
Amir Tsarfati氏 中東アップデート 2017年 4月 5日公開 

Amir&Pastor Jack Hibbs 特別アップデート 

シリア・ハンシャイフンでの化学兵器攻撃 

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

【Pastor Jack以下 PJ】皆さん、こんばんは。このフェイスブックライブが上手くいくことを祈りつつ。

私たちは今、ガリラヤにいます。私は今、バス 3台分 153名の方々と共に、イスラエルで素晴らしい時間

を過ごしています。皆さんおなじみの、私の長年の友人アミールも一緒です。今回、世界で起こっている

ことについて、異例の事態についてお話ししたいと思います。ということで、今夜は私から彼にいくつか

質問をしていきたいと思います。でも、その前に、彼をご存知ない方のために、自己紹介をしてもらいま

しょう。素晴らしい夜となるでしょう。まず、第一にお伝えしておきたいのは、イエスは終わりの時を指

して、「これらのことが」と言われ、そして、 

 

28 これらのことが起こり始めたなら、からだをまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づ

いたのです。（ルカ 21:28） 

今の時代のクリスチャンは皆、準備を整え、目を見張っていなければなりません。私たちは扇動的に伝え

るつもりはありません。また、拒絶もしません。私たちはただ、世界を見ているのです。世界では、舞台

が整い始めています。私たちが「舞台準備」と呼ぶ、実に多くの事が起こっているのです。そのうちのい

くつかは、こうして私たちが話をしている後ろわずか 60マイル（約 100㎞）離れたところで起こってい

るのです。さて、アミール、どうぞお話ししてください。 

 

【Amir Tsarfati 以下 Amir】昨日、シリアで起こった事については、世界中で報道されていると思いま

すが、国連安保理では我々がこうして話している今、会議が開かれています。アメリカの大使（Nikki Haley）

が、窒息している小さい子どもたちや、口から泡を吹いている子どもたちの、恐ろしい画像を提示してい

るはずです。本当に恐ろしいことです。皆理解しているのかどうか分かりませんが、バシャール・アサド

が自国民に対して化学兵器を使用するのは、これで 40回目です。不思議なのは、オバマ前大統領の専門

家が、シリアの化学兵器解体合意を自慢していたのです。 

 

【PJ】彼が言っているのはつまり、調印された合意の事で今夜、ここでロシアの大使がこの契約、合意に

ついて話すのを聞いていましたが、これは完全にダメになったのです。なぜかというと、この地域は今、

化学兵器戦争に巻き込まれているのに、それに対して捜査もされていない。捜査自体が完全に失敗なの

です。次に、バラク・オバマが「ここがレッドラインだ。これを越えて化学兵器を使ってはいけない」と

言ったのを覚えていますか？そしてその直後にそのラインが越えられた。そこで何が起こったかといえ

ば、シリア、ロシア、イランは、バラク・オバマがどんな行為に対しても何もするつもりがないことを悟

ったのです。そこで、この地域は全てが完全に分解された。それでもイスラエルが安定していることを、

主に感謝します。それでも、ここで何が起こっているかといえば、弱い、もしくは存在感のない指導者の

背後でロシアがいまだに動いている。アミール、これはどうなの？ 

 



【Amir】その通りです。ロシアがバシャール・アサドを防衛していますが、それは彼らが正しいからでは

なく、自分達の利益、地中海沖のガス、石油を守るためです。そして、彼らが多くの事を隠蔽しているの

は明らかです。昨日の朝 7時、ロシア製の飛行機がハンシャイフンの上空を低空飛行していました。ここ

は北西部に位置するイドリブの郊外です。そこで彼らは、次々と爆弾を落とし、そのほとんどが化学ガス

やサリンガスでした。ちなみにアサドは、「自分は所有していない」と言っています。国連は 20年前にサ

リンガスを非合法化しました。そしてアサドは、それは存在しないと世界に告げました。それならこれは

誰なのか?これらは誰の飛行機なのか？ロシアは自分達の物ではないと言っています。 

 

【PJ】アミールが先ほど言ったように、現在国連安保理会議が行われています。ここで私たちと一緒に居

ながらでも、インターネットのスカイニュースや Foxニュース、CNN等で視聴できますよ。ただ、重要な

のは、ロシアはアサドを援護しています。アメリカでは彼らの事を「使えるバカ」だと言います。つまり、

これはどういう意味なのか？これは、ロシアは自分達のアジェンダ（計画）を達成するまでの間、彼を食

い物にしようという事ですよ。そして、彼のアジェンダとは、聖書を知っている人はエゼキエル 38章を

見てください。彼の計画は、中東に入り込む事。それも中心部に、です。シリアで起こっていることだけ

でなく、――これは後で説明しますが、「あごにかけられた鉤」なのです。いいですか？最後までよく聞

いていてくださいね。要は、鉤はもう、かけられたということです。神は、ロシアを振り向かせただけで

なく、すでに動かし始めたと私は思っています。そして中東で事を行うために、引っ張っておられる。そ

して、ここで起こっていることやニュースは、ロシアがもっともっと関わりたいと思わせるように意欲

を掻き立てているのです。私の言いたいことが伝わっていると思いますが… 

 

【Amir】その通りです。私たちが今、お伝えしているこのことが、シリアが化学兵器も使われる、非常に

危険な戦場と化していることを示しています。なぜ、私がこれを言うかといえば、大量化学兵器が持ち込

まれて以来、――つまり、化学兵器の話ですが――これは、「ダマスカスが廃墟になる」理由そのものに

なり得る、ということです。 

 

【PJ】我々はどれくらいこれを言い続けていますか？ 

【Amir】ずっと言っていますよ。 

 

【PJ】実際…どう言えば良いだろう?センセーショナルには言いたくないんだが、事実は伝えたい。でも

今夜、私が正直に事実を伝えても、皆さんは信じないでしょう。まさに、今日私が会った男性がそれです

よ。今日私は、ここイスラエルである男性に出会いました。彼は初めの戦争の時、アメリカ合衆国の任命

で連隊に属していました。彼の役目はイラクからシリアに移送される大量破壊兵器の監視でした。我々

は大量破壊兵器などないと聞かされていますが、この男性と彼の連隊は、国連で提示するための写真を、

コリン・パウエル（共和党ジョージ・W・ブッシュ大統領時代の国務長官）に提供したのです。それによ

って、ヒラリー・クリントン、ジョン・ケリー、スペイン国王（フアン・カルロス I世）、世界中の大統

領たち、22か国の同盟国がこぞって、 

「大変だ！これは阻止しなければ！」 

「大量破壊兵器だ!!サダム・フセインを捕まえなければ！」となるように。そして、今日私が一緒に食事



をしたこの男性の言うことを聞いてください。現在、大量破壊兵器はどこにあるのですか？彼はそれが

存在することを知っています。私たちもそれが存在することを知っています。 

 

【Amir】――それについて、ずっと伝えていますよ。 

 

【PJ】これは 1991年、1992年、1993年頃からずっとこれらを見てきました。しかし、誰も耳を貸さなか

った。そして今、これらの事が起こり始めているのです。 

 

【Amir】しかも、イラクの武器だけではありません。バシャール・アサドの父親（書記注：ハーフィズ・

アル＝アサド前大統領。在任 1971～2000）が、サリンや塩素、それから VX ガスも製造していたのです。

それらは基本的に、神経を筋肉から分離させ、そして窒息に至らせるのです。 

 

【PJ】地球上のこの場所で、我々は昨夜、ホテルの部屋のテレビで、北アメリカの皆さんが見ることので

きないようなことを目撃していました。ここでは、テレビのニュースで、子どもや赤ん坊が映し出されて

いました。信じられませんでした。国際ニュースで、ですよ。 

 

【Amir】皆、それを理解しないのです。だから、私が言いたいのは、これらがイスラエルに向けられると

いう十分な証拠が揃えば、我々は躊躇しないということです。この写真の子どもたちはシリアの子ども

たちで、イスラエルの子たちではありません。それでも、これらの武器の一つでも何らかの形で不正な者

の手に渡るのなら、そして間違った方向に向けられるのなら、イスラエルは行動に出ます。それはもう、

知っていますね？ 

 

【PJ】聞いてください。現在起こっていること全てに関して、我々は信者として、何をするべきでしょう

か？我々は動揺するべきではありません。ある人が言った通り、聖書預言は我々を恐れさせるためでは

なく、備えさせるために与えられているのです。だから聖書を読み、我々が辿り着くべき所は、イエスも、

終わりの時にこれらの事が起こると、ご存知だったということです。聖書には終わりの時、世が指導者を

求めると書かれています。経済的にも――諸国について、ダニエルが預言しています。神が定めた国境を

取り払い、終わりの時には世界が一つになろうとする。たとえば、アメリカ―イスラエルの国境防衛や、

イギリスを見てください。イギリスは自国の国境を守るため、EU を脱退しました。世界に国境がなくな

って来ているからです。そして、「そうなる」と聖書には書かれているのです。世界の問題への答えとな

る、ある人物が興るために国境が取り除かれる。世界は彼を完璧な政治家として見ますが、それはネタニ

ヤフでもなければトランプでも誰でもなく、聖書が預言する人物なのです。 

 

【Amir】その通りです。ゴグ、マゴグの大首長については、「ロシアの大統領だと思う」とずっと話して

きました。ロシュという名が書かれていますから（書記注：日本語の場合、文語訳聖書に『人の子よロシ、

メセクおよびトバルの君たるマゴグの地の王ゴグに汝の面をむけ之に向かひて預言し、言べし主エホバ

かく言たまふロシ、メセク、トバルの君マゴグよ視よ我なんぢを罰せん』《文語訳聖書エゼキエル 38:2～

3》とあります）。面白いのは、ロシアがシリアに関わり始めて以来、何が起こっているかを見てください。



シナイ上空で旅客機が撃墜されました。赤軍の飛行機が爆破されました。そして今度はサンクトペテル

ブルクで地下鉄が自爆テロによって爆破されました（4 月 3 日）。これは全て、ロシアがシリア国内の自

分たちの仲間を何度も爆破しておきながら、そのまま逃げ切るということを、スンニ派界が許さないと

いうことです。ロシアは現在、シーア派が行うこれらの防衛を認めており、それによってスンニ派が彼ら

の敵となっているのです。考えてみてください。もしスンニ派（ISIS）がシリアのダマスカスで大量破壊

兵器に手をかけたなら――ところで、ほんの 2 週間前、彼らは宮殿の約 450m まで近づいていたのです。

つまりロシアは、完全には支配していないということで、これはどんどんひどくなりますよ。次に、「鉤」

について、話したいでしょ? 

 

【PJ】もちろん！ 

 

【Amir】ほんの 3日前、我々に分かったのは、イスラエルからはるばるヨーロッパまで、世界最長のガス

パイプラインを引くということで、イスラエルがイタリア、キプロス、ギリシャと合意したということで

す。 

 

【PJ】みなさん、これはすごいことですよ。なぜなら、ロシアは経済的な理由で、この件には震え上がっ

ているのです。なぜならロシアは、地球のこの地域で、特にヨーロッパで、自分達の石油を買ってもらわ

なければならないのです。ところが現在、イスラエルには際限なしの、具体的な数字は忘れましたが、何

世紀にも渡って販売・使用できるだけの天然ガスがあるのです。現在、イスラエルが「供給する側」とな

ったのです。それがロシアにとって脅威であり、受け入れがたいことなのです。それはロシアの懐を直撃

していることですから。これは非常に深刻な「鉤」となるのです。エゼキエル 38章を読めば、「鉤」がロ

シアを中東にまで引きずり出すことが分かります。すでに彼らがシリアに駐留している軍隊を見てくだ

さい。彼らにとってそれは重要で、彼らはこの地域で非常に苦戦しているのです。そして、バラク・オバ

マによってアメリカ合衆国が、この地域・土地を差し出した時、大きな空洞が出来たのです。そして次に

何が起こるかといえば、ロシアはこの地域を制覇しようと考え始める。神が、この地域を征服しておられ

ますが、主はこれらの国々を操り人形のように使われるのです。 

 

【Amir】――そして彼ら自身も知らない。 

 

【PJ】彼らはそれを知らないのです。 

 

【Amir】プーチン自身、ある日自分がイスラエルを攻め込むなどとは思いもしていないと思いますよ。 

 

【PJ】その通り。神は、彼がそれをすることをご存知です。実際、聖書にはエゼキエル書で、神が、その

考えを彼の頭に置き、それが頭をもたげて彼は攻め上る、と告げています。彼はこういうのです。 

 

11 …『私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。』 

（エゼキエル書 38:11） 



エゼキエル 38章は、明日の新聞よりもはるかに正確ですよ。 

 

【Amir】皆さん、シリアに足を踏み入れているロシアを見てください。ちなみにロシアは、それに対して

既に痛手を負っています。でも、恐らく皆さんはご存知ないかと思いますが、ロシアの人口は消滅しつつ

あるのです。それは 1990 年に始まって、20 年後の今では 1000 万人減少し、2030 年にはさらに 1000 万

人減少の見込みです。 

 

【PJ】その理由については、私たちは語ってはいけないことは、皆さんご存知ですよね？同じことがアメ

リカでも、世界中の他の国々でも起こっていますよ。ご存知ですか?ロシアでの人工妊娠中絶は、水を飲

むような感覚くらい一般的なのです。これは悲劇です。私はロシアを 16回訪れていますが、ロシアでは

妊娠中絶は公式な避妊手段です。「だから何？」と言いたいでしょう？だから何かというと、何百万人も

の人、赤ちゃんが殺され、ロシアの将来を担う者がいないのです。 

 

【Amir】――その通りです。 

 

【PJ】そこで、その空洞を移民で埋めるが、彼らはロシア人とは全く違う世界観を持っているのです。 

 

【Amir】――完全に違います。 

 

【PJ】同じことがアメリカでも起こっているし、ヨーロッパでも既に起こっています。私が思うに、これ

によってユダヤ―クリスチャンの世界観を混乱させ、反キリストの登場へと向かうのでしょう。 

 

【Amir】ロシア国内のイスラムの反乱はとんでもないですよ。 

 

【PJ】――これは恐ろしい。 

 

【Amir】彼らは、モスクワ市内の多くのモスクに、蓋をしようとしたのです。そしたら、人々は路上に出

て来て、そこで祈り始めた。そして今現在、彼らはモスクワに巨大モスクを開設しましたが、プーチンは

止められないのです。ちなみに、サンクトペテルブルクで自爆テロを起こしたのは彼らですよ。ロシアが

支配している地域から人口が減ったサンクトペテルブルクに、イスラム教徒が移住しているのです。 

 

【PJ】最近、シンガポールで反対の事が起こったのはご存知ですか？イマームが嫌ユダヤ人のメッセー

ジを説き、人々に「ユダヤ人を襲え」と述べたところ、シンガポール政府が彼を逮捕し、刑務所に送って

罰金を課し、さらに世間に向かって公式に謝罪させ、国外追放したのです。ヘイトスピーチのためにで

す。 

 

【Amir】しっかりした政府は、違いますね。 

 



【PJ】まったく、その通りです。 

 

【Amir】ということで、ゴグについてお話ししました。それから「鉤」についても。次に、他にも世界で

起こっていることがありますね。それについてお話ししましょう。ここ 5日の間に、さらに多くの地震が

起こっていると耳にしています。これまでに地震など起こった事のないような所で、です。南アフリカか

らメールが届きましたが、これまで地震なんて経験したことがなかったそうです。ボツワナや、南アフリ

カの地域です。ブラッドムーンや星や何かを見ないでください。イエスが終わりの時の特徴として言わ

れたのは、戦争や戦争のうわさ、国は国に、民族は民族に敵対する、それから疫病と飢餓。 

 

【PJ】飢餓といえば、ちょうど BBCニュースで観ました。北アフリカの飢餓は、―― 

 

【Amir】イエメンも。 

 

【PJ】世界中の国々からスーダンに 100 億ドルの援助が送られたのに、どこにも食糧援助された証拠が

見当たりません。人々は列をなしているのに、食料はなく、そのお金がどこに消えたのかも分かりませ

ん。食べ物がどこにあるのかもわかりません。世界中が騙されたのです。イエスが言われたのは、このこ

とですよ！イエスが飢餓と言ったのは、神が雨や穀物を与えなかったために起こるものではなく、人間

が人間を騙して起こる、政治的にももたらされるものを指して言われたのです。そして今、我々はそれを

目撃しています。我々が耳にするのは、どれも地震、戦争、戦争のうわさ、国家不安、――イエスはこれ

らの事が突出して来る、増加する、頻度が増し、規模が増す、と言われたのです。今日、私たちの真後ろ

のイラン、ペルシャでマグニチュード 6.1 の地震がありました。私の住んでいるカリフォルニアの人た

ちは、「だから何だ？そんなの日常茶飯事だ！」と言うでしょう。あちらでは違うんです！今の時点で死

者数はまだわかりませんが、死者が出たかも分からないし、出てないかも知れない。要点は、いろいろな

ことが起こっているということなのです。恐らく皆さんは、私やアミールに言うかもしれません。 

「そんな事言わないで！」 

「一つの事に飛びつかないで！」 

私たちは一つの事に飛びついたりはしていませんよ。これからも一つの事に飛びついたりはしません。

でも、皆さんがするべきことは、頭の中でファイルを作るのです。「地震」「戦争」「戦争のうわさ」「経済」

「世界経済」――そして、ファイルの内容がパンパンに増えていくのを確認してください。日ごとにで

す。我々はこれを 30～40 年しているのです。今起こっているのは、私の牧師であるチャック（スミス）

牧師（書記注：カルバリーチャペルコスタメサ主任牧師。生 1927～2013没）がものすごく見たかったこ

とです。 

 

【Amir】インターネットで地震の記録を追っているページ、アメリカ地質研究所（USGS）のホームページ

を見ても、疑う余地はないでしょう。これらを報告している人たちが「信じられないほどに増加してい

る」と言っているのです。私たちは、物事を捻じ曲げて聖書的に見えるようにしているのではありませ

ん。私はそんなことに興味はありません。アブラハムが神を助けようとして、――私たちは未だにその影

響を受けていますね――私は神を助けたりはしません。神は、何でもお出来になるのですから。神が、事



が起こるのを許可されたなら、我々のすべきことは、ただ見て、備えるだけです。次に、かたや教会の背

教があって、もう一方では信仰の欠落。全体的な空気が、ほら、以前、人々が神を信じなくなったと言っ

てたでしょ？ 

 

【PJ】あぁ、そうそう。ちょうどイスラエルでニュースを見たばかりですが。ヨーロッパで―― 

 

【Amir】そう！その通り！ 

 

【PJ】彼の言うのをよく聞いてください。 

 

【Amir】今現在、イギリス、オランダ、ドイツ、それからフランスで、多くの人が「自分は無宗教だ」と

告白していて、教会やその他の何かに行っている人数よりも、無宗教・無神論者の方が多いのです。つま

り、基本的にはこういうことです。イスラム教徒ではないヨーロッパ人は、もはやクリスチャンでもない

のです。そして、イスラム化するヨーロッパを見ている彼らは、それを快く思っていません。そこで、ど

うするのかというと、 

「特定の宗教に偏らず、無宗教だ！」 

そして、それをすることによって、ヨーロッパは全ての事が神に反逆し、神不在となり、基本的には「反

キリスト」を生み出しているのです。 

 

【PJ】いいですか。「平和の教義」はこれまでの歴史上、一度も成功したことがなく、これからも成立し

ません。ヨーロッパはシャリア法（イスラム法）に屈服したのです。しかし、聖書預言は必ず成就し、神

はご存知ですから。私たちが寝ずに心配する必要はありません。それでもニュースを見ていて驚くのは、

ヨーロッパが無神化していること。分かりますか？無神論者が増えていること。しかしこれは全く矛盾

していて、彼らは無神論者でありながら、自身をスピリチュアルな人間だと見なしています。霊的な世界

に意識を合わせ、何をするかと言えば「霊的な体験」。神無しで、ですよ。いいですか? 空洞ができると、

そこに何かが入り込むものです。光がない所には、闇が入り込みます。そして今、ヨーロッパは闇の中で

す。イギリスで牧師をしている私の友人が言っていましたが、彼の住んでいる所では、携挙が起こっても

誰も気づきもしないだろうということです。 

 

【Amir】その通り。そして、反キリストが登場すると、皆が自然に受け入れてしまうのです。 

 

【PJ】非常に「スピリチュアル」な人物でしょう。 

 

【Amir】無責任なスピリチュアルです。 

 

【PJ】第二テサロニケには、彼が自身を神だと宣言する、と書かれています（第二テサロニケ 2:4）。彼

が自分を神だと宣言した時、誰もがそれを受け入れると言うのです。滅茶苦茶じゃないですか？あなた

を愛し、あなたのために十字架で死に、死からよみがえられた、人として来た神、イエスを信じず、悪霊



に憑りつかれた狂人は信じるのです。その人物は見た目がよく、恐らく、ものすごく説得力があるのでし

ょう。ダニエル書には 

 

25 彼は、いと高き方に逆らうことばを吐き…（ダニエル書 7:25） 

とあります。ちなみに、歴史上、私の人生の中でも、こういう人は必ず仰け反っているものです。あまり

にプライドが重すぎて、頭が後ろに傾いて倒れそうな格好で、偉そうなことを言う。これまでにも見てき

ましたよ。ヒトラー、ムッソリーニ、オサマ・ビン・ラディン。そしてまた出てきます。私、個人的には

――あくまでも私の個人的な意見ですが、聖書の観点から、この地球の問題を見ていると、世界のどこか

に彼が既に存在しているのは間違いないと思います。恐らくヨーロッパのどこかに、復活したローマ帝

国のどこかでしょう。しかし今は、この悪が表に現れるのを聖霊が引き止めているのだと思います。 

私は、大患難の前に教会が携挙されると信じています。これは聖書の中の旧約、新約両方で明確に記され

ていると信じています。皆さん、ご自分で調べてください。でも私はイエス・キリストを待ち望んでおり、

反キリストを待ち望んではいません。私はイエスが来られること以外、他の何をも待ち望んでいません。 

 

【Amir】私たちがいつも言っていることですが、ニュースや新聞に頼ってはいけません。聖書を読んでく

ださい！ 

 

【PJ】――その通り！ 

 

【Amir】私が恐ろしいと思うことの一つに、自分を保守的で、真の愛国主義者だと思っている人たち。彼

らは自分の信仰を防衛しているつもりですが、彼らは聖書を知らないのです。私やジャックがあれやこ

れやを言うと、真っ先に反撃してくるのがこういった人たちで、彼らは聖書を読んでいないのです。彼ら

は一つの聖句にこだわって、その続きを読まず、その章全体の図を見ることもしません。彼らが真っ先に

欺かれるのです。 

 

【PJ】今日、イスラエル基地で、イスラエル空軍大佐と話をしていた時、彼が言ったのです。 

「あなたたちはどういう集団なの？何かが違うよね？」だから私は 

「そうですか？何でそう思うの？」と聞いたの。すると彼は 

「分からないから聞いてるんだよ」って。 

彼はユダヤ人ですから、まっすぐ核心を突いてきます。そこで、私は 

「正直に言いますが、聖書はご存知ですか？」と聞きました。そしたら彼は、 

「知ってるよ」それから、 

「『新約』じゃなくて、『旧約』だよ」と言いました。 

「『新約』じゃなくて、『旧約』だよ」と彼が言うから、私は言ったのです。 

「そうだよ。旧約聖書の話だよ」と。そして、私はこう言ったのです。 

「なせ私が信者なのかと言うと…」皆さん、よく聞いてください。皆さん最近ジャンク（ゴミ）ばかりを

耳にしているでしょうから。でも私はこう言ったのです。 



「私が新約を信じるのは、新しいものが古いものを明らかにしているからですよ。旧約では約束し、新約

はその約束の成就について伝えているのです。」そう言って、イエスについて彼に話し、それからなぜ私

たちが「信者」であるかを説明しました。でも、私は自分たちが「クリスチャン」だとは言いませんでし

た。なぜかと言うと、彼らにとって「クリスチャン」という言葉の持つ意味、これが大変なのです。だか

ら私は 

「私は、メシアを、イエスを信じている」という言い方をします。 

そして、私が彼に旧約聖書について話をしたら、イスラエル人の彼は運転しながらこう言いました。 

「これは初めて聞いたよ」そして、 

「来年また来るのか？」と言うので、私は 

「御心ならば、また会いましょう」と答えました。 

こんな風に扉は開かれるのです。でも皆さん、よく聞いてください。これを言うと、また嫌がらせメッセ

ージが届くんでしょうが、そんな事、初めてじゃないですから。皆さん、創世記から黙示録まで、神の全

計画を教えない教会は避けるべきですよ。もし、あなたの行っている教会が、創世記からマラキ書までを

除いて、新約聖書だけを教えているのだったら、そこを出て、他の教会を探すべきです。いいですか? イ

エスは旧約聖書を引用したのです。皆さん気づいていないかもしれませんが、イエスが教えたのは旧約

の預言なのです。 

 

【Amir】私がいつも言っているのは、「イエスは一度も新約聖書を教えたことがない」――彼は持ってま

せんでしたからね。新約からは引用していません。パウロもペテロも、です。ということで、ゴグについ

てお話ししましたね。それから、「鉤」について、現在の情勢について、ダマスカスの破滅について、そ

れからイエスが言われた、終わりの時に世界中で起こるしるしについてもお話ししました。これら全て

の事についてお話ししました。でもこれは、人をがっかりさせるためではなく、恐怖に貶めるためでもな

く、これは信じる者の希望なのです。それから、皆さんにはどうか、主との時間をもっと持って、主の御

前に立ち返るようにと願っています。なぜなら、この終わりの時、私たちは主との個人的なかかわりを持

って、主とともに歩まなければなりません。御言葉を知らないで、どうして自分が主と繋がっていると分

かるのですか？ 

 

【PJ】何週間か前だったか、1か月前だったか、教会で話したのは、無神論者の集まりである原子時計協

会の人でも、――ちなみに、私は無神論者たちが大好きですよ。彼らをバカにしているわけではありませ

ん。私は彼らと話すのが大好きですから。――ともかく、彼らは世界情勢を見て、今年 1月に終末時計を

真夜中まで 3分前のところに針を進めたのです。彼らでさえ、残り時間が少ないと感じているのです。ビ

ックリします。我々にとっても、残り時間は短いのです。 

 

【Amir】私たちはここで素晴らしい時間を過ごしていますが、このイスラエルツアーで、私たちは皆さん

に真のイスラエルをお見せしています。現地を訪れて、そこで聖書を教えています。それがイスラエルで

すから。そこで、皆さん全員に、来年の「リアルライフイスラエルツアー」への参加をお勧めしたいので

す。 

 



【PJ】来年は、何か新しいことをします。ラジオ視聴者の皆さんにも、これは全く新しい試みですよ。神

のあわれみによって、北米 500ラジオ局から週 5日、毎日神の御言葉が届けられています。全米放送 131 

Sirius XMでは、2500万人がチャンネル登録しています。ともかく、私たちはリアルライフで「初めて」、

アミールと私が引率するイスラエルツアーを予定しています。まだ日程はお伝えしませんが、訪れる場

所や、「預言の夕べ」「神の御言葉の夕べ」などのイベントを、これから 1年かけて計画していきます。こ

れはリアルライフラジオのリスナーだけではなく、世界中にお住いの皆さんもぜひご参加ください。ヨ

ーロッパからもたくさん聴いてくださっていますし、そういった方も是非イスラエルでお会いしましょ

う。これから約 1か月後に詳細を発表しますので、教会やラジオ、リアルライフには問い合わせをしない

で、もうしばらくお待ちください。素晴らしい企画となること請け合いです。二人で一生懸命企画して、

一生懸命祈って、一生懸命準備しますから。それから最後に、今週は過ぎ越しの週で、国全体が過ぎ越し

に備えています。来週日曜日は教会で、ほんの数日後ですが、私が棕櫚の主日についてメッセージしま

す。イエスがろばに乗って、エルサレムを見渡して、ゼカリヤ書 9:9を成就され、そして言いました。 

「ああ、エルサレム。エルサレム。」 

 

42 …「おまえも、もし、この日のうちに、平和のことを知っていたのなら。しかし今は、そのことがお

まえの目から隠されている。…」（ルカ 19:42） 

私たちはこれを学びます。そして、来る週に備えます。そしてなんと、アミールと私はすぐにアメリカに

戻ります。アミールは水曜日に、私たちの教会に来てくれますね？ 

 

【Amir】はい。 

 

【PJ】チノヒルズ（カリフォルニア）です。それは全世界にライブ配信されます。そして受難日の金曜日

の礼拝は、太平洋標準時の 17:00と 19:00からです。これは 6,000～7,000人が集まる素晴らしい時間で

す。アミールはどこか他の場所に行くんだよね？ 

 

【Amir】そうです。 

 

【PJ】チノヒルズでは、イースター礼拝が午前 6:00、8:00、10:00、午後 12:00。主の復活をお祝いしま

す。これこそ、クリスチャンが堂々と声を上げ、人々に伝える時です。イエス・キリストが、私たちの罪

のために十字架で死に、死からよみがえった。私は疲れたから、アミールがしゃべります。 

 

【Amir】私たちは本当に楽しみにしています。ぜひ、リアルライフか Behold Israel のホームページを

ご覧ください。それぞれの詳細と説教、それから次のイスラエルツアーについての情報もアップロード

していきます。 

 

ガリラヤ湖、イスラエル北部、ダマスカスから約 100㎞、エルサレムから 160㎞より、 

 

【二人で】God bless you! 



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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