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 皆さん、シャローム。アミール・ツァルファティです。 ミネアポリスよりライブを行なっています。 

こちらで、Jan Markellさんの olivetree ministriesによる 「understanding The Times conference 」 の準

備をしています。 

今回４度目になりますが、とても光栄に思います。 

土曜日は、主が私に示される通りにお伝えします。 信者に向けてのメッセージですが、信者の人達は、

これを録画して 家に残しておくべきだと思っています。 

私達が携挙された時、このメッセージを通して 携挙に取り残されるであろう未信者の人達は、 その後、

どうなるかを知る事が出来ますから。 

私のメッセージについては、これ以上 お話ししませんが、メッセージは土曜日 11時に ライブ配信され

ますので、ぜひご覧ください。 

 

では、この 72時間の間に起こった事について、 お話ししましょう。 

年に一度の国連総会が行われている事は、 皆さんご存知だと思います。 

世界中から指導者達が集まって演説を行い、会合を開いて、 翌年に対する彼らのビジョンを展開してい

ます。 

ドナルド・トランプ大統領が、 見事な演説を行いました。私がこれまでに聞いた中で、 最高の演説の一

つだったと思います。 

彼が、自分の達成した事について説明した時、 笑った人達もいましたが、その笑いは、これだけの事

を、こんな短期間で 達成するのは、ほぼ不可能だったからだと思います。 

しかし、彼はそれを行い、人々は笑いました。 でも、どういう人達が笑ったと思いますか？ 

張り切って銀行に行った人達ですよ。 現在、多くのアメリカ人達が 笑いながら銀行に行っています。 

彼らの銀行口座が、 全く違うものになっていますから。 

 

さて、トランプ大統領の発言の中に 非常に特記すべき事が、いくつかありました。 

一つは、「アメリカはグローバリズムを支持しない。 アメリカは愛国主義を支持する。」 

これは、世界統一政府の動きにとって大打撃です。 

 

トランプ大統領が次期アメリカ大統領に選ばれた時、 彼らは、ものすごく悲惨な大事故に苦しんだので

す。 

皆さん、理解しておいてください。 

バラク・オバマがすでに始めていた道を引き継ぐ為に、 ヒラリー・クリントンを次期大統領にする道

は、 敷かれていたのです。 

もう、すでに始まっている業を、彼女に行わせる為に、 世界の大富豪一族によって道は敷かれ、 青信号

が出されていたのです。 

そこへ、ものすごく驚くべき神のご介入によって、 ドナルド・トランプ大統領が当選して、アメリカ

は、深い深い奈落の底に転落する寸前の 崖っぷちで止められたのだと、私は思っています。 

さらに、彼は、その崖に向かって突っ走っていた 恐ろしく狂気じみた競争を止めただけでなく、 アメリ

カ経済を挽回させたと、私は思っています。事実、現在アメリカでは全てが変わって来ています。 

 

恐らく、皆さんもカバノー裁判官の身に 起こっている事を、見ておられると思いますが、これは、彼の

問題ではありません。 問題は、彼の生命尊重派としての役割です。いくつかの、最高裁判所による恐ろ

しい決断が 覆される事に対する恐れです。 

間違いなく、現在のアメリカで起こっている戦いは、 命の尊厳に関してです。 

そこで彼らは、非常に安っぽい手を使って 特定の人物を中傷し、 政治的に抹消しようとしているので

す。 
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ですから、非常に興味深いことになるでしょう。 土日に、彼の投票が行われることが すでに決まってい

ます。 

私の言う事を、よく覚えていてください。 

もし、彼が、判事に任命されなければ、それによって、最終的に議会で多数派としての 共和党が失われ

る大きなきっかけになると、 私は思っています。 

そうなれが、一方が議会をしめ、他方が政権を握る という、アメリカで最悪のニュースになるでしょ

う。ですから、現在、カバノー裁判官の為に、 必死で祈らなければなりません。 

カバノー家と彼の家族の為、 それから、アメリカの政治制度全体の為に。 

 

トランプ大統領は、 「我々はグローバリズムを支持しない、 我々は愛国主義である」と言い、 

さらに彼は、「我々は、ハーグにある 国際刑事裁判所を承認しない。」と言いました。 

理由は、彼らが自分達で任命したものであって、 彼らは、アメリカの為に何も決断出来ない。 

我々は、彼らの司法権と権威を却下する。 

少なくとも我々の中では、 がその一部であるとは考えていない。 

事実、我々は ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）と、国連人権理事会も却下した。 

これらの団体は、完全に崩壊しているからだ。 

 

トランプ大統領は、さらに イランに核兵器を得させない事を誓いました。 

そこから話は、 今日、ネタニヤフ首相が 国連総会の場で暴露した事へ繋がります。 

今回、ベニヤミン・ネタニヤフ首相のこれまでで最高の演説であったと言われていますが、 

彼は、イランとロシアの両方、それから、 ヨーロッパと国際原子力機関を追い詰めました。 

そこで非常に興味深いことが起こったのですが、まず、 ネタニヤフが暴露した情報が衝撃なのです。 

世にとってもショッキングでしたが、 私にとって衝撃で信じられなかったのは、ごく一部の人間しか知

らなかった情報を、彼が伝えた事です。 

それに対して我々が何らかの対応をするであろう事は、 私たちも知って理解していましたが、彼がそれ

を暴露したのは、衝撃でした。 ただ、どうやら、この時点で暴露する 必要があったようです。 

彼が暴露したのは、基本的に、 

イランの中心部にある、イスラエルが中身を移した核のファイル保管庫から約 3マイル(約 4.8km)離れた

場所、また別のテヘラン郊外に、巨大な倉庫があって、その倉庫の中には、 何トンもの核兵器の装備や

材料が, すでに輸送用のコンテナーに入ってあったのです。 

皆さん、イスラエルが ファイル保管庫を襲撃して以来、イランの治安部隊が、物資を少量ずつ倉庫の外

に 移しかえる大きな動きを、 我々はずっと目にしています。 

これまでに彼らは、約 150kgを移動させました。 しかし、あちらにある何トンという量に比べると、 極

わずかです。 

彼らは、それらをテヘランのいたる所に分散させ、 どうにか証拠を隠そうとしているのです。 

現在、放射能探知機を持ってイランを歩けば、誰でも、町全体に拡散された核材料を発見する事が可能

です。 

ベニヤミン・ネタニヤフは、国際原子力機関のトップに挑み、次のように言いました。 

「今、部下を連れて、この倉庫に行ってみなさい。あなた方は、あの有名なイラン核協議で、 自分達は

いつでも好きな時に行って検査する事が出来る と言ったのだから。 

さあ、あの倉庫に行って検査しなさい。 彼らが、あなた方を中に入れるかどうか、 見てみようじゃない

か。」 

イランは、書類を隠しているだけでなく、 そこから数マイル離れた所に、 核材料と核装備を隠していま

す。 

南アフリカやリビアが、あらゆる核能力を解体した時、 彼らは保存データと装備を破壊し、 材料を破壊

しました。 

しかしここでは違います。 イランは何一つ破壊しなかっただけでなく、 秘密裏にそれを保存していたの

です。 

時が来れば、超高速で核プログラムの製造プロセスを 進められるように。 
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皆さん、イランは、全世界とヨーロッパを 欺いているだけでなく、 

自分達の国民をも欺いているのです。 

ネタニヤフはまた、こうも言いました。 

もし、イランに制裁が課せられるなら、 イラン国民が彼らの政府の周りに集結するだろうと、 ヨーロッ

パは言ったが、正反対の事が起こった。 

制裁によって、イランの経済は麻痺し、 イラン国民は彼ら自身の政権に敵対しているのだ。 

とても面白いのが、唯一、恐らく この核協議の結果で良かった事は、イスラエルが、スンニ派アラブ界

と友好が持てた事だ。 他のどんな状況下でも、彼らは、我々と友好関係を持つなど絶対に考えなかった

のに。 

これは全て、驚くべきエゼキエルの預言の 一部が成就する為で、 

事実シェバ、デダンがイスラエルを攻めてくるもの達を 批判する側につきます。 

非常に面白いです。 

 

ですから、トランプ大統領の演説は、 イランに関しても、グローバリズムに関しても、 非常に明確でし

た。 

 

それから、彼は、ベニヤミン・ネタニヤフとの会談で、イスラエル人の記者に質問されました。 我々の

レポーター達も、皆さんのところと同じくらいひどく、世界中どこにいても、彼らはミデヤン人ですか

ら。 

彼らは、大統領が「2国解決策に賛成だ」と言う事を、彼の口から言わせたいのです。 

そして彼が、 「そうだな。2国解決策も良いと思うよ。」と言い、 

それからから数時間後、彼は言いました。  

「いいか？ 2国でも 1国でも、当事者が選べば良いのだ。」 

直ちに彼らは、 彼はその事を言っていたのではなかったんだ、 と気づきました。 

また、あまりにも多くの信者達が、 いつものように言っています。 「ああ！これは危険だ！」 

「彼は、又してもイスラエルを裏切るぞ！  彼は、イスラエルを背後から襲うつもりだ！」 

皆さん、前にも言いましたが、 

今までアメリカに、これほどの友好的な政権は 有りませんでした。 

そして、この政権が続く限り、 アメリカは祝福を受けます。 

 

しかしながら、 

現在、私達は大きな試練の時を目にしています。 

今、カバノー裁判官の政治生命がかかっていることで、 アメリカ人達は、画面に釘付けになっていま

す。 

ただ、私から皆さんにお伝えしたいのは、 

これは、彼の問題では有りません。 問題は、30〜40年前に起こった事でもありません。 

これは、共和党が保守的要因を実行し、 この国の、保守的な性質を回復しようとするのを 止める為の狂

った働きです。 

それからもう一つ言っておきますが、 

もし、共和党が彼に投票せず、この猿芝居を認めて、 裁判官候補である彼を承認しなければ、 

私の言うことを、よく覚えていてください。 

これによって、共和党が議会で過半数を失います。 

それが起こり、そして 2020年の大統領選の時、 それが悪いニュースとなるでしょう。 

神には、多くの事がお出来になりますが、 人々が、自らそれを変えるなら、それも許されます。 

「もしあなたが、背を向ける事を選ぶなら、 もしあなたが、他方を選ぶのなら好きにするが良い。今、

それを行いなさい。」 

 

先週、ロシアの飛行機が撃墜された事で、 我々とロシアとの間に起こった問題を耳にしました。 
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あれは偵察機で、貨物機ではありません。 

あれはイリュージョン 20、 トップシークレットを搭載した偵察機で、 非常に優れた乗組員が搭乗して

いました。 

あれ以来、いくつかの事が起こっています。 

前回の報告で私がお伝えした通り、 ロシアは完全に領空と、シリア沿岸前の海域を 完全に閉鎖すること

に決めました。 

また、彼らはさらに、他国と他国の軍隊の ナビゲーションとレーダーシステムを 妨害する事を決めまし

た。 

ただ、皆さんに一つ、お伝えしておきますと、 

イスラエルが攻撃した、ラタキア市内の あの特定の施設には、ミサイルを精密武器にする 特殊装備が置

かれていました。 

我々があそこを攻撃した時、 S−２００と S−４００が現場にありましたが、我々がそれらを妨害した

為、 彼らは我々を探知する事が出来ませんでした。 これは、確かな事です。 

それからまた、皆さんにお伝えしたいのは、 

ロシアが、シリアに約束した S−300については、 我々は、さほど心配していません。 

S−300は、ギリシャ海軍が持っていて、イスラエルは、 ここ数年の間ギリシャとは非常に友好な関係

で、そして彼らのトルコとの仲違いと、その危機の結果、 我々は空軍の合同軍事大演習を始めました。 

そして、その一つ、長距離飛行を訓練する為、また、 イスラエルが、イランの標的に対する攻撃を想定

して 習得する為、我々が行った事の一つは、実際にギリシャに、彼らのシステム S−300を起動させ、 

そのシステムから離れて飛行する方法の訓練を行ったのでした。 

だから、S−300は、問題ではありません。 

だからロシアは、彼らは現在、S−500に携わっていて、 その製造準備がほぼ整っている、との情報を 今

日公開したのです。 

 

皆さん、ロシアの武器産業は、 現在、大打撃を受けています。 

昨日、何が起こったと思いますか？ 

かつて、S−300を所有していたウクライナが、 S−300のレーダーをとって、それを調べるために アメ

リカに渡したのです。 

現在、ロシアはそれに激怒しています。 

なぜかといえば、その事が、ロシアにとっては、 アメリカとイスラエルが、ほとんど全てにおいて 協力

している事を証明していますから。 

ネタニヤフ首相が、昨日のドナルド・トランプ大統領との会談後に発言した事の一つは、ロシアとの出

来事に関して、イスラエルは、 アメリカ合衆国からいくつかの依頼を受けた。 

またイスラエルが依頼したことは全て、 アメリカ政権によって、保証されている。 

 

ですから皆さん、言っておきますが、 

我々には、友好的な政権がついているだけでなく、現場では無いかも知れませんが、 技術的、軍事的に

我々を支援してくれる 政権がついているのです。 

彼らは、確実に我々を援護しています。 また、彼らは我々と共にいます。 

アメリカは中東を去ったと、ロシアが思っていたなら、 彼らは間違いであった事を思い知ったでしょ

う。 

アメリカは先日、シリアとイラクの間にある TANFで 大規模な軍事演習を行いました。 

そしてロシアは驚愕しながら、アメリカ人兵士たちが、 イラクとシリアの砂漠のど真ん中で、クルド人

達と 訓練しているのを見たのです。 

アメリカは中東から消えていません。 

アメリカの空母艦は、地中海にあります。 

そして、この両空母には、シリア国内にある ロシアの戦闘機よりも、多くの戦闘機があります。 

皆さん、言っておきますが、 現在、ロシアはイスラエルを攻撃する為に あそこに居るのではありませ

ん。 
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それは確かです。 

ただ、もし何か間違いが起こって、 イスラエルが何らかの形で、 シリア国内のロシアの利益を損なえ

ば、 

ちなみに、彼らの最大の利益とは、 アサドを維持する事です。 彼らは、アサドに大変失望しています

が。 

アサドは、彼のために残された土地の 50％も支配出来ていないのです。 

ロシアは、かなり彼に失望しています。 

しかし、彼らにとって、彼は、少なくとも 戦略品を享受するための、唯一の手段であることを、 彼らは

分かっているのです。 

 

ところで、ロシアはイラン協議にかけていますよ。 

もしイランが、この協議で多額のお金を手にしたら、 イランは、シリア復興のための資金を ロシアに払

います。ですから、これは、お金の回転ドアなのです。 

アメリカがイラン協議を撤退して以来、 イランは現在、お金がなくて、 ロシアは今、この全貌の為に苦

しんでいます。 

だから、ウラジミール・プーチンは現在、 非常に弱い立場にあるのです。 

そして通常、弱い立場にある指導者というのは、 あまり賢くない動きをします。 

そして多くの場合、他国に対する戦争を仕掛けたり侵略というのは、あまり強くない国のすることで

す。 

彼らは、侵略することで、強くなろうとします。 

皆さん、言っておきます。 自分が強い時は、誰の事も侵略する必要がありません。 誰からも、何も盗む

必要はありません。 

しかし、自分に不足している時は、 当然それを行う事に何の抵抗も感じないでしょう。 

 

皆さん、理解しておいてください。 

中東の状況はエスカレートしていて、同時に、 アメリカの政治的状況はヒートアップしています。 

また同時に、イスラエルとパレスチナの状況も ヒートアップしています。 

現在、温度がグングン上昇しています。 

私達は、まさに聖書が確かに告げている 大いなる事が成就しつつあるのを目にしています。 

皆さん、私達は恐れません。 

私達は、怖がりません。 

私達は、この世の平安さえ待ち望みません。 

 

皆さんの全員に 思い出して欲しいと思います。 

イエスが約束されました。 

「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」 

 

ですから、私達はこれを覚えて、 自分に言い聞かせなければなりません。 

ものごとが、どんどんヒートアップしていても、 

テレビを観ていると、ものごとは、 どんどん醜さを増しています。 

そして私達が、希望を失いそうになる時でさえ、 

私達の平安は、政権や軍隊から与えられるのではなく、 

国連や何かの団体から与えられるのでもありません。 

イエスは、言われました。 「あなたがたは、わたしにあって平安を持つ。」 

皆さん、一つ私に言えるのは、 

私は、ニュージーランドに行った事がありますが、 地球上で最も平和な所です。 

それでも驚いた事に、そこも、 若者達の自殺率が最も高い国の一つなのだそうです。 

とても穏やかな場所なのに、 それでも人々には、神の平安がないのです。 

そして、神との平和がなければ、 何も意味がありません。 
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テロや大混乱の只中にある多くの場所で、 キリストが平安になっている人達を、 私はたくさん知ってい

ます。彼らはそのような状況を、主と共に乗り越えています。 主が舟の中に居さえすれば、対岸にたど

り着けると、 彼らは知っているのです。 

そこで、皆さんにお聞きしますが、 あなたの舟には、主は乗っていますか？ 

あなたの人生に、主は居ますか？ 主は、あなたの人生の船長ですか？ 

あなたは彼を信頼していますか？ もし、あなたが彼を信頼しているなら、 そして、彼があなたの人生の

中に居るなら、 

彼は、「嵐は起こらない」とは言われませんでした。 しかし、「あなたは対岸にたどり着ける。」 と約

束されたのです。それが約束です。  

 

ですから、皆さん、元気を出してください。 

ものごとは、ますます醜くなって行きます。 ものごとは、今以上にひどくなります。 

キリストを除いて、人が皆さんに差し出す平和は、 全て、偽物です。 

今後、私達の周りで目にする戦争は、 全て現実のものです。 

偽の平和と本物の戦争か、 あるいは、本物の平和と偽の戦争、 あなたは、どちらを求めますか？ 

なぜなら、あなたも、 キリストにおいて平和を見つける事が出来るのです。 そうすれば、戦争など何の

意味もありません。キリスト無しには、あなたに平安はなく、 戦争は恐ろしいものになるでしょう。 

 

ですから、皆さんを励まします。 

確かに、ものごとはヒートアップしています。 

我々はつい先日、レバノンのヒズボラが 武器を精密にする工場を置いている現場について、 知ったばか

りです。国際空港のすぐ隣、サッカー場のすぐ隣、 臨海地区、滑走路のすぐ隣、 人口密集地のど真ん中

です。 

また、現在、核材料が イランの首都を埋め尽くしているとも聞きました。 

我々は現在、様々な事が起こるのを目にしています。 

そして、イスラエルが攻撃しなければならない時、 その日はやって来ます。 

その後、彼らは大侵略に苦しむ事になります。 

 

私達は恐れません。 私は恐れません。 

あなたも恐れるべきではありません。 

私達には、私達の救いの希望があります。 私達には、私達の贖いの希望があります。 

私達には、この祝福された希望があります。 

私のパスポートは天国のもの、 私の国籍はここではなく、あちらです。 

私は家に帰ります。 

私はよその国に行くのではありません。 私は、ここを訪問していて、 

私が家に帰る時、私の主人は、 花婿として、花嫁である私達と結婚します。 

そして、彼が、ここに戻って来ようと決めた時には、 私も、喜んでここに戻って来ます。 

栄光の体で、永遠にここを統治します。 

私は、それで構いません。 私は、彼の後ろで馬に乗っていたいのです。 

私は、彼が私のリーダーであり 司令長官であって欲しい。 

でも、それまでは、私は道を外れず、 希望をかたく握り締めて、 私達の希望を告白します。 

一つのことを、覚えていてください。 

約束してくださった方は、真実です。 

また、私達の世代は、 これらの事を見ているだけでなく、 かの日が近づくのを見ているのです。 

だから、今夜、皆さんが励まされる事が、 私にはとても大切なのです。 

明日は、興味深い一日となるでしょう。 そしてもちろん、土曜日、日曜日は、 ニュースを見ている人達

にとっては、大変な日です。 

しかし、一つ、私に言えるのは、 私たちの希望は天と地を創られた主にあります。 

では、皆さんの上に、アロンの祝福を祈ります。 

皆さん、どうかユーチューブの登録を 確認してください。 登録が解除されているかも知れません。 
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フェイスブック、ユーチューブで 私たちをフォローしてください。 

私は、毎日数回ツイッターで投稿していますので、 ツイッターも Behold Israelをフォローして 最新の

ニュースをご覧ください。 

それから、ニュースレターを登録してください。 ニュースレターとデボーションが毎週届きます。 ウェ

ブサイト、beholdisrael.org で登録いただけます。 

 

では、祈りましょう。 

『主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 

主が御顔をあなたに照らし、 あなたを恵まれますように。 

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 

シャローム。主は、あなたに平安を与えられます。  

彼において、あなたも平安を見つける事が 出来るのです。 

あなた方は、この世において、患難がありますが、 勇敢でありなさい。 

彼が、この世に打ち勝ったのです。 

イエシュアの尊い御名によって祈ります。 アーメン 

 

I love you! シャローム！ 

この週末、私達のためにお祈りください。 どうか、私の為にお祈りください。 

このカンファレンスと、日曜日の教会で、 しっかりとやり遂げられるように。 

その後、家に帰って家族と過ごします。 

28:09 

ありがとうございます。 

 アメリカ合衆国、ミネソタ州のミネアポリスより、 god bless you！ シャローム！ 
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