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…………………………………………………………………………………………………………
【アミール】皆さん、シャローム。アミール・ツァルファテ
ィです。今日は、JD・ファラグ牧師と共に、イスラエルのガ
リラヤ湖にいます。
しかも、私達だけではありません。部屋は、熱狂的な皆さん
でいっぱいです。カメラを反対に向けてみましょう。
皆さん、どれくらい人がいるか、ご覧いただきます。

はい。お分かりいただけたでしょうか。ここは、市の会議室
のような場所で、今日は、いくつかのことについてお話しし
ます。
JD 牧師と私とで、240 人近くのツアーを引率しています。
アメリカ、カナダからだけでなく、イギリス、シンガポール、
ノルウェー、ドイツ、 スイス、それからオーストラリア、ニ
ュージーランド、アイルランド、アルバ、他には？南アフリ

Figure 1 熱狂的な 240 人の人々！

カ、ニュージーランドのオークランド。ニュージーランドは言いましたよ？
ところで、ハワイはアメリカですよ？
他は？どこ？プエルトリコ。オッケー。
前回、私が調べた時には、アメリカでしたが。
それから、リトアニアからの方もいます。そうです。
これは、この国の史上最も多国籍なツアーです。主を賛美します！
では、これから５つの事について、簡単にアップデートして、
それから、昨夜ここで私達が体験した、非常にワクワクすると共に、励まされた出来事について、お伝えします。
まず一つ目は、ほんの 1 時間ほど前に マグニチュード 6.7 の地
震が イランとイラクの国境で起こり、イスラエルでも揺れを感
じました。
私は、神が地を試しておられるのだと思います。
なぜかと言えば、覚えていますか？
エゼキエルの戦争は、非常に大きな地震が伴いますから。
ですから、イスラエルは非常に大規模な地震を経験します。そし
てそれは、神がイスラエルの敵に勝利する方法の一部です。

Figure 2 地震の震源地

それから皆さん、約 2 時間前に、中央アフリカの国チャドの大統領が、イスラエルに到着しました。
皆さん、理解しておいてください。1948 年にイスラエルが建国して以来、 チャドから公式訪問はありませんで
した。チャドは、人口約 1400 万人で、その 55％がムスリム、40％がクリスチャンです。
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チャドの位置（左）と、チャドの大統領と会談するネタニヤフ首相（右）

ただ、私が今日知って驚いたのは、チャドは 北はリビア、東はスーダンと国境を共にしているのです。
だから、彼らは、イスラエルとの繋がりを望んでいて、 我々は、彼らがリビアとスーダンからやって来る反政
府勢力から防衛するのを手伝っているのです。
そしてなんと、スーダンはそれが気に入らず、 リビアもそれが気に入りません。
面白いと思いませんか？
それだけではありません。
チェコ共和国の大統領ミロシュ・ゼマンが、ほんの 1 時間ほど前に、到着しました。
彼は、今週行われる式典のため、エルサレムのヘルツルの丘に向かっています。
彼は「The Czech Republic House（チェコ共和国の家）
」という名のチェコ共和国の文化センターを、 エルサレ
ムに開設するのです。
彼の言葉によれば、 数カ月以内に、それがエルサレム市内で、 チェコ共和国の大使館となるそうです。

チェコ共和国の家のオープニングで、テープカットする両国首脳

私がお伝えしたかった事の４つ目は、
イタリア外務省の Guglielmo Picchi が、この数日の間イスラエルを訪れて、
イタリアまでもが、エルサレムにイタリアの文化室を開設する形で、エルサレムを承認すると公約しました。
皆さん、理解しておいてください。国家がエルサレムに事務所を開設する時、すでに、それが宣言です。
なぜなら、大使館であろうと、他の公式事務所であろうと、問題ではありません。彼らは長年、まるで炎から逃
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げるようにしてそれをする事を拒んできましたが、
今、彼らはそれを行いました。ですから、最初に指導者としてそれを行ったトランプに感謝します。
最後に、イスラエルは今日、正確には昨日、世界最深、世界最長のガスパイプを、イスラエル、キプロスから、
はるかギリシャ、 イタリアまで引く事で、欧州連合と合意しました。

ガスパイプラインの合意をする各国担当大臣（左）と建設中のガスパイプライン（右）

それによって、公に、ヨーロッパに流れる石油において、ロシアと、ノルウェーの競合となります。
皆さん、理解しておいてください。
ヨーロッパ内のガスの価格は、ここの倍です。言い換えれば、我々は彼らに安いガスを提供できるのです。
ノルウェーが売ることの出来る価格よりも、 はるかに安く。ここにいるノルウェーの皆さん、ごめんなさい。
その上、私達は、ロシアよりもはるかに信頼出来るガス資源なのです。
【Pastor JD】フランスのデモについて
【アミール】はい。フランスのマクロンについて、人は、彼が世界中で水の上を歩いているかのように思ってい
パリで肥溜めの上を歩いています。
ますが、今、彼は、メーヌ川の上を歩いています。

非常にたくさんのデモがパリで起こっています。

シャンゼリゼ通りを埋め尽くすデモ隊

彼は、実は、ガソリンに対する政府の補助金を減少して、フランスを緑化しようとしているのです。言い換えれ
ば、ガソリン価格が上昇し、生活費が上昇、皆が、それに対して辟易としているのです。フランス人達は、それ
にうんざりしています。そのため、シャンゼリゼ通りでは多くのデモが起こっていて、 昨日は、多くの炎や警
察、まるで実際の紛争地帯のようでした。ですから、ヨーロッパでは多くの大混乱が起こっています。
しかし覚えていますか？ ヨーロッパの大混乱は、反キリストが迎え入れられ、ヨーロッパと他の世界の救済者
としてその地位に就くために、必要なのです。
以上が、起こっている事の概要です。
ところで、私達は、楽しんでいますよ。ここで、楽しい時間を過ごしています。
ここの様子を、皆さんにもご覧いただきましょう。（大歓声のツアーの皆さん！）彼らには、私達が時給をお支
払いしています(笑)。皆さん、超ワクワクしています。それもそのはず、今回、非常に素晴らしいツアーで、 各
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地を訪れながら、美味しいものを食べて、皆、ここで太っています(笑)。私達は、本当に楽しい時間を過ごして
います。
では皆さん、ハワイ、オアフ(島)の JD・ファラグ牧師です。オハイオ(州)ではありません(笑)。
（会場拍手）JD 牧師、昨夜のことをお話しください。
このマイクに向かって話してください。
【Pastor JD】「これも？

はい。」

昨夜、まさにこのステージで、非常に光栄なことに、イスラエルの前国連大使 Ron Prosor 氏がこのホテルで、
ここにいる私達に演説をしてくださいました。
彼は、わざわざ来てくださったのです。彼は、エルサレム在住で、私達は
ティベリアスにいます。約 2 時間半の距離だったよね？
それを彼は、彼のスタッフに伝えて、ここに来る予定を組んでくださった
のです。
ご存知の方もいると思いますが、2014 年に、私はハワイで彼に会うという
特権にあずかりました。彼は、ハワイ大学で、メインスピーカーで、私は
スピーカーの一人だったのですが、その時以来、私達は友人になりました。
また、彼は、私のために手紙を書いて、私が このように集団を引率してイ
スラエルを訪れる時に、拘留されないようにしてくれました。
そして 2014 年に書いてもらったその手紙を持って、私は、2015 年団体を引
率して訪れ、
それから 2017 年、また彼に会いました。
偶然、私はニューヨークにいて、彼は Fox ニュース本部にいたのです。そ
こでまた彼に会い、彼が、私に名刺をくれました。 その時、私が、2018
年に団体でイスラエルを訪れるというと、彼は、私達がここを訪れる時は、 Figure 3Ron Prosor 氏とのことを書
ぜひ知らせて欲しい、私に会って、私と共にいる団体に話がしたいと、何度 いた Pastor JD のツイッター
も言ってくだったのです。
だから、私は彼に連絡をしたのですが、彼のスケジュールでは、私たちがエルサレムを訪れる時、彼はエルサレ
ムにいなくて、そこで私達は、あれこれと頭を使わなければなりませんでした。結果、彼は空港に到着し、息子
さんの所に行って着替えてから、ここティベリアスまで車を運転して来てくださったのです。
昨夜、彼が言ったことを、皆さんにもシェアしたいと思いますが、これがもう、預言的に魅了させられるという
か、非常に重要な意味があったのです。
それから彼は、いくつか質疑応答をして、 その後、車でまた息子さんの所に戻られたのだと思います。それと
もエルサレムに戻ったのかな？
【アミール】息子さんに車を返さないといけなかったから。
【Pastor JD】ともかく、彼は、昨夜、私達がここでしたことに、非常に感動していました。さっきも言いまし
たが、彼は、初めに神の御介入について語り、彼が気づいているのかどうかは分かりませんが、 さらに彼は、
聖書預言、特にエゼキエル 38 章について、非常に具体的に語られました。こういったことについて伝える時、
私達全員の共通項は、エゼキエル 38 章です。
【アミール】その通り。
【Pastor JD】昨夜、大使が話したのは「ドラマチックな」 ・・・彼の言葉です。「アラブ界における、ドラマ
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チックな変化」についてです。彼は、サウジアラビアについて、明確に語られました。そして、彼は、アラブ界
での違いについて、説明しました。
スンニ派ムスリムについては、80％だったね？ スンニ派？
世界中で 80％がスンニ派、20％がシーア派、
【アミール】そうです。
【Pastor JD】これ（シーア派）はイランです。彼は、イランについて、たくさんのことを語りました。
皆さん、理解しておいてください。彼は、オバマが大統領だった時に、国連大使だったのです。また、スーザン・
ライスや、サマンサ・パワーの時にも大使だったのですよ？
大丈夫(笑)。彼はもうトップではないし、彼らはもう大使ではないから。
ともかく、彼は私達にそれらを説明してくれて、ものすごく魅了されたのが、
「アラブ界における、戦略的移行」
の様子です。これは彼の言葉ではありませんが、それが、非常に素早く、迅速に起こっているのだそうです。
そして私は、彼に質問しました。私は、ロシア、イラン、トルコに関するエゼキエル 38 章を持ち出して聞いた
ら、彼は、興味深いことを言っていました。
そうですね。トルコについて、皆さん、覚えていますか？彼が、エルドアンについて言ったのは、これもまた質
問の一つだったと思いますが、彼の回答が、かなり衝撃でした。彼は、こう言ったのです。
「エルドアンは、トルコにあまりにも多くのダメージを与えた。また彼は、それは修復出来ないのではないかと
思っている」と。
【アミール】後戻りできない、と。
【Pastor JD】これはもう、なんども言いますが、エゼキエル 38 章ですよ！
アミールさんと私が、これから行いたいと思っているのは、
（咳）失礼しました。喉に“カエル/Frog”がいる（喉
がイガイガする）もので。
“ファラグ”(JD 牧師の苗字)ではありませんよ？(笑)“フロッグ”（カエル）ですよ。
まだ、時差ぼけのせいにして良いですよね？(笑)明日まで？
【アミール】今日が最後ですよ。
【Pastor JD】今日が最後？それぞれの解釈によって変わりますよね？ま、ともかく、ですので、アミールさん
と私とで、これから行おうと思っているのは、コメントを公開して、
それから、質疑応答に入る？
【アミール】はい。もう一つ、皆さんに言っておきたいのは、
イスラエル首相の広報が、今日、アラビア語で言いました。
「ベニヤミン・ネタニヤフが、バーレーン訪問を予定してい
る。」
バーレーンは、もう一つの湾岸諸国です。
それから彼は、こう言ったのです。
「これは、ほんの前菜のようなもので、はるかに重要な国家
訪問を控えている。」
彼は、はっきりとその内容を言いませんでしたが、彼が何に
ついて言っているかは、皆分かっています。
シェバとデダンです。
【Pastor JD】オッケー。マイクだね(笑)。

Figure 4 バーレーンの位置
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おちゃらけるお二人

すみません。(笑)皆さんは、私達がここでどれ程楽しんでいるか、想像も出来ないと思いますよ。もう、犯罪で
す。本当に。
とにかく、皆さん、覚えていますか？彼の話では、全てが、密かに行われていたと言います。そして、今、イス
ラエルはこう言っている。
「あなたがたは、イスラエルと良好な国交があることを他の世界に知られたくないと思っている。それに伴う影
響が、明らかにその理由だ。だがそれはもう終わりだ。我々は、これを公にすることを望んでいる。我々は、こ
れを公に発表しなければならない。」
なぜかと言えば、彼が、国連でのことを話してくれましたが、こういった国々全ての支持を得ることが出来る、
そして彼らが記録を破って公にすれば、彼らは突然、
【アミール】「我々は、愛人でした。」 彼がこう言ったのです。
「我々は愛人、他の世界は彼らの正妻でした。だから我々は、『もうたくさんだ！』と言ったのだ。」
『愛人は正妻になりたいのだ！』(笑)これは冗談ですよ。
【Pastor JD】彼は、この表現を謝罪していました。
【アミール】そうです。ごめんなさい。（会場爆笑！）
【Pastor JD】この辺で質疑応答に行った方が良さそうだね。
【アミール】誰かがコメント欄に、「コメディーセントラル」(テレビ番組)と書いてる！
（会場爆笑！）
一つだけ、オマーン訪問は、あちらでテレビ放映されました。
もはや、我々を裏口から通すようなことはなく、今は、我々
があちらにいたことを、誰もが知っていて、それを、彼らのメ
ディアが、実に肯定的に報道しているのです。
非常に興味深いです。
ということで、これから質疑応答に入りたいと思います。
【Pastor JD】ええ。手短に、もう一つ。（会場爆笑！）
有名な、
「最後に一言」でしょ？でもこれで最後、この後、Q＆

Figure 5 オマーンのスルタン・カブーズと談笑する
ネタニヤフ首相

A に入ります。
一つ、とりわけ強調しておきたいのは、
【アミール】「二人とも、お行儀よくしてください。」
【Pastor JD】本当にそんなことを言っているの？メガネをかけてないから、見えないけど。
【アミール】分かってますよ。だから・・・
【Pastor JD】きっと、私のことをめちゃくちゃ言っているんだろうね。
なので、私が強調しておきたかったのは、エゼキエル 38 章、特に 13 節の重要さです。
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理由は、そこには、サウジアラビアについて書かれていて、その古代名はシェバとデダン、 これがサウジアラ
ビアであることは我々の知るところです。
それがただ、ロシア、イラン、トルコの率いるイスラエル侵略に対して、ただ抗議するだけです。そして、彼が、
アラブ界がどれだけドラマチックに変化したかについて話していた時、彼は特に、サウジアラビアについて語っ
たのです。
サウジアラビアが、実に先導していて、先ほどの「愛人」の表現を借りて言えば、サウジアラビアは、
「よし。我々は、告白しよう。そして言うんだ。『我々は親しくしている！』」
ところで、トランプ大統領までもが、私達がこのツアーに来た初めの頃に言っていましたよ。あの、殺された人？
【アミール】カショギ。
【Pastor JD】カショギ？
「その男によって、我々とサウジアラビアとの関係が、危ぶまれることはない。」
これは本当に大きな事ですよ。こんなこと、全く想像出来ませんでした。
【アミール】ネタニヤフ首相が、パリにいる間に言いました。
「イスラエルも、世界も、サウジアラビアの安定が必要だ。」
言い換えれば、「あの政権を揺さぶるのは止めよう。」
想像出来ますか？イスラエルの首相が、サウジ皇太子を擁護しているのですよ？
このことからも、背後で非常に多くのことが起こっているのが分かります。
大きなことが、すぐそこで待ち構えています。そして、イランはそれが気に入りません。
最後にもう一つ言いたいのは、私も最後に一つ言っても良いですね？
【Pastor JD】オッケー。これが最後の最後です。
【アミール】オッケー！皆さん、石油価格は暴落していて、今は約 50、それが明日には、＄50 を切ろうとして
います。
それによって、サウジは冷や汗をかき、ロシアは冷や汗をかき、イラクは冷や汗をかき、イランは冷や汗をかき、
ベネズエラは冷や汗をかき、リビアまで、冷や汗をかいています。
【Pastor JD】トランプは、もっと下がることを望んでいていますよ。
【アミール】そうです。その理由を言いましょう。それは、彼らが価格を上げようとして生産を減らしたから、
アメリカが、そのギャップを埋めて、一日に 1200 万バレル近く生産しています。これによってアメリカは、今
の時点で、世界最大の石油輸出国になったのです。(会場拍手、歓声)
ですから、彼らが皆、冷や汗をかいている間に、アメリカは、この全貌で利益を上げているのです。私達は、一
向に構いません。
ところで、空母ハリー・トルーマンが、地中海の東部に入りました。
（Pastor JD に向かって）何か読んでるの？
【Pastor JD】（コメントを読みながら）これは面白い！ 私は、こう
いう機会はあまりないから。アミールさんはフェイスブックライブ
をしてるけど、私はあまりしないから。
でも、これはすごく面白い！
【アミール】そうでしょ？さっき、彼らがあなたのことを何て言っ
てたか知ってる？
【Pastor JD】私のことを？

Figure 6 空母ハリー・S・トルーマン

【アミール】そう。「はいはい。“最後に一つ”ね。」って、こう言ってたよ。（会場爆笑！）
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言いたくなかったけど、読んでるから。
【Pastor JD】もう読みたくない。（会場爆笑！）
【アミール】ですから皆さん、言っておきます。
石油価格が貢献して、地域の緊張感が高まっています。そのために、アメリカの空母ハリー・トルーマンが、他
の戦艦 6 隻を伴って、現在、シリアの目の前にいるのです。
何かが起こることは、皆が知っています。もう、時間の問題です。
アメリカは、あの地域では、ずっと良い立場になりました。
そして、フランスの偵察船までがあちらにいるのです。 彼らがあちらで何をするのか、良く分かりませんが。
もしかすると、彼らはあちらで、クロワッサンか何かを見つけるのかも知れない(笑)。私達には、分かりません。
ともかく、興味深いことになるでしょう。
皆さん、以上です。私達は十分話したので、皆さんの声を聞きたいと思います。
では、カメラの向きを変えましょうか。
【Pastor JD】では、これから、 マイクのところまで来て、質問してもらって、
その質問を、私達が繰り返します。
【アミール】（コメントを見て）「二人とも、可愛い！」
イタい！可愛いって、犬に言う言葉でしょ？ともかく、
（画面が観客席に変わる）これで皆が見えますね。
では、質問のある方は、マイクのそばに来てください。
皆に見えるように。 現在、およそ 2000 人にシェアされています。 つまり、今、１万人近くが見ているという
ことですよ。
【Pastor JD】へぇ、そうなの？
【アミール】そうです。
【Pastor JD】わお！
【アミール】はい。 では、どなたか出て来てください。１万人の人々が待っていますから(笑)。でも、プレッ
シャーは感じなくて大丈夫です。
（女性 A がマイクの前に立って話し始める。）もうちょっと大きな声でお願いします。
（質問しているが、動画音声では声が聞こえづらい。）
すみませんが、カメラを戻します。 はい。
素晴らしい質問です。多くのアメリカ人、特にアメリカのクリスチャン達が、この「世紀の協議」とか何とかと
呼ばれるものは、一体何なのか、関心を持っていると思います。
それについて説明しましょう。出来る限り、明確にしたいと思います。
パレスチナ人のうち、どんなことであれ、トランプ政権から出るものに対して公約、またはそれに協力しようと
いう意思さえ持つ者は、一人もいません。
彼らは、それを実に明白にしています。だから、現在彼らはロシアを押しているのです。
「何とかしてくれないか？」
するとロシアの外務大臣は、
「イスラエルとパレスチナの会談を、喜んでモスクワで主催させてもらうよ！」
トランプ大統領が何を差し出しても、関係ないことは明白です。エルサレムが分断されることは、絶対にありま
せん。彼はすでに、エルサレムはイスラエルの首都であると言ったのです。彼には、今さら、それを撤回するな
ど出来ません。彼は大使館を移動させて、東エルサレムにあった領事館を閉館したのです。
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ですから今は、エルサレムにあるだけでなく、もはやかつてのように、領事館が二つ存在しないのです。
それが一点。
それから二つ目は、彼は、もうすでに言いました。
「帰還の権利などない。なぜなら、難民３世なんてものは存在しないのだから。」
そんなものは、どこの国の法律にもありません。
「だから、レバノンは、パレスチナ人を国民として受け入れるべきで、シリアも、イラクも、ヨルダンもそう。」
それだけです。これらが両者の闘争の中心にある、二つの重要な事です。
皆さん、一つ言っておきます。
おそらく、皆さん全員が初耳だと思いますが、どうしてパレスチナ問題が、問題でないか。そして、どうして我々
は、ゴラン高原の運命を実際にはより恐れているのか、それがどう関係するのかについて、説明します。
イスラエルは、ある日、ユダヤ人達が、「これは我々のものだ」と決意して創設された国ではありません。1917
年のバルフォア宣言は、当時の大国による宣言で、

当時イギリスの外務大臣だったバルフォア伯爵が、ロスチャイルド卿にしたためた書簡（バルフォア宣言）

それは、後の 1920 年、サンレモ会議で、実地されるべき法的文書として受け入れられました。これは、国連の
前、連盟国家によって行われたのです。
国連は、第二次世界大戦の後 1945 年に創設され、国連憲章の 12 章の第 80 条には、実際に、前もって与えられ
ているこれらの命令は、全て、完全に実施されなければならない、と書かれているのです。
ところで、ユダヤ人のための故国のために、イギリスに与えられた命令とは何か調べれば、
これはガザとサマリア、ユダヤを含む、イスラエルの全土です。
合法的に、です。イスラエルは、あちらで何も占領していません。
ところが何と、法的に、イスラエルはゴラン高原を占領していると考えられています。
イスラエルは、1981 年にゴラン高原を併合したにも関わらず、国際法によれば、あそこは唯一、イスラエルのも
のではないと誰かが主張出来る領域なのです。
このために、この 2〜3 週間、突然ロシアがそれについて語り出し、突然、国連投票に持ち込まれ、そしてアメ
リカが初めて、イスラエルにゴラン高原からの撤退を命じる決議の全てに、反対票を投じたのです。突然ゴラン
高原が問題になったのです。
皆さん、考えてみてください。80 万人がシリアで死んでいるのに、彼らが話し合っているのは、我々が、ゴラン
を誰に渡すのか？
ゴランが問題になったのは、我々がゴラン高原で石油を発見したからです。
ゴラン高原にはガスがあるからです。
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そして国際的に、あちらでのイスラエルの主権を議論することが出来るためです。ユダヤ、サマリア、ガザでは
出来ません。
ですから皆さん、言っておきます。
トランプの計画というか、
「イスラエル/パレスチナ和平案」を恐れないでください。これは、問題ではありませ
ん。
皆さんが心配するべき事があるとするなら、それは、ゴラン高原です。
それと、現在起こっている事で引き起こされる、国際的な大混乱です。
ところで、現在、言い忘れていましたが、ヒズボラはシリア側のゴランの下に、テロリスト達の新しい社会基盤
を建設中です。来週か再来週には、我々が攻撃すると思いますが。
これが、ネタニヤフが言ったことの一つです。
「我々は、直ちにガザと停戦することを決断した。理由は、我々には、もっと緊迫する問題があるからだ。」
それが、あそこです。あそこが問題であって、それからもちろん、彼は、チャドの大統領の訪問を危険にさらさ
ないため、また、将来的な訪問も危険にさらしたくなかったためです。それは、彼が 2 週間先でなく、5 年先を
見ているためです。
「私がハマスに降参したことで、人は私を批判するかも知れないが、しかし、実際の政治の世界では、我々は現
在、彼らを打ち負かしているのだ。」
と。そういうことです。
ところで、ハマスですが、彼らがあんな風に反応したため、カタールは、今は、ハマスに流す資金について、考
え直しています。ですから、理解しておいてください。
私が見る限り、パレスチナ問題は、問題では無くなります。問題は北です。
【Pastor JD】一つ、コメントさせてください。私が非常に驚いたのは、2 週間前でしたが、
マクロンが、脅すようにしてトランプに、中間選挙の結果が出た後、トランプの和平案を公開しないなら、彼は、
自分の案を提案すると言いました。
私にとっては、これは流れを変えるものです。現在、秒読みが始まっているだけでなく、今度は、トランプ以外
の誰か、他でもなくマクロンが、交渉の場に出て来て言っているのです。
「もし、トランプが彼の和平案を公開しないなら、私が自分の和平案を公開しよう。」
これには、私は驚愕しました。 ものすごく興味深いと思います。
【アミール】はい。 ちょっと待ってくださいね。1 万人の皆さんが、待っていますから。
でもプレッシャーに思わないでください。
はい、どうぞ。
（別の女性 B が質問する。）
【Pastor JD】一つ、私がチャック・ミスラーから学んだのは、黙示録の大部分、事実、その 90％が旧約聖書か
らの直接の引用だということ。
90％以上ですよ。考えてみてください。
ですから、黙示録の中の七つの御霊というのは、イザヤ書の引用で、聖霊の７倍の働きという理解が、ベストだ
と思います。
おぉ、質問を繰り返してください、と？
ああ・・・

質問は何でしたっけ？(笑)
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質問は、基本的には、
黙示録とイザヤ書で言及されている「７つの御霊」に関して、考えを教えてください。 そうでしたよね？
私は、その質問に答えていたんですね？
（会場から女性が質問を続ける。）
はい。私は、それは聖霊の七重の働きであると理解しています。聖霊の七重の働きです。
そして、私が思うに、もし私が間違っていなければ、イザヤ書は、聖霊の七重の働きの詳細を列挙しているのだ
と思います。七つの霊ではなく。
そのような教えがあるのは知っていますが、それは異常であって、イザヤ書も黙示録も、どちらともそれは正し
い解釈ではありません。
それだけです。何かある？（マイクをアミールさんに向ける。）
【アミール】いいえ。良い回答だと思います。もし何か問題があるなら、…(笑)
いえ。私はただ聖書に書かれていることを見るだけで、それ以上は行けません。
まさに、JD 牧師が言ったように。それだけです。そう書かれてあって、そういうことです。
私の知らないことはいっぱいあって、それも、その一つです。
イエスは、燭台である事や、七つの枝があるとか、イエスの御霊の七つの部分や、色々なことを言われますが、
私にとっては、それらは一つ、まさに、JD 牧師が言った通りです。
【Pastor JD】実際、イザヤはその質問に答えていますよ。その七つのリストを揚げています。それから、一つ、
言っておきますと、
【アミール】どうぞ。これを使ってください。
【Pastor JD】私は、「もう一つ」とは、もう言わない！「言いたいことがある」と言いますよ。その方がまだい
いですか？(笑)
一つ、すごく魅了される事をお伝えしたいです。
ご存知の通り、黙示録は唯一、聖書の中でこれを朗読する者と、聞いて心に留める者に祝福が約束されている書
で、聖書の中で、学ぶには最も面白い書です。
黙示録全体を通して書かれている、この、旧約聖書の引用が、これを理解したとき、実際に、黙示録に息を吹き
込みます。それから、手紙の受取人達、特に 2 章、3 章は、
（アミールさんに向かって）時計を見ないで！
だから、黙示録 2 章、3 章の、七つの教会への七通の手紙は、彼らが理解していたことを、 皆さん、理解しなけ
ればなりません。彼らは、旧約聖書を理解していましたから。
だからイエスは、ヨハネに書かせたのです。
19

そこであなたの見た事、今ある事、この後に起こる事(メタ・タルタ)を書きしるせ。
(黙示録 1:19)

これらの手紙、黙示録を受け取った人達は旧約聖書を知っていたのです。彼らにとっては、全く難しいものでは
ありませんでした。
それが、悲しいと思いませんか？クリスチャンは、黙示録を恐れている。
これは、理解し難い書ではありません。これは聖書の中で唯一、祝福が約束されている書です。私は、これまで
に黙示録を通して教えたことが、3〜4 回ありますが、また教えたいと本気で思います。なぜかといえば、黙示録
を教えた時は毎回、皆がものすごく祝福されるのです。私はただ、私の教会を見て、これが本当に祝福なのです。
はい。これで最後でした！（アミールさんにマイクを押し付ける。）
【アミール】皆さん、歴史的瞬間です(笑)。JD 牧師が、「これで最後」と言いました。
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では、もう一つ質問はありますか？ はい。ではここまで来てください。
1 万人の皆さんが(笑)・・・慌てなくても大丈夫です。はい、どうぞ。
(女性 C が質問する。)
ゴグとマゴグの戦争は、二つあるのか？
私で良いですか？
これに関して私が言うのは、これが最後です。(笑)
はい。皆さん、ゴグとマゴグの戦争は二つあります。
一つは、
「マゴグの地のゴグ」で、エゼキエル戦争、これは特定の戦争で、特定の国々が 主権国家としてのイス
ラエルに、獲物をかすめ奪い、略奪するために攻め込みます。
非常に具体的で、全てに、明確な時、明確な標的、非常に明確な目的があります。
次に聖書はまた、黙示録 20 章で、千年王国の後、サタンが短い期間解き放たれると告げています。そして彼は、
非常に多くの人々を世界の四隅から集めます。これは、すでに最初のものとは大きく違います。
最初のものは、具体的に北から来ますが、こちらは世界の四隅ですから。
しかし、それだけではありません。これはサタンが導くと書かれていますが、エゼキエル戦争には、サタンは出
て来もしません。それが目的ではないからです。
もう一つ、理解しておくべきことは、黙示録 20 章では、イスラエルは主権国家ではありません。その時はすで
に、地上のメシア王国、千年王国です。
そして、それが「ゴグとマゴグ」だと書かれています。
次に、例えば、ブルース・ウィリスの映画に、「アルマゲドン」と言うのがありますが、これはアルマゲドンの
映画ではありません。ただ、「アルマゲドン」と言うのが、この世の終わりのように聞こえるから、彼らは、こ
の名前を選んだのです。
次に、ゴグとマゴグとは何か。これは、神が、神の民に与えたものを取るために、神の民を攻撃する敵です。こ
れは、同じ霊です。見ての通り、世の人々は聖徒たちの陣営に敵対し、彼らを攻撃します。そしてそれがサタン
の最後で、その後サタンは火の海に投げ込まれ、それで終わりです。
ですから、ゴグとマゴグは、二つあって、一つは元祖で、ロシア、トルコ、イラン、リビア、スーダンについて
言及していて、もう一つの方は、将来の戦争で、国家としてのイスラエルに攻めてくるのではなく、信者に敵対
して来ます。そしてこれは、上手く統率されたもので、サタンが完全に終わる前の、最後のあがきです。
このように二つの箇所にありますが、これらは、異なる二つの出来事で、その間には最低でも 1007 年の開きが
あります。私達には、はっきりとは分かりませんが。
はい。
【Pastor JD】とても良い質問でしたね。
【アミール】「良い回答だった」とは言わないの？(笑)冗談です冗談！(笑)
あなたのは、良い答えでしたよ。
【Pastor JD】わ～お！
【アミール】はい。
はい、では。ちょっと待ってください。
1 万人です。プレッシャーは感じなくて大丈夫ですよ。はい、どうぞ。
（女性 D が質問する。）
【Pastor JD】まず、はっきりとお伝えしておくと、私は思いません。
いつでも、誰かのこのような話をする時は、私は明確にしておきたいですから。
マクロンとか、彼は、少なくとも非常に興味深い、この終わりの時代の役者ですよ？
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全てをつなぎ合わせていくと、ほら、
「彼はヨーロッパの救世主なのか？」とか、10 カ国からなる「戦争の連合」
とか、何か、こんな名前だったと思いますが、そして今度は、彼が加熱し始めて、 彼とトランプとは、今はあ
まり親しい関係ではない と言いますか。
彼は、出て来て、こんな事を言うのですから。
「お前の和平案を発表しろ。さもなければ、私が私のを発表するぞ。」
全てをまとめて見てみると、その上で、私の意見は、良くて「そうじゃないかと思う。」というところでしょう。
そこで、あなたの質問への答えですが、質問の要点は、
「マクロンは、目を向けておくべき人物か？」と言うことでしたね？
これは、ありきたりな言葉ですが、
「私達は、反キリストを探すのではなく、イエス・キリストを探すのだ。」
ただ、私が思うに、評価をするのは賢明でしょう。
私達は、反キリストを探しているのではなく、イエス・キリストを探していますが、もし私達が、今、その候補
者を目にするなら、今、反キリストになりそうな可能性があり、そして反キリストが明らかになる前に、教会が
取り除かれなければならないなら、その時がどれだけ近づいているか。
だから、変に聞こえるかも知れませんが、私は、いつもマクロンが、何かあのような事をするたびに、ワクワク
します(笑)。
なぜかと言えば、
「なぁ、もしお前が反キリストなら、確かに、お前は反キリストのような振る舞いをしているじゃないか！」
「と言っても、お前がそうだと言ってるんじゃないが。私は、お前であって欲しいと思ったり。」
【アミール】そうすれば、その時、
【Pastor JD】どう言うこと？
【アミール】マクロンを見ていると、私が後をついて行くような人間じゃありません。彼が、私をより良いとこ
ろへ導くとか。
見てくださいよ。彼は、自分の国さえ導けないのに。
【Pastor JD】ああ。そうだね。そうそう。
【アミール】もし彼が反キリストなら、
【Pastor JD】そうだ、そうだ。わお。がっかりだな(笑)。
こんな事、言っちゃだめかな？ダメだね？反キリストは、カリスマ性があって、全世界が彼にへつらい、崇拝す
る人物だからね。そうだね？
ただ、要は、反キリストのように振る舞う人物を見かけるようになってワクワクするのは、 何も悪いことでは
ないと思いますよ。
それはつまり、イエス・キリストがやって来るという事を意味してるのだから。
でしょ？（会場拍手歓声）
だから、私は言いますよ。マクロンでも誰でも、お前が反キリストなら、出て来い！ 私は、家に帰りたいんだ！
(笑)
【アミール】確かに！
では、これで最後になります。というか、（会場を指差す。）
オッケー。せっかくだから、
【Pastor JD】彼は、ノートを持ってますよ！
【アミール】ちょっと待ってください。プレッシャーを感じる必要はありませんよ。1 万人です。
（男性 A が質問する。）
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「イスラエルの大統領、ハッサン・ロウハニーがイスラエルを『癌』と呼んだ件について。」

イランの指導者たちは一貫して、イスラエルを「がん細胞」だと言っている。

【アミール】はい。ありがとうございます。
しかし、「let the cancer answer」（癌に答えてもらいましょう。）(笑)
【Pastor JD】わお！これは、面白い！面白かったね！
【会場全体】わお！イェイ！（拍手、爆笑）
【Pastor JD】これからは、「let the cancer answer！！」（癌に答えてもらいましょう。）
【アミール】これは面白い！！本当に。
でも、自然に口から出て来たんですよ。考えもしなかったのに。
はい。一つ、説明させてください。これは、明確にしておかなければなりません。
明確にしておくべきことが、三つあります。
イランは、絶対に我々を愛しません。それは、悪化する一方です。
北の状況は、良くはなりません。悪化するだけです。
イスラエルは、そこまで強くなりません。侵略され攻撃されますから。
そして、イスラエルを助けるのは、神です。神は、イスラエル製の武器を使うのではなく、 神は、神がお造り
になった武器を使われます。そして地震が起こり、他にも様々なことが起こります。
言い換えれば、私はここに座って、まるで我々が我々の全敵を打ち負かすとか、自分たちが全能であるとか、 明
日イランが我々を愛するとか、そんなフリはしません。
その手の話術はまさに、聖書を信じるイスラエル人であり、ユダヤ人として、私が期待している通りのセリフで、
エゼキエルに書かれている事が成就するためには、これらの事が起こらなければならないと知っていますから。
我々がしっかりと頑張って、戦場では成功したいし、強くなり、繁栄もしたいと私は願いますが、同時に、その
ために私達は攻撃されるのです。
私達が繁栄しているから、我々は攻撃されるのです。
そして私達は、ある事に気付いています。ちょうど彼（ロウハニ）が言った通り、我々が彼にとって癌なのです。
なぜなら、我々が彼を殺していますから(笑)。
つまり、彼の経済は窒息寸前で、彼の軍隊拡大は、毎月のようにダメージを受け、彼は、彼の国民に使う代わり
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に、何百万ドルと テロリストの生活基盤につぎ込んでいます。
ですから、皆さん、理解しておいてください。 私は、なぜ彼があんな事を言ったのか、分かります。
もし私が彼の立場になって考えれば、彼は正解ですよ。
私は、何も素晴らしい事を期待していません。
私が期待しているのは、ものごとがある時点に達して、 私達がここを出て行き、主がここに来てくださり、神
が、煙にしてくださる事。それだけです。（会場拍手！）
【Pastor JD】ハハハハハハ…
あれは面白かった！
【アミール】Let cancer?あれは良かった！！
【Pastor JD】あれは、最高だったよ！傑作だ！
【アミール】（コメントを読み上げる）「アミールさんは、すごく大げさだね」(笑)
【Pastor JD】私はもう、コメントを読みたくもありませんよ。
一つ、言いたい事があるのですが、あなたが話をしている時、すごく響いて来たのが、
創世記 50:20 で、ヨセフが兄弟達に 自分の正体を暴露した時、彼らは、恐怖におののきました。彼らは、彼が
死んだと思っていたのに、今、彼は死んでおらず、自分たちが死んだと思いましたね？自分達が彼にした事のた
めに。そこへヨセフの答えは、
「あなたがたはわたしに悪をたくらみました 」
「あなた方は、私に悪をたくらんだ。」あれは、純粋な悪ですよ。でしょ？
「しかし、神は」おぉ～。
この言葉が、全てを変えます。そして彼は、こう言いました。
20

…が、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために、今日のようにしてくださったのです。
(創世記 50:20

新共同訳)

そこで、イランは・・・ イランで何が起こっているかと言うと、それについて、私達は、あまり耳にしません
が、イラン人達が大勢、イエス・キリストに立ち返っているのです。
イランで。
ツアーに参加されている方の中に、あまりそこに注目を集めたくはありませんが、彼らが、中東での話を私にシ
ェアしてくださったのです。
中東諸国で、アラブ人達がキリストに立ち返っている、と。これは、この時代の多くの人々の救いですよ。
イランが計ったのは悪ですが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために、今日のようにしてくださった
のです。
今は、人類史最後の日々です。これに関して、神が決定権を持っておられないとは、一瞬たりとも考えてはいけ
ません。
そして彼は、
さっき、あなたが言った言葉が、 すごく良かったのだけど、 「スモークする」と言ったの？ それとも、
「叩き
のめす？」
【アミール】よく覚えてないけど。
【Pastor JD】私は、スモークすると言う方が良いな。
【アミール】「コメントで、皆、私を何と呼んでるか知ってる？」
【Pastor JD】え、何て呼ばれてるの？
【アミール】「Cancer Answer マン」（会場爆笑！）
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【Pastor JD】これは良い！
【アミール】「私は、“Cancer Answer マン”だよ。」
【Pastor JD】オーノー！ごめんなさい。私の責任だ。
ともかく、私にとってこれは、パラドックス中のパラドックスで、
どういう意味かと言うと、私達は、悪がはびこるのを目にしていますが、皆さん、一つ理解しないといけません。
確か、Warren Rigsby だったと思いますが、「悪魔は、神の悪魔だ」と言いました。
悪魔が神の真逆だなんて、決して考えないでください。悪魔は、全知全能遍在ではありません。彼は被造物です。
そして悪魔は、神の許しがない限り、何もする事が出来ません。ヨブに聞いてみてください。
悪魔は、あなたの頭の髪の毛の一本さえ触れる事が出来ないのです。人によっては、大した問題ではないかも知
れないけど。
彼は、ヨブの髪の毛の一本でさえ、 神の許しがなければ触れる事が出来なかったのです。
（アミールさん、Pastor JD の頭頂部をしげしげと眺める。）
何をしてるんだ？！私の髪を見ているのか？！
ものすごく深いと思ったのに！
まぁ、ともかく、神は、私達の髪の数を数えておられます。だから、
（アミールさん、意味ありげに自分の髪を撫でつける。）（会場爆笑！）
昔は、髪の毛をこんな風に（首を揺すって、なびかせるジェスチャー）出来たの？私は、一回も出来なかったな。
一回もした事がないよ。
ともかく、すごく励まされると思いませんか？
神は、こんにち世界中に蔓延っている悪を善に変えてくださるのです。
そして神は、唯一、神にのみ出来る形で、善に変え、多くの民の命を救ってくださる。
ほら、最後の異邦人に関して話をしてたよね？私は、最後の異邦人は、中東にいると思っていますよ。我々は今、
イスラエルに居て、 アメリカについて話をしています。
私達がハワイにいた時には、イスラエルについて話をしていました。
それが、私は、我々はイスラエルにいる時には、アメリカで起こっている事について ずっと話している気がし
ます。
今夜の夕飯の前に、福音を伝えるのがどれほど困難かという話をしていたのですが、
アメリカでは、ものすごい反発や敵対に遭いますよ。
それが中東に行くと、彼らは飢えていて、収穫はすっかり熟しているのです。
これらイスラム諸国では、人々はものすく抑圧されています。
皆さんは、イラン人達が飢えているとか、畑が熟しているとか、私達は主に祈って、収穫の働き手を送っていた
だかなければならないなど、考えもしないでしょう。
ともかく、これに関する説教は、もう止めないといけませんが、
ともかく、ワクワクします。とてもワクワクします。
【アミール】はい、では皆さん。
今回、本当に良い機会でした。 前回、私達二人で行ったのは、2 年半前だったと思います。
しかし今回は、 私達が一緒に、ここイスラエルで行っただけでなく、我々には…
（会場にカメラが変わる。大熱狂のツアー客たち！）
彼らが非常に騒々しかった事を、皆さんにおわびします(笑)。
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彼らが何であんなに騒々しいのか、私には良く分かりませんが。
ともかく皆さん、私達の信仰の創始者であり、完成者であるイエスに目を向けていましょう。私達のうちに良い
働きを始められた方は、それを完成させてくださいます。
私達が世の中で目にしているのは、私達信者にとっては、良い知らせです。神が動いておられ、私達は実に近い
うちにここを出て、もうすぐ、私達は王にお会いします（会場拍手）。
それから皆さん全員にお伝えします。どうか、JD Farag をユーチューブ、フェイスブック、 ツイッター、イン
スタグラムでフォローしてください。
インスラグラムはやってるの？
【Pastor JD】はい。
【アミール】オッケー。インスタグラムで、アミール…でなく、JD 牧師をフォローしてください。それと、まだ
続けてこれを行う私達のために、どうぞ継続してお祈りください。
私達は、私達を強くしてくださるキリストと、聖徒達のお祈りなしには、何も出来ません。 ですから、皆さん
のお祈りに感謝します。
JD 牧師、締めていただけますか？
【Pastor JD】もちろん。光栄です。
愛なる天のお父様。感謝します。このイスラエルツアーに感謝します。
主よ。私達は、私達の上に置かれたあなたの祝福の御手を、全ての場所で、はっきりと見ています。
私達が通る全ての曲がり角、全ての歩みに、主よ。あなたの指紋がいたる所にあって、
主よ。私達は、本当に祝福されています。しかも、まだ、ほんの２日目です。
主よ。どうか、続けて祝福してください。健康面においても、誰も病気になったり、転んだり、怪我をしたりし
ないように。天の軍勢で私達を取り囲み、陣を敷いて守り、私達の安全を保障してください。
そして、明日も、残りのツアーも祝福してください。主よ。この時をありがとうございます。
皆で共に過ごす、本当に素晴らしい時間でした。
主よ。最後に祈ります。マラナタ！早く来てください。
イエスの御名によって。アーメン！
【アミール】ありがとうございます。God bless you!
ところで、お家にいる皆さん、 明日、私達はシリアとの国境に行って、 イスラエルとシリアの間の国境より、
フェイスブックライブを行います。
だから私は、何らかのアクションがあるようにと祈ります。(笑)
皆さんが、何かを目に出来るように。
【Pastor JD】私は、私の同胞に呼びかけますよ！我々は、問題を起こそう！問題を起こしてあげよう！あなた
方は、命の危険に遭うのだ！問題ない！
【アミール】ありがとうございます。God bless you!シャローム！おやすみなさい。
メッセージ by Amir Tsarfati/Behold Israel

：http://beholdisrael.org/

【写真出典一覧】
お馴染みの名コンビ、熱狂的な 240 人の人々：動画より
地震の震源地：USGS Earthquakes Hazards Program “M6.3-20km SSW of Sarpol-e Zahab,Iran”2018.11.25
16:37:31(UTC)
チャドの位置：Yahoo 地図

Amir Tsarfati 氏

スペシャルアップデート

18

2018 年 11 月 25 日公開

チャドの大統領と会談するネタニヤフ首相：Facebook The Prime Minister of Israel“Prime Minister Benjamin
Netanyahu will fly to Chad soon where he and Chad President Idriss Deby will announce the resumption of diplomatic
relations.Prime Minister Netanyahu and Chad President Deby met this morning at the Prime Minister's Office in
Jerusalem.The leaders discussed common threats and the fight against terrorism, as well as increasing bilateral
cooperation in – inter alia – agriculture, counter-terrorism, border defense, technology, solar energy, water and hea 当
時イギリスの外務大臣だったバルフォア伯爵が、ロスチャイルド卿にしたためた書簡（バルフォア宣言）
：Behold
Israel 動画「The Wars of Israel(Part 1)/イスラエルの戦争

パート 1」より

イランの指導者たちは一貫して、イスラエルを「がん細胞」だと言っている。：Twitter より

