
Amir Tsarfati氏 中東アップデート 2016年 11月 8日公開 

アメリカ大統領選直前、アメリカの皆さんへスペシャルメッセージ 

………………………………………………………………………………………………………… 

イスラエル・ガリラヤより、シャローム！今、運転中でしたが、アメリカの友人たちに伝え

たいメッセージがあったので、車を路肩に停めました。今日は素晴らしい日、大切な日、歴

史に残る日です。今回は、皆さんに私の思いをいくつかお話ししますので、選挙に行く前に

よく考えてみてください。 

 

まず初めに、たくさんの方が現在、生配信でこのメッセージをご覧になっているようで、と

てもうれしいです。どこでこのメッセージをご覧になっているのか、どうかお知らせくださ

い。「どんな人が、どこで」というのが分かると、とても励みになるからです。 

 

土曜日（11 月 5 日）に投稿した前回のメッセージは、14 万人以上の方に視聴されました。

あの時は、主がエゼキエル 34章を通して、私に伝えてくださったメッセージでした。主が

良く思っていない、羊飼い＝指導者に関する内容で、エゼキエルの当時はイスラエルの政治

的指導者に宛てたものでした。しかし今回は、今日のアメリカへのメッセージだと思います。

群れを養わず、自分自身を養う羊飼いについて。神は、彼らを取り除くと約束されました。

そして、それを取り除くかどうかは民次第で、彼らを取り除くことを民が望めば、取り除か

れますが、民が彼らと手を組むなら、彼らはそのまま残され、ずっと居座ります。これは以

前からずっとそうであって、神は常に紳士的です。神はいつもそこにおられ、人々が求める

ものを与えられます。神には、神の基準・やり方があり、それは神の御言葉を通して、実に

明確に示されています。 

 

しかし、例えば、イスラエルの民がサムエルに言ったように（第一サムエル 8章参照）、「お

い、サムエル、俺たちはお前の息子達が気に入らない。人間の王を立ててくれ」そして、サ

ムエルは非常に落ち込み、悲しんで主に言います。「なぜ人々は、私と、私の家族を嫌うの

でしょうか？」すると、主はサムエルに言われます。「彼らが嫌っているのは、あなたでは

なく、このわたしなのだ。わたしが彼らの王であり、わたしが彼らに息子や娘、馬や食べ物

を与えている。しかし、彼らが今求めているのは、他のものであって、彼らの息子や娘、馬

や彼らの食糧を奪う『人間の王』なのだ。サムエルよ。それが彼らの求めるものなら、彼ら

はそれを得るのだ。」そして、イスラエルの民は、外見の良い人間の王・サウルを得ました。

彼の優れた面と言えば、背が高くてハンサム（第一サムエル 9:2）であること以外何もなく

て、民はその王に 20年以上苦しめられます。 

 

さて、この教訓から言えることは、もしあなたが神の御言葉に逆らう者や、神の御心に背く

者に投票し、それを求めるのなら、神はそれを高い確率で認められるでしょう。それは人々



次第だと、私は思うのです。神は紳士な方です。申命記 30章で、主はイスラエルの民にこ

う語っておられます。 

 

19 …私は、いのちと死、祝福とのろいを、あなたの前に置く。あなたはいのちを選びなさ

い。… 

（申命記 30:19） 

 

選ぶのは、それぞれ個人です。神は私たちの前に選択肢を置かれます。主がくださる良いも

のと、敵が与える悪いもの。しかし、最終的には私たち一人一人の手にかかっていて、どち

らを選び取るかは、私たちの思考と理解力にかかっているのです。神はただ、私たちに伝え

るだけです。神は紳士なのです。「いのちを選びなさい」と。 

 

過去 8年間、アメリカは死を選び、悪を選んできました。そして、私が思うには、アメリカ

人のほとんどがその大半を知らず、自分たちが何に投票したのかを分かっていないのです。

しかしオバマは、完全に砕かれ、破壊された国家を後に残しました。 

世界の中で最もお粗末な外交政策を持つ国を後に残します。 

世界中のどこの国からも尊敬されない国。 

莫大な借金を抱えた国。 

今までになかったほどに分断された国。 

初のアフリカ系アメリカ人大統領は、国内の人種問題が史上最高レベルに達した国を指揮

しているのです。全てのことが、彼に投じられた票は間違いであった、ということを証明し

ています。そして、今回のゲームは「初の女性で行こう!」「初の女性大統領に投票しよう！」

そして、また同じことが繰り返されます。なぜなら、今回もまた、誰も大統領の地位に就く

資格を見ておらず、歴史を造り変えることだけを見ています。そして、そのようなことが私

たちの前にまき散らされているのです。 

 

さて、実際には今何が起きているのかをご説明します。皆さんにも見えてくるでしょう。 

過去 8年間、オバマは国を導いてきただけではなく率先して、アメリカを対外政策のみなら

ず、内政においてもヨーロッパのようになるように仕向けてきました。社会主義、国境を取

り除くこと、移民に開放すること、富の分配、その他諸々。しかしヨーロッパでは、その失

敗が大惨事をもたらしています。今のヨーロッパで何が起きているかご覧なさい。国境を取

り除いて自由に移民できるようになった、ということがすべての原因で、ヨーロッパは今、

深傷を負っています。そして、過去 8年で、アメリカはヨーロッパの後を追ってきました。

私が思うに、現在のアメリカは完全にヨーロッパのようになるギリギリのところにまで来

ています。これは、政治をはるかに飛び越えて、同様に霊的にもそうなりつつあります。今、

私の言っていることがわからない、という方は、先日ミネソタのカンファレンスで私がお話



ししたメッセージ「ヨーロッパ、反キリストの到来のための備えが整いつつある」（You Tube

「DIVINE US」で日本語字幕付きがご視聴可能です）をお聴きください。私は、反キリスト

が西ヨーロッパから出ると思っています。メッセージの中に理解するための基礎を据えた

ので、ぜひご視聴ください。 

 

過去 250年間、アメリカは現在とは全く違う価値観で体制を組んできました。実際、アメリ

カは違いを求めてヨーロッパから逃げてきた人々によって建国されたのです。それが今や、

私たちが目の当たりにしているのは、アメリカがどんどんヨーロッパのようになってきて、

まるで犬が自分の好きな場所へ走って戻っていくかのようです。そして、これは大変恐ろし

いことです。アメリカには、最後のチャンスが与えられているのです。それがまさに今日で

す。歴史的な日です。最後のこの瞬間に、最後の一歩を踏み出してヨーロッパのようになる

のか、それとも、元々のアメリカの目的に戻るのか、私たちは決断するのです。それが今日

の全てです。 

 

アメリカには、イエス・キリストが必要なのはまぎれもなく、全ては神に従うのか、拒絶す

るのか、それがすべてであることは間違いありません。しかし、皆さんが忘れていけないの

は、今日は主任牧師を選んでいるのではなく、教会の役員会で長老を選んでいるのでもあり

ません。今日は、皆さんの国の指導者・軍の最高司令官を選んでいるのです。理解すべきな

のは、牧師や霊的指導者を求める基準で政治家を測ることはできません。トランプは牧師に

なるのではないし、彼はそのようには創られていません。それを政治家に求めてはいけない

のです。問題は、政治家が上から国全体に影響を及ぼす力を持っているということです。サ

ウルは王で、政治的指導者でしたが、国を霊的に導く立場にはサムエルがいました。ダビデ

も同様で、彼は霊的にも優れていましたが、預言者ナタンがいて、王の罪を指摘しました。

このように、王ではない霊的ポジションというものがあるのです。つまり、政治的指導者の

影響力の下で、神の道に従って導くという霊的指導者もまた必要であると思います。そうで

なければ、私たちは正しいことを言わないように、と、抑圧や苦痛を与えられるのです。ア

メリカに必要なのは、オバマがもたらした完全な闇の時代から導き出し、今ある恐れや暗雲

からクリスチャンを解放する大統領です。 

 

皆さんにもう一つ理解してほしいのは、私たちが今、目の当たりにしているのは、「体制組

織」対「組織に属していない者」という構図です。組織ぐるみで犯罪が行われているのは明

らかであり、この世界中のグローバリストによる組織が、世界を支配しようとしているので

す。彼らは、大統領を選挙ではなく、自分たちで選ぼうとしているのです。イルミナティと

世界統一政府に関する、私のメッセージ（2016年 12月現在、日本語字幕付きはありません

が、“Behold Israel”の You Tube チャンネルで“The Illuminati and the One World 

Government HD”がご覧になれます。全編英語です）の中でも触れているので、ご覧になれ



ば分かりますが、理解すべきは、時に組織は失敗するし、彼らが目的としていることが得ら

れない時もあるのです。それは、人々の目が開かれて、自分たちが騙されていたと気づく時

があるからです。これがまさに、ここ 1年半の内にトランプに起こっていることです。トラ

ンプは組織を知っていますが、彼自身は組織の一員ではありません。彼は組織を暴き、アメ

リカ人を恐ろしい悪夢から目覚めさせるきっかけを与え、それを変えるかどうかは、アメリ

カ国民の手にかかっていることを悟らせたのです。「そうだ！彼の言うように、アメリカを

再び偉大な国にしよう！」と。 

 

ちょっと考えてみてください。アメリカは長年、偉大な国家だったのです。今のアメリカは

確かに、霊的にも、政治的にも、経済的にも、軍事的にも間違った方向に行きました。しか

し、私たちに必要なのは、優れたリーダーシップです。リーダーシップとは、大統領だけに

限らないのです。副大統領候補のマイク・ペンス（Michael Richard Pence）を見てくださ

い。彼は神に従い、祈る人であって、全身全霊心から主を愛し、ホワイトハウスに入るにふ

さわしい素晴らしい人物です。私は、ドナルド・トランプに近い相談役を何人か知っていま

すが、彼らは新生し、聖霊に満たされた、神を敬う人たちであり、霊的にも再建された国を

再び見たいと願っています。 

 

どうか、理解してください。あなたの義務は、今日投票し、組織を勝たせないことです。彼

らは、アメリカの人々がどれほど憤慨しているのかを知って、驚くことでしょう。ヒラリー・

クリントン陣営は、多くの人が目覚めることなく、投票しないことを願っています。そうす

れば、彼らの勝利は手中にあるのですから。彼らは、大勢の人がトランプとペンスの演説に

行ったことに驚いて、今それに危機感を抱いて苦しんでいます。今日、彼らは大変なプレッ

シャーの中にいます。ですから、皆さんがすべきことは、ただ行って投票することです。一

日の終わりに結果を見て、どれほどの人々が驚くか、あなたもきっと感動することでしょ

う！ 

 

イスラエルでも一年半前に同じことがありました。メディアは異常なほど偏っていて、彼ら

は既に、反対側の左翼リベラル派・労働党の指導者を次期イスラエル首相として、勝利を与

えていました。びっくりです。そして人々は目を覚まし、とんでもない者が彼らを支配しよ

うとしていることに気付いたのです。ご承知の通り、ここでは夢の中に生きるなどと言う選

択肢がありません。暴力的で凶暴なご近所を見渡せば、全てが素晴らしく良くなるなどと言

うことはありえない、ということが分かりますから。ですから、我々には、誰を相手にして

いるのかよく分かっている、強靭な人物が必要なのです。彼らを相手にするのは、並大抵の

ことではありませんから。投票日の午後、ネタニヤフ候補が Facebookでイスラエル人に向

かって呼びかけました。 

「今日、皆さんが投票しなければ、アラブ系市民が投票に行って、決定することになります。



最終的に皆さんは間違った政府を得ることになるでしょう。ですから、もし皆さんが多数派

なら、選挙に行って投票してください」と。 

それがすべてを変えたのです。人々は投票所に押し寄せ、投票し、ネタニヤフが勝利したの

です。大事なのは、誰が何票取ったとか、彼は負けている、と言った統計結果ではなく、雪

崩的な勝利だったのです。私は、人々がただ投票に行くというただそれだけのことで、トラ

ンプとペンスの驚愕の勝利がもたらされると信じています。 

 

私は落ち込みもしないし、暗い気持ちにもなっていません。私たちは皆、顔を上げて投票に

行き、自分のするべきことはした、と自覚して微笑みましょう。体制組織は崩壊しており、

人々を踏みにじりました。しかし、その組織を打ち負かし、バブルを崩壊させる力があるの

です。今日という日が、アメリカの歴史にとってどれほど重要か、皆さんには理解していた

だきたいのです。ヒラリー・クリントンがこの選挙で勝つ、ということは、ほぼアメリカの

終焉だと思います。かつて、人々が知り、愛し、仕えた国アメリカが、ほぼ終わります。彼

女はオバマが始めた全ての敵意を持ち越します。アメリカをヨーロッパのようにしようと

する悪の計画を、完全に維持します。ヨーロッパの人々は教えてくれるでしょう。「なぜア

メリカは違うのか？」「なぜヨーロッパは今、血を流しているのか？」を。 

 

この全てを通して恐ろしいことは、ヨーロッパがアメリカに悪影響を及ぼしてきた全ての

ことが既に 50 年、180 年前に始まっていたということです。人々がヨーロッパの教育機関

に行き始めて、そこで習った恐ろしい教育・とんでもない神学を携えて帰国したのです。彼

らは、堅固なクリスチャンの神学や神学校に戻ってきて、この悪の神学でそこを汚染したの

です。そして、聖書に基づいて始められた、アメリカの主要大学や神学校のほとんどが、現

在、何か神の御言葉にある福音とは全く違うものを教えています。ですから、ヨーロッパは

霊的にアメリカに悪影響を及ぼしています。現在私たちが目にしているものは、アメリカを

霊的にのみならず、政治的にも、軍事的にも、社会的にも同様にしようとしている、そして

それは最後の境界線だと私は思っています。 

 

今日は歴史的な日です。断食して祈るだけではなく、出かけて投票する日です。もし、誰か

が銃を持って、あなたを襲ってきたとき、神があなたに銃を与えたのなら、撃ちましょう。

「銃は脇に置いて、ひとまず祈ろう」なんて言わないでください！神はあなたの祈りに答え

ておられるのです！神はあなたに身を守る術を与えておられ、戦う術を与えておられるの

です。だから、ウルトラスーパー霊的にならないでください！神がすでに変化をもたらすた

めの道具として与えてくださっているものを、見落とさないでください！投票することは

重要であり、それは義務でもあります。また、この選挙はアメリカにとって、史上最も重要

なものだと思います。 

 



さて、もう一つ知ってほしいことがあります。今現在、多くの人が非常な圧力の中にいます。

一旦ヒラリーが負けると、全ての汚い部分が露わになるからです。告発は避けられないでし

ょう。しかし、それは個人を超えて国単位です。サウジアラビアは長年、クリントン財団の

最大の資金提供者であり、それ以外にも ISISを含む他の多くのテロ組織を武装させ、資金

提供しています。それ以上にサウジは、アメリカの教育機関・メディア機関にも資金提供し

牛耳っており、アメリカ中にサウジ・カタール資金が蔓延っています。そして、何が起きて

いるのかというと、原油価格が 1バレル当り 50ドルを切り、これらの国は激しい痛手を負

っています。彼らは支配力を失い、影響力を失って、湾岸地域一帯での大きな影響力を失っ

ています。近隣スンニ派諸国に対してもそうです。シーア派に対するスンニ派界の軸は、も

うほとんど損なわれています。ちょっと考えてみてください。スンニ派社会が導くサウジア

ラビアが、シーア派イスラムの拡大に対抗して、―イスラムの 85％はスンニ派で、サウジ

が全ての資金提供をしています―今何が起こっているのかというと、ヨルダン、エジプト、

湾岸諸国、さらにはトルコ、アラブのスンニ派の中で大きな亀裂・対立が起きています。サ

ウジは、アメリカがシーア派政府とイランで協定を結び、イラクの件で合意したことで、自

分たちに背信したと感じており、そのため二日ほど前に、サウジの王子がオバマの事務所に

駆けつけました（公にはされていません）。彼らは、ヒラリーが負けること、またその後ど

うなるのかを非常に恐れていて、どうすれば良いのかわからないでいます。なぜなら、全て

の汚点が表沙汰になるからです。そして、トランプが「流出させる」と言っている全ての汚

点は、皆さんの想像をはるかに超えて、根深く、分厚く、異臭を放つものです。私が言及し

ているのは、今出回っているセックススキャンダルでも小児性愛についてでもありません。

今は、経済に関する話題だけで、エゼキエル 34:1～10が、どれほど今のアメリカに当ては

まるか。そして、アメリカ人が祈り、悔い改め、ひざまずくなら、神はエゼキエル 34で言

われた通り、これらの悪い羊飼いを取り除かれると私は心底信じています。そうでなければ、

もし、「もう終わった」「戦いに負けた」と思っていれば、私は今日、イスラエルのガリラヤ

でここに座って、わざわざ時間を割いてまで「選挙に行け」なんて言わないでしょう。まだ

負けてはいないのです。私たちイスラエルでも同じことがあったし、私たちはそれを覆した

のですから。 

 

ですから、あなたも投票すれば、それができるのです。全てはあなた次第です！過去 8 年

間、これら民主党員は、福音派の票の存在さえなくなるようにと備えていたのです。なぜな

ら、福音派のほとんどが投票するための登録さえしていませんでしたから。ドナルド・トラ

ンプがしたのは、組織全体に逆らうこと、両政党の組織にです。なぜなら、どちらの政党も

完全に崩壊しているからです。どちらも好ましくない所、もしくは悪いところから資金提供

を受けています。民主党は共和党よりも悪い所が多すぎたのです。そして、共和党の政治家

は、それ以上は踏み込めないことを知っています。なぜなら、ありのままを伝えると、自分

たちも崩壊させられるのを分かっているからです。しかし、ドナルド・トランプはそんなこ



とは全く気にしていません。彼は政治家でもなければ、その世界から出たわけでもない。だ

から、何も恐れず、問題が何であるか、人々の顔をまっすぐに見て言えるのです。「だから、

何？」彼らは次から次へと女性を連れてきて、今まで存在すらなかったような人々が突然出

てきて、彼についてありもしないことをあれこれと言います。しかし、彼らの言うことはど

れもつじつまが合わず、少しの間も留まっていません。彼らの訴えは嘘であるだけでなく、

選挙と全く関係のない、彼の個性を責めるしかない、お粗末なものです。さあ、そんなわけ

で、今日の私の皆さんへのメッセージは「選挙に行きましょう」なぜなら、トランプが勝利

することは可能だからです。メディアも、民主党も、組織もそれを知っています。全ての大

富豪たちもそれを知っていて、非常に恐れています。 

 

それから、「どうして FBIのコミー長官（James Comey）は、ふたたびクリントンの捜査を取

り下げたのか」という質問が来ましたが、彼もまた、トランプの勝利が有り得ることだと知

っているのだと思います。大きな可能性としては、今捜査を取り下げることで、オバマが任

期終了寸前でヒラリーと夫ビルを赦免しないようにする、ということです。そして一旦オバ

マがホワイトハウスを去ると、もう一度捜査を再開することが出来、赦免を与える者がいな

くなります。これは可能性としては大いに有り得ることで、おそらくコミーが取り下げたの

は、非常に賢明な事だったのかもしれません。なぜなら、オバマがホワイトハウスを去る寸

前に、それらの手続きを取らせるためには、他のどんなことでも良いからです。 

 

ということで、皆さんの意見にも興味がありますが、その前に言っておきます。どうか組織

に騙されないでください。組織は、愚かさ・無関心・敗北の霊・絶望の霊を築き上げていま

す。しかし、今日、あなたが正しいことをすれば、喜べることを知ってください。さらに、

勝利を祝えるかもしれません。アメリカの選挙が、全世界に影響を及ぼすことを理解してお

いてください。世界中の人々が、「正しいことが行われるように」と祈っています。実際、

イスラム教徒の投稿を読みましたが、…イスラム教徒ですよ！ 

彼らの実際の発言「自分がこんなことを言うなんて、考えたこともなかったが、私はアメリ

カ合衆国のために祈っている」 

想像できますか？普段、アメリカを支持したり祈ったりなんて絶対にしない、世界の別の地

域に住む人々がそう感じるほどに、この政権は悪に満ち、それほどにまで崩壊しているので

す。ですから、どうか、皆さんに伝えます。組織は賢いかもしれません。しかし、今日の皆

さんには力があるのです。ソーシャルメディアで投票に行くように呼びかける力、あなたが

他の人を投票に連れて行く力、あなた自身が投票に行く力。票を投じ、あとは振り向かない。

あなたの権利を行使してください。それはあなたの義務でもあるからです。投票に行きまし

ょう。 

 

このアメリカの大統領選挙のゴタゴタが終わったら、中東のアップデートをもっとしてい



こうと思っています。話すべきことがたくさんあるからです。しかし、今は皆がアメリカの

ことを考え、祈っていて、私も皆さんに理解していただきたく、ここで話をしました。軽く

見てはいけません。これは歴史的なことで、私もたぶん、一晩中起きていて選挙の行方を見

守るつもりです。とは言うものの、私は統計を見ますが、信じません。私は実際の投票数だ

けを信じます。面白いことになるでしょう。今日またメッセージをするかどうかはわかりま

せんが。人々が自分の役目を果たしたら、トランプは勝ち、ヒラリーは全ての悪行を支払う

ことになるでしょう。彼女がホワイトハウスに入ろうとするのは、犯罪です。すでにホワイ

トハウスで行われてきた、多くのダメージの傷口をさらに広げようとするのは犯罪なので

す。彼女のような者が、ホワイトハウスに入って、アメリカの法制度や他の全てに計り知れ

ないダメージを与えるなんて、私には考えられません。そんなことは考えたくもありません。 

 

フォローしてくださり、ありがとうございます。詳細情報は Behold Israelの Facebookか

ら、E-mail登録してください。それから、Facebookや Instagramをフォローしてください。

来年もまた、素晴らしいことを計画しています。来年は 12か国で講演する予定です。年内

にクロアチアへ行きますが、来年はフィリピンから始まって、日本やインドネシア、シン

ガポール、オーストラリア、メキシコ、カナダ、アメリカ西海岸、イギリス、ノルウェー、

オランダ、その他多くの国々から講演の招待を受けています。聖書預言だけではなく、イス

ラエルについてもお話しします。これを理解するのは、神の御言葉を理解するうえで、とて

も重要だからです。どうか、私たちのために引き続きお祈りください。ミニストリーが成長

し、旅費やその他必要経費が賄われますように。神が、私たちや周囲の人々にしてくださっ

ていることや、ご計画を見て、私は本当にワクワクします。 

 

時が迫っていて、やるべきことがたくさんあります。マタイ 24章にある通り、私たちは周

りで起こっていることを見て、知らなければなりません。イエスが私たちを迎えに来られる

ときに、私たちは御父の業に励んでいるところを見られたいものです。ですから、この終わ

りの時に、皆さんにも御父の業に励みましょうと言いたいのです。 

 

今日はアメリカ中心で、アメリカで起きていることに心を配りながら一生懸命祈り、人々に

選挙に行くようにと勧めます。しかし、アメリカ大統領選挙はまだ終わっていませんし、世

界はまだ動き続けていて、世は反キリストに備えて行進中です。ロシアは相変わらず中東で

動いています。イランもしかり。トルコは、現在進行中の事が非常に不快で、シリアにどん

どん首を突っ込んでいます。エゼキエル 38～39はいまだに健在で、ダマスカスに関するイ

ザヤ 17章は現在の全状況を見る限りでは、火が付き始めています。そして、偽預言者、偽

教師がどんどん出てきて、携挙について考えさせないように伝えたり、「携挙もなければ、

地獄も、千年王国もない。皆救われているのだ」と言ったとんでもない神学が出回っていま



す。悪いことがたくさん蔓延っています。それもまた、聖書で起こると預言されたことの一

つで、第 2テモテに書かれています。 

 

3 というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうともせず、自分につごうの良いことを言っ

てもらうために、気ままな願いをもって、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、 

（第 2テモテ 4:3） 

 

これも終わりの時の特徴なのです。偽神学、間違った教え、羊の皮をかぶった狼が教会の中

から出てきます。それら全ての事が今起きていて、これまで見たこともないようなことが教

会の中で起こっています。ですから、元気を出してください。私が励ましたいのは、後ろを

振り返ってではなく、私たちの贖いが近づいているからです。私の希望は、この世のもので

もなければ、この世の組織のものでもありません。私の希望・祝福された望みは、キリスト

が来られ、主の御元に私たちを迎え入れてくださることです。そして、主が世を裁かれた後、

私たちはここへ戻ってきて、イエスと共に千年間、この世を統治するのです。 

 

皆さんにお伝えしたい素晴らしいこともたくさんありますが、今日はアメリカにとって重

大な日です。世界中の皆さん、良い結果を祈りましょう。私はアメリカの皆さんが投票権を

行使されるようにと祈ります。それからもう一つ、結果がどうであろうと、人々が政治家に

ではなく、イエスに信頼するように。そして人々がさらに熱心に主を礼拝し、備えるように

と祈ります。なぜなら、信じられないようなことが今にも起ころうとしているからです。私

は今年の初めから、2016年は患難の年になると言い続けてきましたが、全くもって 11月が

始まったばかりで、まだ 2016年が終わっていないのですが、これで全部だとは思っていま

せん。まだまだ起こるでしょう。そして、患難が起こるたびに、私たちは思い出さなくては

なりません。元気を出すのです。主はすでに、世に打ち勝ったのですから。 

 

33 わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたがわたしにあって平安

を持つためです。あなたがたは、世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。

わたしはすでに世に勝ったのです。 

（ヨハネ 16:33） 

 

イスラエルのガリラヤより、I love you!皆さん全員が今日、正しいことを行うようにとお

祈りします。続けてご連絡ください。E-mail をお送りください。真実の霊で主に仕えまし

ょう。 

God bless you !Shalom from Israel! 

このメッセージは BEHOLD ISRAEL のイスラエル在住メシアニックジューAmir Tsarfati 氏が公開した

メッセージを、アメリカ在住の日本人クリスチャン木下言波が翻訳して YOUTUBE やブログに上げたも



のを文字化したものです。リアルタイムで知りたい方は、BEHOLD ISRAEL（英語）、「DIVINE US」（日

本語）を検索してください。世界的なインターネット規制が始まろうとしています。私達はその日のため

に、文字にして紙に記録する必要を感じました。また、インターネットに不慣れな方や字幕を追って読む

のが困難な方のためにも必要があると主に迫られたと感じます。  

※インターネットのメッセージを、文章化するこの働きを始めた姉妹が、現在目を患って治療中です。ど

うか、りょくさんの為にも、お祈りください。 

 

「きょう、もし御声を聞くならば、あなたがたの心をかたくなにしてはならない。」へブル 4：7 

 

メッセージ by Amir Tsarfati/Behold Israel ：http://beholdisrael.org/ 

訳 by 木下言波  DivineUS：https://www.youtube.com/user/TheDivineUs 

筆記 by MIHO 

 


