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Amir Tsarfati 氏 中東時事アップデート 2019 年 1 月 14 日公開 

フィリピン・マニラより 

（日本時間 1月 14日午前 11時～＝マニラ時間 1月 14日午前 10時～） 

………………………………………………………………………………………………………… 

シャローム！フィリピンのマニラより、おはようございます。アミール・ツァルファティです。マニラ

より、中東で起こっていること、および中東に影響を及ぼしている、世界の他の地域での出来事をお伝

えします。私たちがこれを行う理由は、――私はニュースキャスターではありませんし、キャスターに

なるつもりもありません。ただ皆さん全員が、現在起こっていることに関して、聖書を明確に理解でき

るように、また、聖書の観点から、私たちの周辺で起こっていることを見るためです。 

その前に、皆さん、お祈りを感謝します。イスラエル時間からカリフォルニア時間、そしてカリフォル

ニア時間からフィリピンの時間に移動するのは、容易なことではありませんから。10 時間戻って、それ

から 16 時間進みました。ですから、皆さんのお祈りに感謝します。では、まずはお祈りをして、それか

ら始めましょう。多くのことが起こりました。 

 

お父様、ありがとうございます。 

あなたの誠実、優しさに感謝します。 

あなたのあわれみは、朝ごとに新しいです。 

お父様、感謝します。あなたは、私が情報を維持し、神の家族に伝えられるようにしてくださっただけ

でなく、それによって、神の民を慰められるようにしてくださいました。あなたが全てを支配しておら

れるだけでなく、あなたが「する」と言われた事をすべて、あなたは行われます。あなたは、あなたの

預言の一つ一つ全てを成就される神であられ、あなたは真実で、あなたの約束を守られます。 

ですから、お父様。あなたに感謝します。 

あなたのような神は他にはいません。 

あなたは王の王、主の主であられ、私たちは、このマニラで、また、世界の他の場所であなたの御前に

出て、あなたの御言葉だけでなく、世界で起こっている出来事も見て、あなたが完全に支配されている

ことを目にします。 

あなたに感謝し、あなたを祝福します。 

このお祈りを、イスラエルの聖なる方、メシア、贖い主、ほふられた神の小羊、勝利したユダの獅子、

イェシュア、私たちの救い、イエスの御名によってお捧げします。 

アーメン。 

 

アーメン！ 

皆さん、シャローム。アミール・ツァルファティです。フィリピンのマニラより、ライブを行
おこな

っていま

す。私は今、一月恒例のマニラおよび他の島々へのミニストリーツアーの最中です。新年はいつもフィ

リピンを訪れて始まりますが、今年は盛りだくさんの年になります。数々のミニストリーと、それから

聖書体験ツアーで、たくさんの人々がイスラエルを訪れます。皆さんのお祈りに、心から感謝します。

これほど短期間で日付変更線をまたぐのは容易なことではありません。睡眠剤が手放せないのです。し

かし、カリフォルニアとマニラの間で、感謝なことに短期休暇が取れ、気分転換が出来ました。ここ、
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フィリピンの島で、娘と親戚と一緒に過ごしました。お祈りに感謝します。 

 アミールさんツアーの合間に短期休暇、感謝！ハレルヤ！ 

今は、ここに戻って来て、とてもワクワクしています。ゆっくり休養も出来ました。 

皆さん、ありがとうございます。 

 

では、中東時事アップデートに入る前にお知らせです。 

ここ、フィリピン出身の皆さんには、私たちのタガログ語のユーチューブチャンネルが始まり、タガロ

グ語の字幕でメッセージをご視聴いただけるだけでなく、「New Life Alabang」でセミナーを行います。

水、木、金曜日の毎日、午前 8:30～午後 12:30 まで。皆さん、大歓迎です。それぞれの朝に、約 3 つの

メッセージをしますので、ぜひご参加ください。 

 

では、今起こっていることについてお話しましょう。 

まず皆さんご存知の通り、3 日前、イスラエルが再度、ダマスカス国際空港の地域を攻撃しました。それ

が起こってすぐ、明確になった時に、私はお伝えしました。私が通常行
おこな

っているのは、皆さんすでにご

存知の通り、アラブの情報源が報じていることを、私はお伝えしています。なぜかというと、当然、イ

スラエル政府もイスラエル軍も、通常そういったことは一切確証しませんから。しかし、非常に異例の

形で、イスラエルでの選挙も関係しているのでしょう、ネタニヤフ首相は昨日、確かにイスラエルが攻

撃の背後にいたことを認めました。それがどれほど賢明であったかは、私には分かりませんが、とにか

く彼はそれを認めました。 

そして今は、シリアが公式に、国連に苦情の申し立てをしました。彼らは、自分たちが武器で完全武装

し、我々に敵対している事には苦情を言いません。しかし、我々が破壊すると、苦情を言うのです。と

いうことで、皆さん、ご説明しましょう。 

私のところには、テヘランからダマスカスへ日々飛行が行
おこな

われている、という報告が毎日入ります。毎

日、武器が積まれた貨物機が飛行していて、私たちはそれを見ています。ところで、皆さんもそれを見

ることが出来ますよ。飛行機の活動の全てを追跡するアプリがたくさんありますからね。次に、これら

の飛行機はマークされています。私たちは、テールナンバーその他、全てを知っています。ですから私

たちは、彼らがテヘラン空港を離陸し、ダマスカス空港に着陸したのを知っているのです。ただ、彼ら

が着陸するたびに攻撃するのは愚かなことですから、我々は、倉庫が完全にいっぱいになるまで待ち、

それから一度攻撃して、全てを破壊します。しかし彼らは、飛行を再開して継続します。イランは経済

危機下にありますが、彼らはまだたくさんお金を持っているようです。彼らは、これら武器に投資し、
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はるばるシリア国内にいる彼らのシーア派民兵に送って、それからレバノンのヒズボラに密輸していま

す。 

ということで、イスラエルは攻撃し、イランは沈黙を守り、イスラエルの標的を攻撃して、報復すると

誓ったシリアは、何もすることが出来ません。 

 

ヒズボラは、現在、口ごもっています。ヒズボラはこのところ、超、超、超、超、恥をかいていますか

ら。なぜでしょう？イスラエルが、国境をまたぐ彼らのテロトンネルの 6 箇所目を暴いたからです。レ

バノン側からイスラエル側まで、全長 800m です。これは、「北の盾作戦」で我々が暴露した、最後のテ

ロトンネルです。ところで、イスラエルは正式に、この作戦の終わりを発表しました。トンネルが 6 箇

所あることを、我々は知っていて、それらを見つけなければならないことを、我々は分かっていました。

私たちには地図があったのです。我々のところでは、テヘランの公文書だけでなく、ヒズボラトンネル

の機密地図も入手していたのです。そして、それを手にした瞬間、我々はそのトンネルがどこにあるの

かを正確に把握していました。ですから我々は、これら 6 箇所に集中してそれらを暴露し、壊滅したか、

もしくは現在、進行中です。それらを破壊し、またはセメントを流し込んで、反対側からセメントが出

て来たことを確認しました。 

すごいことに、我々がこれを開始した瞬間から、ヒズボラは一言も発していません。我々が、彼の立場

をズタズタにしたからです。これは、彼らのイスラエルに対する将来的な戦争の至宝で、彼らは、ヒズ

ボラの“戦士”テロリストがトンネルを通って、国境にあるイスラエル入植地に入り、イスラエルの領

土にヒズボラの旗を立てることで、イスラエルに屈辱を与えることが出来ると思っていたのです。これ

は、イスラエルへのモラルに反し、イスラエルの主権に反する行為、ただ、アラブ界にムスリムがイス

ラエル軍を打ち負かしたという写真を見せるためです。しかし、それはかないませんでした。しかもヒ

ズボラは、ここのところ、超、超、不安になっているだけでなく、ヒズボラのトップであるハッサン・

ナッスルラーフが二日前に病院に担ぎ込まれたとの報告が入っています。理由は、心臓発作だという人

もいれば、彼がずっと患
わずら

っていた癌
がん

のためだ、という人もいますが、ともかく彼は、入院していて重篤
じゅうとく

な状態だといいます。しかし、これを伝えたレバノン人ジャーナリスト一人を除いて、レバノン側から

は一切確証する情報が入っていません。ですから、私はこれを確証することは出来ませんが、ただ、私

に言えるのは、過去に、このような事が報告された時、ナッスルラーフは即座に姿を見せて、それらを

否定しましたが、私たちはまだ、彼から何も聞いていません。 

繰り返しますが、ダマスカス空港の武器庫への攻撃は、イスラエルによって行
おこな

われました。今は、それ

が 公
おおやけ

になっています。初めて、イスラエル政府がそれを正式に認めました。ネタニヤフ首相自身が、

イスラエルがダマスカス国際空港にあるイランの武器庫を攻撃したことを認めました。 

これが、現在起こっている事です。 

 

ではなぜ、私はこれを報告しているのか？ 

それは、今の今まで、全ては不明瞭だったのです。イスラエルは何も言わず、イランも何も言いません

でした。 

それが今、シリア、もしくはイランは言えるのです。 

「イスラエルがそれを認めたのなら、今や我々には報復の口実、理由がある。」 
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覚えていますか？ 

これは、イランが握りしめて走っている、 

「これが、我々がイスラエルに敵対する理由だ！」 

と書かれた“メモ”なのです。 

これが、あちらシリアで起こっている事です。 

 

そして、イランで何が起こっているかというと、皆さん。 

現在イランは非常に悪い状況下にあります。 

しかし、その中に良い知らせもあって、それについても後ほどお伝えします。 

まず、アメリカの制裁は非常に効果を上げていて、ロシアの会社がイランを見捨てただけでなく、今は

中国最大の石油会社が――これは政府が支配している石油会社で、イランの油田開発に何十億ドルと投

資していたところですよ？そこが、トランプ政権が次のように言ったために、そうする考えを捨てまし

た。 

「もし、あなたがたがそうするなら、我々は、アメリカ国内であなたがたと取引をしない。」 

もちろん、アメリカは最大の市場です。 

そこで何が起こったかというと、イランは現在、ほんの数ヶ国としか取引がありません。 

ところで、それらはアメリカが認めた国々です。つまり、インドと、他の二ヶ国です。 

だからイランは、一日わずか 100 万バレルしか売っておらず、かつてのように 400 万～500 万バレルでは

ありません。ですから、彼らの経済は激減していて、彼らはそれを感じています。それだけではありま

せん。先日お伝えした通り、イランの生活基盤も、下水パイプが破裂したり、それ以外にもイラン中で

ストやデモが起こっています。イランの中でのデモは、教師、トラック運転手やその他、イランの一般

市民の数々の要因に及んでいます。これが、あちらで起こっている事です。 

  

教師と教育家たちの抗議集会を伝えるツイッター 

 

次にヨーロッパですが、ヨーロッパはかつてイランのために、割と結束していました。それが今や、完

全に分断されています。皆さんご存知の通り、ヨーロッパは、すでに東側と西側で分断していました。
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東部はより国家主義、保守的で、そのため、どんどんイスラエルとアメリカの方に傾きつつあり、西部

はより革新的、リベラルで、そのため、さらにイランと取引する方向に傾いています。よく考えてみる

と、非常に興味深いですよ。 

さて、何が起こったかというと、ポーランドが反イラン主義のカンファレンスを開催すると発表しまし

た。当然、それはロシアの怒りを買います。なぜなら、ポーランドは、以前は最大の味方であったのと、

NATO（北大西洋条約機構）に対抗して立つ、ワルシャワ条約機構があったのです。それが今や、ポーラ

ンドはイランに敵対して、完全にイスラエルとアメリカの側につき、イランに反対して、カンファレン

スまで開催しているのです。 

それだけではありません。 

皆さん。EU（欧州連合）は、イランのシークレットサービス、組織、人々、銀行口座に対する制裁を決

定しました。それは、イスラエルがテロ攻撃を暴いて回避したためです。 

デンマーク、オランダ、スウェーデン、フランスで、まさにテロが行
おこな

われようとしていたところを、イ

スラエルの情報がヨーロッパ諸国のシークレットサービスに与えられ、防
ふせ

いだのです。ところで、これ

らの国々は皆、私たちを憎んでいるのですよ？それを、我々はこの情報を彼らに与え、彼らはこれらの

攻撃を回避したのです。いくつかのケースでは、攻撃が起こる数分前でした。そこで、これらの国々は

気付いたのです。実際には、イランはあちらで彼らの内側から、ヨーロッパ在住のイラン反対派指導者

たちを処刑しようとしているのだ、と。それが、非常に興味深いことに、この全貌の中でイランは、完

全に屈辱を受けたのです。 

 

それだけではありません。 

皆さん。 

中東のイランの前線は全員、つまり、イエメン、シリア、イラク、レバノン、これら全部が現在、流血

しているのです。 

彼らは、何一つ成功していません。 

私もお伝えした通り、レバノンでは、イスラエルがこれらのテロトンネルを暴きました。 

そしてイエメンでは、未だフーシ派がサナアとあちらの港町フダイダを抑えています。しかし彼らは、

毎日のように敵対して来る軍隊と激しく戦っています。 

彼らにとっては、イラクでも厳しく、現在ではシリアでも容易ではありません。 

 

ところで、混乱してはいけませんよ？ 

確かにトランプ大統領は、シリア撤退を発表しました。しかし彼は、同時に二つのことを言っています。

一つは 

「我々は、イラクからシリアに入る入口の、イラク側とシリア側の両方を守る。」 

また、彼は昨日エルドアンに次のようなメッセージを送りました。 

「もし、あなたがたがクルド人に触れるなら、我々はあなたがたの経済を破壊する。」 

わーお！ 

よく考えてみてください。 

今イランは、テヘランからベイルートへの陸橋を創るのがあまり上手く行
い

っておらず、その上、イラン
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は内外から流血しています。そして彼らは、深く沈めば沈むほど、――ちなみに、彼らは文字通り沈ん

でいるのです。テヘランの一部が 10 インチ（25 ㎝）沈んでいて、彼らの劣化した地下水貯水槽の全てが、

今、崩壊しています。これらはシンクホールで、今、テヘランの一部、町が一年に 10 インチずつ沈んで

いるのです。ですから、経済的、政治的に沈んでいるだけでなく、あちらでは、物理的に実際に崩壊し

ています。 

 

次に、ここで素晴らしい…悲しいことですが、同時に素晴らしいことがイランでは起こっています。皆

さん、私が受け取ったのは…これについて伝えているニュース番組は唯一、FOX ニュースだけです。FOX

ニュースでは、イラン国内で、イラン政府による地元クリスチャン社会に対する攻撃があったことを報

道していました。通常、イランはそれは行
おこな

っていません。なぜかというと、イランは少数派に対して、

自分たちが寛容であることを自慢したいのですから。それがなぜ、今、イランはこれらの少数派を攻撃

しているのでしょうか？それは、彼らが福音派クリスチャンに改宗した、元シーア派だからです。 

何百人、所によっては何千人もの人たちが、ほぼ毎月のように、シーア派イスラム教徒から福音派の新

生したクリスチャンに改宗しています。神は現在、イラン中で驚くべき事をしておられます。他の多く

の場所でも同様です。 

だから私は、皆さんに理解しておいてほしいのです。私にとっては、イランが、イランで崩壊するのを

見ても、嬉しくはありません。彼らの攻撃が阻止され、妨害されるのを見ると、私は嬉しく思いますよ？

しかし、イラン国民は、彼らの政権がしていることを嫌がっているだけでなく、今の時点で、彼らは、

彼らの宗教さえ嫌っていて、福音派クリスチャンに改宗しているのです。そのために、イラン政府は初

めてクリスチャンを攻撃しているのです。なぜなら、彼らはふつうのクリスチャンではなく、新しくク

リスチャンになった人たち、クリスチャンに改宗したばかりですから。 

そこで皆さんにお伝えしたいのは、私の知る限り、また、私はあちこち探しましたが、これについて語

っているのは唯一、FOX ニュースだけでした。 

「彼らが大勢を逮捕、制圧した」 

と。これを報じているのは、唯一 FOX ニュースだけです。 

皆さん、全ての事と並んで、私が伝えたいのは、毎回、私がシリアやレバノン、イランについて悪いニ

ュースを知らせるとき、私が彼らを憎んでいるなどと、絶対に思わないでください。彼らのために祈ら

なければなりません。 

全て、行われていることは、よく分かっていない人々を盲目にしている、悪の力の仕業です。私たちは、

人々の救いを祈らなければなりません。私たちは、彼らの目が開かれるよう祈らなければなりません。 

ところで、人の思考を変えることのできるお方はイエス、ただお一人です。だから聖書は、ローマ書 12

章でこう告げているのです。 

 

2  …むしろ、心を新たにすることで、自分を変えていただきなさい。 

（ローマ 12:2b 新改訳 2017） 

それによって、私たちはこの世と調子を合わせるのではなく、自分を変えることが出来るのです。もし

あなたが変わりたいなら、あなたの心を一新するのは、聖霊の力です。 

だから、これが非常に重要なのです。 
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イランでは、悪いニュースがたくさんありますが、良いニュースは、主が、あちらで大いなる御業を成

しておられるということ、そしてイラン政府は、それが気に入りません。 

 

さあ、では次にトルコに行きましょう。 

皆さんご存知の通り、私は現在、エゼキエル戦争の寸前であると信じています。 

ところで、私は、エゼキエル戦争のカギとなる役者についての短いシリーズを始めます。それぞれに関

して、それが誰なのか、そして彼らがこのイスラエルに対する攻撃に参加する目的と、その目当てにつ

いて説明します。 

ロシアから始めて、イラン、それからトルコ、スーダン、リビアと進めますので、皆さん、完璧に理解

するようになるでしょう。この 5 ヶ国がエゼキエル 38 章に記されていることは、皆さんの全員がご存知

ですね？ 

エゼキエル 38 戦争は、ゼカリヤ戦争とは違うことも、皆さん全員がご存知です。 

これは、全世界の諸国が、イスラエルに攻めて来るハルマゲドン戦争ではありません。 

これは、特定の 5 ヶ国だけが、イスラエルに対して攻めて来ます。戦利品、略奪、かすめ取るのが目的

です。これが、聖書の告げていることです。 

次に、皆さんに理解しておいてほしいのは、多くの人が、繋げるのに苦労しているのが、ロシア、トル

コ、イランが北、北西からやって来ることと、スーダンとリビアもまた、南西からイスラエルを攻めに

やって来るという事実です。ここで、イスラエルは中心にあって、ロシアは北からその攻撃を統率しま

す。しかし聖書は、プテとクシュ＝リビアとスーダンもまた、この部分からやって来ると伝えています。 

 

緑、赤、黄緑、青に着色した国々がイスラエルに攻めて来る。 
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私は、ずっとこれを説明して来ましたが、北の大役者たちが、実際には、南のアフリカ大陸でも操
あやつ

って

いるのです。ロシアがあちらに干渉していることは、何度も何度も話して来ましたが、トルコも、皆さ

ん、エルドアンは、ずっとスーダンを干渉しているだけでなく、今はリビアでも、全ての真実が活気づ

いてきています。 

2013 年に、大きなボートが地中海の嵐に巻き込まれ、ギリシャの港に避難場所を探していました。その

ボートは、トルコからリビアに行く途中でしたが、それが、ギリシャの港で止まり、ギリシャの当局が

それを調べた時、彼らは、驚愕しました。そのボートは、トルコ製の武器でいっぱいで、それらは、リ

ビア国内のイスラム同胞団のテロリストに届けられる途中だったのです。あの時初めて、トルコ政府と

リビアのイスラム同胞団との接点が明らかになりました。しかし我々はまた、テロリストは、リビアで

追跡されるたびにトルコ、または、カタールで発見されていることを発見しました。 

 

それが数週間前、新しいことが浮上しました。12 月 17 日、18 日です。 

リビア当局は、ホムスという港町で、2 つのコンテナーを差し押さえました。ここは、リビアにあるトリ

ポリから東へ 100km ほどの場所です。そこで彼らは、2 つのコンテナーを発見し、このコンテナーの中に

は、皆さん、2,000 丁の・・・ではなく、3,000 丁のピストル、それに、他のマシンガンやショットガン、

その他の装備が入っていて、全てトルコ製でした。そして、もう一つのコンテナーには、これら全ての

武器用に、420 万個の銃弾が入っていました。全て、トルコによってトルコで作られたものです。 

そこで、直ちにリビア当局は説明を求めました。 

慌ててトルコの外務大臣が、非常に内密な形で、はるばるリビアの首都を訪れ、説明をしようとしまし

た。この事態が今、あちらで大爆発しています。 

それが大爆発している理由は、リビアには 2 つの政府があり、1 つは、国連に認識されているもので、も

う 1 つは、リビアの東部に所在し、トップにいるのは、あちらでのイスラム同胞団の拡大を止めた、主

要人物である将官です。トルコの働きは、 1 つに、このリビアの国家軍と戦うため、次に、イスラム同

胞団の教義と影響を、あちらで拡散するためです。 

言うまでもなく、リビア東部は、油田のほとんどがある場所で、当然、全ては石油のため、 全ては支配

するため、全ては、彼らの教義や宗教を広めるためです。 

ですからトルコは、リビアで、現行犯で捕まり、――皆さん、ご覧の通り、トルコの手は、遠くリビア、

遠くスーダンにまで及んでいます。彼らはまた、イラクや他の場所でも何かをしようとしています。し

かし、北の役者が、実際に彼らの長い手を南の役者たちに伸ばしているのが、はっきりと分かります。

ですから彼らにとっては、南にいる者たちを北の彼らに加わらせ、あの戦争が起こった時に、両側から

イスラエルを攻撃するのは簡単です。 

 

次に、もう一つ、皆さんが気になっているのは、 アメリカ政権の国家安全保障顧問である、 ジョン・

ボルトンが、この 2 日の間に、2 つの事を言いました。その 1 つに、エルドアンが激怒しています。 

彼は「我々はクルド人を防衛する。」 

と言いました。そして、彼がそれを言った後、エルドアンは、 

「あなたがたは、クルド人を防衛するならここには来るな。私は、あなたがたを私の国で接待しない。」 

もちろんこれは、トランプ政権にとって、大きなパンチであり、大きな侮辱です。ジョン・ボルトンは、
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一個人ではなく、ドナルド・トランプを代表していますから。そして数時間前に、ドナルド・トランプ

が言いました。私は、この人にはいつも驚愕させられますが、彼は、こう言ったのです。 

「もし、トルコがクルド人を殺すなら、我々はトルコ経済を破壊する。」 

わお！ 

 

 
トランプ米大統領（左）とジョン・ボルトン国家安全保障担当大統領補佐官（中）とエルドアン土大統領 

 

興味深いことに、イスラエルは、5 月、早期選挙に入ります。通常は 11 月ですが、早期選挙では、数ヶ

月早く行われます。そしてアメリカは、2 年後に大統領選を控えています。 

皆さんに、非常に興味深い事をお見せしましょう。 

まず、彼らは、トランプ大統領は、ロシアとの共謀だと言いました。彼らはロシアについて、話を作り

上げ、それらの作り話を続けていますが、何一つとして正しい事が証明されていません。全てが、あち

らの“ポリティカルコレクト・カルト”、世界統一政府の民主党とリベラルの大詐欺、革新主義者のする

事です。 

しかしながら、現在起こっている事を見てください。世界統一政府の実体が、国のシークレットサービ

スや安全保障に、あまりにも深く関わっていて、私は驚愕しました。 

皆さん、見てください。 

３日前、イスラエルのモサドとシャバック（イスラエル公安庁）が言いました。 

「外国が、間もなくイスラエルの選挙に介入する。そしてそれは、かなりの確率で、 ネタニヤフに有益

に働く。」 

見てください。彼らは、「ロシア」とは言いませんでした。しかし、彼らが誰のことを言っているのかは、

誰もが分かりました。なぜなら、即座にロシアが声明を発表して言いましたから。 

「我々の名前を選挙で使うな！」 

「そういう事をやめろ！」 

そこで、皆が、「なぜ、ロシアがそんな事を言うのか？」と言いましたが、それは、彼らが、誰のことを

言っているのか、ロシアは分かっていたからです。同じ働きが、アメリカでも民主的に選ばれた大統領

を失墜させようとしています。国民によって選ばれた人物、彼らのシステム、選挙人団によって選ばれ

た人物です。ロシアの共謀を持ち出して、彼を失墜させようとする同じ働きが、今は、ネタニヤフに敵

対して使われています。 
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そして面白いのは、ここ、イスラエルでは、「ロシアがそれを行
おこな

っている」とは言わず、 

彼らは何と言っているか？「ロシアが、それを行
おこな

おうとしている。」 

そして彼らは、すでに、「それがネタニヤフに有益に働く。」 と言っています。 

皆さん、どちらのケースも、この、民主的に選ばれた、2 人の世界的指導者を失墜させる事に集中した働

きです。2 人は、グローバリスト、世界統一政府のカルトにとって、最大パンチで、彼らは、たゆまず世

界中で動いています。 

 

そこで皆さんが理解しておくべき事は、2016 年、トランプが選挙に勝った時、唯一の理由は、彼らが彼

の力を過小評価したからです。彼が勝つなどあり得ない、と考えたのです。 

私たちが大好きなあの動画を見ましたか？誰もが、彼が勝つなどあり得ない、と言っていました。彼ら

は、彼にはチャンスは全くないと、本気で信じていたのです。 

選挙前日まで、統計では、クリントンが少なくとも 10 ポイント差で勝っていると示していたのです。そ

こへ、現実が彼らの目の前に突きつけられました。だから今はもう、彼らはそれを軽く見ていません。

もはや、「朝メシ前」では無く、彼らは、2 倍、3 倍と力を増して、彼を失墜させようとしています。 

そして彼らは、イスラエルでも 同じことを行います。彼らは、2 倍、3 倍と力を増して、何が何でもネ

タニヤフをこの選挙で当選させないようにしようとしています。 

彼らは、2 つの方法をとっています。1 つは、今、彼らは、このロシアの件を持ち出し始めています。ま

るで、それがここで通用するかのように。 

イスラエル人は、そこまでバカではありませんから、ここでは、それは通用しません。 

それは、アメリカでも成功していないことは私も知っています。しかし、ここでは確実です。なぜなら

私たちは、これがグローバリストの動きであることを、完璧に理解していますから。そこで、彼らは、

ネタニヤフが首相の時に、賄賂を受け取ったと言おうとしています。彼が、イスラエルの通信会社の取

引を承認するために。 

ところで、これは、デタラメですよ？デタラメ。 

ですから、動きは司法側からも、行政側からも、治安サイドからもあって、それは現在、この 2 人の世

界的指導者達を失墜させるための集中した働きで、それが世界中を支配しています。そこから次につな

がります。 

トランプ大統領がホワイトハウスに居り、ネタニヤフがエルサレムの首相官邸にいる限り、 

グローバリストにとっては、彼らのビジョンを実現させることに問題があるようです。 

また、イスラエルの敵にとっても、エゼキエルが告げている 我々に対する大攻撃を行うのに、問題があ

るのです。 

 

私は、こう言っておきます。 

—といっても、気をつけてください。私は預言者ではありませんよ？ なりたくもありませんし、自分が

そうだとも思いませんし、なろうとも思いません。 

ただ、次のことは言っておきます。 

もし、この選挙でベンジャミン・ネタニヤフが次期首相にならなければ、それから、トランプ大統領も

また、大統領選で敗北すれば、その時は、エゼキエルのシナリオをもたらすための、完璧な空気、完璧
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な嵐が見えます。全てのネズミが穴から出てきます。誰かが考えを変える前に、彼らは、迅速
じんそく

に事を行
おこな

います。 

ですから、非常に興味深いです。 

まるで、ここイスラエルで、 次に誰が首相になるのかが分かるまで、あと数ヶ月の間だけ、短期間与え

られているようです。ネタニヤフは、まだ、他の誰よりもダントツでリードしていますが、しかしもし、

司法組織が、これらの嘘の申し立てをもって彼を失墜させようとするなら、その時は、大変な事態を目

にする事になります。 

皆さん、事態
じ た い

は非常に醜
みにく

くなりますよ。 

なぜなら、イスラエルに敵対して、彼らの堕落した計画をただちに実行するために、誰もがネタニヤフ

が退却するか、首相官邸を一掃することを待っているのです。 

 

ですから、私の周辺全体で２つのことが起こっているのを目にしています。 

１つに、神の御言葉が、未だ宣べ伝えられていて、人々が、それに応えている。 

私たちは、イランのような場所や、その他アフリカや、南アメリカなどでも、それを目にしています。

ハレルヤ！ 

しかし同時に、ポリティカルコレクトのカルト、リベラル、革新派、グローバリストの動きは、2 倍、3

倍に増大しています。 

もし皆さんが、今事態が良くないと思っているなら、これからの数ヶ月、恐らく 1 年後には、イスラエ

ルも、アメリカも両方ともで事態はさらに悪くなります。 

 

ヨーロッパがどれほど崩壊しているかを 私達は、見ています。 

フランスは、黄色いベストが国内で どんどん人気を増していて、もうどうして良いのか、全く分かりま

せん。フランスは、ヘリコプターを使って、催涙
さいるい

ガスをまいたり多くの事を行
おこな

っています。偽善者たち

は、イスラエルが人を逮捕したり、テロと戦おうとする事を批判していますが、 彼らは、自国民に対し

て、それを行
おこな

っているのです。 

ところで、我々には、 このような馬鹿げた税金に反対して デモを行う権利がありますよ？ 

それだけではありません。マクロンが何をしているかと言うと、彼は、どのようにしてお金を集めれば

良いか分かりません。彼の経済は激減しています。そこで彼は、上流階級には税金の休暇を与えて、全

課税の重荷を、村々から都心郊外までの、一般庶民に押し付けたのです。どのように？ガソリン税を上

げるのです。 そうすれば、皆が払わなければなりません。 

そして最近、彼は、新しい速度カメラを、フランスの高速道路全体に設置しました。さらに多くのスピ

ード違反切符を切って、罰金を取るためにです。それが、この“黄色いベスト”の人たちが、これらの

カメラを全部なぎ倒して、当然、マクロンが課している、 これらの税金に反対しているのです。マクロ

ンのフランス大統領としての支持率は 20％、さらに低いと言う人もいて、恐らく史上最低でしょう。で

すから、ヨーロッパの“メシア”は、フランスの自分の故郷ですら、受け入れられていません。非常に

興味深いです。 

 

ところで、皆さん、ヨーロッパは、バラバラに崩壊していますよ。 
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ドイツの顔から、仮面が剥ぎ取られているようです。 

ドイツはずっと、自分たちがどれほど革新的で寛容的であるかを、世界に告げてきましたが、今、ヨー

ロッパ軍を推し進めているのは、ドイツです。欧州連合の全ての動きを指示しているのは、ドイツです。

以前、私がお伝えした通り、私は以前にも言いましたが、 もう一度言います。 

私には、ドイツとフランスの、新しく、革新的な欧州連合をもたらそうとする動きが見えます。それを、

私は、新しく復興したローマ帝国であると見ていて、そこから反キリストが支配するか、少なくとも現

れます。 

私達は、それが起こっているのを目にしています。マクロンは助けが必要で、メルケルは助けが必要で

す。彼らは、自分たちが欧州連合で最も有力な政党の２つである事を分かっています。彼らは、もし、

自分たちがそれをしなければ、誰もしないことが分かっているのです。 

2 日ほどの間に、イギリスの欧州連合脱退は、崩壊します。メイは、欧州連合脱退の賛成票を失います。

それは、今日にも起こるかも知れません。そして彼らは、新しい欧州連合を結成しようとしています。

古いものとは違う、新しい欧州連合、好戦的で、軍隊を持つもの、より過激で、現在の欧州連合の真逆

を反映したもので、支持者たちの信頼を得ようとしています。これは、ものすごい事になるでしょう。 

 

私はここに座っていて、今、マニラにいます。皆さんが、どこにおられるか分かりませんが、私は、信

者として、ものすごくワクワクしています。 

信者として私は、神が世界中で働き、魂を救っておられるのを見ています。 

また同時に、敵の働きが信者には見事に丸見えで、信者にとっては、それを察知するのはものすごく簡

単です。神の御言葉を知っていれば、 神の御霊を知っていれば、神の御霊が内住していれば、不法の秘

密はすでに働いていることが、即座に分かります。周辺全体にある、反キリストの匂
にお

いを、簡単に嗅
か

ぐ

ことが出来ます。全ての聖書的な出来事が起ころうとしているのを、簡単に察知することが出来ます。

そしてその全てによって、信者たちは大いに興奮して、主が来られ、花嫁を連れて行かれる時が近いこ

とに確信を得ます。私が見ている、信者にとっての唯一の敵は外側の人ではありません。 

パウロが、テモテや、ピリピの人たち、エペソの人たちに 

「最大の敵は、内側にいる」 

と書いています。最大の敵は、教会の中から出て来る、「New Apostolic Reformation(NAR）/新使徒的改

革」や、その他の、非常に多くの運動/ムーブメントです。彼らは聖書に関して、激しい無学を持ち込み、

あまりにも霊的な経験に頼りすぎて、神の御言葉に根ざしません。 

このために私は、皆さん全員に唯一のレンズ、神の御言葉のレンズを通して物事を見極めるように、勧

告しているのです。 

優れたベレヤの人たちは、全てのことを御言葉を通して調べました。(使徒の働き 17 章) 

ところで、ベレヤの人たちとは、ベレヤに住んでいたユダヤ人です。彼らは、新約聖書は持っていませ

んでした。聖書が告げている、 

 

17 …ユダヤ人たちは…毎日“聖書”を調べた。 

(使徒 17:11) 

とは、旧約聖書のことです。当時、新約聖書はありませんでした。アメリカの巨大教会の牧師たちのよ
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うに、旧約聖書を破棄しないでください！！彼らは、言います。 

「私たちは、もはや古い十戒の下にはいない。」 

「我々は、もう旧約聖書は学ばない。」 

旧約聖書は、新約聖書の時代の人達にとって、当時、起こっていたことが、本当に神によるものなのか

を知る唯一の手段だったのです。ですから、皆さん、理解しなければなりません。旧約聖書を知ること

は、新約聖書を理解するためのカギなのです。そして旧約と新約を知ることは、現在の世界の出来事を

理解するためのカギです。世界の出来事は、旧約聖書の預言者たちによって説明され、新約聖書の中で、

イエスによって確証されています。そして、私たちが知っているのは、敵は私たちの内部から出る、と

いうこと。 

このために、私は皆さん全員に勧告します。皆さん全員に、懇願
こんがん

します。私たちが、 

「御父の仕事に励もう」 

「彼が来られるまで従事しよう (ルカ 19 章)」 

「そして、御言葉を広めよう」 

と言うとき、一つのことを覚えておいてください。 

ミニストリーには、２本の足があって、 １本は、もちろん、神を信じていない世に御言葉を伝える事で

す。 

しかし、もう１本の足は、すでに救われている人々に、正しい教義を教える事です。 

彼らが、ペテン師や、外見は敬虔に見えるが、実際は欺く者たちに簡単に騙されないように。 

これは、超重要です。このために、ただ、インターネットで見るだけでなく、聖書を読まなければなら

ないのです。全てを、神の御言葉で確認しなければなりません。これは、超重要です。 

ところで、確かに、信じない世に神の御言葉を伝えることの重要性は、私も分かっていますよ。しかし、

私は各地を訪れる時、ほとんどの場合、どこで話をするかといえば、教会や、信者の集まるカンファレ

ンスです。私は、信者たちが、常に正しい情報を得て、現在起こっている事を、ただの感情や霊的体験

でなく、すでに書かれている神の御言葉を基礎に明確に理解するようにしたいのです。 

それが全てです。これは、超、超重要です。 

 

ということで皆さん、以上です。 

今回、マニラでインターネットが上手く繋がったことに、心から感謝します。 

今日、皆さん方がたくさん参加してくださったことに、心から感謝します。 

残りのミニストリーツアーのために、どうぞお祈りください。 

テレビ出演、大学でのメッセージ、それから、他の教会やカンファレンスでメッセージします。 

 

ありがとうございます。 

私たちの、スウェーデン語、タガログ語の新しいユーチューブチャンネルが出来上がりました。現在、

ポルトガル語を製作中です。さらにどんどん多くの人たちが、聖書について、聖書預言について、時事

について、学べるようになりました。 

皆さんのお祈りと、ご支援に感謝します。 

多くの若者たちを、イスラエルの若者ツアーで引率できることをとても嬉しく思います。 
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さらに多くの牧師たち、彼らの奥さんたちをご案内したいと思っています。 

イスラエルを見て学び、 それぞれの国に福音の真理、神の御言葉の真理を持って帰って頂きたいのです。 

皆さんのお祈り、ご支援に感謝します。 

それから、インスタグラムで、ぜひ写真をご覧ください。「beholdisrael」です。 

それから、ユーチューブは、「Behold Israel/ビホールド イスラエル」 

ツイッターでは、私は毎日投稿しています。ツイッターは、ほぼ 1 時間ごとに、現行の出来事を伝える

ための最高のツールですから、非常に重要です。「Behold Israel」 

インスタグラムでは、続けて「BeholdIsrael」そこに私の名前も書いてあります。 

ありがとうございます。God bless you! 

では、アロンの祝福をもって終わりましょう。 

 

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） 

シャロームを与えられますように。この狂った世にあって、唯一 得られる平安。 

平和の君、平和の主、平安の安息であられる方にのみ与えることができ、私たちの理解をはるかに超え

る、究極の平安、世には与えることも、理解することも出来ない平安を、彼は、あなたに今よりとこし

えに、ここにおいても、どこにいても与えてくださいます。 

その方は、イェシュア、イエス、私達の救い。彼の御名によって、祈ります。アーメン！ 

ありがとうございます。God bless you!  
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フィリピンのマニラより、I love you! 

私たちと繋がっていてください。私のためにお祈りください。御言葉を伝えましょう。 

真理に留
とど

まってください。真理が、あなたがたを聖別します。そして真理とは、彼の御言葉です。彼は

言われました。 

 

17 真理によって彼らを聖め別ってください。 あなたのみことばは真理です。  

(ヨハネ 17:17) 

神の御言葉の近くにいてください。ありがとうございます。 God bless you! シャローム。 さような

ら。 

 

 

メッセージ by Amir Tsarfati/Behold Israel ：http://beholdisrael.org/ 

 

【写真出典一覧】 

アミールさんツアーの合間に短期休暇、感謝！ハレルヤ！：Instagram beholsisrael 「Father- Daughter 

adventure!」2019.1.11 

教師と教育者たちの抗議集会を伝えるツイッター：Twitter Pooran Arbabi “#Iran: Jan 9,teachers & 

educators held a protest rally despite the rainy weather in Enghelab Squ, outside the Education 

Dept, in #Isfahan. Teachers & Educators gathered in protest against the low wages & officials’ 

neglecting their demands.”2019/01/12 

エゼキエル 38 戦争の関係国：書記が Yahoo 地図を切って繋ぎ合わせ、色鉛筆で着色したので見づらいで

すが、位置の確認のために作成しました。 

ドナルド・トランプ米大統領：Wikipedia「ドナルド・トランプ」 

ジョン・ボルトン国家安全保障担当大統領補佐官：Wikipedia「ジョン・ボルトン」 

エルドアン土大統領：Wikipedia「レジェップ・タイイップ・エルドアン」 


