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Amir Tsarfati 氏 中東情勢アップデート 2018 年 10 月 8日公開 

........................................................................................................................ 

皆さん、シャローム。 アミール・ツァルファティです。 

イスラエルとシリアの国境より、 ライブを行っています。 

非常に風が強いですが、私の背後にいるのは、 4つの大陸から訪れている、38人の熱狂的な人々です。  

あと数分待って、人が集まってから、 中東時事アップデートを行います。 

文字通り、シリアから 1マイル離れた場所です。 そこはもう、ロシアと言っても良いでしょう。 

皆さんがご覧になっているこの人達は、 戦車の上に座っています。 

この人達は、まだ知りませんが、 戦車には偽装爆弾が仕掛けられています。 

それは、後で見ていきますが、 皆さん、ここは文字どおりシリアですよ。 

ここから、あちらにシリアを見ているのです。 

シリアからすぐ近くの場所で、あちらに見える人達は、1973年の戦争の残骸の戦車の上でくつろいでい

ます。 

 

ここでは実際に、シリアの戦車 1500台以上が、 ヘブル暦の内で最も聖なる日に イスラエルを攻撃した

のです。当時、我々が持っていた戦車は 150台以下で、 これのものすごいのが、 我々が生き残った事だ

けでなく、その奇跡です。 

いつか、それについてもお話しします。 

 

先ほども言いましたが、ここはもはや シリアとの国境ではなく、イスラエル人の理解では、 ここは、ロ

シアとの国境です。 

それについても、後ほどお話しします。 

 

通常は、ベンテル山の頂上から行いますが、 ここのところ、国境がずっと穏やかなので、 

今日は、シリアから 1.5マイルのところまで 近づいてみることにしました。 

現在我々は、この地域の安全をロシアに頼っています。 非常に興味深いことです。 

私達は、信じられないような時代に 生きているのですよ。皆さん。 

 

では、今からお祈りをして、 短いですが超重要なアップデートを、シリアより 1.5マイル離れた場所か

ら行いたいと思います。 

では、始めましょう。 

 

お父様、感謝します。 

私達は、自分達のこの目であなたの御言葉の不思議を見ています。お父様。私達は、 預言者達が語った

ことを全て目撃している世代です。多くの人達が、仲間入りしたいと夢見た時代です。 

それを、私達は、こうして国境に座っていて、 こちら側をイスラエルによって守られ、そして反対側

は、他でもないロシアによって守られています。 

私達は、とてもワクワクしています。 それは、この状況を喜んでいるのではなく、 聖書に書かれている

一言一言が、今日の 新聞よりもずっと正確であるのを見ているからです。 

この時代に生きている特権に、感謝します。 そして、私達は、見張り人として、大使として、 ビジネス

マンとして、御父の仕事に勤しむ事、 この世代の肩に非常に重くのしかかっている責任を、 理解してい

ます。 

ですから今日、ここ、イスラエルとシリアの国境より、 あなたの御名を祝福します。 

そして、あなたがこのライブ配信を導いてください。 点と点を結び合わせ、 センセーショナルにならな

いように、また、今日の時事とあなたの御言葉とを 明確に示してください。 

あなたに感謝し、あなたを祝福します。 イエスの御名によって。アーメン！ 

アーメン。 
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皆さん、イスラエルとシリアの国境よりシャローム！ こんにちは。 

私の背後にご覧いただいているのは、 4大陸から訪れている 38人の大興奮した人たちです。 

彼らは、恐れてはいません。私達は現在、 シリアから 1.5マイル離れたところにいて、 シリアの目の前

にいますが、私達は恐れていません。 

まず、第一に、イスラエルの神であられる主が 私達の盾ですから。 

そして第二に、この数週間の間、 ここは、イスラエル中で、最も穏やかな国境です。 

これが、ここ数週間の間に起こっている、 非常に興味深い出来事のおかげなのです。 

 

ではまず、ロシアの国境付近での駐留について 報告します。 

今日は、いつも以上に シリアで起こっていることについて、お話しします。 

しかし、シリアについてお話しする前に、 シリア国境に、今、居ますから。 

ただ、皆さんご存知の通り、私は、 私達は「嵐の前の静けさ」の中にいる、 とずっと皆さんに言って来

ました。 そうですね？ 

ここは、風は強いですが、嵐のようには見えません。 

しかし、イスラエルは攻撃されます。 そしてそれは、間違いなく、イスラエルが持っているものが目的

であって、イスラエルの存在の為ではありません。そういった時代はもう終わり、私達は強いです。 

 

一つ、皆さんにお知らせしておくと、 インテルの国際経営と幹部全体が、昨夜、 イスラエルに上陸しま

した。そして明日、彼らは、 インテルの最新のチップを発表します。 それは、どこで開発されました

か？ 

「イスラエル！」 イスラエルのハイファ工場です。 

皆さん、コンピューターチップの世界最大の会社の 経営陣全体が、ここイスラエルにいて、 

彼らが、まさにここで開発した最新のものを、 発表しようとしているのです。 

考えてみてください。 もし、ここが危険な場所なら、 彼らは、一人として、ここに送らなかったでしょ

う。それが、全員がここに居るのです。 

事実、それだけでなく、 インテルとテクニオン（イスラエルの工科大学）との 合同で、人工知能の研究

開発センターを開館します。 

人工知能は、私達の知っている通り、 戦場で人間を使わず、これを使って、 大規模な戦争を行える能力

を提供し、 終わりの時に、大きな役割を果たします。 

 

皆さん、これだけで足りないなら、 

中国の副大統領、私の間違いでなければ、 彼の名は「ジャック・マー / 馬雲」、 アマゾンより大きく、

最大のオンライン販売会社 「アリババ」の創始者であり社長が、イスラエル首相の“イノベーションカン

ファレンス” のために、イスラエルを訪れます。 この半年の間に、彼が訪れるのはこれで２度目です。 

つまり、この中国の副大統領と、 今はもう違いますが、Googleの創始者で指導者だった エリック・シュ

ミットが訪れます。 

世界中から、何百人という数の人がイスラエルを訪れ、あらゆる分野における、イスラエルの最新の発

明を プレゼンするのです。 

 

皆さん、我々のところから 1マイル先にいるロシアが、我々のところに攻めて来るなら、言っておきま

すが、 この古い戦車の修復の為ではありませんよ。 

まさにここにある技術、 それとガス、それから発明です。 

さて、シリアについてお話しする前に、 イランについてお話ししますと、 

この 15日間に、イランのトラック運転手達が、 大規模なストを行なっています。 

皆さん、理解しておいてください。 

彼らは、彼らの政府が、全ての資金をミサイルと ロケット、そして世界中のテロ組織を養うことに 費や

しているため、非常に苦しんでいるのです。イラン国民には、何も残ってないのです。 
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この 15日間トラック運転手達は、 ずっとストを行なっており、今日は、店の経営者達が、それぞれの店

を閉め始めました。 

あちらでは、一般大衆のストが起こっていて、 再び、路上で大規模なデモが起こるのも、 それほど遠く

はないでしょう。 

 

非常に興味深いのは、 

アヤトッラーが計画している事を見てください。 皆さん、いいですか？ 

これ、見てください。 マフムード・アフマディーネジャードが、現在の政府に敵対して、 大規模な集会

を要請したのです。 

そしてこれ、見てください。 

イランでは、アヤトッラー・ホメイニーが 宗教的権力者で、彼が後の全員を任命するのです。 つまり、

全員が彼の支配下にあるということ。 

そこで、彼らの行なっていることを見てください。 

彼らは、”大衆を代表”として、 アフマディーネジャードを使って、 破綻しかけた政府を倒そうとしてい

るのです。 

そしてなんと、このロウハーニーの代わりに、 誰がなると思いますか？ 

再び、彼よりもさらに硬派な者です。 

それが、聖書のシナリオのイランの部分に、 ぴったり当てはまり、 

それでいて、まだイスラエルに執着していて、 ロシアが攻撃して来るときは、 間違いなくイランも参加

します。 

これは、私達の知る事実です。 聖書が、ペルシャが加わると告げていますから。 

ですから、イランは、こうして話している間にも、 非常に脆い状態です。 

 

次に、このアップデートの最も興味深い点です。 それほど長くは話しません。 

皆さん。この２週間に、大型航空機が 防衛システム S−300を、シリアに運び込んでいます。 

これ、見てください。 

非常に興味深いのが、 彼らは、すでにこのシステムには大した価値がない事を 分かっているのです。 

なぜかといえば、それは、 イスラエルがあちらを攻撃したとき、S−400が現場にあったのに、 それが、

我々を止める事が出来なかったのです。 

事実、イスラエル空軍の司令官がモスクワを訪れて、 ロシア防衛相の前で示しました。 

あの、イリューション 20撃墜に対して、 我々には責任がないだけでなく、我々の航空機は、すでにハイ

ファの近くに 着陸していた事を。 ちなみに、そこは、私の家の隣です。 

それが起こったとき、彼らは、 エズレル渓谷に着陸態勢に入っていたのです。 

ロシアは激怒しています。それは、 彼らのレーダーが何か別の事を示していたからです。 

彼らのレーダーは、イスラエルの飛行機が ロシア機の後ろに隠れているところを 写していました。 

その為、ロケットはそのイスラエル機を撃とうとして、ロシア機を撃墜したのです。 

 

では、なぜ彼らはそれほどに怒っているのか？ 

我々は、我々がそこに居なかった事は、 すでに伝えました。 

しかし、彼らのシステムが、 我々があちらに居たと示しています。 

どういう事か？ 

それは、我々の電子戦争が ロシアに間違った映像を送ったという事です。 

私の言っている事が分かりますか？ 

この数日の間に、ロシアの製品を買おう と思っているなら、考え直すでしょう。 

これは機能していないのですから。 

そして、ロシアはその事を理解していて、 そのために、ロシアは激怒しているのです。 

これは、飛行機が撃墜されて、 ロシアのプライドを激しく傷つけただけでなく、 

イスラエルが騙したのは、S−300でなく、 彼らがすでに自分達の軍隊の周りに置いている S−400を騙し

た事を、彼らが理解しているからです。 
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そのために、彼らはこれを受け入れられないのです。 

 

もう一つ、この数日の内に目にしているのは、 これまで見た事のない事で、 

前イスラエルの駐ロシア大使館が言いました。 

あの飛行機撃墜の後、 ロシアのテレビが、今までに見たことのないほど、 一斉に 反ユダヤ主義的な放送

をしているとのこと。 

皆さん、反ユダヤ主義の「旧ソビエトの悪魔」が、 今、目を覚まし始めています。 

 

次に、これで足りなければ、 ここまでは、感情的な域の話だったとすれば、 

別の領域で起こっている事について、 お話ししましょう。 

私はつい先ほど、ビホールドイスラエルの フェイスブックページに地図を投稿しました。 皆さんも、ご

覧いただけます。 

最近のロシアの兵士達の動きの地図です。 イスラエルとアメリカは 非常に警戒しているようです。 

その理由は、これまで、 ロシアはシリア北部の沿岸地帯に居たのです。 

そこのフメイミムに、彼らの空軍基地があったのが、 突如として、ロシアがシリアの東部に移動し始

め、 イランの民兵達に言っているのです。 

「ここから出て行け！今は俺たちがここに居る。 お前達は移動しろ！俺たちは、さらに多くの軍隊、 さ

らに多くの武装車を持ち込む！」 

 

これだけで足りなければ、 

ロシアは、トルコの空軍基地と、イランの空軍基地と、シリア国内にある、シリアの空軍基地を使っ

て、 そこにどんどん航空機を持ち込んでいます。 

イスラエル、または、アメリカの飛行機のレーダーを 混乱させるためです。 

アメリカの偵察機が、毎日 クレタ島やキプロス島から離陸して、フメイミム空軍基地からさほど遠くな

い位置、 60kmのところを飛行していて、 ロシアの動きの一つ一つを探知しています。 

そして今の時点で私達は、ロシアの軍隊や武装車、 それからロシア空軍の軍勢の、 とても異常な動きを

目にしているのです。 

 

もし、これだけで足りないなら、皆さん、 

ロシアは、現在、アメリカが S−300のことを 危惧しているのを理解しています。 

そこで、ロシアは言っています。 

「なら、話をしようじゃないか。 我々に、S−300をシリアに渡して欲しくないなら、 我々に何が出来る

か、座って話し合わないか？」 

皆さん、今の時点で、 イスラエルとは関係のないところで、 緊張感が高まっています。 

イスラエルは、安心安全です。 

事実、私たちのすぐ後ろを、皆さんにお見せしますと、 現在、あちらで式典が行われているのです。 

また別の戦車の隣、国境から 1マイル離れたところに、 たくさん国旗が立っていて、数百人がいます。 

現在もし、ここが危険な状況なら、 屋外で式典など、決して行わないでしょう。 

皆さん、イスラエルは現在、沈黙していて、アメリカは現在、我々のために、 ロシアの異常な動きを探

知し動いてくれています。しかしながら、間違ってはいけません。 

ロシアは、自分たちは、 アメリカの軍隊、アメリカの装備を相手には、 絶対に戦えないことを理解して

います。彼らの軍隊は古くて、破綻していて、 彼らのシステムも古くて、あまり役に立たないのです。 

だからロシアは、アメリカに、 こう言っているのです。 

「もし、お前達が、我々に、戦利品を享受して、 ユーフラテス川を超えさせないなら、 我々には、我々

独自の選択肢がある。」 

彼ら独自の選択肢とは、何でしょう？ 

彼らの選択肢とは、ここですよ。 

ロシアの、ウラジミール・プーチンは、初めて、 基本的には、彼の友であるイスラエルと並ばず、 彼の

味方である、イランと並んだのです。 
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この 2つは異なるのです。 友達でありながら、自分の利益のために、 別の味方につく事は可能です。 

この２週間の間に、皆さんは、何か耳にされましたか？ イスラエルが、どこかを攻撃したと聞きました

か？ 

いいえ。 

現在、ロシアは、鉄のカーテンを課していて、 誰にも飛行を認めていないのです。 

事実、ロシアは、シリアにも、周辺の者にも、 ここはロシアの領土であって、 ここでは、誰も何も行え

ない、と言っているのです。 

 

いいですか？皆さん。 

もし、私がひとつ見出しを出すなら、 と言っても、センセーショナルに言うのではありませんよ？ 

「イスラエルは、 もはやシリアと国境を共にしていない！」 

 

ところで、だから、シリアは エゼキエルに出て来ないのです。 

エゼキエルは、戦争について説明していますが、 その中に、シリアは一度も出て来ません。 あの国は、

存在しなくなるのです。 

現在、我々にあるのは、文字どおり、アラブ国土で我々はロシアと国境を共にしているのです。 

そして、ロシアの中では、 その日が来て、しかるべき瞬間が来れば、彼らは、この 4年の間に、 この

泥々で血なまぐさい戦場で費やした 何十億ドルから、何らかの収穫をえるために、 行動に出ます。 

皆さん、間違ってはいませんよ。 

私たちは、ロシアがイラン、トルコと同盟を組み、 いずれイスラエルに攻め込んでくる、最後の段階の 

準備に入るのを、間もなく見ようとしているのです。 

 

さて、私が預言者ではない事をご存知の方？ 

よかった。 

私が Non-Profit（非営利/非預言者） 団体の人間だと、 彼らは、知っています。 

それから私たちは、預言者になろうとするべきでない、 と私は信じています。 

預言者達は、すでに全てを書いているのです。 私たちがするべきことは、ただ読むだけ。 そして、信じ

るだけです。 

イエスが、エマオへの道を歩きながら、 二人の弟子達に言われました。 

「ああ、愚かな人たち。 預言者の言った全てを信じない、心の鈍い人達。」 

皆さんに、はっきりと言っておきます。 

あなたがもし、王の王、主の主、天と地の創造主に お会いする準備が出来ていないなら、 

もし、あなたが正しい生き方をしていないなら、 もしあなたが、まだまだ時間が残っている と考えてい

るなら、 

よく考えてください。 

ロシアは待っていません。 ヨーロッパは待っていません。 

イランは待っていません。トルコは待っていません。 

世界の出来事は、私たちの目の前で、 大戦争が迫っていることを告げています。 

私は、それが明日起こる と言っているのではありませんよ？ 

事実、明日でないことは確かです。 今、ここは、最も穏やかな国境ですから。 

ただ、私が言いたいのは、 今は嵐の前の静けさだと言うこと。 

ここにいる人たちは皆、確信しています。 私たち、城壁の見張り人だけが、 迫り来る暗雲が見る事が出

来ています。 

今、あちらにいくつかの雲がありますが、 皆さん、ご覧いただけるでしょうか。 

ほら、あちらに大きな雲が見えますね？ 

そうです。聖書には・・・ 

聖書には、エゼキエル戦争が、地に迫る黒雲のようだ、 とあります。それは、北から迫って来ます。 

ここで立って見る以上に、最適な場所はありません。 

皆さんは、今、その図を見ているのです。 
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皆さん、現在、雲が、はるばる北から イスラエルの地に向かって来るのを見ているのです。 

皆さんにお伝えしておきます。 

その戦争が起こって、それらの雲がここに来る時、 私達は、もうここに居ない可能性が、 非常に高いで

す。それが起こる前なのか、その最中なのか、 その後なのか、私には分かりません。  

しかし、1つ私に確かなのは、 

この地域に平和をもたらす者は、 私達の誰一人として、見る事はありません。 

そして、その事から、私は、 私たちが滅びない世代であることを、 確信するのです。 

かの日が近づいているのを、私たちは見ています。 

 

ですので、シリアから 1マイル離れた場所より、 皆さん全員に、お伝えします。 

皆さんは、全員この世において、キリストの大使です。 

そして、キリストの大使である為には、 あなたの家族や、同僚、誰であれ、未だに 理解していない人達

を、あなたがイエスに代わって 和解させるのは、非常に重要なことです。 

大使として、あなたは、 彼らに懇願し、伝え、説得しなければなりません。 

皆さんは、何が起こるのか、何が迫っているのか、 そして大きな希望がある事も知っているのですか

ら。 

私たちは、ピリポ・カイサリア方面を訪れて、 そこで、イエスが弟子達に言われたことを 学びました。 

「メシアは訴えられて死ななければならず、 よみがえらなければならない。」 

ヨブが言った通り、 『私は知っている。私を贖う方は生きておられる。』 

私たちの全員が、 主が生きておられることを確信しています。 私たちは、死んだメシアを礼拝していま

せん。彼は、生きて、御父の右におられ、あちらで、 私たち全員のために、場所を整えておられます。 

そして、すぐに来て、主のおられるところに、私たちを 一緒に居らせるために連れて行ってくださる。 

 

皆さん、見てください。 あちらに雲があって、虹も出ています。 

私が話している間に、虹が出て来ました。 

ご存知の通り、私は預言者ではありませんが、 あちらに出ている虹が、皆さん見えるでしょうか。 

ちょっと見えにくいですが。 

ただ皆さんにお伝えしたいのは、 神は、キリストを通して 皆さんと契約を結ばれたのです。 

永遠のいのちが、皆さんを待っています。 

皆さん、理解しておいてください。 あちらはシリア、こちらはイスラエル、 

あちら、上は、 皆さんにご覧いただけるか分かりませんが、 

ほら、あそこです。 

あそこが、私達が属する場所です。 私たちの国籍は、ここではありません。 

私はイスラエル人で、私はイスラエルを愛しています。 が、私はキリストに立ち返った時、 新しいパス

ポートを受け取ったのです。 

私の国籍は、天国です。 

皆さんも同じです。 ですから、用意をしてください。 パスポートを持ってください。 

すぐに必要になりますよ。 

もし、あなたがパスポートを持っていないなら、 まだ、あなたが主を知らないなら、 今日が救いの日で

す。あなたにも、新しいパスポートが与えられます。 

そして、もうすぐ、私たちがあちらに行けば、 ペテロなのか、誰かがそこに座って、 私たちのパスポー

トに、スタンプを押してくれるのか 私には分かりませんが、 

私に一つ言える事は、パスポートを持っていれば、 誰も拒否される人はいないのです。 

ビザの必要はありません。 

パスポートだけで十分。 私たちは、天国の国民ですから。 

 

ということで、現場の状況は整って来ています。 

そこで、私の質問は、 あなたの人生、あなたの心の状況はどうですか？ 

あなたは準備が出来ていますか？ 
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私たちは、それを自分に問うべきです。 また私たちの知り合い、家族は 準備ができているか？ 

今日、今から一緒に祈ります。 私たちが最後まで忠実でいられるように。 終わりはすぐそこまで近づい

ています。 

そして、約束してくださった方は、真実であることを、 私たちは忘れてはいけません。 

その方が、私たちを迎えに来てくださるのです。 彼は、私たちを孤児にはしない、連れて行くと 約束さ

れたのです。 

私はこれを、とてもワクワクしています。 では、祈りましょう。 

これを見ている人全員に、明確になるように。 彼らも、用意しなければなりません。 

それから、アロンの祝福で終わります。 

 

お父様。ありがとうございます。 

 混乱の最中にあっても、患難の只中にあっても、 イエスにあって、私達には平安があります。 

「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)と、イエスは言われました。 

勝利はすでに達成されました。 

お父様。イエスの御名によって祈ります。 理解を超える平安を、 今、この動画を見ている人たちにお与

えください。 

お父様。イエスの御名によって祈ります。 道、真理、いのちを探している人、皆が、 ただ、主だけに立

ち返りますように。 

『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。彼の平安/シャローム。 

この世において、私たちは、 決して、どこにも平安は見つける事が出来ません。 

彼の中に、私たちは全ての理解を超える平安を 見つける事が出来ます。 

彼は、平和の君、平和の主、 彼が、今も、とこしえに、ここでも、どこにいても、 あなたに平安を与え

ることが出来るのです。 

イエスの御名によって。 アーメン！ 

 

アーメン 

ゴラン高原より、 God bless you! I love you! シャローム！ 

フェイスブック、ツイッター、インスタグラムと ユーチューブで Behold Israelを フォローしてくださ

い。 

何度も言いますが、何百人という人達が、 登録を解除されたと言っています。 

皆さん、ご存知かどうか分かりませんが、 フェイスブックとユーチューブの両方が、 保守派のチャンネ

ルを狙って、攻撃しています。 

皆さんも、知らないうちに 登録解除されているかも知れません。ですから、ユーチューブの登録を確認

してください。 

ツイッターでは、恐らく、私は 毎日５回は投稿していると思います。 ですので、Behold Israelをチェッ

クしてください。 

それから、ウェブサイトは、beholdisrael.orgです。 登録して、週に一度ニュースレターとディボーショ

ンを 受信してください。 

ありがとうございます。 イスラエルより、God bless you! シャローム！ さようなら。 
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