５０３章

「夢と幻」
２０１６年５月１１日、水曜日．

永遠なる創造主に聖なる者!
「夢と幻」第一
(1)

永遠なる創造主に聖なる者
ジャニン・ソトロン
の著書による

「 夢 と 幻 」
ヒ ラ デ ル ヒ ヤ 教 会
「残りの民」
(2)このメッセージは、 神の御子、イエスによ
って啓示され、全世界のために 意図されたメ
ッセージです。

七 つ の 封 印
は 天 で
解 か れ ま し た。
(3)

七 つ の 封 印
は 解 か れ ま し た。

イエスは来られます!
(4)今や、この

御再臨は
差し迫っています!

幻
(5)

天における：
七つの封印の開始
七つの封印は解かれました。

(6)私は、イエスが座しておられた偉大な純白の御
座の近くに立っていました。そして主のまわりには
二十四(24)人の長老たちが座していました。
(7)小羊の御座の近くで、私は、七つの封印の開始
にあたって、そこに居あわせるために、この幻の中
へと召されました。
(8)私は、血の色をした七つの封印で封じられた一
つの巻物を持ってやって来ていた一人の天使を見ま
した。
(9)その天使はイエスにその巻物を手渡しました。
そして天では、厳粛な沈黙がありました。私は、こ
の瞬間を目撃するために、万の万倍という無数の天
使の居る間に立っていました。

それは、

重大で厳粛：
七つの封印の開始
でした。
(10)イエスはご自身の御座から立ち上がられて、そ
して、天使たちの会衆と二十四(24)人の長老に宛て
て、このように言われました。

「今や、それは厳粛な瞬間です。
わたしはヨハネの黙示録による七つの封印を解い
ている最中です。」
(11)主が立ち上がっておられるときに、主はご自身
の穴の開いた両手を挙げて、ご自分の天父にその両
手を提示されました。そして天使たちと二十四人の
長老たちの前でこう言われました：
(12)「わたしは、地球の人たちを救うために

、わたしの命を、わたしの血を与えました。

罪に終止符を打ち、
そしてサタン、すなわち、悪魔と彼の悪霊た
ちとの圧制政府に終止符を付ける
その時が到来しました。」
(13)「地球はソドムとゴモラとなりました。
わたしは、わたしの怒りの七つの封印を解い
ています。それは天と地球の住民たち全員が

接近している
怒りのこの行為
に関しての知識を得るようになるためです。
」

「夢と幻」第二
(1)イエスは静寂であられて、再びご自身の御座に
座されました。私は、

赤い蝋(ロウ)による七つの封印で印された
その巻物を取って居られる主を見ました。そして、
主の右手の親指で、一つずつを押してそれらを飛び
出させておられました。
(2)主は巻物を開かれて、その内容を素早く読んで
おられたときに、吟味し、詳しく調べようとなさっ
てその怒りの一瞥とさばきの一瞥とをその上に投げ
かけて居られました。
(3)その時、主はこの巻物を奉仕に就いているその
天使に手渡されて、そして、天のすべての天使たち
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、二十四人の長老たち、そしてジャニンが七つの封
印についての知識を得ることが出来るように、それ
を大声で読むようにこの天使に懇願されました。
(4)彼が読んでいたと同時に、その巻物が開かれて
いったのを私は見ました。この天使が厳 (おごそ)か
に停止して、イエスにこのように言いました。

「彼らは用意周到です。
彼らは用意周到です。」
(5)この朗読の中で、私は、反キリスト、サタンと
彼の悪霊たちがいと高き神と戦争を交えるのに用意
が出来ていることを、少しなりとも理解しました。
これは、主の聖徒たちに敵対して小刀剣を持っての
戦争であり、サタンは地上に彼の王座を設立するで
しょう。
(6)反キリストは、
その人物の内に、
出現するために、
その用意が出来ました
。
地上の表面に：

ハ ル マ ゲ ド ン
(7)七つの封印についての朗読の後、その巻物は巻
かれて、イエスの手に戻されました。主はご自身の
御座から立ち上がられて、天使たちの会衆と二十四
人の長老たちにこのように宣言されました。
(8)「わたしの怒りは近づいています!

それは差し迫っています!」
(9)この巻物の中に書かれてあったものはすべて読
まれました。天使たちは、今や、この事を知ってい
ます。

この世界、この地球は、
罪有りと宣告されました。
それは神の怒りの下に置かれようとしています。
(10)イエスは言われました：

「 大 争 闘
の 終 わ り 」
(11)エレン・ホワイトによって書かれて、預言の御
霊によって霊感が与えられたこの争闘の終わり、こ
の争闘は終わりにやって来るのです。1

1 「叫びは地の果てにまで響きわたる。主が国
々と争闘を持たれ、すべての肉なる者をさばき、
悪人をつるぎに渡すからである。」(エレミヤ
25:31.)大争闘は、六千年にわたって続いて来た。
神の御子と天使たちは、人類に警告し、啓発し、そ
して救いをもたらすために、悪魔の力と闘ってきた

。今や、すべての者が決定を下した。すなわち、悪
人は、神に反抗するサタンの戦いに、完全に加担し
た。神が、

「夢と幻」第三

イエスは、

(1)

天の雲に乗って来られる
ご自身の御再臨
を通達されます。
(2)彼らの額に

生ける神の印
を受けた者たち、すなわち、彼女自身(教会)を準備
した主の教会を迎えるために来られます。

踏みにじられたご自分の律法の権威を擁護される
ときが来たのである。今や争闘は、サタンとの争
闘だけでなく、人間との争闘ともなる。「主が国々
と争い」主が「悪人をつるぎに渡すからである。」
「各時代の大争闘」下巻 439 ページ．1888 年版 EG
ホワイト著書．
「その中で行われているすべての憎むべきこと
に対して嘆き悲しむ人々」に、救いのしるしがつけ
られた。今や、エゼキエルの幻の中で、その手に滅
ぼす武器を持った人々に命令が与えられたように、
死の天使が出て行く。「老弱男女をことごとく殺せ
。しかし身にしるしのある者には触れるな。まず
わたしの聖所から始めよ。」「そこで、彼らは宮の
前にいた老人から始めた」と預言者は言っている(
エゼキエル 9:1-6.)。滅びの働きは、人々の霊的保護
者と称してきた人々から始められる。偽りの夜回
りがまず第一に倒れる。あわれんだり助けたりす
る者はない。老弱男女がみな滅ぼされる。「各時代
の大争闘」下巻 439-440 ページ．1888 年版 EG ホワ
イト著書．
「主はそのおられるところを出て、地に住む者
の不義を罰せられる。地はその上に流された血を
あらわして、殺された者を、もはやおおうことがな
い」(イザヤ 26:21.)。「エルサレムを攻撃したもろ
もろの民を、主は災いをもって撃たれる。すなわ
ち、彼らはなお足で立っているうちに、その肉は
腐れ、目はその穴の中で腐れ、舌はその口の中で
腐れる。その日には、主は彼らを大いにあわてさ
せられるので、彼らはおのおのその隣り人を捕ら
え、手をあげてその隣り人を攻める」(ゼカリヤ
14:12, 13.)。自分たち自身の激しい怒りによる争い
と、神の、あわれみを交えない怒りの恐るべき降
下によって、地の悪しき住民たちは、聖職者も為
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政者も民衆も、金持ちも貧乏人も、地位の高い者
も低い者も、倒れてしまう。「その日、主に殺され
る人々は、地のこの果てから、かの果てに及ぶ。彼
らは悲しまれず、集められず、また葬られずに、地
のおもてに糞土となる」(エレ
(3)
主の御再臨は今や、

ジャニン・ソトロンの著書による
「夢と幻」の中に、
主の教会に、
また地球の全住民に
啓示されました。
(4)主の怒りのこの宣言において、神の御子はご自
身の穴の開いた両手を差し出されて、そして言われ
ました。

「父よ、
わたしの血!
わたしの血!
わたしの血!
罪人と、罪のための恵みはもう全くありません。
主の恵みの時は全地球に対して終結しました。」

「その怒りは近づいています。
(5)誰一人逃れることは

出来ないでしょう!」
と主は言われました。

「誰一人逃れることは出来ないでしょう!
」
(6)「それは身重の女に陣痛の痛みが来るときのよ
うでしょう。」
(7)この宣言によって、イエスはご自身の御再臨を
ミヤ 25:33.)。「各時代の大争闘」下巻 440 ページ．
1888 年版 EG ホワイト著書．
キリストが来られるとき、悪人は、全地の表
面から一掃される。すなわち、主イエスの口の息
によって殺され、来臨の輝きによって滅ぼされる
。キリストはご自分の民を神の都へ連れて行かれ、
地には住民が居なくなる。「見よ、主はこの地をむ
なしくし、これを荒れすたれさせ、これをくつが
えして、その民を散らされる。」「地は全くむなし
くされ、全くかすめられる。主がこの言葉を告げ
られたからである。」「これは彼らが律法にそむき
、定めを犯し、とこしえの契約を破ったからだ。
それゆえ、のろいは地をのみつくし、そこに住む
者はその罪に苦しみ、また地の民は焼かれ」る(イ
ザヤ 24:1,3,5,6.)。「各時代の大争闘」下巻 440-441
ページ．1888 年版、EG ホワイト著書．
全地は荒涼たる荒野のように見える。地震によ

って破壊された都市や村落の廃墟、根こそぎにされ
た木々、海から投げ出されたり、地中から引き裂か
れたごつごつした岩石が、地の表面に散らばってい
る。一方、広い洞穴は、山々がその基から裂けて
しまった跡を示している。「各時代の大争闘」下巻
441 ページ．1888 年版、EG ホワイト著書．
通達して居られます。それは、

差し迫っています!
(8)その時というものは、
この地球には、あと数ヶ月が
残されているだけです
。
(9)「差し迫っています!」
(10)イエスは、行って準備するように、そして神を
愛して、彼らの隣人を愛した者たち、すなわち、
地上の主の花嫁に会って、彼女を迎えに行くように
とご自分の天使たちに嘆願しておられます。

「夢と幻」第四
(1)主(イエス)は言われました：

「もはや、ラオデキヤはいません。
わたしは彼女を勘当しました。
」
(2)「わたしの教会は：ヒラデルヒヤです。」
(3)その時、その天使たちは喜びの叫びをあげまし
た! それは喜びの叫びによる爆発でした。アレルヤ
、賛美の歌と讃美!

「 榮光! 榮光! イエスに榮光! 」
(4)そして、私は、彼らが「残りの民」教会の賛美歌
をも歌っているのを聞きました。
(5)何という喜び、何という幸福でしょう! 天使た
ちは、まもなく罪も悪も、痛みも死もその存在が
なくなることをイエスと共に喜び、また、「残りの
民」と共に喜んでいました。
(6)ハープの響きは天をあまねき行き巡っていまし
た。全天は興奮していました!
(7)私はこの幻をしっかりと捕らえました。
(8)イエスは私を見つめられて、私に言われました
。

「わたしの恵みはあなたに十分です。」
(9)私は、赤い蝋の七つの捺印の付いた巻物が壊さ
れたのを見ました。そして天使たちは距離を置いて
それを見つめていました。それは恐れから、どの天
使もそれに触れようとはしませんでした。
(10)そして、その奉仕に就いている天使を、私は見
ました。それから、私はその幻を失いました。
(11)

七つの封印
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は壊されました。

イエスは、
罪に終止符を付けに
来られます! 2
ジャニン・ソトロン
2 「すなわち、御子を、罪の肉の様で罪のため
につかわし、肉において罪を罰せられたのである。
」ローマ 8:3.
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