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ガリラヤからシャローム！第 45代大統領に選ばれたドナルド・トランプ氏に祝辞を伝えま

す。また、アメリカの皆さん、おめでとうございます。皆さんは過去 8年の悪夢から覚め、

投票に行かれました。今回は記録的な数の福音派クリスチャンが投票しました。そしてトラ

ンプ氏は「土砂崩れ的勝利」を得ただけでなく、「人気票」も得ました。メディアでは「ヒ

ラリー・クリントンの方が多く得票した」と言ってますが、これはアメリカの人々が声を上

げたという意味です。投票を終えて、これからの数か月、皆さんに切迫して伝えたいのは、 

 

16 義人の祈りは働くと、大きな力があります。 

（ヤコブ 5:16） 

ということです。 

 

私が思うに、今回の違いを生んだのは、投票だけではなく、聖徒たちの祈りです。アメリカ

中の教会が祈りのために一日解放されました。しかし、皆さんにいくつか警告させてくださ

い。きっとほとんどの人がもう就寝しているでしょうが、朝起きてからこのメッセージをみ

るだけでなく、できるだけ多くの人にシェアしてくださることを期待しつつ。 

 

確かに、勝ちました。勝利は得ました。それでも、人生の中で最も危険なのは、聖書の中で

も見られるように―特に聖書の中のイスラエル人たちは―、神が約束を守り、祈りを聞いて、

人々が望んでいたもの、必要なものを手に入れた時です。人々がそれに満足し、彼らは自分

の心地良い位置に戻ってしまい、それから人々は、それまでのやり方に戻っていきます。ち

なみに、そんなわけで携挙の日も時も分からないのだと私は思います。私たちは常に備えて

おかなければなりませんから。 

 

ともかく、今回の事に関して、私が一番恐れていることは、アメリカの福音派がこんな風に

言うことです。「神が語られた」「神が我々の味方だ」「すべてが順調だ」「また今までの生活

に戻って、教会ごっこ、キリスト教を演じよう」 

神は、アメリカの人々が悔い改め、心から真に変わることを見ておられると、私は思うので

す。新しい大統領と、素晴らしい神の人である新副大統領によって、変化がもう既に始まっ

ていることを、私は信じています。そして、優れた人たちが彼らを取り巻いていると思いま

す。 

 

それでも、私は皆さん全員に警告しなければなりません。目の前には、危険な坂と崖っぷち

があります。なぜでしょうか？もし今、皆がこれまでの生活に戻って、真の変化がなければ、



何の意味もありません。神は人々の願いを聞き入れて、最後にもう一度チャンスを与えてく

ださいました。神は、何百万人もの新生し聖霊に満たされたアメリカ人たちがひざまずき、

求め、懇願し、「神がご介入され、アメリカに迫っている押し寄せる悪を止めてくださるよ

うに」との叫びを尊重されたのだと思います。 

 

しかし、試されるのはこれからです。何を試されるのか？それは、 

「OK、わたしはあなたがたの求めたもの、欲しいものを与えた。」 

「あなたがたの願いに答えて、悪を止めよう。」 

「しかし、それに対して、あなたがたはどうするのか？」 

 

これは、イスラエルの歴史の中で、約束の地に入る寸前に、まさしくヨシュアが人々に言っ

たことと同じです。彼らは歴史に残る大きなことをしようとしているところで、ヨルダン川

を渡る直前の歴史的な夜、そこでヨシュアは言ったのです。 

「これからあなたがたは約束の地に入るのだ。」 

「あなたがたが荒野で 40年間夢見続けてきた全てのものを、もうすぐ手にするのだ」 

それからヨシュアは恐らく、こんな風に言ったのではないでしょうか。 

「あなたがたはそれで満足してしまうかもしれない。あなたがたは神から離れてしまうか

もしれない」 

でも、彼はこう言ったのです。 

「私と私の家とは、主に仕える。」 

（ヨシュア記 24:15） 

 

そこで今日、私が皆さん全員にお願いしたいことがあります。この新しい始まり、新しい章

はアメリカの歴史に残ることでしょう。そして、あなた自身の人生、あなたと主との歩みに

とっても、新しい章となります。あなたと家族との生活、教会生活、地域での生活、今こそ

が宣言すべき時です。 

 

「私と私の家とは、主に仕える。」 

（ヨシュア記 24:15） 

 

神は、アメリカの中で行われてきた暗い暗い悪魔の働きの中に、かすかな希望を与えてくだ

さいました。望みはあります。私はここ数週間、メッセージを伝えるたびに、「顔を上げて、

笑って、投票に行きましょう。変化は起こり得るのですから」と言い続けてきました。私は

Prophet(預言者)ではありません。いつも冗談で言っていることなのですが、「私はプロフェ

ット【prophet預言者】じゃなくて、私たちは NPO【No Prophet Organization非営利団体】

だよ」と。でも、神が聖徒の祈りを聞いてくださったことは、私にもわかります。 



 

16 義人の祈りは働くと、大きな力があります。 

（ヤコブ 5:16） 

 

投票が唯一の解決策ではなく、その前後の祈りは投票以上に大事だと思います。今はアメリ

カの人々が試されています。皆さんはどうするのか？アメリカの指導者たちにとってもそ

うです。神が与えてくださった恵みの時間に、彼らが何をするか？ 

 

ただ、私はこれをもっと大きな図で見ています。私は、アメリカがまた頑張って偉大になっ

てほしい、と本当にそう願っています。しかし、同時にもっと大きな図で見なければなりま

せん。聖書預言、世界情勢、中東情勢、特にイスラエル。その上で言うなら、ドナルド・ト

ランプがアメリカの第 45代大統領になったことでエゼキエル 38やイザヤ 17が起こらない

という意味ではありません。事実、現在アメリカで行われている建て直しは、前政権が残し

た破壊され灰となった国家の再製で、アメリカは何らかの形で国際社会の表舞台から次第

にフェードアウトして、自国の問題解決に焦点を合わせていかなくてはならなくなります。

それは、自然なことですから。 

 

私が思うに、エゼキエル 38でアメリカが大きな役割を担わないのは、嫌イスラエルだけが

理由とは限りません。実際のところ、アメリカはイスラエルを攻め込む者たちを非難するわ

けですから（エゼキエル 38:13参照）。しかし、アメリカは自国の問題で忙しく、これが現

在起こっていることです。世界の一体化を図るグローバリスト達は負け、人々は「アメリカ

は離れて自分のケアをすべきだ」と考えます。するべきことがありますから、それは良いこ

とです。しかし、そのことが聖書預言に当てはまるのです。なぜなら、アメリカはもはや「世

界の警察」ではありません。アメリカは味方国と親しくしようと何らかの形で努めるでしょ

うが、世界中に存在するアメリカの味方国に、実際に駐留することはないでしょう。 

 

私は心配していませんし、恐れてもいません。私は人々がワシントン DCの正義を再建した

いと願う意思を見て、とても勇気をもらいました。組織が負けて、人々が勝ったことを、私

はとても嬉しく思います。しかし、私は全体図を見て言わなければなりません。神の民が、

アメリカのためだけでなく、世界中の状況と教会が備えをするための、とりなしの祈りをさ

さげる時があるとしたら、今がその時だと思います。神はアメリカの教会に今、恵みの時を

与えて、再編成し、準備を整え、必要な調整をして、時間がもうないことを人々に伝えられ

るようにされているのだと思います。これまで真実を伝えることを恐れていた牧師達も、今

はもう恐れなくなりました。今こそどんなことをしてでも、何としてでも、人々の顔を見て

真実を伝え、彼らに手渡し、その人生を変えなければなりません。今こそその時です。ロー

マ書 13章にあるように、 



 

11 …眠りからさめるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じたころよりも、

今は（肉体の）救いが私たちにもっと近づいているからです。 

（ローマ 13:11） 

 

そういうわけで、勝利に酔いしれて喜び、幸福感に浸っていないで、今こそさらに熱心に祈

りましょう。今は神がアメリカに短い恵みの時を与えてくださいました。その機会を無駄に

しないようにしましょう。引き続き、教会ごっこをするようなことをして、時間を浪費しな

いように。真理を伝え、人々を備えさせ、今こそ御父の業に励みましょう。もう一度、皆さ

んに言います。それはあなたの家庭から始まります。それはあなたから子どもたち、家族、

それから教会、近隣、町、職場、そして国全体へと広がります。今、あなたが宣言しなけれ

ばなりません。約束の地に入ることを感じ取って、あなたも宣言しなければならないのです。 

 

「私と私の家とは、主に仕える。」 

（ヨシュア記 24:15） 

 

私はとても嬉しいです。今日はとても良い夜でした。歴史的な素晴らしい瞬間でした。確か

に人々が声を上げたのです。これは Brexit（イギリス EU脱退）ではなく、アメリカの脱出

です。でも、これを正しい視点から見て、私は言いたいのです。 

 

48 …多く与えられた者は多く求められ… 

（ルカ 12:48） 

 

そして現在、アメリカは恵みの時が与えられました。今こそ、主との歩みを確かにするとき

です。 

 

現在、私たちは喜びにあふれています。少なくとも、私はそうです。でも、私はただここに

座って、皆さんがどれだけ素晴らしいかを長々を話し、労をねぎらったりはしません。今こ

そしっかりして、前進するときです。これまでになかったほどに前進するのです。 

 

今なら、クリントンやグローバリストや政府の中の悪魔的存在を恐れることもありません。

この機会はすぐになくなります。しかし今は、皆言い訳も使い尽くして、今では政界の中に

義が復活したのです。それなのに、家庭の中や教会、町や州で義が復活しないなどという言

い訳は通用しません。ですから皆さん、どうか頑張って。人々が声を上げ、主が聖徒の祈り

を聞かれたのです。 



 

16 義人の祈りは働くと、大きな力があります。 

（ヤコブ 5:16） 

 

それから、まさに神が聖徒の祈りを聞き入れて、この変化を可能にしてくださったように、

主はあなたの祈りも聞き入れて、家庭の中で必要な変化をもたらしてくださるでしょう。も

しくはあなたの心とか、このメッセージが個人的に語りかけているかもしれませんね。備え

ができていない人、適当に誤魔化している人、もしかしたらあなたは新生し、聖霊に満たさ

れたクリスチャンではないのかもしれません。神は今、あなたに、サッカーで言えばイエロ

ーカードを出しているのかもしれません。レッドカードが出される前に、今は警告です。私

からそれを伝えましたから、次はあなたが改める番です。 

 

昨日（11 月 8 日）お伝えしたように、神は私たちの前に、悪と善、死といのちを置かれま

した。その上で、主は私たちに言われるのです。 

 

19 …あなたはいのちを選びなさい。… 

（申命記 30:19） 

 

これは私たちに与えられた選択です。そして、大統領の選択は神によって尊重され、尊ばれ

ました。次は、あなたの人生に関する選択が、神によってさらに尊重され、好意を得ますよ

うに。 

 

次は、これから新しい大統領がペンシルバニア・アベニューのホワイトハウスに入るまで、

様々な悪魔的なことが明らかになるでしょう。これから暴動があったり、結果を受け入れら

れない人々が様々なことをしたり、前途多難だと思います。どうか引き続きひざまずいて、

国のため、新しく選ばれた大統領のために祈りましょう。それから、ダマスカスから目を離

さないでください。中東で起こっていることから目を離さず、からだをまっすぐにして頭を

上げましょう。なぜなら見ての通り、 

 

28 …（私たちの）贖いが近づいたのです。 

（ルカ 21:28） 

 

近いうちに新しい行政が誕生します。とんでもない（ビル）クリントン政権の 8年間が終わ

った後に、ジョージ・W・ブッシュが大統領になった時を覚えているでしょうか？ホワイト

ハウスが何度も何度も汚された後のことを。ジョージ・W・ブッシュのときに 9.11が起こり

ました。悪はいつも迫っていて、それを明らかにするのは、悪い大統領だとは限りません。



ですから、新しい血筋の大統領だからといって、悪魔が座って何もしないということではあ

りません。そんなわけで、いろいろなことが明らかになるでしょう。イエスご自身も、マタ

イ 24章、ルカ 21章、マルコ 13章で弟子たちに言われ、約束されました。だから、私たち

は引き続き祈り、備えなければなりません。そして、主が来られた時には、私たち全員が御

父の業に励んでいるところを見てもらえるように。 

 

選挙に行くようにとの呼びかけに応えてくださってありがとうございます。ここでお伝え

している全てのことに耳を傾けてくださって、ありがとうございます。数日前にお話しした

ように、主は明確にあのメッセージ（11 月 5 日分）をくださいました。ほとんど預言のよ

うで、エゼキエル 34章を通して、もし人々が投票し、自分の義務を果たすなら、主は不誠

実な牧者を取り除き、再建しますと。まさに、主はその通りをされました。数時間前、選挙

が始まったばかりのころ、私はアメリカのラジオ番組に出演していました。そこで、「どう

思うか？」と聞かれたので、私は「ドナルド・トランプだ」と答えましたら、「ヒラリー・

クリントンが勝ちそうですが、あなたの見解が当たるといいですね」という人も中にはいま

したが、私は全く疑っていませんでした。なぜなら、人々が義務を果たせば、神は、神の分

を果たしてくださると、私は知っていましたから。 

 

これが神のご性質です。主は悪を容認はされません。ただ人々が悪を求め、要求するなら、

神はそれを容認されます。聖書の中で見られるとおりです。今回、人々が声を上げ、神はそ

れを聞かれたのです。次は私たちが、自分の分を果たす時です。感謝をささげるだけでなく、

祈りによって願いを聞いていただくのです。 

 

ミニストリーにどんどんメッセージをください。40 ヶ国以上からメールをいただいて、と

てもうれしく思っています。それから You Tubeをチャンネル登録してください。毎週のニ

ュースアップデート受信をご希望の方は、Facebook からご登録ください。インスタグラム

もフォローをよろしく。多くの事が起こっているので、常に確認してください。中東ではさ

らに多くの事が起きています。現在起こっていること全てを皆さんにお伝えできることを、

本当にうれしく思っています。 

 

アメリカの人々の他、世界中の皆さん、大統領選に関して、アメリカの人々に語りかける機

会を与えてくださってありがとうございます。しかしこれは、世界中の誰にとっても歴史的

イベントであり、イザヤが言ったように我々にとっては備えの時です。贖いの時は確実に近

づいています。前にも言いましたが、数週間後にクロアチア、ヨーロッパを訪れ、来年も引

き続きアジア、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、メキシコを訪れます。様々なことがあって、

様々な人が現在進行中のことに興味を示しています。 

 



どうか、このミニストリーのためにお祈りください。世界各国を訪れ、講演するための必要

経費が与えられるようにも、続けてお祈りください。それからスタッフについてもお祈りく

ださい。私たちは実に少人数でまかなっていて、5～6 人で何千通というメールや、日々の

職務に対応しています。 

それから、イスラエルへもぜひいらしてください。聖書が生き生きと見えてきます。大学生

世代のヤングアダルトツアーも予定しています。この年齢層に教え、投資することはとても

大事だと思っています。これから 10日ほどの間にプロモーションビデオを発表します。そ

れから、2017年 9月、12月はツアーも組んでいて、まだ若干席が空いています。2018年の

日程も間もなく発表します。 

皆さんがただ何が起きているかを聞くだけではなく、ここを訪れてくださることも楽しみ

にしています。こちらに来られない方のためには、こちらからイスラエルをお届けします。

今年初めにエルサレム、ガリラヤ湖で収録したバイブルスタディを間もなく公表します。毎

週違う場所からのもので、You Tubeでアップしていきます。無料でご覧いただけるだけで

なく、その場で起こったことに関する短いバイブルスタディも入っています。イスラエルに

来られない方にとって、皆さんの所にイスラエルがやって来る絶好の機会です。 

 

God bless you!Thank you!E-mailアドレスは、info@beholdisrael.orgどんどんメールを

ください。We love you!アメリカの皆さん、おやすみなさい。ヨーロッパとアジアの皆さん

は、おはようございます。Thank you and 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 
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