそうです。そして、多くの人々が

私達の聖殿教会について見ました。見た後、多くの保守の

人々が 「あなた達は絶対に異端ではない。銃器の所有を守り

続けなさい」 と、手紙を送ってくれました。インスタグラムでも私

達のチームにメールを送り、また直接電話をかけて励ましてくれ

ました。様々な州の多くの人々が 「私達も食口になりたい。私

達はどうしたら食口になれるか。銃器の所有を私達も守る」 と

言われ、驚くべき役事が起こっています。 

そして今週、銃器所有で有名なクック牧師が来られました。そ

の方は国家的なライフミリティアという民兵隊の大尉です。一緒

にインタビューしながら、クック牧師は 「文牧師、私は文牧師が

私と天国にいると信じます」 と言われました。（鉄の杖の王国

19 2018/6/27） 

神様の驚くべき役事 

キリスト教会の信者は我々にどのように言ってきましたか？「お

前達は異端だ、地獄に行く」 と、このように言うではないですか。

これからは 「あなた達はキリストを中心として天国に行きます」 
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と、このように変わります。 

民兵隊の大尉のインタビューを撮りましたが、その人がなんと言

ったかというと、「君達が文牧師を攻撃したら私を攻撃するのと

同じだ。そして私を攻撃すれば、私達の全国の民兵を攻撃す

るのと同じだ」 このように言いました。今週のことです。 

神様が驚くべき役事をされ、その次にその人がどのように言われ

たでしょうか。「私は田舎にいるただの謙遜な牧師ですが、あな

たは王です」 と、このように言われました。 

皆さん、このように驚くべき役事がいつ起きましたか？左派の奴

らが私達を攻撃すればするほど、更に多くの人に神様の王国を

見る目が生じ、神様の福音と所有権と自由と王権を知ったの

です。神様の天一国憲法に出会うのです。（鉄の杖の王国

19 2018/6/27） 

５-８ 鉄の杖の王国を作る 

主権のない国の国民は、かわいそうなのです。それでイエス様が

案じて、『何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようか

と言って思いわずらうな。これらのものはみな、異邦人が切に求

めているものである。あなたがたの天の父は、これらのものが、こ

とごとくあなたがたに必要であることをご存じである。まず神の国

と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものは、すべて添

えて与えられるであろう』(マタイ 6:31-33)と言われました。先

に息子を求めよと言われましたか 門を求めよと言われましたか。

神様が望んでいる国を求めよと言われたのです。（天聖経

1493） 

マタイ 25:34 そのとき、王は右にいる人々に言うであろう、

わたしの父に祝福された人たちよ、さあ、世の初めからあなた

がたのために用意されている御国を受けつぎなさい。 

マタイ 24:14 そしてこの御国の福音は、すべての民に対して

あかしをするために、全世界に宣べ伝えられるであろう。そし

てそれから最後が来るのである。 

善と悪を分けられる終末 

これは説得力があります。御国が再び述べ伝えられる時、それ

が終わりの時だと言うのです。終末です。種ともみ殻が分けられ

る時、山羊と羊が分けられる時、その分別の時が今です。善と

悪も分けられます。世間を見ても、今そうなっています。善なる

人は更に善になり、キリストをより愛する人になっています。邪

悪な人は暴き出されると共に、更に邪悪になっています。その

悪さ加減が先鋭化しています。まさにバルカン化（ある地域や

国家が互いに対立する小さな地域や国家に分裂していくこと）

が起こっているようです。誰も中間位置に留まれません。中間

位置で隠れていることが出来ません。主権と全体主義のどちら

を選ぶのか、その中間で楽しくお上品に隠れていられません。こ

れが時のしるしです。この神の国の福音が説かれる時、全世界

に宣べ伝えられる時、最後が来ます。（鉄の杖の王国３ 

2018/1/14） 

人権革命を推進する 

王権のみが人権革命を推進する 

私達が今準備していることは急速に国際レベルに広がりつつあ

ります。アジアでやればクレージーとこき下ろすでしょう。母親を

バビロンの淫婦と呼ぶのですから、左派のメディアがどのように出

て来るか分かっています。問題は私達が鉄の杖のために立ち上

がっていることです。全世界に対する鉄の杖とキリスト教文化の

正当性、誰も語らない根本的な問題を語るので、彼らは更に

憎むのです。きらびやかに偉ぶる牧師、偽カトリックの司祭、偽

のカトリック教皇はそれが得意ではありません。彼らはカトリック

教皇のように武装解除について話しています。つまり狂っていま

す。世界的に鉄の杖、主権と王冠、武器を手にする権利、鉄

の杖を中心とした世界的な人権革命を語るクリスチャンはいま

せん。真の父とその相続者である王権だけがそれを行っていま

す。左派はこのことを良く知っているので恐れています。ビルダー

バーググループの悪魔の王国、或いはロスチャイルド、ジョージ・

ソロス王国であるかどうかにかかわらず、私達は神の王国が支

配する永遠の命に留まらねばなりません。（鉄の杖の王国５ 

2018/2/18） 

新世界秩序を推進する者達が騒ぐ 

なぜ彼らはそんなに騒ぐのでしょうか？私はペンシルベニア州北

東部に住むつつましい牧師であり、そのように心がけています。

私の YouTube チャンネルはそれほど大きくありません。何故、

ワシントンポストやデイリーメールがそのように騒いで中傷しようと

するのでしょうか。彼らは何が起こっているのかを知っています。

この思想が彼らの組織にとって、彼らの世界政府プログラムにと

って非常に危険であると知っています。この狂気のエリート達は

彼らのビジョンを新世界秩序と呼んでいますが、皆さんがそのよ

うなことを話すと、普通の人々は皆さんが狂っていると考えます。

そいつらが愚かな世界政府を新世界秩序として造り出したのに

も関わらずにです。本当に狂っています。ブッシュもオバマも言っ

ていました。キャメロンも同じように話していました。新世界秩序

とは世界政府や世界共産主義であり、権力を集中させて彼ら

自身で支配することです。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

王国と血統の奪い合いを恐れる 

彼らは自分達がサタンの方向へ導いていることを知っています。

実際の霊的戦いであると知っています。王国と血統の奪い合

いであると知っています。この地球を支配している血統と王国は、

真の父である真の王とその王権、及び彼の血統、そして天一

国憲法とは正反対のことを常に行ってきました。根本的に全く

異なります。 

何故そんな小さなグループを恐れるのでしょうか？見て下さい。

私達はコロンビアのベストとポロシャツを着て、金色の王冠と鉄

の杖を身に着けているごく少数の者です。その何が悪いのでしょ

うか？取るに足りません。 

私達は言論の自由、信仰の自由を行使しています。私達は

武器を所有して所持する権利を行使しています。違法行為は

一切していません。その何がいけないのでしょうか？彼らはどうい

うことか分かっています。存続の問題です。このような思想は彼
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らの組織を存続させるためには広げられません。キリストが鉄の

杖を持つ王権と権威の一つだと考えない限り存続出来ません。

彼らのシステムには大きな問題があります。彼らはこれ以上アフ

リカ人を足元に留めておけません。彼らはもはや貧しい中国人、

北朝鮮国民、ベネズエラの人々を支配できません。人々はこ

れ以上嫌だというからです。（鉄の杖の王国５ 2018/2/18） 

左派が恐れる終末 

政府が人々を恐れる時 

例えば地震は様々な場所で起きますが、あらゆる場所でそれ

が分かり、感じられます。つまり、現代の技術によって、シンガポ

ールやロンドンで起きた地震のことも分かります。 

ですから、リブタードと全体主義者は分かっています。もし市民

がこのような武器を思い通りに出来ればどうなるかを。というのも、

彼らは市民の殆どがサイコパスやソシオパスではなく良い人だと

分かっているからです。人から搾取したいと思っておらず、人を

抑圧することに興奮を覚えることもありません。ただ自分の人生

で事業を成功させたいとか、家族とバーベキューをして映画を

見に行きたいと思っているだけです。このような人達が武力を使

用する権利を持つ時、武力の使用の支配権を持つ時、悪事

を働く人はその人達を恐れざるを得ません。 

建国の父は何と言ったでしょうか。政府は常に国民を恐れるべ

きだと言いました。逆に言えば、国民が政府を恐れる時に独裁

者が現れるということです。（鉄の杖の王国７ 2018/3/4） 

共産主義者が最も恐れる終末 

最も大きなマフィアは政府、天使長です。彼らが最も恐れるこ

とはマタイ５章にあるイエス様の驚くべき予言です。 『「こころ

の貧しい人たちは、さいわいである、天国は彼らのものであ

る。悲しんでいる人たちは、さいわいである、彼らは慰められ

るであろう。柔和な人たちは、さいわいである、彼らは地を受

けつぐであろう。』 

土地の所有です。皆さん、土地を所有しなければなりません

か？しなくても良いですか？土地を所有しない場合は乞食で

奴隷です。 

『義に飢えかわいている人たちは、さいわいである、彼らは飽

き足りるようになるであろう。あわれみ深い人たちは、さいわい

である、彼らはあわれみを受けるであろう。心の清い人たちは、

さいわいである、彼らは神を見るであろう。平和をつくり出す

人たちは、さいわいである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。

義のために迫害されてきた人たちは、さいわいである、天国は

彼らのものである。』 

驚くべきことです。神様の王冠と鉄の杖の摂理としてマタイ５章

にある内容が理解出来ますね。そうではないですか？スーパー

エリートの独裁者、詐欺師、社会主義者で共産主義者であ

るの詐欺師が最も恐れる終末が来ました。（鉄の杖の王国６ 

2018/2/27） 

トランプ大統領の時に勝つ 

ロマ書 8:17 もし子であれば、相続人でもある。神の相続

人であって、キリストと栄光を共にするために苦難をも共にし

ている以上、キリストと共同の相続人なのである。 

トランプ大統領の時代に左派に勝つ 

皆さん、彼らはこれが一番怖かったのです。成約時代の神様の

所有権者、神様の王権と王と王妃達のパワー、つまり王冠と

鉄の杖のパワーを恐れます。骨の髄まで深く震えています。 

トランプ大統領の就任中にキリスト教徒が鉄の杖神学を学び、

王冠や鉄の杖を持ち、祝福を受けて結婚して成約時代のキリ

スト教徒になれば終わりです。米国を掌握出来ません。米国

を掌握出来ないので、欧州にある国々を支援して彼らを育て

ることが出来ます。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

韓半島で王冠と鉄の杖を持てば解放釈放を迎える 

韓国でも段々推進出来ます。韓国で銃の所持が許可された

ら政府は身動き出来ません。韓国人達は戦うという事実を知

っているからです。韓国人達は戦うのが好きではないですか。人

道的に戦えば中央政府は身動き出来ません。 

北朝鮮でも市民が銃器を所持出来れば金正恩と北朝鮮政

府は生きられません。小さな女性を盗んで行って喜び組。呆れ

たことに、あんな小さな幼稚園生を拉致しながら、その家庭は

何も出来ないではないですか。ただそのままです。自分の娘や

孫をそのまま盗んで行くではないですか。もし銃を所持していれ

ばそのようなことはあり得ないのです。考えてみて下さい。北朝

鮮の人が成約時代のキリスト教を信じて広がれば、神様の愛

と実体的な王冠と鉄の杖により、北朝鮮と韓国が解放釈放の

時代を迎え、これ以上奴隷として生きることのない天一国王

国に入るようになります。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

王国を創建する戦い 

中央集権の弱みを撃つ 

英国は中央集権の大きな強大国でした。1790 年代には全

世界を征服しました。英国が全世界のほぼ 1/3 を取ったので

す。それで世界で一番大きな軍隊がありました。しかし、あまり

にも中央集権組織だったので、戦う時に責任者が殺されると

部下は何も出来ませんでした。将軍を殺されると部下達はどう

して良いか分からず混乱しました。いつも命じられて動くからで

す。自由と責任でゲリラのように戦うことを知りません。 

米国の市民は個人で土地を所有し、銃も所有していました。

また、原住民や先住民の戦い方も学んでいました。彼らは個

人が全責任を負って戦うのです。あちらこちらに隠れて分散して

戦うので、組織的な軍隊が戦うと予想以上に難しかったのです。 

どうなったでしょうか？米国の市民軍は英国の将校を狙って先

に殺し、その次に部下達と戦ったので、少数ながらすべて勝利

しました。中央集権の政府と軍隊は勘違いしていました。数が

多いので楽に勝てると思っていました。数だけは多いのです。お

互いの顔を見ながら数が多いので大丈夫だろうと思っていまし

た。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 
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市民がゲリラのように戦えば軍隊も敵わない 

米国軍も中央集権の組織だったので、ベトナムで戦う時は大

変苦労しました。それはベトナムの市民がゲリラ戦をしたからで

す。隠れられる洞穴など、その地域を完全に把握しているので

戦うのは更に難しくなります。 

FBI と CIA がここペンシルベニア州に来てエリック・フランという男

を捕まえようとしましたが、３か月かかりました。たったひとりを捕

まえるためにです。彼はひとりの警察官を撃ち殺して森の中に

逃げました。ここからすぐ近くのブルーミング・グローブで３か月も

かかったのです。全国から支援して FBI のトップチームがここに

来ても 3 か月かかりました。 

考えてみて下さい。ここにいる１万の市民と戦わなければなら

ない、ここにいる 10 万の市民と戦わなければならないとすれば、

それは不可能です。米国のあちらこちらで市民が立ち上がれば、

そのすべてとどのように戦いますか？米国政府の軍隊は 400

万人です。銃器を所有するアメリカ市民は３億４千万人です。

（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

銃器所有が王国創建の核心 

銃器所有は天一国創建の核心 

市民の１％だけを考えても、どのようにその人達と戦います

か？そのように考えれば、実際、中央政府は思うように出来ま

せん。このようなパワーバランスがあってこそ、中央政府が暴君

のように振る舞わないのです。米国の銃器所有はそれほどまで

に核心的です。それがなければ市民は動物レベルになります。

余りにも簡単にコントロールして殺せるのです。数万人を殺せば

全員頭を下げて 「はい、言う通りにします」 となります。政府と

戦う力がありません。それで左派の奴らは何としても AR-15 を

禁止しようとします。禁止すれば一般市民も女子も怖くありま

せん。半分だけでも合理的に考えれば理解出来るのに、左派

は市民が考えられないようにしています。（鉄の杖の王国 8 

2018/3/14） 

市民が銃を持てば暴君も敵わない 

それほど銃が重要です。キリストと共に市民が万国を治める銃

がなければ、神様の王国で邪悪な左派社会主義、共産主義

の暴君、大虐殺者が立ち上がります。市民に王の権利と銃の

所有権があれば、暴君も大虐殺者も詐欺師の奴らも勝てま

せん。 

お爺さんやお婆さんも銃を持てば、その家は完全に恐ろしい家

になります。若い奴らが 20~30 人いても、その家を侵犯出来

ません。お爺さん１人だけ生き残っていても。 

障害者が１人で住んでいるところに AR-15 があれば、

20~30 人の犯罪者が入って来ても勝てません。 

左派の奴らはコントロールを追求するので、このようなパワーバ

ランスが嫌いです。市民農業をしたいのです。自分は働かずに

人から盗む泥棒です。（鉄の杖の王国 8 2018/3/14） 

二代王による終わりの祈祷 

あなたは心に痛みを感じました。自分の人生を変えたいと思い

ました。同じパターン、同じ失敗、同じ行き詰まり、同じ失敗に

よる苦痛の繰り返しにうんざりしています。 

あなたは自分の人生を神様、キリストに委ね、キリストを人生の

主人にし、その歩みに従いたいと思っています。たとえ自分は完

璧ではなくてもキリストのようになりたいと。その過程の中でキリス

トによって私達が変わり、聖別されるようにして下さい。共に祈

って欲しいのです。 

あなたが悪い方へ後戻りしていると感じるなら、神様に対する

情熱を失ってしまっていると感じるなら、神様を知っているのにそ

のメッセージを伝えていないのであれば、また神様を知っていて

も他の人々の所に出向いて話をしていないのであれば、まだ不

安に捕らわれているなら、あなたのための祈りが、この祈りが必

要です。 

私達は他の人のために祈る方法を学ぶ必要があります。霊的

にお互いを大事にする方法を学びます。お互いのために全てを

行うということではありませんが、お互いを力付け、お互いのため

に最善を願います。エネルギーと愛を広く一帯に送ります。それ

を神様に委ねます。 

神様、お父様、今日この日にサンクチュアリに共にあって下さり

本当にありがとうございます。あなたは私達を死から蘇らせるみ

言を与えて下さいます。キリストを死から蘇らせたのと同じ神様

が私の中に生きておられます。 

お父様、私達は知っています。その永遠の力が、打ち勝つ力が

全ての死、全ての障害、全ての迫害に勝利できることを。それ

がまだ小さな声の中に存在しており、私達に語り掛け指針と判

断力を与えています。それによって私達は神様のみ言に導かれ、

み言の中であなたと過ごします。私達がもっとあなたに似るよう

になるために。 

お父様、今日ここにいる人々のことを感謝します。様々なキャン

プや活動に参加して来ました。お父様、この中に後戻りすること

にうんざりしている人がいるなら、また絶えず険しい道のりに行き

着くことに疲れ果てている人がいるなら、今すぐに降りて来て下

さり、また彼らの願いと祈りに耳を傾けて下さるようお願いします。

あなたの心情の中にこの祈りを捧げます。 

お父様、私は罪人です。私は失敗しました。自分に依存する

ことにうんざりしています。それは同じ苦痛の繰り返しになるだけ

です。非難、苦痛、不安の同じ繰り返し、同じ間違いの繰り返

しです。今すぐにそれを変えたいのです。 

今日は私のための日です。私が偉大だからではなく、偉大なこ

とをしたからではなく、あなたの愛と恩寵が豊かであるためです。 

敬愛する神様にお願いします。私の心を変えて下さい。それは

壊さなければならない石です。それを破壊して下さい。そして私

に肉の心を与えて下さい。あなたの愛を感じることができるよう

に。あなたが何を憎むかを感じることが出来るように。そうすれば

私は善と悪を判別出来ます。何があなたに喜びをもたらし、何

があなたに苦痛を与えるかが判別できます。 

あなたを人生の中心にしたいです。私の人生の主人にし、もう

一度あなたを私の父にしたいのです。そして私の人生をあなた
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に捧げます。イエスの名において、キリストの名において、再臨

主の名において今日全てを送りします。アーメン。アージュ。

（鉄の杖の王国 21 2018/7/22） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、二代王亨進様と総監察官國進様が、2017 年の年末から 2018 年までの間に語られた「鉄の杖の王国」

のみ言をテーマごとにピックアップしてまとめたものです。 

み言は 「サンクチュアリ NEWS」 や 「真のお父様に帰ろう！『三代王権・こころのサンクチュアリ教会』」 から引用させ

ていただきました。心から御礼申し上げます。 

一部、米国サンクチュアリ教会が提供している説教の文字起こし資料を参考にしています。 

 

※ サンクチュアリ NEWS：https://nqj17437.wordpress.com/ 

※ 真のお父様に帰ろう！『三代王権・こころのサンクチュアリ教会』：http://h2fanclub.blogspot.com/ 
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