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21 年 7 月 26 日 

 最後の瞬間の招待 

 

私の読者の多くは、マラキ書 3 章 16 節に従って、今日イオウオの要請で書かれている「いのちの書」に消え
ることなく⼊⼒されていると確信しています。したがって、私は彼らの永遠の命をまったく恐れていません。 

 

しかし、いのちの書はもう一つあります。それは子羊の書です（黙 13︓8; 21:27）。誰が「子羊」を意味
するのかは⾔うまでもありません。子羊の書には誰が⼊っていますか︖多くの⼈が知らないこと︓私たちは
144000 の集まりの最後の日に生きています。彼らは、いわば、イエス王の天国の議会であるイエスと一緒
に、地球を楽園に変えます︕黙⽰録 7︓1-4 によると、この招待は風が解放されるまで続きます。風とは、
黙⽰録 14︓17-20 の 2 番目の鎌であるハルマゲドンの戦いの風を意味します。黙⽰録 14︓14-16 の
最初の鎌はもうほとんど終わっています。その中で、イエスはコロナを使って羊と山羊を天から分けています
（=王冠、それがすべてである、生命の王冠;黙⽰録 2:10;ヤコブ 1:12）。世界⼈⼝の⼆極化が進⾏
中であり、誰にとっても明らかです。多くの場合、⼈々はすでに他の⼈の健康を保護するためにマスクを着用
しなければならないことに分かれています。さて、エゼキエル 9︓4 とマタイ 25︓31-33 によると、この分離は
事実上終わりましたが、パンデミックは 1 年以上経て、それはイザヤ 61︓2 によるの恵みの年でした（ハバ
クク 2︓3 を参照）。復讐の「日」1（=イザヤ 61︓2）、つまりハルマゲドンの戦いでの風の解放がすぐに
迫っています（黙⽰録 16:16）。  

 

したがって、私はすべての場合において永遠の命に関心があるのではなく、永遠の福祉や幸福に関心があり
ます。イエス・キリストご自身が私の手にした私の義務は、ヘガイの義務です（エステル記を参照）。特別な
「来たれ︕」を転送することです。すぐにこの議会のようなチームに所属する資格があるすべての⼈々に伝え
ます（黙⽰録 22:17）。一般的な、羊のための「来たれ︕」ではなく、むしろ花嫁のなめの「来たれ︕」で
す。もちろん、私じゃその花嫁がにすでに⻑い間所属しています（1977 年に最終的に封印されました）2。  

 

                                                           

1 「日」（Tag）（聖書ヘブライ語のランゲンシャイトポケット辞書）︓「より⻑い時間」を意味することもあります。 
2 この自信のおかげで、私は何⼗年もの間、エホバの証⼈によって迫害され、回避され、追放されてきました。それはイ
エスのブランドマークです。1972 年から 2002 年まで続くガントレットでした。最後に、彼らは私を排斥することができて
とても喜んでいました。 彼らの目のとげはなくなったからです（JIT =衣服だけでなく、とげのやぶです; CN =「とげ」また
は「刺す」を意味するシオンという⾔葉の始まりと終わりです。シオンは「砂漠」、「孤独な場所」、「干ばつ」も意味しま
す」。「サイン」「タイトル」「パスマーキング」も意味し、「目⽴ち」も意味します。 
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あなたが候補リストに載っているなら、私は当然あなたの上着に関心があります（=個性、それは明らかにき
れいであると⾒出されなければなりません;「きれい」= BR）。比較のために、結婚式への招待についてのイ
エスのたとえ話を参照してください（マタイ 22︓2-14）3。  

 

1. 宗教の世界に⽴っているため、その目的に非常に近いにもかかわらず、多くの⼈が招待を拒否します。  
2. 招待者の何⼈かが殺された後（破門を参照 →黙⽰録第五の封印）、息子の父親は完全に「名

前のない」個⼈を招待し、その方を公共の場所や通りから呼び迎えます。 
3. これらの個⼈はまともな結婚式の衣服を着なければなりません。彼らがそれを身に着けていない場合、

彼らは結婚式から削除されています。他のすべての⼈は結婚式に参加することを目的としています。つ
まり、彼らは 144000 にしっかりと属しています。したがって、決定的な部分なのは、衣服です。もちろん、
これはすべての⼈々に当てはまります。クリスチャン、ユダヤ⼈以外の⼈をも含んでいます（その場合、
重要なのは良心です。パウロが⾔うように、彼らにとって良心はすでに神の律法であるためです。ローマ
2:14,15 を参照）。イオウオは公平です。 

 

聖書の最初の文はすでに次のように述べています。 
  A BR A JIT︓「最初に純粋」–「最初に衣服」を意味します。 

または︓ 
  A BRA JIT︓「最初に衣服を作る（=形成する）」という意味です。 

または︓ 
  A BR AJIT︓「最初に（多くの）⽕による純粋さ」を意味します。  
聖書の始まりはどれほど独創的です。 

 

最初の「A」は「最初の本」を意味し、その後にこういう風に続きます︓ 
BRAJIT︓「初めに」を意味します（B = の中に、の上に、とともに; RAJ =頭、始まり; RAJI =私の頭; 
RAJIT = RAJ の⼥性の複数形、「始まり」と訳され、現代ではヘブライ語 bereshit =「初めに」、「最初
に」、「特定の最初に」を意味します）。 

 

                                                           

3⼥執事や尼僧になって花嫁の成員になりません。これは⾔いようのないエラーです。もしそうなら、144000 はすでに
非常に⻑い間完了しているか、シンボリックな番号のみです。でも、花嫁の成員だけが「新曲」を歌えるから、数に限り
があります。 
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したがって、ここで扱われるすべてはあなたの永遠の幸福についてです。それはまた、多くの⽕や激しいテスト
に耐えることでもあります。あなたが私に自分の質問を送るならば、それは前向きな兆候です。そうすれば、
私はもうあなたのことをそれほど心配していません。イエスがヨハネ 17︓6,12 に従って⾔われたように、あな
たから私に与えられたもののどれも失いませんでしたと、いつの日か⾔えることを願っています。 

 

今、何が私を動かしていろのか、あなたは知っています。私の上の主の嫉妬です。私の中で朝の星としてしっ
かりと働いています。イエスとイオウオが期待するようにこの招待に反応すれば、もうすぐあなたの主にもなるこ
ともできるでしょう。しかし、イエスはあなたが今まで彼を知っていたような主ではありません。私は 1977 年に
すでにこの朝の星を主イエス・キリストから受け取ったので、彼自身がこの明るく輝く朝の星です（黙⽰録
2:28 ティアティラ、22︓16 明るい朝の星）。もちろん、絶対的な約束はできません。しかし、何⼗年にも
わたる善良な仕事は、それ自体が非常に良い現れです。なぜなら、大事なのは、⾔葉ではないです。わたし
の⾔葉は重要に⾒えても、大切ではありません。大切なのは、⾏動のみです。その実によって彼らを⾒わけ
るであろうと述べているからです（マット 7︓16,20）。 

 

私は今、懸念と不安と⾔うトピックをカバーしたと思います。なぜなら、すでにイエスの誕生時に、み使いたち
は羊飼いたちに「恐れるな︕」と⾔ったからです。しかしまた︓「正しいことを望んでいる⼈々の間、平和があ
るように（私自身の翻訳）」。 

 

この招待状の付録に、エホバの証⼈からのごく最近の手紙を追加します。エホバの証⼈は、私の伝道の手
紙の 1 つに匿名で答え、インターネットを介して答えたいと思っていました。これで、私のヘガイ迫⼒のために
もう少し鋭く⾔葉で表現されたものを読むことができます（しかし、穏やかさは怒りを避けて骨を壊す可能性
があるので、穏やかさを忘れていない;箴⾔ 15︓1︔25︓15）。私はまた、神の選ばれた者としての私の
歴史と、私が耐えなければならなかったとげの要点についていくつかのメモを追加します。いばらの冠を愛する
⼈だけがいつか本物の冠をもらうからです。 

 

私はいつもオープンな⾔葉を受け⼊れているので、いつもオープンな⾔葉に感謝しています。私が接触を断
つ理由は 2 つだけです。1 つは私が嘲笑されているとき、もう 1 つは聖霊が私に絶対的な邪悪があることを
⾒せてくれるときです。私の状態が許す限り、他の誰もが常に彼らの通信に対する答えを得る。 

 

私の奉仕の中心は“IOUO”「イオウオ」という名前です。したがって、まず第一に、それに関連する愛です（ヨ
ハネ 17:26 による）。そして、それは神への愛、イエスへの愛、そしてすべての仲間の生き物への愛を含みま
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すが、特に真実への愛、父のために苦しむことへの愛です。イエスがロバの子馬に乗ってエルサレムに乗り込
んだとき、彼らはイオウオの名で来る⼈は幸いであると⾔いました（マタイ 21︓9;詩編 118︓26）。ロバ
に乗って、権⼒とお⾦だけに熱心であるため、現代の多くの伝道者に似ているバラムとは異なります（⺠数
記 22︓7; 31︓16）。私は自分の文章にペニーやセントさえも取ったことがなく、寄付などを求めたことも
ありません。パウロと同じように自分でお⾦を稼いでいます。私は、誰かがそれによって⾦持ちになるかどうかに
関係なく、私のインターネットエントリの拡散とコピーのすべての方法を許可しました。私はルターのように無料
でそれをしました。ルターはそれを無料でやったからです。ルターは出版社を豊かにしましたが、彼自身は聖書
の翻訳に一銭もかかりませんでした。家に 7 ⼈の子供を持つ彼の妻（元修道⼥）はそれについて怒ってい
ました。私には 5 ⼈の子供と 7 ⼈の孫がいます︕イオウオはいつも私たちに⼗分なものをくれました。私はま
た、私の近所で起こったように（カトリックの神父のケース）、神へのいわゆる寄付として⼈から家を遺贈させ
ませんでした。イエスは、華やかにではなく、ひそかに現れました。一度に一万⼈を癒すのは彼の魅⼒でした。
しかし、彼はそのために迫害され、まったく理解されていませんでした。同様に、彼は今日泥棒のようにやって
来ますが、イオウオの名前で来ます。また、統合失調症の狂⼈（50 年の統合失調症病歴）もいますが、
もちろん、イエスに付属しているのは私だけではありません。いいえ、彼には本当にキリストの心を持っている
⼈が何⼈かいます。 

 

今日、誰がキリストの心を持っていますか（コリント第一 2:16）︖⾔葉ではなく、⾏いによって知ることがで
きます。キリストの名によって現れ、しかしキリストの心4を持っていない⼈々の霊に注意することが重要です。
黙⽰録 2︓2 で⾔われているように、私はそれらを憎みます。そして、エペソ⼈は邪悪な者に耐えることがで
きなかったので、私も彼らに耐えることができません。これにより、⼈格の衣服が危機に瀕しているとき、そして
⼈がキリストの心を失ったときに、私は迅速に反応することができます。すでに王として現れているすべての
⼈々がそのような⼈です。パウロは彼らについてこう⾔いました。「あなたはすでに私たちなしで王として君臨し
始めましたか（コリント第一 4︓8）︖」 

 

すでに王になりたいと思っている⼈は、天国では決して王になりません。 144000 は王冠を投げ捨て、神の
座の前に投げました（黙⽰録 4:10）。なぜなら、彼らにとって重要なのは王冠（=コロナ）ではなく、父
の生き物に対する父の愛であるからです。黙⽰録の４章で、父は王冠を着用せずにこの王座（= 
THRONOS =基本的な意味は席）に座っている状態で自分自身を⽰しています。神は王になることを嫌
うからです︕彼はまた、イスラエルの⼈々のために王を望んでいませんでした。それは⼈々が彼を拒絶したよう
なものだったでしょう。そしてそれはまさにその時起こったことです。イオウオはパパ=アバ=父です︕どの父親が
彼の家族の王であり、できれば王位と王冠を持っていますか（王冠=勝利の花輪、より良い翻訳）︖それ
                                                           

4エヒウのように、彼は今日こう⾔います︓「あなたの心は私の心と同じですか︖そうでしたら、私の戦⾞に登りなさい︕」 
（列王記下１０︓１５）。彼の心は、イオウオ、自分の父、イオウオの名前と愛、彼の興味、彼の小さなもの、彼の
不自由なもののために絶えず⿎動するだけです︕ 
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なら彼はばかだろう。したがって、イオウオの本当の隠された位置は、それ（および彼）を検索することによっ
てのみ理解できます︕ 

 

今日すでに王であるか、王として⾏動する誰かが同時にいくつかの真実を持って現れるとき、それは⼈として
の彼についてまだ何も⾔いません︕そして、それにもかかわらず、彼から発せられる危険は計り知れないもの
になる可能性があります︕それは宗教団体のすべての指導者に当てはまります。また、悪魔は非常に効果
的に真実の組み合わせを使用し、エバ5に向かって嘘をつきました。結果は悪魔の目標通りでした。だから私
は悪魔を恐れていませんが、私に託された⼈々の幸福を恐れています。父親が良い父親になりたいのなら、
絶えず子供たちの幸福を心配して生きなければならないのです。警備員（またはドアマン）のように、絶え
間ない警戒と起こりうる危険への絶え間ない恐怖を結びつけます︕ 

 

しかしもちろん、私も自分自身を汚したくありません。そういう意味で邪悪な本は私の家にはないのです。私
はまた、キリストのための適切な道具となるために、2002 年に（私の破門）すでに多くの⾔語で書かれた
エホバの証⼈の本（数百冊）をすべて家から完全に取り除きました。ただし、144000 の選択は、イオウオ
自身が⾏います。私もイエスも、これについて判断を下したり、選択を表明したりすることはできません。しか
し、花婿と花嫁の声はすべての宗教団体で終わるでしょう（黙⽰録 18:23）︕そのような本の著者に何
が起こるかを決めるのは私の出る幕ではありません。私は用心のためだけに努⼒しています。彼がいつ来るか
わからないので、目を覚ましてください。はい、来たりませ︕主イエス。それが聖書の終わりです。  

 

私がこれまでに、そして伝道を許されている⼈々に対する私の懸念を理解していただければ幸いです。それ
は何千ものです。いずれにせよ、キリスト、真理、そして私たちが仕える仲間の⼈間への愛を感じることができ
たとき、私はとても感謝しています。永遠に、そしてこれからの困難な時期に、すべての読者の皆様のご多幸
をお祈り申し上げます。黙⽰録 3:10 がそれらのために実現するように。たぶん私たちはいつか直接話をする
ようになるでしょう（3 ヨハネ 13,14）、イオウオは喜んで。 

 

イエスとイオウオの道具の愛を込めて 

あなたの、クルト・マンフレッド・ニーデンフーア 

                                                           

5 嘘は︓あなたは死ぬことはありません。 真実は次のとおりでした︓あなたはあなたが前に知ることができなかった何か
を知るでしょう。 聖書はこれを「目を開かせる」と呼んでいます。 また、クリスチャンは目を開けることができますが、それは
従順です。 創世記で⾔われているように、彼らは善悪の知識の⽊から取って私たちのようになり、善悪を知った後、生
命の⽊からも食べるべきではないと⾔われています（コロ 2︓3;イザ 61︓1 [新世界訳]）。 
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より⻑い追伸︓ 

1. 思い出させるために、いつ連絡を切断しますか︖父親にいつ子供を愛するのをやめるかを尋ねるのと同
じ質問ですか︖一度もない。または、彼は公の場で⾁体的に脅迫されたり、法外に嘲笑されたりしてい
ます。したがって、私は嘲笑または絶対的な邪悪の場合にのみ接触を切断します。しかし、私は聖霊に
よってそうするように促される必要があります。しかし、私は皆のために祈ることをやめません。 
 

2. イエスはクリスチャンの目標ですか︖それは始まりに過ぎません。目標はイオウオですか︖それは愛です
（テモテ第一 1︓5; 1 ヨハネ第一 4︓8,16）。そして今日、誰もイオウオを愛していません。特に霊
的な指導者ではありません（エレミヤ 23:27）。教会の暦などにも同じことが⾔えます。今日、天国全
体で一番大事である名前は拒否されています。イザヤ 42︓8 が実現します。「私は偶像に自分の名
前をあげません。」また、組織としてのエホバの証⼈はそのような偶像であり、実際、すべての宗教団体
はその名前（ハシェム）を拒否しています︕それは彼ら全員に⻑い間知られています。私のウェブサイト
は大学の神学セミナーで話題になっています。しかし、⼈々はイオウオを愛していません。父親である彼
を実際に愛していません︕ JW-Org（エホバの証⼈の組織）は 1974 年以来、何度も神の名につ
いての執筆を受けています︕一⾔も返事はありません︕しかし、他の組織の教会（およびその指導者）
もまた、神の名についての考えを受け取りました。ほとんど反応がありません︕ 
 

3. しかし、私は誰かを 144000 の 1 つとして選ばれると信じさせるのですか︖私はいつも⾔います︓オン・
ベラ（On verra）︕様子を⾒よう︕しかし、ヘガイはアハシュエロス王が探していた⼈物の良いイメージ
を持っていました。この主題について⾔えることはこれ以上ありません。もし彼または彼⼥が「呼ばれる」、
すなわち霊が生まれた、または油そそがれた場合、聖霊自体だけが誰かを⽰すことができます。これは結
婚式への道を始めるための前提条件です。携挙のトピックについての添付の手紙を参照してください
（痛みを伴う死ぬことなく天国の生活に変身する）。しかし、覚えておいてください。彼の 11 ⼈の忠実
な弟子の場合、イエスは聖霊が注がれる前に、彼らがそれを成し遂げることをすでに知っていました。そう
でなければ、⻄暦 33 年の⼣食時に彼らと王国の契約を結ぶことは決して許されなかったでしょう（ルカ
22︓20,28-30 [新世界訳]）。だから私は誰かに何かを信じるように説得していません。誰もが彼の聖
霊でイオウオを待つでしょう。聖霊はもちろん⼈ではありませんが、神の、親愛なる神の、⼒の実体です。 
144000 の最後の選択は、おそらく、聖霊が注がれる前にすでに 11 ⼈の忠実な⼈たちのようにテスト
されています。なぜなら、11 ⼈は⼣食時にイエスの証を受け取ったからです。「あなたがたは、わたしの試
錬のあいだ、わたしと一緒に最後まで忍んでくれた⼈たちである（ルカ 22:28 [新世界訳]）」。私はすべ
ての適切な読者に同じことを望みます。 私は 1972 年に聖霊に油を注がれ、自分の中で、別の命が
生まれました。付録のアカウント（英語）を参照してください。私は 20 歳でした。 「Divine Name
（神の名）」、「Nom Divin」、「Goettlicher Name」をモットーの大会でバプテスマを受けてから 1
年後でした。当時の大会は、3 つの⾔語すべてでそれに出席しました（1 年後、私は心の中に神の名
で油を注がれました;出エジプト記 23:21 参照）。 
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4. 誰が結婚式から捨てられますか（それでも彼は永遠に生きることができますが、天国には住んでいませ

ん）︖天国で最も神聖な任務を遂⾏することができない事を、すでに地上で明確に⽰した⼈である。
そのような課題にどのように取り組むかというスタイルは、今日の政治（ニコライ）、宗教（イゼベル）、
経済（バラム）と何ら変わりはありません。多くの宗教書でイエスがどのように描かれているかは、耐えや
すく、非常にキャッチーなものかもしれませんが、それは、1000 年を渡る地球の復元時間では、イエスは
そんな態度を必要としている事ではありません。今日の⾏われよりも良い方法ですべてを⾏う⼈々が必
要です。それは永遠の結婚の始まりであるため、1000 年は結婚式の期間でもあります。また、エステル
のような創造物全体との父との結婚もあります（ホセ 2:18）。エステルのような創造物がすべて忠実
な生き物であり、その頭はイエスです。その結婚は⻄暦 33 年のペンテコストから、より正確に⾔うと、イ
エスがイオウオの右手に着席したときから実際に続いています︕聖書は、イエスが自分の花嫁を迎える
ために（父との）結婚式から来たと他にどのように⾔うことができるでしょうか。これは今起こっています
（ルカ 12:36）。それは、父の結婚式と息子の結婚式の 2 つの結婚式があり、どちらもアハシュエロス
とエステル（そして雅歌、ルツ記、ヨハネ第⼆の手紙と哀歌と一般的に黙⽰録）によって表されている
からです。一緒に結合されている父と息子の 2 つの結婚式は、聖書の始まりによって非常にうまく⽰され
ています。それに応じて、聖書は次のように始まります︓ 
 
  父                    隠されたデュアリス 

A B R  A J (I) T 

     息子          妻 
   （アラム語）  ⇒2 ⼈の妻を意味します︕ 
 

5. 「イオウオ」という名前を心の中にしっかりと取り外せない場所に置いてください。そうすれば、この招待状
は的を射たものになり（ブルズアイ）、ここで説明されていることに最適なカードが手に⼊ります。これが
私のすべての伝道の目的だからです（詩篇 148︓13︓それだけでは到達できないほど⾼い名前[古い

新世界訳]）。 
 

6. さて、最後に︓どうぞ、そして、イオウオとイエスに委ねられ続けてください。絶え間ない祈りと請願、懇願
と嘆願を決して忘れないでください︕終わりの日に、イオウオがとても⾒たいと思っている信仰を⾒ること
ができますように（ルカ 18︓8）。 


