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ハルマゲドンの谷、エズレル平野よりこんにちは。ここは、地元の人が経営する農場の隣で、今回、このライ

ブをするために使わせてくださいました。この近くで、息子の乗馬のレッスンがあって、予定の時間までに家

に帰れないのと、自宅には子どもたちがたくさん来ていてにぎやかなので、この美しい背景を皆さんに見てい

ただくことにしました。 

  

エズレル平原の美しい風景 

ということで、皆さん、シャローム！アミール・ツァルファティです。 

つい先ほど、若者ツアーを終えたところです。50 人の若者が、異なる 6つの大陸、15か国から集まりました。 

  
ヤングアダルトツアーの皆さん 

主が、驚くべき形で現れてくださいました。皆さんのお家の若者たちにも、主に触れてほしいと思っていらっ

しゃるなら、また、大学に通っているお子さんがいらっしゃるなら、まさにここです！ここ、神の地、神の民、

神の御言葉を通して、神が特別な形で現れてくださいます。50 人の若者たちを引率しながら、彼らが互いに

祈り合い、神に賛美の歌をささげているのを目にして、感動しました。今の時代の世界中で、若者たちにはあ

まり見られないことですが、主が、驚く形で彼らの心に触れてくださったのです。それから、このツアーを通

して、主が私に語ってくださったのは、ビホールドイスラエルはこれからもっと若者たちに投資する、という

ことです。私たちは、イエスの福音と、ここイスラエルで実際に起こっている事の理解を、世界の四隅にまで

伝えていくのだと信じています。 

来年はバス 2台を予定しています。再来年はバス 5台。 

このミニストリーの若者ツアー部門に、私はこれからもっと力を注いでいきたいと思っています。もし、皆さ
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んのお子さんが大学で見聞きしていることに危惧を抱いていらっしゃるなら、ここ以上にふさわしい場所はあ

りません。聖書と現在の情勢について濃密な時間を過ごした後、心を燃やして、お家に送り返します。ですか

ら、どうぞ私たちからの情報をお見逃しなく。素晴らしい事になるでしょう。 

 

さらに、ビホールドイスラエルの帽子やシャツ・上着の購入先について、ずっとお問い合わせをいただいてい

ましたが、ビホールドイスラエルは非営利団体ですので、私たちには店舗はありませんし、教材以外は物品販

売をしていません。しかしながら、私たちが購入している販売元に話をして、そこが運営するウェブサイトよ

り、皆さんがビホールドイスラエルのロゴ入りアイテムを買えるようにしてもらいました。 

 

ビホールドイスラエルグッズのオンライン販売が開始されました！ 

実は彼が、それをとても喜んでくれて、売り上げの一部をミニストリーに寄付してくれることになりました。

ですから、私たちは何も販売しませんが、オンラインでご購入可能です。beholdisraelstore.com そちらでご

注文していただくと、彼らが世界中に発送してくれます。彼らは 2週間オンライン店舗を開いて、注文が溜ま

ってから一時的に店舗を閉鎖して商品を発送、それからまた店舗を再開します。ですから、ご興味のある方は

ぜひご注文ください。一つに、皆さんにもこれらの商品をご購入いただけます。そしてミニストリーの支援に

なりますから。私たちは商品販売にも、このオンラインショップにも関わっていませんが、ようやくこの件が

解決して、私たちも嬉しく思っています。皆さんが求めたから与えられました。 

 

今日はお話することがたくさんあります。始まりは今朝、ほんの数時間前です。イスラエル軍が、イスラエル

の北部国境で予告なしの軍事演習を開始しました。イスラエル北部での戦争を想定したものです。 
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IDF、予告なしの軍事演習をゴラン高原で開始 

ここからさほど遠くない場所です。数日前には、空軍の訓練がありました。 

イスラエルは安全、平安の中で暮らしていますが、 

イスラエルはまた、戦争にも備えています。 

ずっと言ってきましたが、今は「嵐の前の静けさ」です。 

私たちには、嵐が近づくのが見えています。 

私たちには、黒雲が迫って来ているのが見えています。 

まだここには到達していませんが、私たちには地平線の彼方にそれが見えているのです。ですから我々は、何

が起こっても対処できるように備えているのです。 

また、イスラエルのミサイルに関して、最近の展開も聞いています。100マイル（書記注：160㎞、日本でい

うと東京から静岡辺りまでの距離）離れた場所にある標的に正確に命中させることの出来るものです。つまり、

それを飛行機にとりつけると、飛行機はその標的まではるばる飛行する必要はなく、ただ 100マイル先でミサ

イルを発射すればよいのです。ミサイルにはナビゲーションが搭載されているだけでなく、ナビが狂わないよ

う、システムが何層も搭載されているため、文字通りどんな標的も命中させることが可能です。イスラエル空

軍はまもなく、イスラエルの軍事業界から購入します。これも物凄い事になるでしょう。これはイスラエルが

将来起こり得る有事に備えて、現在取り組んでいる事の一つです。 

 

また、ハマスは先週末大失敗しました。 

彼らは 50,000～100,000 人をフェンス周辺に集めて、彼らにフェンスを突破させ、イスラエル領土に侵入させ

てテロ行為を実行させようとしていました。結局集まったのは 10,000人以下で、フェンス突破は一切成功し

ませんでした。彼らは他でもなく、膨大な死者数を出し、世界に向かって「イスラエルが大虐殺している！」

と叫ぶことを期待していました。しかし週末にかけて、死者数は 4人。彼らは 40人の死者を望んでいました

が。言いたくはありませんが、彼らは死者数が多ければ多いほど喜び、4 人だけだったことが不服なのです。

我々は非常に興味深い事を目撃しています。ガザのハマスは自分の民には耳を傾けず、彼はイランの言うこと

を聞いています。彼らが認めたのは、彼らはデモを行い、テロ行為を実行することで、イランから一人につき

250ドルを受け取っているということです。 
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イランからテロ報奨金をもらっている！ 

別の言い方をすれば、彼らはイランから何百万ドルという資金を受け取り、そして一人につき 250ドルずつ払

っているのです。ちなみにこれはガザの人たちにとって、月給よりも多い金額です。しかしイランがガザの人

たちを扇動するために、これほどの賄賂をつかったにもかかわらず、現れたのはほんの少人数だけでした。み

な、これにはウンザリしているのです。ハマスは、イランとヒズボラと毎日連絡を取り合っていることを認め

ました。彼らはイランの代理になっています。ただはっきりとお伝えしておきたいのは、今の時点で、我々は

ハマスを滅ぼすことは望んでいません。彼らが、彼らの民を支配する方が、我々には益となるのです。イスラ

エルは 200 万人のムスリムたちが住むガザに入って、あの地域を再び支配することは何としてでも避けたいの

です。ですから一方では私たちは、彼らの軍事社会基盤施設を破壊したいですが、他方では彼らが自分たちの

民を支配するために、それらをあちらに残しておきたいのです。今の時点では、これより良い選択肢はないの

です。基本的には以上です。 

 

ヨルダンとの国境の向こう側の状況はかなり大変です。何が起こったのかを説明します。ヨルダンには、イラ

クとシリアとの国境から、移民というか、難民が押しかけました。イラクの戦争と、その後のシリアの戦争に

よって、何百万という数の移民がヨルダンの領土に入っています。彼らは、イラクにもシリアにも戻る気は一

切なく、ヨルダンに落ち着いています。現在のヨルダンの人口は、基本的には 1,100万人で、その内の 400万

人が難民です。これは元々、アメリカとサウジアラビアの支援によって人工的に持ちこたえていたヨルダン経

済にとって、非常に負担です。問題が起こったのは、ヨルダン国王がイラン・トルコとの浮気を始めた時です。

サウジがそれを目撃した時、サウジはヨルダンへのすべての支援を打ち切りました。ヨルダンは、主要酸素パ

イプを失いました。そこでヨルダンは IMF（国際通貨基金）に行って融資を申し込もうとしました。そこで IMF

は、 

「喜んで融資をしましょう。しかし、そのためには、税金を上げるとか、利子を上げるなどある種の基準を設

けて返済出来ることを証明するように」 

と言い、ヨルダンの王は税金、利子の値上げを決断しました。すると、王国内で激怒した人々が、 

「いい加減にしろ！」 

と声を上げ、ヨルダン中の最小から最大の町々・都市まで、いたるところでデモが始まりました。彼らは初め

て躊躇せず、自分たちの君主とその妻に敵対し、彼らの資金の使い方、浪費、崩壊ぶりに敵対しました。ヨル

ダン国王は、何らかの対処をしなければ自分の命が危ないと気付きました。 
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ヨルダンのアブドゥラ国王（左）とラーニア王妃（右） 

イスラエルは、国王がヨルダンに残ることを望んでいます。そこで彼は、事態が落ち着くことを期待して、彼

の政府を解体し、首相を解任しました。しかし、明らかにそれは収束せず、国王は非常に苦悶し、そのために

最終的にサウジアラビアの腕に再び飛び込む決断をしました。そこでサウジは、ヨルダンに 

「我々の資金が欲しいなら、我々の最大の敵であるイランやヒズボラと浮気をするな！当然、トルコもだ！」 

と教えました。 

そしてサウジは、ヨルダンの危機を終わらせました。 

ヨルダンを再び正しい側につかせるため、過激派ではなく穏健派、シーア派ではなくスンニ派の側につかせる

ための集会を、サウジアラビアで行うことを発表しました。これはヨルダンが私たちに敵対して来ないという

点で、聖書にピッタリと当てはまります。 

エゼキエルが目撃した攻撃には、ヨルダンは含まれていません。それよりも、イスラエルに攻めこみ、物をか

すめ奪い略奪しようとする侵略者たちを、サウジが叱責するのです。ですから、聖書の中で 2800年前の預言

者が預言した事と見事に一致します。 

 

オーストリアの首相セバスチャン・クルツが、数時間前にイスラエルに到着しました。31 歳、最年少のヨー

ロッパ指導者、オーストリア保守政党のリーダーで、信じがたいかも知れませんが、彼は非常に親イスラエル

派の指導者です。反キリストが西ヨーロッパから興る可能性について、私が話しているメッセージを皆さんが

ご覧になったかどうかは分かりませんが、“Europe closer to the Antichrist”（ヨーロッパ、反キリストに

さらに近づいている、2018年 6月現在、日本語版はまだ出ていません。）、その中で、ヨーロッパの人たちが

どんどん若い指導者に投票するようになってきている、そのパターンを提示しています。またその大部分が子

どもを持たず、家庭を持っていません。 

 

クルツオーストリア首相とネタニヤフ首相 
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その中でもセバスチャン・クルツは最年少です。非常に興味深い事に、彼は国内のムスリム移民について非常

に危惧していて、先週オーストリア国内の 9ヵ所のモスクを閉鎖し、そこのイマムを全員追放しました。それ

らのモスクのうち一つはトルコのもので、スルタン・エルドアンは、それを行なったオーストリアに対して激

怒しています。ただ、イスラムの拡大と、過激派イスラムによるテロに対する反乱の種は、オーストリアだけ

でなくヨーロッパ中に蒔かれているのが分かります。ドイツは未だに…何と言って良いのかも分かりません。

知恵の遅れた政権としか言いようがありませんが、彼らは、自分たちの国が崩壊して行くのを目にしながら、

それを修復する代わりに、どんどん悪化させています。そしてまさにそのために G7を終え、数時間前にシン

ガポールに到着したトランプ大統領は、誰が“ボス”であるかを、ドイツに見せつけたのです。 

 

対立するメルケル独首相とトランプ米大統領 

アンゲラ・メルケルが公開した写真では、彼女が立ってトランプ大統領に怒っていて、彼は両腕をこんな風に

組んで座っていました。アンゲラ・メルケルは、この写真を見せれば、彼女がどれほど真実の上に立っていて、

この男がただの頑固者であるかを、ドイツの人たちに証明出来ると思ったのです。 

実際はその全くの逆のことを証明したとは、知りもしません。 

実際は、それによって彼女がどれほど盲目であるか、そしてドイツが、ヨーロッパ全土へ拡大し、EU を支配

して、彼の動きを抑えようとすることを認めない、トランプ大統領の決意がどれほど堅いかを証明しました。

ドイツは文字通り、欧州連合の地主で、その次に来るのがフランスです。 

合同欧州防衛軍を生み出すために、10ヶ国から成るヨーロッパ連合の結成に今、マクロンとアンゲラ・メル

ケルが合意しているのは、非常に興味深いです。 

これには、クリスチャンの一人一人が、一体どうなっているのかと考えるべきです。 

預言者ダニエルは、反キリストの興りについて語った時、10本の角を持つ獣だと描写し、その中の一本から

反キリストが出て来る、と告げました（ダニエル書 7:7～8参照）。ですから、ボロボロに崩壊し、完全に分断

している欧州連合が、何か別のもの、より軍事的なものを生み出そうとしていて、現在のアメリカの政策に対

抗しようとしているのです。 

 

エルドアンは、いまだかつてなかったほどの問題を抱えています。事実、彼は自分の利益になると考えて、早

期選挙を命じましたが、通貨リラの価値がほぼ半分にまで暴落すること、国中が大不況に陥ることを、彼は知

りませんでした。最近の統計では、彼には選挙の第一ラウンド通過も難しい事を示しています。彼は、第二ラ

ウンドに移るための 50％すらも得られなかったのです。もし対立候補が一つにまとまるなら、彼らが彼を打

ち負かすこともあり得ます。ただ、それが実際に起こるとは、私は思いません。瀬戸際に追い込まれたエルド

アンは、何らかの作戦を持ち出すのでしょう。ただ一つ確かなのは、「自分が重要な人物であることを誇示す

るために、必死になって何かをしようと、これまで以上に決意している男」を、私たちは目撃しているという
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ことです。 

 

エルドアン トルコ大統領 

そして「我こそはムスリムたちを一致させ、全てを支配することが出来る敬虔な者である」ということを示す

ためには、「エルサレム、イスラエル」は、最も簡単な常套手段です。 

 

ロシアと、イラン・ヒズボラとの間で緊張が高まっています。ロシアは、シリア南部から撤退するように、シ

リア側のゴラン高原から撤退するように、とイランとヒズボラに言いました。面白いことに、イランが何をし

たかというと、彼らはいつもの手口でロシアを欺きました。その方法は、彼らは自分たちの兵士を連れ出し、

彼らにシリア兵の制服を着せて“シリア兵”のように見せかけて送り返したのです。ヒズボラも、彼らの地域

で同様の事を行なっています。また、ヒズボラの指導者ハサン・ナスルッラーフは 

「我々がシリアを退くのは、シリアの大統領が命じた時だけだ」と言いました。 

 

ハサン・ナスルッラーフ 

このように、現在シリアで多くの事が起こっているのが分かります。この緊張を目にしているために、恐らく

イスラエルは今の時点で動いていないのでしょう。なぜかと言えば、今の時点でイランは、シリアに自身の地

位確立をするのではなく、彼らが当然行うべき事、荷物をまとめてシリアを出る準備中ですから。 

 

ネタニヤフは、最近のヨーロッパ訪問で伝え続け、事実、彼は初めて何らかの支持を得た、と言っています。 
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メルケル独首相と握手するネタニヤフ首相 

マクロンもメルケルもテリーザ・メイも、ヨーロッパの指導者全員が「イランはシリアを撤退すべきだ」と合

意しました。これは、イスラエル首相にとってはかなりの達成です。 

 

もう一つ、皆さんにお伝えしたいのは、イラン国内の物凄い状況です。 

イランの人たちは、ほぼすべての町でデモを行なっています。イラン経済はまさに崩壊しており、彼らのサッ

カーチームまでもが今日受け取ったニュースは、ロシアで行われるワールドカップで、ナイキが、彼らが履く

シューズを提供も販売もしないというものでした。 

 

サッカーのイランチーム 

今や彼らには、サッカーシューズもありません。彼らは非常に激怒しています。 

ナイキは、トランプ大統領を怒らせて、アメリカ政権とトラブルを起こしたくはないのです。このように、イ

ランの人たちはこれまで以上に激怒していて、アーヤトッラーは現在、上手く行っていません。またしても、

彼らは追い込まれています。エルドアンと同様です。そうなると、彼らは悪い事しか生み出しません。 

もう一つお伝えすると、私が見た動画では、彼らはいつも子どもたちや若者を使って、イスラエルとアメリカ

を憎むように仕向けますが、――そこで彼らは、アメリカとイスラエルの国旗を、学校の庭の床に描きました。

学校から出て来た子どもたちに、それらイスラエルとアメリカの国旗の上を踏ませるためです。ところが、私

たちのところに届く動画の中で、学校から出て来た子どもたちが、その旗を避けて歩いているのです。彼らは

こう言ったプロパガンダには乗らず、アメリカやイスラエルの旗を踏まないのです。彼らは、これは自分たち

のすることではないと理解しているのです。イランの人たちが、自分たちの政権にどれほど辟易としているか

が分かって、非常に興味深いです。 

 

イスラエル首相は、今日、ツイッターに短い動画を投稿して伝えました。 
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まず一杯水を飲んでから、メッセージするネタニヤフ首相 

「イランでは干ばつが拡大していて、これから数年の間に完全に干上がるため、その地域に住むイラン人 5,000

万人が、どこか別の場所に移住しなければならなくなることを、我々は理解しています。皆さん、私たちがあ

なたがたを助けます。私たちはイランの人たちを憎んではいません。私たちがあなたがたに、下水再生の仕方

をお教えします。イスラエルは、下水の 90％を再利用しています。私たちには皆さんを助けることが出来ま

す。」 

イスラエル外務省は、ペルシャ語でウェブサイトを作成し、そこでイランの人たちに水の浄化の仕方を伝えて

います。それからネタニヤフは、非常に面白い事を言いました。 

「イラン政権は『イスラエルに死を！』と叫んでいますが、イスラエルは『イランの人たちに命を！』と叫び

ます。」 

イラン政権には問題がありますが、私たちはイランの人たちのことを愛しています。私たちは、彼らには生き

て欲しいし、彼らには成功してほしいのです。彼らは、自国の政権の捕虜にされている、と私たちは思ってい

ます。私たちは、イランの人たちに対しては一切敵対していません。我々が敵対するのは、彼らのとんでもな

い政権です。 

 

ヨーロッパへの移民が再び始まりました。夏が始まり、今がその季節です。膨大な数の移民が、現在ヨーロッ

パに群がっていて、まさにヨーロッパの人たちは贖い主を求めています。 

 

数日のうちに行なわれる、トランプと金正恩の首脳会談について少しお話しましょう。数時間前、シンガポー

ルにトランプ大統領が到着しました。金正恩はその数時間前に到着しました。非常に興味深いのは、首脳会談

が行われるとのニュースが出た瞬間に、ロシア、シリアの両方が、直ちに北朝鮮の指導者と会って、何かにつ

いて話をすると誓いました。皆さんにお伝えしますと、 

シリアの大統領は、プーチンと話をするためにシリアを離れた以外は、一度もシリアを離れたことがありませ

ん。それが彼は今、北朝鮮の指導者と会うために、平壌を訪れることを待ち望んでいるのです。何故でしょう？ 

皆さんもその理由を自問するべきです。お教えしましょう。 

2007年、イスラエルはシリアの砂漠デリゾールにあった核原子炉を破壊しています。それは、北朝鮮の核原

子炉でした。 
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イスラエル軍が撮影した、原子炉空爆を捉えた写真 

そこで私が思ったのは、北朝鮮は自ら核を放棄し、排除するために、核装備をシリアに密輸するのだろうか？

我々が目にしているのは、彼らがそれを処分するのではなく、売却する様子なのか？そのために、イスラエル

はダマスカスを破壊するのか？ 

――私はただ、疑問を投げかけているだけですよ？―― 

何故、他でもない、シリアの大統領が即座に北朝鮮の指導者と会いたがるのか？ 

これは興味深い事になりますよ。 

世界のある場所で行われる首脳会談が、地中海と中東の運命に影響を及ぼすのです。 

皆さんもよく調べ、よく勉強してみると、エゼキエル戦争では、従来の武器でないものが使われることが分か

ります。ですから、戦術的な核兵器や、化学生物兵器が使われたとしても、一切問題ありません。聖書は、そ

の武器が葬られるためにどれぐらいの年月がかかるかを告げています。また、聖書には、負傷のタイプや、死

者のタイプも描写されています。また、その起こり方は確実に、それが強烈なものであることの証拠です。 

ですから、あちらで起こっていることに、私は非常に注意して目を向けています。 

そして、ロシアがこの巨大な資金の仲介者となって、こんにち、北朝鮮が持っている核兵器のいくらかをシリ

アに与えるのか、注目して行きたいと思います。 

 

以上です。 

ほとんどの事の基本を押さえたと思います。私たちが、信じられないような時代に生きていることを、皆さん

も理解されていることを願います。さらに、世の中で起こっている事と並行して、神が素晴らしい事を行なわ

れるのも、私たちは見ています。 

私は、50 人の若者たちを引率して、この年代の若者たちに対する視野を新たにしました。 

主は、私にあの御言葉――使徒の働き 17章 6節を見せて、こう言われました。 

「世界中を騒がせるのは、この年代だ」 

皆さん全員が、分かっておられると思いますが、神は皆さんの町に、たくさんの人を置いておられます。そし

て私が心底信じているのは、この若い世代は、我々が彼らに投資すれば、勝ち取ることが出来るのです。 

どうか皆さん、彼らを「Behold Israel/イスラエルを見る」ために、イスラエルの私たちの元へ送る事をご検

討ください。 

ただ楽しむためだけでなく、聖書を学び、自分の目でこの地を見て、いろいろな事が起こっている、まさにこ

の地で主を礼拝し、真実をもって家に帰ります。 

ふるいにかけられていない真実です。 

メディアが、常に彼らに対して嘘をついている全ての事を、彼らは自分の目で確かめるのです。 
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来年は、バス 2台分の若者ツアーを予定しており、次回は初めて、紅海とヨルダンのぺトラも含みます。です

から皆さん、息子さん、娘さん、もしくは両方を送ろうと考えておられるなら、出来るだけ早く私たちにお知

らせください。次回は、バス 2台に限定です。その次の年はバス 5台を予定しています。それから、その次の

年もまだここにいるのなら、バス 5 台を年に 2回行いたいと思っています。私はこの年齢層に、思いっきり力

を注いで、多くの時間を彼らに投資していきます。 

 

皆さん、北朝鮮とアメリカの首脳会談についてお話しました。 

G7サミットについてもお話しました。G7でトランプが行なったことに、ヨーロッパがどれほど衝撃を受けた

かについてもお話しました。彼は、まさに姿を現して彼らに言ったのです。 

「偽善を止めろ！あなたがたがアメリカ製品に課した関税は、今後は一方的なものにはならない。あなたがた

が公平な経済、公平な貿易を望むなら、そちらが全てを手放すか、我々がこちらの関税を上げるかのどちらか

であって、我々は今後一切、あなたがたの愚行には融資しない。」 

彼らはショックを受けています。 

トルドー（カナダ）、メルケル（ドイツ）、マクロン（フランス）はショックを受けました。彼らは、自分たち

にはアメリカ経済が必要であり、アメリカ経済無しには何もうまく行かないことを、彼らは分かっているので

す。 

それから、彼らと前大統領（オバマ）との 8年間のロマンスは終わり、新しい保安官が町にいること、彼は、

彼らのペテンを信じず、彼らが、アメリカの人たちを利用し、踏みにじるような事はさせないことを、彼らは

理解しています。 

これら全ての事をお伝えしたうえで、皆さんに思い出していただきたいのは、トランプ大統領の大統領選スロ

ーガンは 

「アメリカを再び偉大に！」 

であって、「全世界を再び偉大に」ではありません。 

彼は文字通り、その力をアメリカ経済回復のために――ちなみにそれは今、絶好調です。それから、アメリカ

政権や軍事、その他を回復させるために全力を注いでいます。 

ただ、どうか覚えていてください。 

どうか、どうか、覚えていてください。 

私は、誰かのことを敵対してこう言うのではなく、ただお伝えするだけですが、 

イスラエルは、この種の政策によって、基本的には、我々は自分たちで自身を守らなければならなくなるとい

うことを理解しています。 

アメリカが我々を支持していることは、我々も確信しています。 

しかし、何かを行なう必要が出た時には、我々は全て自分たちで行わなければなりません。私たちはそれを理

解しています。 

私たちに必要なのは、ただ、私たちが然るべき事を行なうのを止める者が、ホワイトハウスにいないことです。

私たちは、8年間、イランの核プログラムを止めようとして来たのです。あちらで何かをするための十分な計

画が私たちにはありました。しかしオバマ前大統領は、我々が何かをすることを、一切許しませんでした。も

しかしたら、イラン国内のイランを攻撃するには手遅れかもしれません。しかし彼らをシリアに入らせないよ

うにするのは、まだ間に合うかも知れません。それがまさに、我々が現在行なっていることです。 
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ということで、私たちと繋がっていてください。信じられないようなことを目にしています。それから、どう

ぞ続けてお祈りください。 

確かに我々は、静けさの中にいますが、――しかし私たちには、確実に嵐が見えていますから、どうぞお祈り

ください。確実に嵐が見えています。 

 

ということで、最初からご覧になっていない方のために繰り返します。多くの方からロゴ入りの帽子や Tシャ

ツ、ジャケットといったグッズについてお問い合わせいただいていたのですが、私たちは非営利団体のため、

物品販売はしていません。しかし私たちの購入先に話をして、皆さんが私たちのロゴ入りグッズを購入できる

オンラインストアを、彼が運営してくれることになりました。そのお礼として、売り上げの何パーセントかを

ミニストリーに寄付してくれることを、彼が約束してくれました。beholdisraelstore.com でグッズをご購入

いただけます。二週間オーダーを受け付け、二週間は受け付け停止して、全注文を世界中に発送します。です

から、世界中どこからでもご注文いただけます。ただ彼らは、大量に在庫を抱えていませんので、注文を受け

て→止めて→発送して→そしてまた注文を開始します。 

 

皆さん、短いアップデートをご視聴いただき、ありがとうございました。 

ここで起こっていることに、私は非常にワクワクしています。 

私は明後日、ヨーロッパに発ちます。オーストリアと、ルーマニアを訪れます。 

大きな教会で説教し教えるのは、どちらも初めてです。 

私があちらに滞在期間中、どうかお祈りいただければと思います。 

今年の夏は、これから 2か月半で 10 ヶ国を訪れます。 

次の 10月まで、ツアーシーズンは終了して、これから 2か月半の間に、世界中の 10ヶ国を訪れて講演します。 

ですから、どうかお祈りください。 

では、アロンの祝福で締めくくりましょう。 



2018年 6 月 10日 中東情勢アップデート 13 

 

24 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 

25 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。 

26 主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 

（民数記 6:24～26） 

あらゆる理解を超える平安、平和の主、平和の君だけが与えることの出来る平安を、今も、いつも、永遠の永

遠に、全ての人に与えてくださいますように。 

あらゆる事が起こっているただ中で、あなたがその平安を、彼の中に見つけるようにと祈ります。彼が、私た

ちの平安です。 

 

ありがとうございます。God bless you! 

ハルマゲドンの谷、エズレル平原より、皆さんへシャローム！ 

さようなら。 

 

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

 

【写真出典一覧】 

エズレル平原の美しい風景：動画より 

ヤングアダルトツアーの皆さん：instagram “beholdisrael”より 

ビホールドイスラエルグッズのオンライン販売が開始されました。：Behold Israel Store のウェブサイトよ

り 
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IDF、予告なしの軍事演習をゴラン高原で開始：Behold Israel “IDF launches surprise military exercise 

in the Golan Heights” 2018.6.10 

イランから報奨金をもらっている！：Facebook Behind the News‐Stand with Israel から 

2018.6.9 

ヨルダンのアブドゥラ国王：Wikipedia「アッブドゥッラー2世」 

ラーニア王妃：Wikipedia「ラーニア（ヨルダン王妃）」 

クルツオーストリア首相とネタニヤフ首相：Facebook The Prime Minister of Israel から 

2018.6.11 

対立するメルケル独首相とトランプ大統領：USA TODAY G-7 photo of Trump with German Chancellor Merkel 

storing him down shows a different story June 9 2018 

エルドアン トルコ大統領：Aljazeela.com Turkey: Why did Erdogan call early elections? June 5 2018  

ハサン・ナスルッラーフ：Wikipedia「ハサン・ナスルッラーフ」 

メルケル独首相と握手するネタニヤフ首相：The Guardian Netanyahu on European mission to dismantle Iran 

pact  June 5 2018 

まず一杯水を飲んでから、メッセージするネタニヤフ首相：Facebook The Prime Minister of Israel The 

Iranian regime shouts: “Death to Israel!” In response, Israel shouts: 

“Life to the Iranian people!” June 10 2018 

イスラエル軍が撮影した、原子炉空爆を捉えた写真：AFP BB NEWS「シリア『原子炉』空爆、イスラエルが認

める 北の支援で建設か」2018.3.21 


