
銀行預金に
まさるもの

－イエスからの重要メッセージ！

　経済の見通しは非常に暗い。
経済は、「富」という山を駆け
上がったが、頂上が絶壁になっ
ていることに気づいた時にはも
う手遅れだった。ブレーキをか
ける間もなく、猛スピードで
崖っぷちを突き進み、あとは落
ちるばかりだ。どこまで落ちる
かは誰にもわからない。
　少数ながら、長年に渡って、
こういうことが起こると警告
してきた賢い者もいたが、多
くの者にとって、手っ取り早
く儲けるのは抗しがたいこと
だった。どんどん儲けている
人がいるのを見ると、心の内
で「やめておけ！」という声
がしても、誘惑に抵抗できな
かった。だが、「好景気」の

後には必ず「不景気」が来る。
今回も例外ではなかった。
　しかし多くの投資家にとっ
て、手っ取り早く稼ぐのは魅力
的だが、理にかなった経済理論
に従うのは何の面白味もない。
経済崩壊が起こるたびに保護政
策が施されるが、歴史の教訓は
すぐに忘れ去られてしまう。自
分はもっと頭がいいと思う者た
ちが無謀な投資をし、みなが混
乱に巻き込まれることになる。
　今回も事の始まりは、頭脳
明晰だが知恵に欠ける者たち
が、返済能力がないとわかっ
ている人たちにローンを貸し
付けて儲けようと考えたこと
だった。みな、このサブプラ
イムローンにだまされたのだ。
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　現在のような危機が起こる
と、人は、この新体制の計画
者たちがゴールとして公言す
る経済的安定に飛びつくよう
になる。新しいデジタル・マ
ネーの価値は保証されるが、
それには代価がかかる。経済
体制を支える世界政府に対す
る忠誠という代価だ。その
世界政府は、史上最悪の暴君
的政権となるだろう。あなた
のお金は一見安全に思われる

が、代わりに魂を売ることに
なるのだ。
　しかし、わたしは銀行にあ
るお金にまさり、どんな投資
よりも安全で、将来の貯蓄よ
りも頼りになる。あなたの心
と人生に今日、わたしを受け
入れなさい。そうすれば、ど
んな困難があっても、いつも
わたしを頼りにできるとわか
るだろう。

－－イエスより

　さらに詳しく知りたい方は、下記までご連絡下さい。

ディストリビューター：

Ｅメール： mail@family.gr.jp

　まだイエスを心に受け入れていないなら、ぜひ次の祈
りを祈って下さい。「イエス様、私にはどうすることもで
きない問題が沢山あります。どうぞ私の心に入り、これ
からの人生を導いて下さい。どんな状況でも、あなたに
信頼する信仰を与えて下さい。イエス様の名前で祈りま
す。アーメン。」
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“Better than Money in the Bank”--Japanese.
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　次なるアイディアは、この
ようなローンを集めて、非常
に複雑な「債務担保証券」や
リスクの高い「金融派生商品」
というパッケージにすること
だった。いつかローンが返済
されるという希望を与えなが
ら、そういったパッケージを
投資用に売りに出した。世界
中の銀行や投資家たちは、そ
れに真の価値はないと知りつ
つ売買した。ばかげていると
思わないかい？　初めの内
は、多くの者がそう思った。
だが、「裸の王様」の物語の
ごとく、「なかなか良いアイ
ディアではないか」と考える
投資家や金融家が出てくる
と、ゆくゆくは殆どの人が「こ
れは経済的な英知」だと考え
るようになった。
　そしてある日、どこかの銀
行が破綻した。まもなく他の
銀行も破綻し始めた。諸政府
は国民の税金を使って救済措
置に乗り出したが、どれほど
の助けにもなっていない。多
くの銀行が、隠していたか全

く関知していなかった不良資
産を莫大な量抱えていること
が分かったからだ。悲観論が
拡大し、株価が急落した。投
資家たちが、各会社は見かけ
よりもずっと価値が低いこと
に気づいたからだ。
　すでに完全にすべてを失っ
た人たちもいる。また、大勢
の人は使えるお金がぐんと
減ったので、贅沢品や不必需
品の市場は急激に落ち込み、
そうした市場に関連した会社
の社員は職を失っている。こ
の影響は経済全般に広がり、
その結果、失業が増加し、使
える金を持っている人が減
り、さらに失業が増え、その
サイクルが続く。実際には
もっと複雑だが、簡単に言う
とこれが現状だ。
　さて、なぜわたしが経済に
ついて話しているのだろう？
それは、あなたたちのこと
を気にかけているからだ。
あなたが傷つく時、わたし
も傷つく。わたしはあなた
を助けたい。助けを求めて

くれれば、必ず助ける。あ
なたの口座にお金を入れる
ことはないかもしれないが、
すでに約束されているよう
に、わたしは、他の人に与え、
困った人を助けようとする
人のために供給する。
　さらに、あなたの心に希望
を灯す。その希望があれば、
危機を乗り超えられるように
なる。多くの人は経済的安定
に信頼と希望を寄せるが、わ
たしに信頼と希望を寄せるほ
うがずっといい。物質的な安
定は当てにならず、よりかか
ると、もろくも崩れ去ってし
まう。だが、わたしは頼りに
なる。あなたや家族が経済危
機やその他の危機を切り抜け
るのを助けよう。
　あなたはわたしの目に尊
い。わたしがあなたにとって
価値のある存在であること
を、あなたに示したい。人類
の世話こそ、わたしの仕事で
あり、わたしは、わたしに信
頼し、わたしの会社に入る者
を失望させはしない。

　賢明で、お金のある人は、
さらなる社会不安への備え
として、短期の緊急事態の
ために保存食や飲料水、そ
の他の生活必需品を確保し
ておくとよい。貯蓄は出来
るだけ複数の異なる通貨で
持っておくことだ。また、
投資をするなら、金

きん
のよう

な価値の変わらないものに
するのが賢明だ。それなら、
紙幣や株がすっかり価値を
失った時に、生活必需品と
交換できる。
　心に平安を持っていてほ
しい。世界に、また世界経
済に、より大いなる危機が
臨もうとしているからだ。
世界中の人々を非常に危険
な新経済秩序に巻き込もう
とする計画が秘密裏で進行
している。聖書の黙示録で
「獣の刻印」と記されている、
悪名高き世界経済体制の始
まりが刻々と近づいている。
その体制下では、その「刻印」
なしには誰も売買ができな
くなる。
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