中東時事アップデート

BeholdIsrael.org

Amir Tsarfati 氏

1

中東時事アップデート

2018 年 11 月 19 日公開

…………………………………………………………………………………………………………
では、お祈りから始めて アップデートに入りたいと思います。
数分前、飛行機が離陸する音が聞こえました。すぐに着陸する音が聞こえるでしょう。
ほんの数分前に、 イスラエルがシリアを攻撃しました。
アラブの情報源が、それを報道しています。 今こうしてお話ししている今の時点では、 私は、これ以上を報
告する事は出来ません。
ただ、先ほど皆さんには、空軍基地からほんの 3 マイル離れた場所に住むというのが どういうことか、任務
を果たすため離陸する飛行機の音を聞いて、少し体験していただきました。
では、お祈りをしてアップデートを始めましょう。

お父様あなたに感謝します。 私たちは、今、信じられないような 時代に生きています。
お父様あなたに感謝します。
私たちは何をも恐れません。 私たちは、最後に誰が勝利するのかを、 はっきりと知っていますから。
話の最後を、私たちは知っています。
あなたが私たちに、私たちの生きる時代と季節を理解する悟りを与えてくださいましたから。
お父様あなたに感謝します。 イスラエルはイランに騙されず、
私たちが、ガザで戦争を起こすべきだと 考えなかったことに、感謝します。
お父様、感謝します。私たちは目を開いて、北部で起こっていることに目を留め、
するべきことを、数分前に行いました。
お父様あなたに感謝します。 あなたは、全てを治める神であられ、
あなたはこの谷で起こることを、 驚くべき形で私たちに伝えてくださいました。
さらに、あなたは 2700、2800 年前に、あなたの預言者たちに全てのことを、伝えられました。
そしてそれを通して、こんにち私たちは この場所で過去に起こったこと、 今起こっていること、これから起
こることを理解出来ます。
お父様。私たちはあなたに感謝し あなたを祝福します。
私たちは、この最後の時、最後の瞬間に 生きていることに、本当にワクワクしています。
イエスの御名によって。 アーメン。

アーメン。
皆さん、イスラエルのガリラヤより シャローム、こんばんは。背後に見えるのはアルマゲドンの谷です。
先ほどお伝えした通り、アラブの報道によれば、イスラエルが、数分前にシリアで攻撃しました。標的につい
ては、あえてお話ししませんが、私に言える事は、標的は、ネタニヤフ首相が話した事と関連しています。イ
スラエルが、なぜ直ちにハマスとの停戦を決意し、あちらでの軍事対立に持ち込まなかったのか、その理由で
す。我々の目は、北部国境に向けられていて、まさにそのために、我々はあれを行ったのです。

ここ 2 週間ほど、イスラエルは イランの 747 機貨物機が、ダマスカスとベイルートに到着するのを目にして
いてイスラエルは、そこから装備が荷降ろしされるのを、目にしています。
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F-16 が任務を終えて戻って来る音が聞こえます。すぐに彼らの着陸音が聞こえます。
先に彼らが無事基地に着陸するのを待って、それから、全てを始めます。
聞こえますね。

ハルマゲドンの谷の基地の音が聞こえるライブ中継
彼らはたった今シリアを攻撃して、今、着陸しようとしています。
今日、ものごとが迅速に進んだのが、興味深いです。
我々がシリアを攻撃した時、 直ちに現場のシリア人達から報告されました。
ソーシャルメディア中が、イスラエルのあちらでの活動で埋め尽くされるのに、数秒とかかりません。
今、f-16 が、私の後ろ 3 マイルの所にある、空軍基地に最後の着陸を終えました。また新たに見事な任務終
了です。
イスラエルは、目を見開いているロシアの下で起こる事、そしてレバノン、それからシリアに起こる事を非常
に警戒しています。
明らかに、我々はこの数週間、レバノンとシリア上空でずっと偵察飛行を行って来ました。
さらに地上活動も行なって、上空から疑いを感じていたことを確証しました。
そしてそれが、皆さんが今、耳にされた攻撃へと繋がりました。
恐らく、そこからさらなる攻撃に繋がるでしょう。
ですから、引き続き、重要なことにフォーカスしましょう。
皆が、ガザ、ガザ、ガザと、ガザについて話していましたが、 私は、ずっと言って来たようにあちらのパレ
スチナ人の間で起こっている事は、ただの気狂い、欺きで、時間の無駄以外何ものでもありません。彼らは、
自分達が国家でない事を知っています。 彼らは、自分達は決してパレスチナ国にはならないことを、知って
います。
彼らは、実際にダマスカスとテヘランから命令を受けているのです。
事実、言っておきますが 、私が思うに、ガザから起こった事は、テヘランからの直接命令で、基本的には、
イスラエルとイランの間接的な戦争です。
以前に、こういった事はありました。 直接戦争はエゼキエルが成就される時です。
しかし、間接的な戦争は、現在しばらくの間続いていて、興味深いのが、多分ちょうど一週間前だと思います
が、ロケットが飛び交い、実際、500 発以上のロケットがガザからイスラエル人の地域に向けて放たれました。
そしてロシア製の非常に残忍な、対戦車ミサイルの一つコルネットが、イスラエルのバスに命中しました。 感
謝な事にバスは空車でしたが。
その作戦が実行された時、コルネットロケットが、イスラエルのバスに命中する様子をとらえた動画が、最初、
レバノンにあるイランのテレビに映し出され、その後、パレスチナのテレビにだけ映されました。
このことから、イランが命令を送り、全貌を録画して、自分達のした事を自慢している事が分かります。
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言っておきますが これはイスラエルの注目をそらすのが目的です。
ネタニヤフ首相が、巧みに非常に聡明に、その罠にかからない事を決意しました。
彼は演説の中で、イスラエル国家に警告しました。
公開できない、ある理由のために、我々が、ハマス を激しく攻撃する前に、 ガザでの暴力を終わらせなけれ
ばならなかった。
今は公にする事が出来ない問題が、 別に上っているため、彼はそれを行う必要があったのです。
そこで私に言えるのは、これらの問題は、シリアとレバノンに到着している飛行機に関係していて、イスラエ
ルは、非常に気がかりなことを発見したのです。それによって明日戦争が起こる事はありませんが あちらで
将来的な戦争に繋がるには 十分な理由になるのは確実です。
そこで、皆さんに説明しますと、ロシア、トルコ、イランは、今までになかったほど より強く大胆で、果敢
になって来ています。事実、皆さんに言っておきますが、また（戦闘機が）来ましたね。イスラエル首相は、
パリでプーチンに会い、 恐らく初めて、気づいたのでしょう。
これは、イスラエルを完全に見捨てて、 別の側に移る為の、ロシア側の非常に計算された動きであった事を。
ここで起こっている事は、かなり驚きで、ウラジミール・プーチンは、あの飛行機が撃墜された 9 月 17 日ま
では、中立の立場でした。
そしてロシアは、9 月 17 日突然に立場を変えました。 あの日、シリア軍が s-200 地対空ミサイルで誤って ロ
シアの偵察機を撃墜したのです。念のために言っておくと、それによってロシアは不条理にも、その行為の責
任をイスラエルに追及しているようです。基本的には、イスラエルを攻撃する為の 非常に計算された動きで
す。ロシアは、この出来事を利用して シリア国内での、イスラエルとの作戦的な活動を終え、 完全にイラン
側へと移行する事が出来るのです。これを、ネタニヤフ首相は、先週、 パリでのプーチンとの 30 分の会談で
悟ったのです。そして、シリアが飛行機を撃墜した直後、 さらに高性能な s-300 地対空ミサイルを、ダマス
カスに配置すると、ロシアの防衛大臣が発表しました。
そのわずか一週間後 シリア国内にある、ロシアのフメイミム空軍基地に s-300 が上陸し、即座に組み立てら
れ配置されました。これは計算された動きで、 ロシアによって行われました。
ロシアは、もはやイスラエルの味方ではありません。
彼らは、我々に対してそのことを 非常に明確にしました。
彼らは、完全にイラン側へと移行しました。
彼らは、9 月 17 日に完全に移行したのです
そしてこの為に、先週イスラエルは、 ギリシャ空軍と共に、大規模な上空訓練を行ったのです。
イスラエルのメディアの報告によると 訓練の目的は、s-300 発射台の前で活動出来るよう パイロットを訓練
することです。ギリシャは、s-300 システムを感じていて その為に我々はこれを行いました。皆さん、理解
しておいてください。現在の北部の悪化した状況をお伝えしますと、 ロシアの裏切り、それとイランの明白
な興味は ガザと北部と 2 つの前線を挑発することです。
基本的には、この為に、ネタニヤフ首相の決断が、 非常に理不尽に聞こえていたのが、 非常に条理的に変わ
りました。
ハマスへの攻撃を、必要以上に早く終わらせるという決断は、政治的なダメージを与えましたが、しかし彼は
何かに気づいたのです。まさにその為に、我々の国防大臣リーバーマンが非常に狡猾な、私は愚かだと思いま
すが、政治的な動きをとって辞任したのです。
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ネタニヤフ首相は昨日、彼が首相だけでなく、現職国防大臣にも就く事を決断しました。ネタニヤフは、今は
非常にデリケートな瞬間であり、 イスラエル諜報を知る人間を減らし、 無駄話を減らして、イスラエル国会
から漏洩する危険を減らす方が良いと気づいたのです。
これが実際に起こっている事です
イスラエルの f-16 が、現在ダマスカスから 戻って来ています 。
レバノンとの国境からも、戻って来ていて、彼らも、あと数分には、帰路につくでしょう。
多分まだ話をしている最中に、 次々と着陸する音が聞こえると思います。
ただ皆さんに言っておきますが、 あちらでの状況は、良くありません。
先ほども言った通り、 ロシアは、もはや我々の味方ではありません。
これは非常に興味深い事です。
我々は、もはやガザについては 一切話をしていません。あれが、気をそらす為であった事は、誰にも明らか
で 、イランに代わって、我々を手薄にする為の、狡猾な動きでしたが、それはうまく行きません。

私は、ウクライナのキエフと オランダから戻って来たばかりで、 少し風邪をひいています。オランダで行わ
れた「Euro Spirit」という 特別預言カンファレンスでメッセージをしたのですが、地元の人が千人以上参加
してくださいました。 地元の人だけでなく、スウェーデン、ベルギー、ドイツ、さらにはカナダからも、そ
れからもちろん オランダからも、来てくださいました。ヨーロッパ中の人々は飢え渇いていて、 世で起こっ
ている事を理解して、 聖書の点と結びつけたがっています。これは非常に重要な事です
そのため私は、この団体に、また来年も訪れることを約束したのです。来年はさらに大きな会場で、 3 千人
以上が入れるようにします。残念ながら、土曜の朝と日曜の午後、何時間も運転して訪れてくださった人達を
お断りしなければならなかったのです。
ですので、今回の旅で風邪をひいてしまって、咳やくしゃみが出てしまったら、すみません。

また、皆さんにお知らせしておきたいのはサウジ側について、いくつかあります。
まず、今日、サウジの王サルマーンが
「世界は、イランの核プログラムを止める為に 一致しなければならない。」
と言いました。このことから、イランの核プログラムが未だ生きている事を、誰もが理解しているのが分かり
ます。イランは、ただ何もせずに じっとしているのではありません。
トランプ大統領は、イランの欺きに気づいていましたが、今や誰もが気づいています。

もしこれで足りなければ、 言っておきますが、イランは、747 機 貨物機をダマス
カスとベイルートに 送り込んでいるだけでなく、彼らはさらに、イエメンのフダ
イダ港に船を送っています。その港は、反政府勢力がロケットや武器を イランか
ら受け取る為の生命線です。
イランは、200%以上のインフレに苦しんでいて、 イランの路上では暴動が起こっ
ています。
イランの砂糖産業の人々が、 今、いくつかの町の外でデモを行っていて、
彼らが実際に行っているのは「独裁者に死を！」です。 「アメリカに死」でも、
「イ
Figure 1
イランのインフレを表すグラフ。

中東時事アップデート

BeholdIsrael.org

5

スラエルに死」でもなく、 彼らの独裁者に死を、です。
トラック運転手、先生達、イランの多くの分野の人々が 現在、ストを行なっているのです。
彼らには十分な食べ物がなく 十分な医療もありません。
しかしイランは、中東全体のテロ活動に 何百万もつぎ込んでいるのです。
現在、我々は、イエメンで起こっていることに、 あまり気に留めていませんが、 サウジは大規模な攻撃を受
けています。私たちのところには動画があって、その中で、 サウジの兵士たちが、フーシ派に殺害されてい
ます。フーシ派達は、彼らがあちらで見つけた アメリカ製の武器を、全てサウジから盗んでいます。
ほら、聞こえるでしょうか？ 今、任務から戻って来ています。
という事で、止まる事のないイランについて、お話ししました。

ドルは値上がり、石油価格はさらに暴落していて、今は$55 近くです
プーチンは激しく怒り飢えています。 イランも同様です 。
サウジもまた、どうしていいのか分かりません。
なぜかというと、彼らはロシアと共に石油輸出を減らして、価格を上昇させようと思ったのです。
しかし現実は、何が起こったかというと
彼らの減少によって、アメリカの生産を加速させ、 それによって、アメリカが一日に 1150 万バレル生産する
事になり、世界最大の石油輸出国となったのです。
そして、驚くのが、プーチンは、アメリカや石油価格低下に対する全ての鬱憤を利用して、 今や完全にイラ
ンと手を組んでいるのです。
なぜなら彼は、すでにシリア国内での、 戦争の略奪品について、考えていますから。
そしてもちろん、後にはイスラエルです。
という事で、私たちは、 それが起こるのを見ています。

その間、我々はハマスから何百発というロケット攻撃を受け、イランは未だロケットをそこら中に送っていま
す。
そして中東では、人々が殺害されている中、国連は、時間を見つけて、総会で 12 回もの異なる時に、イスラ
エルを非難しました。
ここから次の事に繋がって、
アメリカは初めて、まず、国連の決議に反対する国は、 アメリカとイスラエルだけです。
ただ驚きなのは、初めて、史上初めて、この政権が、 基本的には、イスラエルに対する ゴラン高原からの撤
退を命じる決断に反対したのです。
人はどれほど狂うことが出来るのか、私には理解できません。
ゴラン高原を誰かに与える計画をするとは、 彼らは、何様のつもりですか？
イスラエルが、ゴラン高原を 誰かに渡すと思っているなんて。 気狂いですか？
あちらでは戦争が起こっているのが、 分からないのですか？
膨大な数の人々が殺害されている戦争の真っ只中で、 あなたはゴラン高原の対策を練っている。
現在あの地域で、最も穏やかな場所ですよ？
彼らの我々に対する執着、 我々に敵対する決断は、 まさに激増していて、良くて偽善です。

中東時事アップデート

BeholdIsrael.org

6

繰り返しますが、 私達はアメリカの国連大使に感謝しています。
彼らは、固く我々の側に立っています。 これは素晴らしい事ですよ。
考えてみてください。アメリカが初めて、 イスラエルはゴラン高原を立ち退くべきではない、と発表したの
です。恐らく、ゴラン高原がイスラエルの領土である、と将来的にアメリカが認識するために、素地を固めて
いるのかも知れません。
という事で、イランの経済危機について お話ししました。

それから、継続される、中東全域のテロリスト達を養うイランの動きについて、お話ししました。
イスラエルの、シリア国内での攻撃について お話ししました。 ほんの約 20 分前です。
それからガザで起こった事、 そして上手くいかなかった罠についても、お話ししました。
イスラエルに、2 つの前線を同時にもたせて、 我々を手薄にしようとした作戦も 上手くいきませんでした。
我々は、ものすごいことを目にしています。

次に、皆さんある事を説明したいと思います。
かなりの数の人達が、引き続き 詩篇 83 章が次に来ると言っています。 私は、それに対して議論するつもり
はありません。
なぜかといえば、私はこの場に住んで、この詩篇に書かれている、聖書的な役者達は全て自滅したか、我々と
和平を結んでいる事を、はっきりと知っていますから、議論のしようがありません。
どうしてこれが見えないのか、私には理解出来ません。
我々はもはや、存在が理由で攻撃されることはありません。
我々は、次は、我々の持っているもののために 攻撃を受けるのです。
これは、1948 年から 2018 年への驚くべき移行です。
ですから、私に言えることはただ、 「83 をひっくり返してください 。」
詩篇 83 章は 1948 年、エゼキエル 38 章の準備は、 2018 年、すでに出来ています。
ですので、これに慣れてください。 エジプトとヨルダンは、イスラエルに攻めて来ません。
彼らは来ません。
詩篇が、彼らがひどく恥をかく事で終わっている事実を見ても、 今日の今日まで、彼らは恥をかいています。
1948 年に我々を攻撃した者達は、今の今でも、 あれは大きな間違いだったと気づいています。
という事で、それについてもお話ししました。

それから、もう一つお伝えしたいのは、 オランダで私は、引き止める者について、 メッセージをしました。
引き止める者とは誰か。 インターネットでシェア出来ればと思っています。
また、千年王国についてもお話ししました。 これは、私が一月にフィリピンでお話しする内容の短縮版です。
ただ、皆さんにお伝えしたいのは、聖書の中で重要な事は、全て、 それに関して大きな欺きが起こっていま
す。
例えば千年王国の問題は、ユダヤ人達は、メシアの初臨が千年王国だと考えています。
彼らはイザヤ書 2 章やイザヤ書 65 章や、その他の聖句を、メシア来臨の説明として引用します。
しかしそれは、千年間治める為の再臨である事を、 彼らは、ただ、理解していないのです。

中東時事アップデート

BeholdIsrael.org

7

対してクリスチャンは、大部分が無千年王国説派で彼らは、千年王国は無いと信じています。
ですから、かたや、クリスチャン側では無関心、 そしてユダヤ人側では、 まるで、これが初臨のような興奮
です。
この欺きだけでも、 これが、どれほど重要であるかが分かります。
そして、どれほどサタンが必死になって、その意味を人々に理解させないようにしているか、 分かるでしょ
う。
聖書は、次のように告げています。 これを覚えておくのは、非常に重要です。
聖書には、第二テモテ 2 章に明確に書かれています。

11 次のことばは信頼すべきことばです。 もし私たちが、彼とともに死んだのなら、 彼とともに生きるよう
になる。
12 もし耐え忍んでいるなら、 彼とともに、治めるようになる。

我々はいつ治めるのですか？ 唯一、千年王国です。

もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。 （ 第二テモテ 2:11-12）

ですから、こんにちの私たちの行いが、我々が否まれるか、彼と共に治めるかの、 どちらかに影響するので
す。だから、私たちが、今日、 千年王国について教えることは、とても重要なのです。
なぜかといえば 、これによって、 あなたがキリストを拒み、彼に否まれるか、 または、あなたが治めるか
に影響を与えるのです。
もしあなたが耐えるなら、あなたが彼を信じるなら。 あなたが、今の世の患難に耐え、 イエスが言われた事
を理解するなら。
「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 1633
もし私たちが、その全てを理解するなら 私たちは耐え忍び、 私たちはイエスと共に治めるのです。
我々が、イエスと共に治めるのは、 唯一、千年王国の間だけです。
なぜなら、神が全てを新しくされる時 新しい天と新しい地では、 我々は、もはや彼と共に治めません。
彼は、全てを新しくされるのです。
皆さん理解しておいてください。 全てのものが、主に従わされるのです。
唯一、千年王国で、皆さんはキリストと共に統治する という役割を担うのです。 これが千年王国 。
ですから、とても興味深いです。

皆さん、最後にまとめたいと思います。 イスラエルが、シリアで攻撃しました。
状況は激化しています。 ガザの罠は、イランの思うようにはいきませんでした。
ロシアは現在、完全にイランとトルコの側です。
シリア北部では、トルコの側で、他の場所では、イランの側です。
我々は、今、さらにどんどんどんどん、 エゼキエル 38 章の舞台が成就するのを 目にしています。そして私
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たちは、イスラエルが、 状況を完全に理解しているのを目にしています。
それ以上に、次に迫る戦争では、恐らく 我々の敵になるのは、ロシア、イラン、トルコだろう という事を理
解しています。
イスラエルのニュースサイト上のコメントで、 今のような多くの反応を、今まで私は見たことがありません。
イスラエル人達は、一週間前、一ヶ月前には理解してなかった事を、こんにち、理解しているのです。
つまり、我々は、これまでになく巨大で、より危険な大国に直面しているのだという事を。
ロシアが、イラン、トルコ、その他の味方国にその翼を広げています。
その終わりは、良くありません。

ですから、私はとてもワクワクしています。 私は、話の終わりを知っていますから。
また私は、私を贖う方は生きておられる事も知っています。
また、裁きが必ず来ることも知っていますし、 私は、試練の時から自分が取り除かれることも知っています。
さらに私は知っています。
ヨーロッパが、反キリストの興りに向けて準備をしている間、不法の秘密はすでに働いています。
しかし、引き止めるものが取り除かれない限り、 彼は、正体を現すことが出来ません。
これもまた、私がシェアしたことですが 、
引き止めるものとは、神の聖霊が内住する信者であると、私は信じています。
そして引き止めるものとして、聖書で私が最初に見たケースは、
ところで、私は、サタンを引き止めているとは信じていません。
サタンは、一度も引き止められた事はありません。 サタンはいつも、したい事を行います。
彼は、吠え猛る獅子のようで、一つの場所から次の場所へと食い尽くす獲物を探しているのです。
私たちは、自分達がサタンを引き止めていると考えているなら、彼を過大評価しすぎです。
違います。私たちが持っている、引き止める力とは、神が、まだ、世を裁かないようにするものです。
創世記 6 章を見てください。
神は、全てを滅ぼそうとされますが、そこへ 8 節「しかし、ノア」が来ます。
それからアブラハムの、ソドムとゴモラに関する交渉があります。 アブラハムが、どのように引き止めるか
が伺えます。
引き止めるのは、神の裁きです。
それから、モーセもまた、引き止めるものでした。
そして、私たちは、神の裁きを引き止めるものです。
つまり、私たちがここを出て行くと、試練の時が始まって、神の裁きが下されます。
聖書には、ヨハネに、 神がイエスに世を裁く権限をお与えになった、と書かれています。
イエスは、世を裁くために、私達と共に戻って来るのです。
ですから、私達はまず、彼と共にいなければ、主と共に戻って来れません。
私たちは、彼の裁きを見て、そして、私たちは彼と共に治めるのです。
これはものすごい事です。 私たちは、こういった事ついて語らなければなりません。
そして私たちは理解しなければなりません。
信者には、大きな役割があるのです。 我々には引き止める力があって、 神の裁きを引き止めるのです。
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サタンは常に、サタンの知っている事を行います。
皆さん、理解しておいてください。
聖書には、サタンはどのように ものごとを行うのかが書かれています。 彼は、彼の知っている事を行います。
彼が、違う形で実行することはありません。 彼はいつも欺き、彼はいつも内外からやって来て、 常に彼のや
り方を試みます。
しかし私たちは、覚えておかなければなりません。
私たちがいる為に、引き止められているのは、神の裁きです 。
神が、我々をここに残しておかれたのは、私たちが、引き止める事が出来る為です。
ですから皆さん、理解しておいてください。 聖書は告げています。

4

神はすべての人が救われて 真理を知るようになるのを、望んでおられます。
(第一テモテ 2:4)

この為に、神は、私たちを、 まだここに置いておられるのです。
私たちはまだ、人々の為に祈る事が出来、 私たちはまだ、伝える事が出来、 私たちはまだ、人に御言葉を伝
える事が出来るのです。

27 人には一度死ぬことと、死後裁きを受ける事が 定まっています。
(ヘブル 9:27)
それから大患難が来るのではありません。 患難はいつもあるものです。
私は、いつも言うのですが、ヤコブの苦難の時である大患難は、 イスラエルの救いのためです。言っておき
ますが、イスラエルだけが、唯一、 最後に国家的救いを約束されている国です。しかしもし、あなたがユダ
ヤ人でなく、 イスラエルの一部でもないなら、言っておきますが、大患難にも千年王国にも、イエスを信じ
る時間があるとは、期待しないでください。それは、今です。 だから、福音がこれほどにまでに時と季節を
理解するように、警告しているのです。
皆さん、理解しておいてください。 だから聖書は、常にこのように告げているのです。

11 あなたがたが、眠りからさめるべき時刻がもう来ています。
（ローマ 13:11）
今が信じる時です。後でなく。
と言う事で、これら全てのことについて お話ししました。
もう一つ、皆さんにお話ししたいのは、 感謝祭まで、後 3 日となりました。
もちろん感謝祭は、アメリカの歴史に関することで、最初、ピルグリム達がイギリスのプリマスから やって
来て、ニューイングランドを始めました。メイフラワーでやって来ましたが、 102 人のうち半分は、翌年の
春を迎える事が出来ませんでした。私の間違いでなければ、1641 年だったと思いますが、初めての収穫の後、
彼らは最初の感謝祭を祝いました。
のちに、ジョージワシントンがそれをアメリカの国の規則、法律として定め、それを、ジョン・アダムスが復
唱しました。
皆さんに伝えたいのは、感謝は、神が人々に要求されていることとして、埋め込まれている事で、聖書の中に
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は、数々の箇所で いつも感謝を持って主の御前に出なさい、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭には
いれ、と伝えています。
皆さん、言っておきますが、私達が、受けるべきものは死です。 この世が受けるべきものは、完全なる破滅
です。皆さん、忘れてはいけません。 私がこの世を見る限り、 裁きは、とっくの昔に行われているべきでし
た。しかし、私達が未だにここに居て、未だに生きている理由、私達がまだ健康で、動く事が出来、 私達が
まだ存在しているだけで、 主に感謝するには十分です。
ですから皆さん、感謝の器となりましょう。 感謝の心を持つ人間で居るということは、神が全ての信者に望
んでおられる事の反映です。
ところで、これはアメリカに来たピルグリムの態度でした。
彼らは、イギリスでの迫害を逃れて、彼らがニューイングランドと呼ぶ場所にたどり着きました。そこで彼ら
は、感謝の気持ちを持つべきであると気づいたのです。
彼らは、クリスチャンでした。 このようにして、アメリカは始まったのです。
感謝祭はクリスチャンのこと。クリスチャンが始めたのです。これは聖書が基本となっています。
ここで、最後に逸話を一つ。 皆さんも、良かったら使ってください。
ヘブル語は、世界で唯一、感謝祭と七面鳥に関係がある言語です。
ヘブル語は、唯一、感謝祭に七面鳥を食べる事に辻褄が合う言語です。
その理由を説明しましょう。
ヘブル語で、感謝を捧げるという言葉は 複数形で「ホドゥー」
ヘブル語で 七面鳥は「ホドゥ」
ですので、ホドゥは七面鳥で、 ホドゥーは、感謝をする。
皆さんが、なぜ感謝祭に七面鳥を食べるのかは、良くわかりませんが、イスラエルでは感謝祭に七面鳥を食べ
るのは理にかなうのです。同じ言葉ですから。

もし皆さんが Amir's Bible Bites をユーチューブ、 フェイスブック、インスタグラムで登録していないなら
どうか登録してください。つい先ほど、Pastor Barry Stagner と共に Bible Bites を お送りしたばかりです。
Bible Bites は私のものですが、Pastor Barry が ディボーションの部分を手伝ってくださって、私たちで書
いて、メールで送っています。
ですからまだ登録されていない方は beholdisrael.org を訪れて、ニュースレターを登録してください。
そうすれば、毎週月曜日 Bible Bites を基にしたディボーションが届きます。
Bible Bites は私のメッセージから抜粋した短い動画で、集中力が 1 分から 2 分しかない人達向けのパワフル
なメッセージです。ですので、ぜひご利用ください。ミレニアル世代への伝道に非常に効果的です。
これは全て動画ですし、何より彼らは、 これ以上長いものは観ませんから。
ですので Amir's Bible Bites を登録してください。 フェイスブック、ユーチューブ、ツイッター 、 インス
タグラムもお願いします。

この 2、3 日の間に、カバーやプロフィール写真等を 新しくしますので、驚かないでください。 ウェブサイ
トが、ハッキングされたり、乗っ取られたわけではありませんから。
ただ、アプリや、ウェブサイト、 ソーシャル メディアの外観を統一しているだけです。
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皆さん、ご視聴いただき、ありがとうございます。 では、アロンの祝福で締めくくりたいと思います。

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）

シャローム。私達の理解をはるかに超える平
安。 この混沌とした世界の中での平安。
アメリカヨーロッパアジアアフリカ あまり
にも多くの欺きの中で オーストラリアニュージーランド でも そのほかの場所でも、それら全ての中におい
ても、神だけが、唯一、 あなたに平安を与える 事がお出来になります。平和の君、平和の主には、 あなた
に平安を与える事が出来るのです。 今も、永遠に、ここでもどこでも、平和の君イエスの御名によって。
アーメン。

ありがとうございます。 ガリラヤより、I love you! God bless you!
背後には、ハルマゲドンの谷が見えています。
ユーチューブが登録したままになっている か、ご確認ください。
実にたくさんの方がユーチューブによって登録解除されていますから。
フェイスブック、ユーチューブ、インス ラグラムを 登録してください。 Behold Israel です。
ガリラヤより、ありがとうございます。 God bless you! シャローム ! さようなら.
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