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Amir Tsarfati 氏 中東情勢アップデート 2018 年 11 月 7 日公開
アメリカの中間選挙の結果と中東の影響について
…………………………………………………………………………………………………………
皆さん、シャローム、こんばんは。 偉大なる王の都エルサレムより、 アミール・ツァルファティです。
アメリカの中間選挙の結果と、中東への影響について、短くアップデートを行いたいと思います。
皆さんご存知の通り、今の時点で、少なくとも 共和党が上院で 2 席獲得、 民主党は下院で 26 席以上獲得し
ています。

共和党の象と民主党のロバ
つまり、下院は民主党がほぼ 51％、 上院では、共和党がほぼ 51％。 これだけをとっても、こんにちのアメ
リカが どれほど分断されているのかが分かります。またこの事は、2 年前のドナルド・トランプの勝利が、 ど
れほどの奇跡であったかを示しています。ですから、あの勝利がどれほど素晴らしい事であったか、どれほど
奇跡的であったかを理解したいなら、多分今日、それがよく分かったのではないでしょうか。
しかし、皆さん、アメリカが分断されていることを、 理解しておかなければなりません。
「青の波」がない事
は神に感謝ですが、 「赤の津波」もまた、感じられませんでした。
地に足がついている方なら分かると思いますが、現実的な可能性の中で最善は、 共和党が上院を維持し、 民
主等がわずかな過半数を議会で得ることです。ほとんどの大統領は、 中間選挙で両方の過半数を失いました
から、上院を維持し、増加までしたことは、 すでに大きな事を達成だと思います。これによって、トランプ
大統領を弾劾しようとする試みは、全て遮断されるでしょう。また、民主党が、下院で高額な費用をかけて、
無駄に議会を捜査しようとするのを、共和党が脅威となって抑えます。議会のもう一方がその答えを提供でき
ますから。
ですから、つい先ほどトランプ大統領が、 あのようにツイッターで投稿したのです。
「下院で、不要で高額な捜査や探索を始めても意味がない。 我々が過半数をしめる上院で、いつでも同じ事
が行えるし、答える事が出来るのだから。」
ナンシー・ペロシが、言っていましたが、 「弾劾を推し進めるなら、両党合意でなければ出来ない。」
彼らが議会でやりたい放題するのは、 容易ではないことを、彼女は良く理解しているのです。
個人的に私は、この結果にがっかりしています。 個人的に私は、パレスチナ人、反イスラエル主義のパレス
チナ人の女性が下院に入っている事や、ミネソタ州でも、もう 1 人が下院に入っており、 他にも、ニューヨ
ークの下院に選ばれた人物のように、 非常に狂った人たちが何人か選ばれたのを見て、 驚愕しました。
こういった人達は、私にとっては謎ですよ。ただこのことから、人々が候補者に投票したのではなく、実際に
は、トランプと共和党に敵対して投票したのだという事が分かります。それが全てです。
これは、それほど悪いことではないと思いますが、 次に大きな部分です。
議会が分断され、下院が民主党の手に渡り、 上院が共和党の手に入ったということは、 トランプ大統領は、
国内政策に関しては思うように動けないということを意味します。ですから彼は、彼のするべきことをしなけ
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ればならず、 つまりそれは、
「外交政策」です。なぜならそれが、上院がより任されている部分ですから。 そ
してもちろん、そこでは彼に過半数が保証されています。

皆さん、重要な国内問題が多く炎上しているために、 中東が、あの政権の優先順位の ５位、６位、７位であ
るとするなら、トランプ大統領は、私が思うに、国内問題よりも、国際問題と外交政策にもっと取り組むこと
になると思います。なぜかといえば、国内問題は、常に、絶対に、 下院によって却下されるでしょうから。
これが、私の最大の恐れです。当然アメリカは、アメリカとアメリカ人の問題を修正する為に、これからは、
他方、もう一つの場所にも行かなければなりませんから。そしてそれによって、 内側からほぼ麻痺する事に
なります。

次に、トランプ大統領が将来の議長ナンシー・ペロシを攻撃しなかったのは、聡明であったと思います。
彼は、それをしても無駄である事、 また、彼女を遠ざけるより、自分の近くに置いておく必要があることを
理解しています。そこで彼は、実際、彼女が議長となるために、共和党でさえ彼女に投票することを約束した
のです。個人的には、私は、これを理解できません。
しかしそれは、恐らく、国内政策においては、私がアメリカの政策のやり方を理解していない為でしょう。
私は個人的には、この女性が未だに下院でしていることを、理解できません。
ただ、私に言えるのは、私は、トランプ大統領と 彼の顧問達は理解しているのだと信頼します。
時として、知らない敵よりも知っている敵の方が良い場合があります。イスラエルの政策から、私はそれを知
っています。 私は、イスラエルの国内問題から、それを知っています。だからこそ、おそらく彼は、 あのよ
うな発言をしたのでしょう。

皆さん、中東和平案が、当事者達に提示されるのを、 ずっと待っているなら、 その日は、さほど遠くないと
思います。なぜそう思うかというと、下院が民主党の手に渡った今、 トランプ大統領が下院の承認なしで行
える事は、 外交政策です。このために、私は、今後イランに対する強烈な制裁が、さらにどんどん課せられ
るのだと信じています。仕掛けは非常にシンプルです。 イランは、石油しか芸がありません。
そして今や、石油貿易は制裁が課されていて、 新しい制裁の波によってあらゆる方向で阻止されています。
また石油価格は、暴落していて、 テキサス石油で 62 ドルです。
皆さん、イランが現在、 ものすごい圧力の下にいる様子は、驚愕です。しかしもし皆さんが、それで彼らが
止められると考えておられるなら、それは違います。私は、中東におけるアメリカの介入が さらに多く見ら
れるようになると思います。さらに私は、ロシアに対する圧力もさらに増大すると予測しています。そして、
何らかの形で彼らの味方達が彼らの必要をもたらすのでしょう。 ここに、イスラエルが関わってくると私は
信じています。

皆さん、 私は夜中に目が覚めて祈りました。私が祈ったのは、その時間、票が集計されているのを知ってい
たからで、また、別の場所では、まだ投票が行われている事も分かっていましたから。
ただ、皆さんに言っておきたいのは、 私にはものすごい平安がありました。 その理由は、２つのことからで
す。一つは、共和党が上院を失わなかったのは、 ドナルド・トランプの勝利と同じぐらいの奇跡です。
ただ、皆さんにお伝えしておきたいのは、聖書は「将来素晴らしいことが起こる」 とは、私たちに告げてい
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ません。事実、告げているのは、
「不法の秘密はすでに働いています。 しかし今は引き止める者があって、 自分が取り除かれる時まで引き止
めているのです。その時になると、不法の人が現われます」 第二テサロニケ 2:7-8
ですから、私たちは、
「ドナルド・トランプが大統領だから、全てが素晴らしい」とか、 「共和党内にものす
ごい熱意があるから、全てが素晴らしい」とか、そんなコンセプトの下には生きていけません。
アメリカは分断されています。大統領選の時にも、私たちはそれを目にしました。
それは、アメリカだけでなく、 ヨーロッパも分断されています。 皆さん、理解しておいてください。
ヨーロッパは、激しく分断していて 東欧圏はもはやフランス、ドイツには同意しません。
キプロスやギリシャも、もはや彼らに同意しません。 欧州連合は、全く一致していないのが分かります。
アラブ界でも、ものすごいことを目にしています。 アラブ界も一致しておらず、シーア派、スンニ派も一致
していません。スンニ派の中でも、トルコとサウジアラビアは 互いに、それぞれの方向に推し進めています
し、シーア派の中では、ある者はイランを支持し、 ある者はイランに反対しています。 イラクの中でさえで
す。皆さん、分断は大混乱を生み出す為の、 敵のツールの一つです。
私たちは理解しておかなければなりません。 世界が分断した時、反キリストが登場して立ち上がり 介入しま
す。人々にとって、ものすごいパワフルな形で、です。

確かに、カリフォルニアの人にとっては、 彼らの候補者が知事にならなったのは、 非常に残念です。他のと
ころでは、非常に狂った人が、 今や知事だったり上院議員、代議士です。
ただ、私に言えるのは、世界で分断されている場所は、アメリカだけではありません。先ほども言いましたが、
世界は完全に混乱しています。
そして、皆さんにお伝えしたいのは、 主が私に与えてくださった聖句で、ピリピ 4:6−7 です

何も思い煩わないで、あらゆるばあいに、 感謝をもってささげる祈りと願いによって、 あなたがたの願い事
を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えにまさる神の平安が、 あなたがたの心と思い
を キリスト・イエスにあって守ってくれます。 ピリピ 4:6−7

それから皆さん、思い出してください。 聖書は、私たちが考えるべき事について告げています。
なぜなら、私たちは、この世のものではありません。 私たちの知っている通り、私たちの国籍は天にありま
すから。聖書のコロサイ人への手紙 3 章に、 こうあります。

1 こういうわけで、もしあなたがたが、キリストとともによみがえらされたのなら、上にあるものを求めな
さい。そこにはキリストが、神の右に座を占めておられます。
2 あなたがたは、地上のものを思わず、 天にあるものを思いなさい。
3 あなたがたはすでに死んでおり、 あなたがたのいのちは、キリストとともに、 神のうちに隠されてある
からです。
4 私たちのいのちであるキリストが現われると、 そのときあなたがたも、キリストとともに、栄光のうちに
現われます。
(コロサイ 3:1-4)
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ですから、皆さん全員へ、私からの励ましの言葉は、私たちは、昨夜、多くの人にとっては今朝ですが、リア
リティ査を受けたのです。
そこで皆さん、理解しておいてください。 私たちが占拠できる波はありません。
議会は分断され、 分断された議会は、長くは続きません。
アメリカの将来は、ドナルド・トランプの中にも、 共和党の中にもありません。 イエスの中にあります。
ある人は象に投票し、 またある人はロバに投票しましたが、 神の小羊に投票しましょう。ユダ族の獅子に。
私が言いたいのは、 分断の観点から、これから起こる大混乱の観点から、皆さん、民主党は、黙ってはいま
せんよ。 これは彼らにとって、復讐のチャンスです。 過去 2 年間の共和党の喜びを台無しにするための。
皆さん、これらの観点から私に言えることは、 これによって、クリスチャン達は、さらに希望を主だけに置
くべきです。

7 ある者はいくさ車を誇り、ある者は馬を誇る。 （ある者は政治家に頼り、ある者は軍隊に頼る。 ）しか
し、私たちは私たちの神、主の御名を誇ろう。
(詩篇 20:7)
これが、重要なことです。ですから皆さん、皆さん全員を励ましたいと思います。
この 24 時間の間に私が見たのは、 分断された国だけでなく、分断された議会だけでなく、 分断された世で
す。先ほども言いましたが、 分断されているのはアメリカだけでなく、全世界が分断されています。
そして、敵は欺きと狂気を撒き散らすのに必死です。
当選した一部の人々は、狂気的な人達です。 文字どおり狂っています。
敵がそれを行なうのは、 それによって、人々をさらに絶望させる為です。
そして、さらに人が絶望すればするほど、 時が来て反キリストが登場すると、 誰もが受け入れの準備が出来
ています。唯一、反キリストを受け入れる用意が出来ていないのは、ここから出て行く者達です。
聖書は告げています。

7

不法の秘密はすでに働いています。 しかし今は引き止める者があって、 自分が取り除かれる時まで引き
止めているのです。

8

“その時”になると、不法の人が現われます
（第二テサロニケ 2:7-8）

ですから皆さん、元気を出してください。 短くアップデートをして、 皆さんを励ましたいと思いました。
私たちは、イエスを信頼します。 私たちの信仰の創始者であり、完成者です。
どうか、覚えていてください。
アメリカを再び偉大にするのは素晴らしい事ですが、 しかし、イエスを主としましょう。 そして、彼を賛美
しましょう。
一つ、私に言えるのは、
この都を見てください。 イスラエルの首都として、ここに 3000 年立っています。
そして主は、その約束どおり、 私たちをこの地に戻してくださったのです。
これは、皆さんの保険証書です。 神は、皆さんへの約束を守ってくださいます。それは議会でもなければ、
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上院でもありません。
私は、ユダ族の者、私の家系で 2000 年の後、 この都エルサレムで生まれた最初の世代です。イスラエルは故
国へ戻りました。 エルサレムは私たちの手に戻りました。 アメリカ大使館は、今、エルサレムにあります。
これらのことを考えください。 これらは、永遠のことです。 大事なのは、これらのことです。これらの事に
よって、皆さんは理解するのです。
これから先数ヶ月、もしくはこれから先 2 年、 あちら側から聞こえて来ることが、 どれほど馬鹿げているか。

皆さん、覚えていてください。 天にあるものに目を向けましょう。
そして不安にならないようにしましょう。 なぜ不安になる必要があるのですか？
私はつい 2 時間前にエンゲディから戻って来ました。 ダビデがサウルから隠れていた場所です。
考えてみてください。 ダビデはあそこに居て、サウルを殺す機会もあったのです。 でも、彼はしなかった。
それは、主がそこに居て、 彼を個人的に導いておられたからです。
ダビデはその波長を、神の御言葉、神の御心、 神のアドバイスに完全に合わせていました。
第一サムエルの 17 章、18 章、19、20、21、22、23、24、エラ渓谷からエンゲディまで、
迫害されながらも、彼の持っていたナビゲーションは 神のみで、神が、彼に行く道を示されました。
「神よ。左に行くべきですか？」 「よし。左に曲がれ。」
「はい、曲がりました。彼らは上って来ますか？」 「彼らは上って来る。」
「では、どうすれば良いですか？」 「右に行け。」
皆さん、これが、私達が合わせるべき波長です。 ここに繋がっていなければなりません。
これを、私たちは覚えておかなければなりません。
確かに、皆さんはするべき事を行い、投票しました。 確かに、皆さんはするべき事をしっかりと頑張りまし
た。私が思うに、私たちは、私たちのするべき事を行なわなければなりません。 しかし神は、この結果を良
しとされました。
次に私たちは前進して、 今度は、御父の仕事を行うのです。
今、私たちはキリストの使節となるのです。 そして今、私たちは城壁の見張り人です。
それによって、後に私たちは、 ここ地上で、キリストと共に統治する祭司になるのです。
美しくないですか？ ああいった狂った人たちは、もはや支配しません。
ですから、今こそ、波長を変える時です。 今こそ、本当の連合体を理解する時です。
そして今こそ、私たちは恐れず、 不安にもならないという事を示す時です。
それ以上に、覚えていてください。エレミヤは、17 章だったと思いますが、 私たちが主を信頼する事につい
て、伝えています。主を信頼することについて、エレミヤはこう言っています。

7

主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。
(エレミヤ 17:7)

エレミヤは、干ばつの時でも、困難な時でさえ、 それを理解しようとしました。
今、人は皆さんのことを見ています。 そしてもし、あなたが主を信頼しているなら、 あなたが完全に主を信
頼しているなら、あなたの木は葉が茂り、実をみのらせます。
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そしてピリピ４章にある、 「理解をはるかに超える神の平安」 が、あなたを支配しているのを、誰もが見ま
す。

以上です。
皆さん、現在起こっていることに関しては、 またお伝えします。 今は、皆さんのお時間を取りたくありませ
んから。
イスラエルは、いつでもシリアで攻撃を行えるよう 準備をしています。
我々は現在、ギリシャ空軍と共に訓練中です。
ギリシャ空軍は、寛大にも私達に S−300 の使用を許可してくれたので、 我々は、自分達の作戦と攻撃の実力
を試す事が出来ています。
我々はすでにロシアに告げています。 我々は、ロシアがシリア国内の S−300 に人を配置しないことを望んで
います。なぜなら、もし我々がそれらを破壊しなければならない場合に、私たちは、ロシア人を傷つけたくあ
りませんから。
現在、私が口外する事の出来ない事が、 非常に多く起こっています。
ただ、私に言えるのは、 近い将来、事態は白熱するでしょう。 事態は非常に興味深い方向に行くでしょう。
しかし私は恐れません。
皆さん、私は今、中東に居て、 私はエルサレムに居ます。 しかし私は恐れません。
私は恐れていません。 なぜなら私は、自分がどこへ行くのか知っていますから。 私は、誰が支配しておられ
るか、知っていますから。そして私は、私を贖う方は生きておられることを知っていますから。 そして私は、
神は今でも毎日御座に着いておられる事を知っています。

という事で、皆さん、ありがとうございます。
私達のニュースレターをご希望の方、 ディボーションをご希望の方は、 beholdisrael.org を訪れて、登録
してください。私たちのユーチューブチャンネルを登録してください。 「Behold Israel/ ビホールド イス
ラエル」です。 私のインスタグラムでは、美しい写真を載せています。
今日私は、死海とエンゲディと、イエスが試みに遭われた荒野で、息をのむような写真を載せました。
続けて一語「beholdisrael」 です。 私たちをフォローして、 LIKE してください。 もちろん、フェイスブ
ック、ユーチューブ、 インスタグラム、それからツイッターも。
ツイッターでは、私は一日に数回投稿しています。 これは私の新しい手段で、とても気に入っています。
非常にたくさんの情報を、ほぼ 1 時間ごとに 手軽にお伝えする事が出来ますから。

皆さん、ありがとうございます。 エルサレムより、God bless you! シャローム！ I love you！
正式な中東時事アップデートで、 またお会いしましょう。 その時に、また多くのことをお伝えします。
ありがとうございました。 シャローム！
メッセージ by Amir Tsarfati/Behold Israel

God bless you! I love you!
：http://beholdisrael.org/

【写真出典一覧】
共和党の象と民主党のロバ：Wikipedia「共和党」

