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Amir Tsarfati 氏 中東時事アップデート 2019 年 2 月 4 日公開 

ガリラヤ湖畔より、ツアーの皆さんと 

（日本時間 2月 4日午後 1時＝イスラエル時間 2月 4日朝 6時） 

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

【Amir】みなさん、シャローム。アミール・ツァルファティです。こちらは、Barry Stagner 牧師です。

私たちの背後にいるのは、早朝から起きている、クレージーな人たちです(笑)。 

私たちは、彼らが、このフェイスブック・ライブ、ユーチューブ・ライブ、インスタグラム・ライブを

見るためだと思いたいのですが、 

でも実際は、これを見るために彼らは早起きしたのです。みなさんにもご覧いただきましょう。 

もうすぐ、ガリラヤ湖の上に、日が昇ります。 

  

ガリラヤ湖畔に朝日が昇る直前（左）と、朝日を見るために早起きしたツアーの皆さん（右） 

ですが、私たちのブサイクな顔に戻りましょう。 

おっと！“私たち”ですよ？みなさんの顔ではありません(笑)。ごめんなさい。 

では、お祈りから始めましょうか？先生？ 

【Pastor Barry】私は英語で祈ります。 

【Amir】先生は英語で！ 

【Pastor Barry】はい。 

 

お父様。あなたが作られた、この美しい日に感謝します。 

主よ。私達に対するあなたの想い、あなたのご計画に感謝します。 

それはわざわいではなくて、キリストを通して 平安を与える計画であり、私たちに将来と希望を与える

ものです。それも今この場所、この時だけでなく、世界中でです。 

あなたを愛し、あなたの御言葉を伝え続けます。イエスの御名によって。アーメン。 

アーメン！ 

 

【Amir】さて、みなさん、シャローム。おはようございます。こちらイスラエルは、もうすぐ朝の 6 時

です。（スーパーボウルで）誰が勝ったのか分かりませんが。 

【Pastor Barry】私も知りません。 

【Amir】認めたくないんですか？ 

【Pastor Barry】そうです。 

【Amir】当ててみましょうか？ラムズが負けましたね？ 
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【Pastor Barry】ラムズが負けました。前半３−０でした。 

【Amir】おぉ…オッケー。では、ニュースにフォーカスしましょう。 

【Pastor Barry】重要なことに。 

【Amir】はい。もっと重要なこと。ここ、ガリラヤ湖の沿岸ティベリアからライブ配信が出来て、とて

もうれしく思います。 

インスタグラム・ライブの皆さん、シャローム！ 

フェイスブック・ライブの皆さん、シャローム！ 

それから、ユーチューブ・ライブの皆さん、シャローム！ 

これは、先生のチャンネルですね？ 

【Pastor Barry】はい。 

【Amir】これら全てを同時に行うのは、初めてだと思います。どうなるか、とても楽しみです。ただ、

皆さんにお伝えしておきたいのは、つい先ほど考えていたのですが、私の知る限り、これは唯一中東か

ら配信されている、“中東アップデート”です(笑)。 

“中東アップデート”は多数ありますが。 

私たちは、文字どおりダマスカスから 70 マイル（112km）離れた場所、ゴラン高原の反対側にいます。

私たちは、まさにガリラヤ湖にいて、ここから皆さんに短くアップデートをお伝えします。私たちは、

ニュースキャスターではありません。ニュースキャスターになるつもりもありませんし、これは、ニュ

ースだけではありません。 

先生、信者として、現在起こっている事に、しっかりと目を留めておくことは、なぜそれほど重要なの

だと思われますか？ 

【Pastor Barry】私たちには、主イエス・キリストの栄光の現れという、期待と希望があります。私た

ちは、周辺で起こっていることを認識しなければなりません。 

アミールさん、私が面白いと思ったのは、イエスがこの地上を歩かれた時にさかのぼって、 主の来臨の

しるしと、彼の神性を認識できなかったことで、彼に叱責されたのは、宗教的エリートたちでした。そ

の時、主は言われました。 

 

3  「…空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時のしるしを見分けることができないのですか。 

(マタイ 16:3) 

「わたしの来臨について旧約聖書に書かれていることを、成就させるのは、このわたしだ。」 

ベツレヘムで生まれること、ナザレ人と呼ばれること、エジプトから連れ出されること、それから、彼

の処女降誕など。 

そして私たちは、興味深い時代に生きていて、アメリカでは、預言の教えを軽視したり、けなす人まで、

多くいます。しかし聖書の約 27％が、預言的な性質を持っている事を、私たちは知っています。 

ある人が言っていましたが、キリストの再臨に関する預言は、キリストの初臨の 8 倍あるそうです。で

すから私たちは、しるしが豊かに与えられている環境に生きていながら、それらを認識せず、備えない

のは、とても愚かな事です。 

【Amir】完全に同感です。また私は、周辺の政治的な展開を認識しておくことに、何も問題はないと思

います。なぜなら、イエスが来られた時、ユダヤを占領していたのはローマでした。ローマが政治的勢
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力でした。ところで、その政治的勢力は、預言者ダニエルによって認識されていました。それが起こり、

聖書預言の成就に大きな役割を果たすと。ですから、政治的な事であれ、軍事的な展開であれ、霊的な

展開であれ、私たちの周辺で起こっている全てが、聖書を理解するのに重要です。聖書は、これら全て

のことについて、語っていますから。 

【Pastor Barry】今、生きているというのは、非常に面白い事ですよ。アメリカは、預言的にフル回転

していると言えるでしょう。全てが起こりつつあり、語られたことの全てが、 今日、配置され、機能し

ています。政治的、軍事的にも。聖書が予測している連合軍は、現在、機能していて、共に協力してい

ます。政治的、外交的にだけでなく、軍事的にもです。イスラエルの北部国境には、強力な軍事駐留が

あり、これは、エゼキエルが預言しています。私たちはただ、あの顎
あご

の鉤
かぎ

が、北から彼らを引きずり出

し、この国に攻め込ませるのを待っているのです。そこで神が、徹底的に対処されます。 

【Amir】ところで、それだけでなく、経済的な状況も終末の特徴として聖書が語っていることの一部で

す。ですから経済、軍事、政治、これらは、私たちが無視できないものです。 

【Pastor Barry】それは大きなポイントです。なぜなら、エゼキエル 38 章、39 章の国々の共通点を見て

みると、 そこにはイデオロギーがあり、イスラエムの宗教的なイデオロギーが関わっています。しかし、

さらには、これらの国々の間で、将来的な経済圧迫があるのです。私たちは、ロシアが困難に陥
おちい

ってい

ることを知っていますし、トルコが困難に陥っていることも知っています。イランも困難に陥っていま

すし、スーダンもリビアも、ずっとめちゃくちゃです。それが、これらのただ中に、唯一、発展してい

る国があるのです。彼は、非常に成功していて、世界第 8 位の経済大国であることを誇っています。 

その国とは？ 

【Amir】イスラエル国です。 

【Pastor Barry】その通り！ 

【Amir】私は、その一員であることを誇りに思います。さて、イランと言えば、ちょっとそれについて、

お話ししましょう。彼らは、つい最近革命防衛隊の 40周年を祝いました。アーヤトッラー・ハメネイが、

パリからテヘランに戻って、引き継ぎを許され、最高指導者のアーヤトッラー・ハメネイが、実際に言

ったのです。 

「イランは、この 40 年間で、経済的に最悪の状態だ。」私が思うに、 

【Pastor Barry】なら、祝いましょうよ。 

【Amir】本当に！私は、あの改革の実を見ていないのですが。テロ、暴力の拡散、人々をイスラエル破

滅へと駆り立てたことを除いては。しかし、彼らが追い詰められているのを私たちは、目にしています。 

【Pastor Barry】彼らは追い詰められています。そして彼らが、他の国々と共に、先ほどそう言いまし

た。ロシアは、結構な期間、経済的困難な状況にあります。以前も、あなたと私とでその話をしました

が、石油価格は、現場から市場へ持って行っても利益、いわゆる黒字からは程遠い状態です。しかし、

彼らの国内生産物の 60％は、資源に関連するもの、 

【Amir】石油、ガス 

【Pastor Barry】それに軍も養わなければならず、彼らの軍隊のショーケースは、あまり上手く行って

いません。 

【Amir】イスラエルのせいもありますし、彼らは、自分で自分たちの戦闘機を墜落させたりして、かな

り激怒しています。 
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ところで、昨日、エジプトはフランス製の戦闘機を購入し、ロシア製の戦闘機購入のキャンセルを決定

しました。ですから、ロシアはそれが不満で、フランス製の戦闘機が、どれほど悪いかという、フェイ

クニュースを始めました。事実、２日前に、その内の一機が、エジプト人の上級パイロットを乗せて墜

落しました。そこで彼らは、 

「ほら、あれは良くない。我々から買うべきだ。」 

と言っているのです。しかし、その数日前には、ロシア製の飛行機が墜落しています。 

これについては、皆さん、聞いていないと思いますが。 

ただ、イランと言えば、彼らは、自国民を食べされるためのお金はないようですが、彼らは、何のため

のお金ならあるのでしょう？ 

【Pastor Barry】ああ。彼らは、テロに資金援助しています。 

【Amir】はい。 

【Pastor Barry】代理たち、基本的には、イスラエルの北部国境に現在いる、ヒズボラやハマスに、資

金を与えていることが分かっています。それから、この数日の間、2 人で話していましたが、興味深いの

は、低空ミサイルの実験か何か？ 

【Amir】はい。 

【Pastor Barry】しかし、こちらイランでは、30 歳以下の国民が大きな割合を占めていて、 イランの失

業率は、40％に達している。国民は経済的に苦しんでいるというのに、彼らは、まだ、ミサイルの実験

を行
おこな

っている。未だに、彼らの国家的目標を達成させる道を探っている。少なくとも指導者たちの中で

は、それは、イスラエルの破滅です。 

【Amir】非常に興味深いのは、つい先ほど彼らは、新しいミサイルの発射を発表しました。 射程距離

1,300km です。そして彼らは、ヨーロッパを脅しました。もし、ヨーロッパが継続して彼らに弾道ミサイ

ルの開発を許さないなら、彼らは、ヨーロッパに届くミサイルを開発する、と。美しいアプローチです

よ！素晴らしい人々、素晴らしい政権に対して。信じられません。 

一つ、お伝えしたいのは、この数日の間に私が見た動画ですが、イランの若者たちと言えば、イランの

大学のほとんどで、政権が床にアメリカとイスラエルの国旗を描いて、学生たち全員が大学に入る時に、

その上を歩かせるようにしているのです。それが、動画では、後でその動画を皆さんにもシェアします

が、その動画では、学生たちのほぼ 100％が、その上を飛び越えて、これらの旗を踏まないようにしてい

るのです。 

そのことが、新しい世代は、イスラエルを非常に憎むこのイスラムのプロパガンダを支持していないこ

とを示しています。事実、彼らは、誰が善人で誰が悪者であるかを見分けられるようになって、彼らが、

通りで本当の大衆デモを行う時、もはや「アメリカに死を！」とか「イスラエルに死を！」とは、唱え

ていないのです。 

彼らは実際には、「アーヤトッラーの独裁政治に死を！」と言っています。 

これは、素晴らしい変化だと私は思います。 

【Pastor Barry】面白いのは、これに加えて、事実、最後に私が聞いたのは、ヒジャブを脱いだ女性の

投稿が、百万件近くあるそうです。そして彼女たちが通りで踊っている様子が録画されていて、自ら危

険を冒しているのです。 
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ヒジャブを脱いだ数多くの女性たちの動画がツイッターにアップされている。 

彼女たちの多くが顔を隠して分からないようにしていますが、 

それでも、彼女たちは、1979 年に乗っ取った抑圧的な政権に対して、「NO！」と言っているのです。彼女

たちは、政府というか、独裁者と一緒に祝ってはいません。 

【Amir】はい。 

ここイスラエルの諜報社会で、我々はあることに気づきました。 

ベネズエラに関して、興味深いことがイランで起こっているのに、我々は気づいています。 

イランのチャンネルでは、有名なマドゥロ支援と、自分が支配していることを確信している彼の様子だ

けを映し出していますが、全てのソーシャルメディアの情報では、彼らは、国際的に支持されている、

影響力のある国のマドゥロを、指導者の立場から降ろそうする決意の方を見ているのです。イランは、

非常に危惧しています。なぜなら、もし、それがベネズエラで上手く行けば、次は、彼らであることを

理解していますから。 

【Pastor Barry】そしてそれが、世界中で起こっていると言っていましたね？2 つの前線で。一つは、話

をコントロールする必要性、メディアをコントロールすることです。 

これら全ての社会主義政権や、暴君のような政権は、国営のメディアを所有していて、発信する情報は、

支配している者達が決定しています。彼らは、自分たちが世界に見せたい映像を見せます。しかし、ま

た別の領域では、あなたが今言ったように、 路上での話は、また違います。 

【Amir】完全に異なります。 

【Pastor Barry】フェイクニュースは、ドナルド・トランプや、アメリカのメディアだけの独特のもの

ではなく、世界中でずっと起こっていることです。そしてそれがまた、あの激昂
げきこう

した考え方を促進
そくしん

する

動きから、最終的には、大患難
だいかんなん

の時代に起こる独裁者につながります。 

【Amir】興味深いのは、 ベネズエラが達するまでに 2 年かかったインフレが、イランでは 5 ヶ月しかか
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かりませんでした。またイランの状況は、ベネズエラと比べると、はるかに悲惨なようです。だから彼

らは、ものすごく恐れていて、彼らの終わりは、本当にそこまで迫
せま

っています。私が思うに、政権があ

そこまで超過激で嘘をつくこと、世に欺
あざむ

きを撒
ま

き散
ち

らすことを 作戦としていて、何も問題も感じない

なら、生き残りのために、自国民や、近隣諸国に対して、さらにひどいことをするにも、彼らはなんと

も思わないでしょう。 

【Pastor Barry】はい。その興味深い点は、少なくともエゼキエルのシナリオでは、我々は、彼らに経

済的な攻撃があることも分かっています。そして、それに抗議する国々は、 アラブ諸国や湾岸諸国、つ

まり、サウジアラビアは明らかに先導して、これらの引きずり下ろされ、引き込まれた国々に疑問を投

げかけます。そして彼らは聞きます。 

「この侵略は、経済的な目的が絡んでいるのか？」 

「略奪するために来たのか。」 

と。私が面白いと思う部分は、主の来臨に関して、私たちには、その日、その時間は分かりません。 

【Amir】そうですね。 

【Pastor Barry】しかし、私達には認識することが出来るのです。イエスが、パリサイ人たちを叱責さ

れました。いわゆる“空のしるし”、これに関わることや、ずっと以前に預言者によって書かれたことが

成就しつつあるということを、私たちは認識します。それは、ここで我々が話していることも含まれて

います。我々は、ペルシャが大きな役割を演じることを知っています。 

【Amir】そうです。 

【Pastor Barry】イランの侵略、それから彼らがロシアとトルコと経済的な苦境を共有する事、リビア

とスーダンとも同様であることを、我々は知っています。 

したがってこの経済的困窮で、アーヤトッラー政権の崩壊を許すよりもむしろ、彼らが経済的獲物を食

い尽くす方に行く可能性があるように思えます。 

【Amir】私も全く同感です。 

では、フランシス法王の話題に入りましょう。 

私は、常に彼のことを話すのは好きではありません。問題は彼ではなく、問題は巨大な宗教ですから。

しかしながら、史上初めて法王がアラビア半島を訪れています。昨夜、彼はアブダビに到着し、まもな

く、異宗教間の対話会議に入ります。 

この異宗教間対話の動きを、どのような聖書の展開として見ていますか？ 

 

ムハンマド UAE皇太子に歓迎されるフランシス法王 

【Pastor Barry】2 つあります。 

一つは、あらゆるレベルで終わりの時、大患難に突入するに当たって、「平等主義」というものが起こる
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と言われています。単に、全てのものが平等であるべきだ、というものです。 

これは、人を支配するという点で言えば、社会主義のアジェンダです。一方が、より経済的に価値があ

るのではなく、全員が同じものを持たなければならない。生産においても、それから医者であれ、清掃

員であれ、なんであれ、皆が同じ給料でなければならない、と。 

我々はまた、これを宗教的な領域でも目にしています。ここでは、よく「アブラハムの宗教」という言

葉を耳にしますが、終わりの時、天に入るための特定の入口がある、とは誰も言わないのは明らかです。

これに、今日の社会や文化は、眉をひそめます。したがって、宗教の単一システム、商業の単一システ

ムの領域へと移行しています。 

明らかに、反キリストの下で監視されます。私たちは、その前触れを見ています。 

これは、ものすごいことだと思います。我々は、皆、同じ神を拝んでいるとか、同じ神に届く道はたく

さんあるとか、これは、法王から、全ての主要宗教に渡されるバトンですよ。そして言うのです。 

「違いにフォーカスするのではなく、共通点に注目して、同意しようじゃないか。」 

と。これは、世界統一宗教への非常に大きな一歩ですよ。 

【Amir】そうですね。私はこの手の会議を、全て「“イエスは唯一の道ではない”カンファレンス」と呼

んでいます。現実的に、それが、彼らの言っていることですから。 

「あなたの宗教も素晴らしい！」 

ところで、一つお伝えしておきますと、ムスリムたちは、前法王で苦労したのです。彼は、イスラムと

暴力的活動とを結びつけていましたから。 

「とんでもない！イスラムは、平和の宗教だ！」 

「決して暴力行為をしたことなどない！」 

「なのに、何てことを言うんだ！」 

それが、フランシス法王は初日から、暴力をイスラムから完全に切り離しました。 

そして、いつも機会がある度に、あれは平和の宗教だ、と言います。 

そして、覚えていらっしゃるか分かりませんが、シャルリー・エブド週刊誌での大量虐殺がパリで起こ

って（書記注：シャルリー・エブド襲撃事件は、2015 年 1 月 7 日 11 時 30 分(CET)にフランス・パリ 11

区にある週刊風刺新聞を発行している『シャルリー・エブド』本社にイスラム過激派テロリストが乱入

し、編集長、風刺漫画家、コラムニスト、警察官ら合わせて 12 人を殺害した事件、およびそれに続いた

一連の事件。テロリズムに抗議し、表現の自由を訴えるデモがフランスおよび世界各地で起こり、さら

に報道・表現の自由をめぐる白熱した議論へと発展した――出典「Wikipedia」より抜粋）、あの雑誌を

運営していた人全員を、彼らが殺害しました。 

その時、まだ就任間もないフランシス法王が、意見を聞かれ、次のように答えました。 

「ま、誰かがあなたの所に来て侮辱したなら、あなたも、何かするんじゃないか？」 

つまり、彼は、テロ行為を弁護したのです。彼らは挑発されたのだから、あのような反応をする権利が

ある、とでも言うように。 

私が思うに、私たちが目にしているのは、完全に全世界の指導者としての思想を持った法王です。そし

て彼はすでに、宗教的な働きだけ、という一線を超えています。今、彼は環境問題、地球温暖化問題を

先導しています。突然彼は、国境は不要だとか、邪悪だとか言い出しました。前回私が確認した時には、

バチカンは、壁に囲まれていましたが。 
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だから私は、思うのです。 

「私たちは、偽預言者としての道を敷いている人物を目にしているのだろうか？」 

「宗教的な表向きの顔として、彼は、政治的な人物の道を敷くのだろうか？」 

【Pastor Barry】私はまた、いわゆる全てのシリンダー上で物事が動いていると思います。世が向かっ

ている、人の物の考え方は私にはとても奇妙に思えます。特に、アメリカでは、イスラムが守られ、キ

リスト教は批判されています。私たちは、全ての敵で、全て良くて、皆を受け入れるという世界の目標

に向かって前進している。しかしそれは、最も受け入れがたい宗教なのに、彼らの信じるものを、皆が

受け入れ、彼らは、アメリカ合衆国の政府によって、守られ、促進されて。アミールさん、私はいつも

考えるのですが、世界統一宗教システムの促進と、獣の崇拝を妨げるものが、二つあると思っています。

そして、二つの主要な妨げは、イスラムとキリスト教で、どちらも、他方に屈しません。 

しかしその一つ、キリスト教が世から取り除かれます。 

そして、高い確率でイスラムは、私たちには、それがいつ起こるのかは分かりませんが、 エゼキエル 38、

39 章の連合軍の国々を見てください。彼らは過激派イスラムですよ。穏健派ではなく、むしろ聖戦派の

思想です。ですから、教会の携挙と過激派イスラムの崩壊が合わさると、可能性としては、大患難の初

期に起こるでしょうが、二つの主要な妨げを取り除いて、それが、偽預言者の働きを促進することにな

るでしょう。 

これが、スケッチに色を添えることになるのか？ 

【Amir】そうですね。私は、それについて考えていたのですが、クリスチャンがムスリム諸国に逃げ込

んで、イスラムを支持するのは見たことがありません。逆にイスラム教徒が、キリスト教国家に逃げ込

んで、そこで保護されているのは見ています。 

私には、ムスリムたちが自分たちの国や宗教を離れてクリスチャンの中に入る方が、キリスト教を離れ

て、ムスリムの中に住むクリスチャンよりも利益が多いように思えます。 

私はいつも、エゼキエル戦争はこの戦争の性質から、過激派イスラムのグランド・フィナーレになるの

ではないかと思っています。ものすごい力を見せるのは、イスラエルではありませんから。聖書は、エ

ゼキエル 38 章の終わりで告げています。 

神ご自身が代わりに戦われ、それが神であることの証拠がある。それが彼であることを、皆が理解する

のです。 

 

23 …わたしを知らせるとき、彼らは、わたしが主であることを知ろう。」 

（エゼキエル 38:23） 

我々には戦えない。我々は彼らを打ち破れない。我々の限界をはるかに超えている。と、誰もが理解す

るのでしょう。それから私は、彼らはすでに、何かもっと良いものを探しているのだと思います。そし

て、その探求は、あの戦争の後、さらに大きくなるのだと思います。現在、バチカンは文字どおり、「イ

エス抜きのキリスト教」水で薄められた福音を提示しています。誰もが、簡単に飲み込んで 受け入れら

れるように。 

そう思いませんか？ 

【Pastor Barry】全く同感です。 

患難時代に起こることを見てみれば、全世界が獣に従うと伝えられています。 
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そして路上でイスラム教徒たち、特に女性たちが、 

「もうたくさんだ！」「この苦しみはたくさんだ！」と言っているのを見て、 

それから私たちが話をした、他のものと合わせると、過激派は破滅し、教会は取り去られます。あなた

も私も、患難前携挙を信じていますから。 

【Amir】はい。 

【Pastor Barry】そうすると、扉が開かれるでしょう。ただ、現在起こっていることを見れば、大患難

の最中に起こることの前兆です。だから、私は、この動きを指摘するのは、非常に重要だと思うのです。

地球上のカトリック教徒は 14 億人ですよ？ 

【Amir】私も同感です。 

【Pastor Barry】その頂点に立つ男が、キリストの代表、もしくは地上でのキリストの代理だと宣言し

て、言うのです。 

「皆、仲良くしなければならない。」「皆、共通点があるのだ。」 

【Amir】私たちは、イランについて話し、ロシアについて話しました。トルコについても少し触れまし

た。昨日の時点で十日でしたが、九日以内に、イランとロシア、トルコの指導者たちが、黒海近くの美

しい街、ソチで再び集まります。 

そこで彼らは、何を話すのでしょう？これは、初めての会議ではありませんよ？ 

彼ら３人全員の共通項とは、何でしょう？ちなみに、彼らは、互いの根性を憎んでいますよ？私の前に

いる人にも、後ろにいる人たちにも、自宅にいる皆さんにも、はっきりと明言しておきますが、ロシア

は、イランが嫌いです。イランは、ロシアが嫌いです。トルコは、両方とも嫌いです。しかし、この３

つ全部を繋ぎとめるものとは、誰なのか？ 

【Pastor Barry】私たちは今、座っていますよね？ 

【Amir】その通り！私たちは今、文字通り、射程距離に座っています。皆さんを脅すつもりはありませ

んよ？(笑) 

そして、これが、我々の最後の問題、最後のまとめになると思います。多くの人が、預言の教えが怖い

と思っています。私は、差し迫る戦争について話をしたのですが。ところで、私たちは、イスラエルに

向けられているミサイルやロケットの、すぐそばにいるのですよ？ 

皆さんにお聞きします。「怖いですか？」 

【ツアー客】「いいえ。」 

【Amir】よろしい。彼らにお金を払って言わせています。(爆笑) 

ただ、一つ言いたいのは、ある人たちは、全く理解しないのです。聖書預言を教えることは、全く人を

恐れさせるものではありません。これは、顔の前に鏡を差し出すようなもので、もし、それを見て怖い

なら、ね？ 

ともかく、ポイントは、イエスは、預言者たちが言ったことを、全て信じなさい、と私たちに命じまし

た。ただ聞くだけ、ただ読むだけでなく、信じなさい、と。 

そして、さらに、エマオへの道での話から、私が信じているのは、彼に関する事がらの理解の欠如と、

預言者たちの言葉に対する信仰の欠如とを、主は結びつけられました。 

イエスが、2 人の弟子たちと一緒に歩かれた時、彼らは、時事問題について話していたのです。彼らは、

エルサレムにいたローマについて語り、イエスについて、王になり損ねた政治的公人として語り、彼ら
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は、祭司によって、人々によって、何が行われたかについて、語っていました。それなのに彼らは、1 節

も聖句を引用していません。彼らはただ、時事問題についてのみ、話していました。そして、このよう

に言ったのは、イエスですよ。 

「あなたがたの問題は、周辺で起こっていることを見ながら、それらを聖書と結び付けていないことだ。

だから、あなたがたは理解してないのだ。」 

だから、彼らの件で言えば、彼らは恐れ、恥をかき、憤り、悲しみ、色々していたのです。 

そして今日、教会で、人々は、聖書預言のメッセージを見て、恐れ、怒り、悲しんでいます。彼らが悲

しんでいるとは、なんと悲しい！これについて、どう思われますか？ 

【Pastor Barry】興味深いのは、私たちは、歴史が度々
たびたび

それを繰り返してきたのを見ています。イエス

の、弟子たちとの会話を考えても、彼らは、尋ねました。 

「今こそ、御国を回復してくださるのですか？」 

彼らは、短期間で考えていました。そして現代の私たちには、様々なものがあります。 

地球の表情の変化を求めているとか、ドミニオン神学（支配神学）や、キングダム・ナウ神学（「御国は

今」神学）とか。しかしいわゆる、神の民である人たちにとっては、地上では物事の表情は変化して行

きます。 

主が、私たちに指し示してくださった時、主は、ペテロや、アンデレ、ヤコブとヨハネと、オリーブ山

に座っておられて、そこで彼らは、再臨のしるしについて、質問しています。それに対して彼は、聖書

のどの質問に対するよりも長い答えを与えておられ、私たちはそれを「オリーブ山の垂訓」と呼んでい

ます。その中で彼は、終わりの時について、ものすごく詳細に、具体的に語っておられます。 

そして、その中で「人の子が来るのに備えなさい」と言われました。私はこれを、私たちに対するメッ

セージだと思っています。「彼は、思いがけない時に来る。」と。 

私たちは、まさにその時代に生きていると思います。イスラエルに関して、教会の主な特徴は、置き換

え神学で、それ以外の信仰システムでは、多くがドミニオン神学（支配神学）を信じています。終わり

の時が近づくと、教会は商業的に地球を支配し、宗教的に地球を支配し、イエスが戻って来られる前に、

全てのレベルで支配すると言います。 

しかし、私たちが知っているのは、イエスは「それは、ノアの日のようだ」と言われました。地上は暴

力で溢れ、人の考えや思いは、常に悪に傾く。そして彼は、「だから、あなたがたは備えろ。」と言われ

ました。 

 

28 これらのことが起こるのを見たら、… 

産みの苦しみの始まりを見たら、 

からだをまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。」 

（ルカ 21:28） 

ですから、今、教会で聞かれるべき事があるなら、他でもなく 

「頭を上にあげなさい！」ですよ。 

うつむくのではなく。イエスが来られるのですから。 

【Amir】天にあるものを求めなさい。 

【Pastor Barry】その通り！ 
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【Amir】これはとても重要ですよ。なぜかといえば、仮に私たちが常に話している事が一つあるとすれ

ば、私たちに与えられている祝福された希望です。そしてもう一つ、私たちが避けるべきことがあるな

ら、日を指定することと、名指しをしようとすることです。 

私は聖書を大いに支持していますが、その聖書が、定められた時があると告げているのです。神が、時

を定められたのです。 

私たちは、その日、その時間を知りません。私は、その日、その時間を知りたくもありません。しかし

神は、その御言葉の中で言っておられます。使徒パウロが、第一テサロニケ 5 章で書いています。 

 

1  兄弟たち。それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなたがたは、私たちに書いても

らう必要がありません。 

2  主の日が夜中の盗人のように来るということは、 あなたがた自身がよく承知しているからです。 

（第一テサロニケ 5:1-2） 

私たちは、よく承知していますか？もし、していなければ、大変なことになりますよ？ 

私たちは、時と季節をよく承知してなければなりません。日や時間ではなく、時と季節です。そして彼

が、祝福された希望について語る時は毎回、言われます。 

 

28 こういうわけですから、このことばをもって互いに慰め合いなさい。 

（第一テサロニケ 4:18） 

これらの言葉をもって、互いに励まし合いなさい。 

この種のアップデートの目的は、人々を恐れさせるためではなく、備えさせるためです。 

そしてこの種のアップデートの目的は、実際、人々を励ますため、慰めるためです。 

私達は昨日、カペナウムにいました。「慰める方の町」です。 

イエスは、2,000 年前でさえ、あそこ、死の谷の陰の暗闇の中にいた人々に慰めをもたらされました。そ

して彼は、今日
こんにち

でさえ、あなたに慰めをもたらすことがお出来になります。あなたは 1 人ではない、と

いう希望とともに。 

彼は、2,000 年前に聖霊を送って下さったのです。そして、それから主は言われました。 

 

2  「… わたしは… 

3  また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。わたしのいる所に、… 

彼は、あちらにおられ、ここにはおられません。 

わたしのいる所に、あなたがたをもおらせるためです。… 

（ヨハネ 14:2-3） 

もうすぐ、私たちの住所が変わります。もちろん、世界中で起こっていることを見回すなら、怖いはず

ですよ。 

本当に恐ろしいですから。世界はめちゃくちゃです。世界は崩壊します。 

しかし、私たちは、もはや地上の国籍はないのです。私たちには新しい国籍があって、私たちは家に帰

るのです。 

だから、信者が亡くなるといつも、「彼は、家に帰った」と言うのです。 
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あれが私たちの家、天国が私たちの家です。だから、これらはものすごい希望の言葉であって、恐怖の

ものではないと思うのです。 

【Pastor Barry】アミールさん、あなたも知っている通り、パウロは、テサロニケに３週間いました。

そして彼は、その 3 週間で彼らに預言を教えたのです。 

だから、彼は、彼らに、2 番目の書簡で書くことが出来たのです。 

「聞きなさい。あなた方は闇の者ではなく、 あなた方は、夜の者でもない。 これらのことが、盗人の

ようにあなたがたを襲うことはない。 

なぜなら、私たちはもうすでに、これらのことについて語ったのだから。 

【Amir】彼は「覚えてるか？」と言いました。 

【Pastor Barry】ですから、彼が３週間の訪問でさえ、聖書預言について教えるほど、重要なのです。

私は、ピリピ人への手紙にある言葉が好きですね。いつか私たちには、栄光の体が与えられる。 

 

21 私たちの卑しいからだを、ご自身の栄光のからだと同じ姿に変えてくださるのです。（ピリピ 3:21） 

私の体には、フッサフサの髪が生えた 巨大な頭で、素晴らしいですよ。 

妻も、髪の毛がいっぱいで。 

【Amir】そういえば、髪の毛のある時の先生の写真を見ましたよ！「わお！」と。（爆笑） 

【Pastor Barry】あれは、面白かった！ 

【Amir】あれは、不意打ちだったから。でもあの写真を見せてもらって良かったですよ！ 天国で髪の毛

のある先生を見たときに、見つけやすいですから。(爆笑) 

さて、皆さん。たくさんのことを話しましたが、 

本当に、カンファレンスでの教えや、教会でのメッセージは、神の民に再び祝福された希望についての

理解を与えるのが目的です。そうです、この邪悪な世にあって、そうです、この悪化している世にあっ

て、崩壊している世にある希望です。 

Jan Markell さんがいつも言いますが、物事は、バラバラに崩壊しつつあるのではなく、然
しか

るべき場所に

収まりつつあるのです。私たちにとっては、恐れる必要はありません。私たちは絶望する必要もないし、

不安になる必要もありません。 

私たちには希望があります。 

私たちには素晴らしい未来があり、私たちは、競争を走り、そして勇敢に戦います。 

私たちの周辺で起こっていることを見るのではなく、イエスを見上げます。 

 

2  信仰の創始者であり、完成者であるイエスから 目を離さないでいなさい。 

(ヘブル 12:2) 

アーメン！ 

ということで、あちら側にいる皆さん、それから、後ろにいる皆さん、もうすぐ… 

皆さんにご覧いただきましょう。 

インスタグラムの人は、見られなくて申し訳ありません。 

先生のユーチューブの人は、多分ご覧頂けますね？そしてフェイスブックの人は、見てください。 

まもなく、ガリラヤ湖の上に太陽が昇ります。 
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本当に美しい朝です。こちらは月曜日の朝です。 

 
もうすぐ陽が昇るガリラヤ湖畔。さっきよりずっと明るい。 

西海岸は日曜日の夜ですが、こちらは月曜の朝で、まもなく太陽が昇ります。 

そしてなんと、これから何をするかといえば、 

Barry 牧師、どうしましょうか？ 

皆さん、この人たちは、ただこれを見るためだけに早起きしたのではありません。 

ここで礼拝するために集まっているのです。楽譜もありますし、音楽もありますから、これから、主に

歌います。 

それから、素晴らしい 1 日を過ごします。 

かなりの確率で、シリア国境から別の件について、また配信するかも知れません。 

するかも知れないし、しないかも知れません。分かりません。私は寝てしまうかも知れませんし。とん

でもない時間に起きましたから。(笑) 

ただ、皆さん、忘れないでください。私たちは、常に、皆さんが励まされることを願っています。そし

て頭を上に上げるように。私たちの贖いの時が近づいていますから。 

【Pastor Barry】それから最後に少しお伝えしたいのは、預言を教える事が重要なのは、私たちは、終

わりの時、大患難の時代について、聖書が告げていることを信じていますから、それによって私たちの、

人々に福音を届けようとする動機が増し加えられるはずです。 

そのために、イエスはあのメッセージを与えられたのです。 

「備えをしなさい。」 

唯一、教会の携挙に向けて備えをする方法は、心をキリストに捧げる、彼を主であり、救い主として、

あなたの人生を捧げることです。 

アミールさん、私たちは、黙示録 6 章～19 章を学んだばかりですが、大変動、大惨事が多数起こります。

私たちは誰 1 人として、それを経験して欲しくありません。 

ですから、これが、私たちの動機とならなければなりません。出て行って、人々に伝えるのです。1000

回伝えてきた人に対しても、1001 回目を伝えるのです。 

イエスが彼らのことを愛していると伝え、世に来られた神の御子が、唯一の救い主であることを伝える

のです。 

 

36 しかし、あなたがたは、やがて起ころうとしているこれらすべてのことからのがれ、人の子の前に

立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。」  

（ルカ 21:36） 
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【Amir】そうです。人々は滅びます。しかし私たちには、ヨハネ 3:16 の約束があります。 

 

16 神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひ

とりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。 

（ヨハネ 3:16） 

ですから、私たちに与えられている約束は、永遠のいのちです。 

しかし、一旦私たちが彼を信じると、この地上でさえ、素晴らしい時間が持てるのです。 

ですから、私たち全員が理解し、主の来臨に備えをしていることは、超重要です。 

もし、あなたが彼を信頼しているなら、もし、あなたが彼を信じているなら、 

もし、あなたがあなたの心と人生を、完全に彼に捧げたなら。 

今なら間に合います。しかし、明日は手遅れかも知れません。 

今日が救いの日です。聖書も緊迫感を持って伝えています。 

 

9  主は、ある人たちがおそいと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありま

せん。かえって、あなたがたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを望ま

ず、… 

カルヴァン派の人は全員聞きなさい。 

神は、“ひとりでも”滅びることを望まず、 

“すべて”の人が悔い改めに進むことを 望んでおられるのです。 

（第二ペテロ 3:9） 

ですから、私たちが賛美する神は、全世界を愛し、御子を全世界に与えられた神です。 

そして私たちは、素晴らしいこと、大きなリバイバルが起こるのを見ています。 

イランで、アフリカで、南アメリカで、ロシアでさえも、東南アジア全域で、ものすごい数の人々が信

仰に入るのを見ています。中国でももちろん、他の場所でも。この成長具合は、最速ですよ？ 

ところで、ご存知か分かりませんが、最も早く成長している宗教は、彼らは「宗教」と呼びますが、実

際は、福音派クリスチャンです。それが、現在、世界中の非常に多くの場所で、増えています。ですか

ら、神は動いておられます。そして、繰り返しますが、私たちは覚えていなければなりません。主を信

頼し、主を信じ、主のために生きること、これが、備えをするための、唯一の方法です。もしあなたが、

主の来臨に、自分は備えが出来ているのだろうか？ と思っておられるなら。 

【Pastor Barry】我々が現在行
おこな

っていることは、とても貴重です。 

なぜならこんにち、宣教師たちが、もはや踏み込むことのできない場所があります。 

【Amir】はい。 

【Pastor Barry】しかし、携帯やその他のデバイスのメディアによって、福音を世界に届けることが出

来るのです。私たちが、今日与えられているテクノロジーを利用することはとても重要だと思います。

それによって、私たちが届けているメッセージが、法で禁じられている場所に届けられるようにするの

です。 

【Amir】では、アロンの祝福をもって、この配信を終えたいと思います。 

初めて、私がヘブル語で行い、誰かさんが、英語で祈ります。イイですか？ 
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【Pastor Barry】(笑)オーケー！ 

【Amir】よし！では、皆さん全員に、ヘブル語でアロンの祝福を祈ります。 

これは、私たちが祭司として、人々に対して行うのではありませんよ？ 

私たち全員が祭司ですから。ただ、これは神の御心を見て、また、私たちがするべきことを理解する、

素晴らしい方法です。 

 
【Pastor Barry】 

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） 

【Amir】 

7  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 4:7） 

平和の君、平和の主が、 今も、とこしえまでも、ここでもどこにいても、あなたに平安を与えてくださ

います。 

アーメン！ 

そちらの皆さん全員に、God bless you!ガリラヤ湖より、シャローム！ 

福音の三分の二が起こった場所です。 

皆さんも、行く先々で賛美してください。私たちは、ここで王を賛美します。 

ご覧ください。太陽が、まもなくガリラヤ湖の上に昇ります。 

ガリラヤ湖より、シャローム！God bless you! さようなら。 

 

 

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

【写真出典一覧】 
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ガリラヤ湖畔に朝日が昇る直前：動画より 

朝日を見るために早起きしたツアーの皆さん：動画より 

ヒジャブを脱いだ数多くの女性の動画がツイッターにアップされている：Twitter Ashraf Sherjan “I 

have a dream that one day the wind of freedom will blow away the last hijab ever forced on a women 

hair in #Iran. #FreeFromHijab”2019/02/05 

ムハンマド UAE 皇太子に歓迎されるフランシス法王：The Atlantic “The Vatican and the Gulf Have a 

Common Enermy”Feb.6.2019 

もうすぐ陽が昇るガリラヤ湖畔。さっきよりずっと明るい：動画より 


