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ビホールド イスラエル　中東時事アップデート　2019年03月09日公開 
アミール・ツァルファティ＆ スティーブ・バーガー牧師 

………………………………………………………………………………………………………… 
お祈りから始めましょう。 
お父様。あなたの御言葉を感謝します。あなたの御言葉は真理です。 
あなたは 私たちに､あなたの御言葉で 自分を清めるように命じられました。 
お父様､今日私たちは 自分の考えや 持論でなく あなたの御言葉を調べ､あなたの御言葉を理解して､世界
中の多くの人たちに あなたの御言葉を 説明できるようにしてください。 
お父様。今日 この配信を通して あなたが栄光と誉れをお受けください。そして さらに多くの魂が触れ
られ 御国に近づきますように。ガリラヤ湖より あなたに感謝し､あなたを祝福します。今日は 少し騒々
しいですが この配信が 私たちの声を捉えますように。 
このお祈りを イエスの御名を通してお捧げいたします。アーメン 

何よりもまず 今日は ご一緒いただきありがとうございます。 
先ほど ２人で少しお話ししましたが､今日は 素晴らしい話がたくさんあります。 

でもその前に 三つの件から始めたいと思います。 
先ほど ２人で話をしていたのは､ある人が イスラエルの選挙について 知っていることをあなたに“リー
ク”されたそうですね？ そこで ここに居る皆さんに お伝えしたいのですが､ 興味を持っておられるのは 
20人ほどでしょうか？ 他の人達は皆､食事中です。 
スティーブ牧師：以下 【ス】デザートを食べてますね。 
アミール：以下 【ア】まぁ､気持ちも分かりますが。 

ともかく 皆さんにお伝えしたいのは､ この10日間で 興味深いことがいくつか起こっています。そして 
この24時間の間に 私が気づいた事､ 実際 私は今日 気がついたのですが､ 
それを 皆さんにお伝えしたいと思います。 

一つ目は シリアの大統領が 初めて シリアを離れて はるばるイランまで行きました。 
これは非常に異例の事です。なぜ､これが異例の事なのか？ 
その訳をお話しします。それは イランのリーダー､つまり イラン大統領 ロウハーニーは １時間前まで 
そのことを知らなかったのです。外務大臣ザリーフは 彼が到着するまで そのことを知りませんでした。
それを知っていたのは ただ２人だけで､アル・クッズ旅団（Al-Quds）のトップである ガーセム・ソレ
イマーニーと 最高指導者のハーメネイー。それだけです。ところで これで ザリーフが辞表を提出した理
由が分かりますね？ 
彼は 自分が輪から外されていた事に 激怒していたのです。しかしながら これを知っていたのは誰か､そ
して それを他者に知らせたのは誰なのかを お伝えします。 
イスラエルは 明らかに ダマスカスの宮殿に モグラを潜り込ませているようで､私たちはおそらく 平均
的なシリア人よりも シリア国内で起こっていることを よく知っています。 

それから シリア国内の親分である ウラジミール・プーチンにも これが闇に隠されていて､彼は この事
を 全く知りませんでした。皆さん､イスラエル諜報が イスラエル首相に これが起こる事を伝えて､そこ
で私達は その「黄金の“聖杯”」(に値するような 重大機密情報 *書記注) を 
ウラジミール・プーチンに届けて 伝えました。 

「プーチンさん､念のために言っておきますが  
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シリアの大統領が あと20分ほどすると テヘランに飛びます。」 

彼は 大衝撃を受けて､その事が信頼となり､瞬時に 先週 ネタニヤフが クレムリンへ招かれ レッドカー
ペットが敷かれ､ネタニヤフは ただの味方ではなく 文字どおり 良き友として受け入れられたのです。 

すると アメリカ人達は おそらく､というより アメリカ人だけでなく 聖書預言を見ている人達は 世界中
で言うでしょう。「ちょっと待って？！ ロシアは､イスラエルの敵ではなかったか？ イスラエルが ロシ
アに情報を与えて助言するとは 一体どう言う事だ？」 
皆さん､私は ずっと言っていますが､全ての事に 時と季節があるのです。今の時点で ロシアの利益にな
れば､ 我々は 彼らの友であり､ 我々の益になれば 彼らは我々の友なのです。 
そして 今の時点では､彼らは我々を必要とし､我々は彼らを必要としているのです。そして 我々は シリ
アで詐欺師達がしている事と､ 彼らがシリア大統領と全面的に協力関係にある事を ロシアに知っておい
て欲しいのです。そのために 我々は ロシア大統領に助言し､ 彼は その事を 我々に感謝しました。 

しかし､ここで アメリカ人達の中に 
「どうして 我々はそれを知らなかったのか？」と言う人がいるなら お伝えします。 

二つ目の“リーク”は､昔まで さかのぼります。 
1956年2月です。信じ難いかも知れませんが､当時も“聖杯”がありました。 
ソビエト連邦 共産党中央委員会 書記長 ニキータ・フルシチョフが モスクワでの会合で､ 発表しようと
していた 2万語の言葉です。非常に大きな会合でしたが 彼は 演説をする直前､ 全ての外国人に 部屋を出
るよう促しました。ロシア人にだけ 伝える事が出来るように。そこで全員が 憶測を始めました。何が
起こっているのか､彼は 何を言うつもりなのか､と。念頭に置いておいてください。彼が 重要人物以外
の全員を 部屋から出したのは､ 
おそらく､彼は 誰にも知られたくない事を 伝えようとしていたのでしょう。そして あの時 アメリカは､
ロシアについて どんな小さな事でも 全ての情報を集めようとしたのです。 
経済的状況､ 財務､ 軍事､ 政治､ 全て。 しかし 何も見つかりませんでした。その2万語の演説は もちろ
ん 後日 いくつかの報道機関に提出されました。 

ポーランドの ワルシャワにいた ユダヤ人 ジャーナリスト､ユダヤ系 ポーランド人のViktor Gretzkyは､当
時 彼は おそらく十代後半､18歳か19歳だったと思いますが､その演説の 写しを 入手しました。その1年
前 彼は､イスラエルを訪れて 非常に熱心な シオン主義となっていたのです。シオン主義とは イスラエル
がユダヤ人の為の国､ ユダヤ人に約束された地であると信じる人の事､それが シオン主義です。ここが､
ユダヤ人のものだと信じる事です。それが 犯罪なのです。その事に 皆が 怒り狂っているのです。 

そして皆さん､彼は ポーランドに戻りながら 亡命するとか 留まるとか､そんな事は 一切考えていません
でした。彼が 共産国ポーランドに戻りながら 考えていたのは､ 
「もし､自分が 何らかの情報を入手したら イスラエル人に渡そう。」 
自分は イスラエルに引っ越しはしないが､イスラエル人に渡そう､と。そこで 彼は それをイスラエル人､
内部のシークレットサービス､シンベトに渡し､シンベトは 直ちにイスラエル首相 ベン＝グリオンに そ
れを渡しました。1956年 ベン＝グリオンは 気付きます。 
「これは 黄金だ！これを アメリカの大統領に渡そう。」 
しかし その前にまずCIAのトップである ダレス氏と 彼の兄弟である 当時の国務長官を 通さなければな
りませんでした。それから大統領です。アイゼンハワー。 
ともかく 私が言いたいのは､長年ずっと､皆これは アメリカのする事だと考えていました。しかし､1980
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年代 ようやく彼らは､それが イスラエルだった事を明らかにしました。ただ､最初彼らは イスラエルの
モサドだと思い､ 後になって イスラエルのシンベトだった事を 理解しました。この Viktor Gretzky氏は 
イスラエルに引っ越して来たのに､誰も彼のことを気にかけず､誰も彼に感謝をせず､ 誰も彼の為に何も
しなかったのです。これほどの聖杯を､全世界に届けた人に対して かなりひどい事ですよ。 

一つ お伝えすると､これが 聖杯だった理由は､ その演説は基本的に その数年前に死亡している ヨシフ・
スターリンを 告発するものだったからです。彼は 基本的にはこう言いました。「あなた方にとって 神
である､ヨシフ・スターリンは､ 我々の国民を､何百万人と殺害したのだ。」こんな事を言う 勇気のある
人は これが初めてでした。それが 1956年。念のために言っておきますと､イスラエルは 情報をロシア
と共有しただけでなく､ロシアに関する事を アメリカとも共有しました。では 次に行きましょう。 

三つ目の“リーク”について 
私達は話をしましたが､皆が ドナルド・トランプの和平案について話しています。 
私が聞いた事を２つ お話しします。 
まず１つ､ドナルド・トランプは エルサレムを分断し パレスチナ国を創ろうとしている。彼らは サウジ
の情報源を引用しています。 
もう１つの 引用は､ 実際には パレスチナ国は 交渉の机にも上がっていない､仮に何かがあるとすれば､
それは 自治国家であって ガザだけだ。西岸地区は ガザと 関係を持つが､それだけだ。さて 正直に言え
ば､ 私は 真実は その中間のどこかだと思います。 
ただ 私は､トランプ大統領は 大使館をエルサレムに移動､エルサレムがイスラエルの首都であると言っ
て､あれだけの火の粉をかぶっておきながら､それから エルサレムを分断するようなことはしないと思い
ます。 

その理由は２つ。それでは､全く辻褄が合いませんから。 
彼は 何のために､あれをしたのですか？ 
それと もし 彼が2020年の大統領選を勝ちたければ それをすることで 全ての基礎となる支持を失うので
す。福音派の支持者は エルサレムを首都認定することで彼を推したのです。 
そして､彼が引続き その道を通すなら､彼らは また彼に投票するでしょう。彼らは エルサレムを分断す
る大統領には 絶対に投票しません。 

しかし､どうして これほど多くの“リーク”があるのでしょうか。これが 2人で話をする前に お伝えする
事の最後で､それは この数年の間に起こっている メディアの ほとんど“ホロコースト”です。メディアは 
消滅しつつあります。みなさん 理解してください。 
2019年の初めから､メディアは 毎月5千の仕事を失っています。 
皆さん､2018年は アメリカで 15,500の報道機関の仕事が失われ､それらは一切 (他の物に) 置き換えられ
ていません。なぜかと言えば､もう誰もメディアを信じないからです。報道機関とは 人々に真実を伝え
るための ルート として始まったのです。それが､彼らは ニュースを報告しながら､自分達の意見を加え
るようになって､今は 彼らは自分達の考えを伝え､そして多分 ニュースも伝えます。もはや 対面主義で
はなく 除外主義です。 
基本的には ジャーナリズムのあるべき形を 完全に破壊していて､人々が もうそれを信じません。人々は 
もう､以前のようにテレビを見ず､以前のように新聞を読みません。ニューヨーク・タイムズだったと思
いますが､ 初めて 新聞よりもオンラインの方が 大きくなりました。皆さん それらは消えつつあり､その
為に 彼らは 消えそうだからこそ､さらにどんどん 毒気を増し､さらにどんどん､ 
【ス】過激で､悪意に満ちて､誇張して､ 
【ア】そして彼らは､さらに信頼を失っているのです。 
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【ス】彼らは､自分達を攻撃しています。 
【ア】そして最終的に､彼らは消滅するでしょう。だから 彼らは 多くのことをリークするのです。何と
かして生き残らなければならないから。それが 真実か嘘かは 重要ではなく､ 彼らは 沈まず浮いていな
ければなりません。私達が 気をつけなければならないのは､ 彼らは 皆さんに 特定の方法で投票させよ
うとします。 

彼らには､アジェンダがあります。 
彼らは､今 自分達にアジェンダがあることを､皆さんに 言いますよ。最後に これで締めくくりたいと思
います。アメリカのユダヤ人は､ 今朝 ある現実に目覚めました。彼らの政党､民主党が 彼らの中の2人の
過激派イスラムの 反ユダヤ主義的 発言を叱責しないと､決断したのです。アメリカのユダヤ人達は､今朝
目覚めて､政党を変えるか､国を変える必要がある事を理解しました。今までとは違います。さて私達は 
全てのことについてお話しました。 
ここからは 会話を楽しむ時間です。 

【ア】スティーブ牧師は､ 数日早くイスラエルに来られましたね？ 
【ス】はい。  【ア】目的は何ですか？ 
【ス】その前に 少し和平案について 話をしてもいいですか？  【ア】もちろん！ 
【ス】昨日の夜､ 私は 電話でかなり話をしたのですが､ 
【ア】先生は 実際､イスラエルの非常に重要な政治家達をご存知ですよね？ 
先生は､彼らを直接ご存知で 実際に 彼らと一緒に食事をされましたね。 
【ス】はい。でも､まずは 和平案に戻りましょう。昨日､私が 複数の情報元から言われたのは 実際に 和
平案を目にしたのは 6人だけだとのことです。 
【ア】私も賛成です。 
【ス】はい､6人で､そのうちの1人は大統領です。つまり トランプ大統領と あと5人。 
これは興味深いことです。 
【ア】リークは､全て憶測だ､と。 
【ス】リークは､全て憶測です。 
ただ､私は 大統領が 誰にも話していないとは言っていません。しかし､人々に見せるという意味では 6人
が それを見ています。多くの人が言っている事が､事実になるかも知れません。しかし 確実に今の時点
では 多くの噂が出回っていて､多くの恐れが広がっていますが､ それは いずれ分かるでしょう。 

もう一つ､私が 皆に言っているのは､ 
4月9日のイスラエルでの選挙の後､ 和平案が明らかにされた時､ 私は 結論を急がないように気をつけて
います。なぜなら 大統領は交渉人で 交渉上手ですから､ 彼が直球で決めてかかるとは思わないのです。
だから 私は､皆が見守る必要があると思うのです。何か､恐怖作戦や､和平案の中で起こり得る最悪を考
えたり､先急いで飛びつかないように。私は､その行程が解明されてゆくのを目にすると思います。それ
から私は 多くの福音派や シオン主義者と同様に それが著しく イスラエルに有益になると 期待していま
す。 

【ア】はい。興味深いのは､これは トランプ大統領の初日からですが､福音派クリスチャンの中の 一派
全体が､まるで 文字どおりトランプが 反キリストであるようにと懇願しているのを 私は目にしました。
もしくは ジャレッド・クシュナーが 反キリストであるようにと懇願している。彼らは 何でも出来る限
りのことをしています。ジャレッド・クシュナーが住んでいる ニューヨークの住所は666だとか。彼ら
はいろんな事を持ち出しています。 ただ一つ､言っておきたいのは 反キリストは あれほどまでに イスラ
エルを愛し 支持する者ではありませんし､反キリストは 安息日を守ったり ユダヤの例祭を守ったり わ
ざわざ出かけて行って 祈ったりしません。イイですか？ 
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彼は 大戦争の後､平和をもたらすのです。また その大戦争は まだ起こっていません。 
私は､私たちが今 目にしているのは その戦争が始まる前に 平和をもたらそうとする動きです。なぜなら 
その戦争の後は 物事が完全に変わりますから。 
また､ダニエル書が告げているのは､ 彼が 何らかの契約を､英語では 彼が何らかの契約を結ぶと伝えてい
ますが､ヘブル語では「確証する」とは言っていません。それは英語の問題で 申し訳ないですが､ 

ヘブル語では「וְִהגְִּבּיר」これは 増大させるという意味で 
「普通のものを､特別なものに変える」という意味です。 
私たちが 目を見張るようなもの です。 

エルサレムが首都であると 私達は ずっと言って来ました。それに同意してくださって感謝しますよ。し
かし私達は ずっとそう言って来ましたから 大した事ではありません。 
【ス】私は､今夜は､あなたの味方ですよ。 
【ア】分かってます。分かってますよ。 
ただ 私からすれば 目を見張るもの というのは､神殿を建てる事です。 
神殿の丘は もうペテン師達のものではなく､ここに ユダヤ人が 神殿を建てるのだ。 
それが､目を見張るもの ですよ。 
私から見れば､それは､トランプの和平案の中にはありません。 
信じてください。それは､この一部にはありません。それが起こる時には､イスラムは もう支配的な大暴
力ではありません。想像してみてください。もし イスラムが それほど重要で 大きな過激宗教であった
なら､ユダヤ人が 神殿の丘に神殿を建てる事を認められる世界指導者など1人もいません。それは､起こ
りません。 
あの エゼキエル戦争が あまりにも強烈で､あまりにも破壊的なため､この戦争が中東に 非常に多くの変
化をもたらすのです。そして その戦争の後 神殿は 最も簡単に消化出来る部分になるのです。ですから 
それは問題外として 次に行きましょう。 

先生は､２日早く来られて､非常に興味深い体験をしたとおっしゃいましたね？ 
【ス】ええ。私達は ユダヤ・サマリアで 数日を過ごして 様々な人々､様々なタイプの 
指導者達と話をしました。あちらで私が見たのは､これは私と妻のサラが 気軽に使う 
フレーズですが「新時代だ！」 
私達が目にしたのは 新時代でした。 
政治界でも 宗教界でも 様々なタイプの指導者達の会話の中に オープンさがあるのです。 
【ア】何に対するオープンさですか？ 
【ス】それを 今から言おうと思ってたのです。 
【ア】そうですか。 
先生が それらを言いやすくするのが ここでの 私の仕事ですから。 
どうぞ。何に対してオープンですか？ 
【ス】イエス・キリスト という方に対して オープンなのです。 
これは 真にイエスに従う者達が､彼がどういう方であり､人々に対する彼の願いを代弁して来た 結果と
してもたらされた オープンさです。 
私達が目にしたのは ユダヤ教徒とイスラエル文化､イスラエル政府にとって 重要な立場にある人々が､
クリスチャンは 彼らの敵ではないと 気づき始めているのです。 
この２千年の間 いわゆる“クリスチャン”の手によって ずっと迫害がありましたが､ 
今日のクリスチャン､イエスに従う者達は 彼らとは違う。 
【ア】彼らは､それを区別しているんですね？ 
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【ス】彼らは､それを区別しているんです。 
私達は 何年もの間これを目にして来ましたが､ 今は ものすごい速さでこれが起こっていて 新鮮なオープ
ンさがあるのです。そして これらの指導者達から 私が聞いている感想は､ 今まで 一度も聞いたことが
ありません。 
イエスがメシアである事に関して オープンで､ 彼らは 考え直しているのです。 
考えてみてください。これは歴史的なことですよ。彼らは イエスとは誰なのか､ 
また 彼らとイエスとの関係を 考え直さなければならないのです。 
【ア】まさに聖書がそれを告げていますね？ 彼らは考え直す､彼らは考えを変える。 
主が戻って来られた時､そして 彼を受け入れると。 
【ス】ええ。私は パウロが言っている､私達は 彼らの妬みを引き起こす､というのを信じています。私
達が正しく生き､正しく導き､彼らの目の前で 私達が正しく愛するなら､ 
その事が 彼らの妬みを引き起こすと 私は信じています。 
良い意味で それが彼らの心､彼らの魂を突き刺し､それを調べ､見るようになるのです。 
「この人達は 我々のことを 本当に愛しているのかも知れない。」 
「彼らは 大変な時に 我々を見捨てたり､迫害したりせず､本当に私達の側に立ってくれるのかも知れな
い。」「多分 彼らは 私たちのことを 本当に愛してくれているのだろう。」 
私は この難局に 教会がうまく対応していると信じています。本来なら 私達は ずっとこのように生きる
べきでした。私達は そのレベルに達しつつあると思います。適切な働きをして ユダヤ人達の心に触れて
います。 
【ア】すごいのが 彼らは実践的な方法で それを行なっていて､それをご覧になりましたね？ 
【ス】非常に実践的です。 
私達は イエスに従う者達が ユダヤ・サマリアにあるユダヤ人の農場を 手伝っているのを目にしまし
た。彼らは､ぶどう畑を手伝っていて､これは まさに 聖書預言の成就です。 
【ア】ええ。その預言について 話をしましたね。 
【ス】エレミヤ31章5節は サマリヤの山に彼らが再び ぶどう園を植えると告げています。 
【ア】あれは 驚きです。エレミヤ31章は また､新約聖書についても告げていますから。 
【ス】その通り！    【ア】それから､ 
【ス】それから イザヤ61章5節が告げている事が 驚愕です。 
あなたは「聖書預言が成就されるのを見ている」と言うことは出来ますが､私は … 
【ア】ご覧になりましたね！ 
【ス】本当に 成就されるのを見ました。最も実践的な形で､それが目の前で起こるのを見ていたので
す。イザヤ61章5節は､こう告げています。 

「他国人は､あなたがたの羊の群れを飼うようになり､ 
外国人が､あなたがたの農夫となり､ ぶどう作りとなる。」 （イザヤ61:5） 

【ア】それから イザヤ書61章は､イエスが ナザレのシナゴーグで読んだ箇所です。驚きです。 
この同じ章が ２つの異なる書の中で､新約聖書としての彼について語り､彼がメシアであることを 確証し
ているのですから。これらの章もまた ご覧になったんですね？ 
【ス】ええ。非常に実践的な形で 彼らは行って ぶどう園の所有者を手伝っているのです。 
私達は やって来て､彼らの人生に イエスを押し付けるのではなく､彼らの土地で 彼らと一緒に無償で働
き､私達は彼らを愛していることを 彼らに見せるのです。そして 私たちの生き様で彼らに語るのです。
言葉でなく。あまりにも多くが 語られていますが､語るのは簡単です。私達は そう言います。しかし 行
動で示すのです。私達が 彼らを愛していること､私達は 彼らの味方であること､私達は 彼らを祝福する
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ために ここに居るんだ､ということを。すると 私達の間に 信頼が増し加わるのが分かります。関係が深
まるのです。 
【ア】グレースチャペルは､他の教会も これを行なっているのは知っていますが､グレースチャペルは ま
た イスラエル軍の中でも 鍵となる人達との 非常に面白い関係を築いていますね？ 実践的な事を通して 
人間関係を築いておられます。 
【ス】はい。実践的な事です。 
使徒パウロは､ローマ書15章27節で このように言っています。 
今､手元に聖書がないので､大雑把ですが､ パウロは こんな風に言いました。 
ユダヤ人達は 歴史や伝統 全てを 私達に与えてくれた。メシアも。だから､ 

「…異邦人は霊的なことでは､ その人々からもらいものをしたのですから､物質的な物をもって彼らに奉
仕すべきです。」 （ローマ15:27） 

パウロは これに関して 実に明確に告げています。だから 私達は真剣に受け止めなければなりません。
教会に命じられている仕事の１つは､ ユダヤ人国家にとって 実際の祝福となる事です。それは､ぶどう園
での労働を提供する事であったり､軍事的必要を提供する事であったり､神の民が 命じられている事に関
わり､それを成就する方法は いくらでもあります。全ては 創世記12章3節にさかのぼります。 
私は いつも伝えるのですが 「イスラエルを愛する事は １−２−３ ぐらい簡単だ。」 
創世記12章3節。 １−２−３ です。 
私達は これをしなければなりません。私達は イスラエルの人､国家を祝福しなければなりません。そう
すれば 神が私達を祝福してくださいます。 
【ア】そうです。素晴らしいです。それから さらに素晴らしい事があるのです。 
その関係を築き 信頼が生まれると､実際に彼らは あなたの所に来て 恐れず質問をして来るようになりま
すね？ 例えば？ 
【ス】イエスとは どういう方なのか？ あなたにとって 彼は 何なのか？ 
【ア】それとか､もしくは 「どのようにして中絶と戦うべきか？」とか。 
【ス】ああ。そうです。ちょうど 昨日､ 将来のイスラエル議員と その会話をしましたが､ 
私は 旧約聖書から教える事が出来るのです。  【ア】その通り！ 
【ス】旧約聖書からです。「聖書は 中絶について こう告げている」と。 
すると 彼は 考えて それから「分かった。なら ここの我々の法律では このように使える。」というよう
に。これは 想像を絶します。 
【ア】感動したのは､これまでにも 何度も話して来たように､ 
私のメッセージの中に イエスのよみがえり に関するものがあるのです。 
なぜかと言うと､よみがりの中に 全てを変える力があるからです。 

また､私はいつも ピンカス・ラピド (Pinchas Lapide) という人の話をします。 
彼はもう亡くなっていますが､ 正統派ユダヤ教徒の神学者であり､  
また 外交官でもありました。 
その彼が イエスのよみがえりについて 本を書いたのです。 
彼は 実際に イエスがよみがえった事を 信じていました。 
彼は ユダヤ教徒で イエスを信じていませんでした。しかし確実に イエスがよみがえったと信じていた
のです。現場のあらゆる証拠や 聖書がそれを証明していますから。言い換えると､よみがえりは ユダヤ
人の考え､ユダヤ的なのです。 

ところで バプテスマも､バプテスマは クリスチャンが発明したのではありません。 
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これは ユダヤ的な事で､ユダヤ人達が ずっと実践して来たのです。彼らは それを神殿の前で行いまし
た。そして 1日に３千人が洗礼を受け 教会に加えられましたが､誰も彼らのことを“クリスチャン”とか“カ
トリック”と呼んで「出て行け！」とは言いませんでした。これは非常にユダヤ的なことだったのです。 

しかし､ピンカスが言うには「私は､イエスは 非ユダヤ人のメシアだと信じている。」 
そこで皆が聞いたのです。「では､ユダヤ人はどうなるの？」すると彼が言ったのは「彼が来た時に 
きっと我々も受け入れるだろう。」先生も 全く同じ言葉を聞いたようですね？ 
【ス】そうです。ほぼ同じセリフです。 
我々が 非常に敏感にならないといけないのは､私達が使った言葉を 彼らがどのように解釈するか。です
から 友達が 私に こんな風に質問して来たら､  
「あなたは､私に あなたのようになって欲しいのか？」 
正統派の友達が 私にそう言ったら､私は 彼が何を言おうとしているのかを理解します。 
彼はつまり「私に アメリカのクリスチャンのように なれと言うのか？」 
「もう 例祭を守らず､安息日を守らず､アメリカのクリスチャンのような格好をしろと？」 
私は 彼らの言うことが分かりますから､私は 彼にこう答える事が出来ます。 
「私は あなたに､私のようになって欲しいとは思わない。 
私は あなたに､あなたのメシアを見つけて欲しいのだ。 
なぜなら 彼は､私のメシアになる以前に､あなたのメシアだったのだから。」 
まずユダヤ人､それからギリシャ人です。 
【ア】皆さん とても興味深かったのは､ 
私が ローマで座っていた時､いや。失礼しました。あれは アテネです。 
私は 収録したメッセージの用意をしていたのです。 
その時に 使徒の働き15章を読んだら､ 
ところで 使徒の働き15章は エルサレムでの出来事ですよ？ 
それで 私は ペテロの演説を読んだのです。 
彼は 教会の長老達のところへ行って 言わなければなりませんでした。 

「このユダヤ主義者達が 割礼を受けることや､安息日を守ることを 
強要しているが､言っておく。」それから 彼は 演説を始めて言いました。 

「それなのに､なぜ､今あなたがたは､ 私たちの先祖も私たちも負いきれなかった 
くびきを､あの弟子たちの首に掛けて､神を試みようとするのです。」 （使徒の働き15:10） 

それから彼は 驚くことを言うのです。 
「あの人達が恵みによって救われたように､我々も､そうでなければならない。」 

彼は､既に妬みを引き起こされているのです。１世紀､ 異邦人達が 信仰によって御国に､ 神の家族に入る
のを見て 彼は思ったのです。 
「なに？！　私は あれもこれも､これも守って来たのに､ここでは 私は特別に ご褒美をもらえないの
か？」そこで 神が彼に言ったのは､エビのことを覚えていますか？ 
【ス】敷布が降りて来ました。 
【ア】そうです！ 覚えていますか？ 

「神がきよめた物を､きよくないと言ってはならない。」 （使徒の働き10:15） 

私は あの瞬間に､ 彼は 永遠に変えられたんだと思います。 
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そして 私は､あの瞬間が 全てのユダヤ人を変えることが出来ると思うのです。 
その人が 彼の方法でそれを見つけるなら。先生が言われた通り「彼のメシア」として。 
パウロが言ったことを 覚えていますか？ パウロは 超正統派ユダヤ人で クリスチャンを殺し､そうする事
で 神を喜ばせていると考えていました。しかし彼は ずっと得であった このようなものを みな､何だと
言っていますか？ 「ちり､あくた」(ピリピ3:8)   
彼が それに気づいたのは､彼が 救われた後です。 

「… 私の主であるキリスト・イエスを知っていることの すばらしさのゆえに」 
 (ピリピ3:8) 

神の恵み､ 神の愛を知った 今､ 私は振り返ることが出来るのだ。しかし その時は､あれが唯一 彼が すが
れるものだったのです。彼の教養､彼の伝統､そういったものに､彼は 神の愛､神の恵みが何であるかを 
完全に理解するまで すがりついていたのです。 
【ス】アーメン。そしてそれは 全ての人のもの なのです。 
【ア】全ての人のもの。  【ス】ユダヤ人と異邦人。 
【ア】私は いつも言いますが､ 
キリストから離れては ユダヤ人と異邦人の間に 大きな違いがあります。 
そして その違いは 神が新しい天と 新しい地とを創造されるまで続きます。 
しかし キリストにあっては､ もはや ユダヤ人も異邦人もありません。 
キリストにあって､その隔ての壁は崩され 私達は １つです。 
ところで 携挙が起こった時 私は取り残されませんよ？ 
私はユダヤ人だから 他にもする事があるとか？ そんな事 私に願わないでください！ 
私も 皆さんと同じグループです。私も 一番に行く切符のグループです。 
ただ 私がユダヤ人だからといって､ 私をここに残さないでください。 
【ス】アミールさん､ 手短に言わせてください。 
とても大切な事があって 私はそれをずっと見て来ました。 
キリスト教の中に ヘブルのルーツがあるのを知って､ 
人は とても興奮して ヘブル的なやり方や､ ユダヤ人のやり方や､ 律法や 
何か全てを 取り入れ始めるのです。しかしそれは 非常に危険な事です。 
【ア】超危険です。 
【ス】ペテロは これについて明確に語っています。 
私は ユダヤ人達がメシアを見つけて､全ての伝統や何かを捨て､私のようになる事は望んでいません。そ
して私は 異邦人が ユダヤ人のように生き始める事は､ 絶対に望みません。 
そうする事が より霊的だと考えて。 
これは 非常にデリケートな問題ですが､ はっきりと区別しておくのは 非常に重要です。 
異邦人の義は 主イエスへの信仰によってのみ 与えられるもので､祈祷用ショールを着けて祈ったりと
か､ 安息日を守ったりということで､より霊的になる事はありません。 
イエスに対する信仰のみです。 
ユダヤ人にとっても同じ事で､義は 唯一 イエスに対する信仰のみによって 与えられます。しかし 彼は 
安息日や伝統を守っても良いのです。  
【ア】しても良い！ 
【ス】守っても良いのです！ 彼がそうしたいなら 構いません。 
それによって 神の御前に義と認められると 彼が考えない限り しても構わないのです。 
非常に微妙なバランスですが､これは はっきりと保たれなければなりません。 
【ア】全く同じ事を 聖書はローマ書10章で告げています。パウロは 言います。 
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「私は､彼らが神に対して熱心であることをあかしします。しかし､その熱心は 
知識に基づくものではありません。というのは､彼らは神の義を知らず､  
自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。」 （ローマ10:2） 
私達は この点に 十分に気をつけなければなりません。ところで 私も先生に同感です。 
私はユダヤ人として 異邦人に 
「ユダヤ人のようにならなければならない。」と教えないように､ 
ものすごく気をつけています。覚えていますか？ 
ユダヤ人達が 妬みを引き起こされるのであって､ 妬みを引き起こすのではありません。 
この文面にあるのは「引き起こ“される”」です。 
私達は 一つのことを 理解しておかなければなりません。 
ユダヤ人達を 隔てている 主だった事は 盲目さで 霊的盲目があります。 
ですから ここでは祈りが非常に重要です。私は 彼らのことを決して諦めません。 
諦めずに 言葉で語るだけでなく 生き方で示すのです。 
先生が 先ほど仰ったように 実践的に 彼らに示します。 
そうすれば､彼らは こちらに尋ねて来ます。 
そうすれば､彼らは もっと気さくに 心を開いて来ます。 
【ス】ニコデモが イエスの所に来た時 夜の闇に隠れて来ましたね？ 
興味を持ち 探求していました。しかしイエスは､その事で彼を叱ったりされませんでした。 
主は 彼がその事にピリピリしながら 個別に訪れる事を許されましたね？ 
私達も 同じように それを認めなければなりません。私は ここに座って､誰にこれを話したか 名前を暴
露したりしませんよ。ただ 彼らが イエスが誰なのかを発見する間､彼らがそれを隠すのを 認めなければ
なりません。これは非常に重要です。私達は この事に敏感にならなければなりません。今は 新時代で
すから､もし私達が ここで しくじるなら 事態を後退させてしまいます。それは避けたい。 
【ア】後少しで締めくくりますが､今日 先生は他にもすごい事を 仰っていましたね。先生は 
ユダヤ・サマリアの主要ラビの1人と話をされて､ 彼が ヘブル語で何かを言って､それが後で英語に通訳
されました。何か 出来事の速度に関することでしたが､彼らは 具体的に何を言ったのですか？ 
【ス】彼は ものごとが ものすごい速さで起こっていて 追いつく事すら出来ない､と言いました。 
【ア】ユダヤ教のラビ。聖書を知っている人です。 
彼は メシアであるイエスは知らないかも知れない､しかし 彼は 聖書預言を知っています。 
彼は 旧約聖書の預言を読んでいますから。その彼が 先生に同意したのですね？ 
ものごとが 把握する事も困難なほど 急速に進んでいる。 
【ス】その通り。私達は それを複数の人たち､複数の正統派ユダヤ教徒から聞きました。 
【ア】つまり､私達は 異常な時代に生きているという､一般的な理解があるという事ですね？ 
【ス】そうです。 
【ア】一つ言えるのは､神を全く信じない人達にとって､今は ノアの時代のようです。 
彼らは 嫁いだり娶ったり､普通に仕事をしています。 
彼らにとっては 普通の業務と変わりません。 
しかし､聖書の観点から 現在起こっている事に敏感になっている人たちは､ 
ところで､その人はラビで イエスは知りませんが､彼は 聖書を知っています。 
【ア】聖書の観点からは､今 神がしておられる大きな事に対して､ 
無頓着､ 無関心で居られる事は有り得ません。 
【ス】そうです。有り得ません。 
はっきりと言っておきますが､私は アメリカで“ビュー”は観ません。 
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【ア】“ビュー”って何ですか？ 
【ス】いやいや・・・ これは 非常にリベラルなテレビ番組で､女性出演者達が 様々な事について議論す
るのです。しかし 圧倒的にリベラルで ユダヤ・キリスト的価値観に対して 非常に敵対しています。し
かし この2日ほど 彼らはイスラエルについて語っていて､ムスリムの女性議員達が 許し難い発言をして
いますから。そして 彼らでさえ イスラエルについて語る中で 互いに顔を見合わせて・・・これは アメ
リカの全国放送ですよ？ 
それが 彼らは互いに 顔を見合わせて言っているのです。 
「この小さなイスラエルが､何でこんなに問題になるんだろう？」 
「この小さな国に､何があるんだ？」 
この土地には 全世界の注目を集める何かがある事を､彼らは認識しているのです。 
これは 新時代､ 私達は 新時代を生きているのです。 
私達は イエスが言われたように 認識しなければなりません。 
私達は､私達の訪れの時を 認識しなければなりません。 
神は､現在 何かをされているのですから､私達は イエスを愛し イエスに仕えることで､ その機会を掴ま
なければなりません。 
【ア】そうです！ 
それから 先生は「主が来られるまで従事する」という言葉を 私に教えてくれましたね？ 
私達は 聖書預言を勉強し 預言カンファレンスに行って､ 
私達の知っている事や 私達の知りたい事で 自分自身が楽しむことは可能です。 
しかし 私たちの周りには 死にかけている 世 があるのです。 
そして 彼らは 大部分において､聖書的な知識を 全く知りません。 
そして この終わりの時代に 私達が 主にするべき事の一つは､  
私は 今は 終わりの瞬間だと思っていますが､ 
私達は､城壁の見張り人 にならなければなりません。 
私達は､御父の業務のビジネスマン でなければなりません。 
私達は､キリストの使節 でなければなりません。 
そして 人々に 神と和解するよう キリストに代わって 嘆願しなければなりません。 
それから先生は 言われましたね？ 「従事しなさい。」 
先生が 私にこれを教えてくれたのです。私は､覚えていますよ。 
「教会は 従事しなければならない､と教えるのを絶対に忘れるな。」 
「興味深い出来事の数々として 預言を語るだけでなく・・・」 
先生が 実践的なこととして言われたのが､ 
「従事しなさい！」 
【ス】そうです。私が思うことが２つあります。私も同感です。 
見張り人にならなければなりません。 
【ア】私に同感のはずですよ。先生が 私にそれを教えたのですから。 
【ス】私は それを言おうと思ってたんですよ。 
次のカンファレンスで 私のメッセージを説教しても良いよ､と。 
ともかく 私達は 見張り人にならなければなりません。 
私達は 学び､自身でそれを認めなければなりません。 
私達は 時と季節を見分け､イッサカルの子孫のように それに備えなければなりません。 
私は 全く同感です。私達は 城壁の見張り人でいなければなりません。 
しかし同時に､私達は 畑の農夫でなければなりません。 
これが ワン・ツー・パンチ､これが効果的なのです。 
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私達は 見張り､目を配りながらも､ 
自分の心地よい範囲を超えて畑に出なければなりません。 
収穫物は 確実に実っていますから。 
畑は収穫の準備が出来ているのだから､私達は､畑で働きつつ､ 
城壁の見張り人でいなければなりません。 
【ア】私は これからも先生から学んで､次のカンファレンスでメッセージしますよ。 
とても重要なことです。自分が全てを知っている と考えない事､ 
いつもいつも､常に 自分より よく知っている人から 学ぶことは とても大切です。 
それから グレースチャペルについて 先生にお聞きしますが､ 
教会としての視点､ 先生が 今 話された「終わりの時､畑で働く」という事を成就する為に､グレースチャ
ペルは 何をしていますか？ 
【ス】それは イスラエルに関してですか？ それとも 全体の世で？ 
【ア】世全体もです。先生方がイスラエルで積極的に活動されているのは知っていますから。しかし 全
体として 世 ではどうですか？ 
【ス】私達は 国々に入って行って､イエスを有名にする為に 全力を尽くしています。 
そして 普通は・・・､「いつも」と言って良いと思いますが､ 
まず 実践的な 必要を満たします。 
私は イエスが 人々を食べさせてから 真理を教えた という事実が大好きです。 
だから お腹を空かせている人や､苦しんでいる国や人々の所に行って､人々が縛られているなら､私達が 
その人達を解放するように､ 私達が その人達のお腹を満たすように､ 
私達が 未亡人や孤児の世話をするようにしよう。 
私達がそうする時､ 人々は 私達の良い働きを見て 天の父をあがめ､ 
彼らの心は 福音に対して大きく開かれます。 
お願いですから､諸国に出て行って 人々の口に イエスを押し付けないでください。 
彼らに サンドイッチをあげてください。彼らを愛してください。 
未亡人や孤児の世話をしてください。実践してください。 
【ア】そして 伝えるんですね？ 
【ス】そうです！　その通り！ 
イエスの模範に習いましょう。 
主は､食べさせてから教えました。食べさせて､教える。 
同じように行いましょう。 
【ア】その通りです！ そうしなければなりません。 
アメリカの今の状況は どのように見ておられますか？ 
現在のあちらの ユダヤ人達の状況に関して言えば､ 
反ユダヤ人主義 の出来事が ほとんど毎日のように起こっていますね？ 
連邦議会の 私の友達が 昨夜 私に言っていましたが､ 
ユダヤ人有権者の76％が､ドナルド・トランプに 敵対しているのだそうです。 
そして ユダヤ人資金の大半が､ドナルド・トランプに 敵対する側に与えられている。 
しかし､ここでは 彼は､ 
【ア】彼は､彼らを擁護しています。反対側は､彼らを攻撃していますが。  
【ス】その通り！ ですから 次の選挙であれ､何であれ 面白いことになると思いますよ。 
資金や票が どこに行くか。 
【ア】私がこれから言う事で､多分 私は多くの人を失うと思います。私は さらに多くの人の 
反感を買うと思いますが､それでも言わせてもらいます。それが 私ですから。 
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【ス】でも､それが イエスのやり方でした。  【ア】その通り！ 
【ス】イエスには 何千人というフォロワーがいましたが､ 二階の間に残ったのは 120人です。 
【ア】その通りです。 
皆さん､私が言いたいのは､ ヒトラーは ３世代を殺したと 私は強く思っています。 
初めの世代を､彼は 肉体的に殺しました。２番目の世代を､彼は 精神的に殺しました。 
そして 彼は､第３世代を 霊的に殺しました。 
第一世代を､彼は ガス殺 しました。 
彼らの子孫は 精神的に完全に､つまり 彼らの多くが 精神的に非常に深刻な問題を抱えています。私は経
験から言っているのです。皆さん､私は ホロコースト生存者の娘の子です。 
母は､ホロコーストの生存者である 両親と共に ものすごい試練の人生でした。 
私が福音を聞き それに応えた事を 神に感謝しますよ。 
しかし､霊的に 今の第３世代は､もっと崩壊しています。 
私は それが､今アメリカの ユダヤ人達の間で 起こっていることの 主な原因だと思っています。ユダヤ人
たちは 超リベラルで､保守的な考え方､生き方以外は 何でも受け入れ､ 
超開放的です。「我々は 迫害されたのだから､ 我々は 全てを容認する」という口実のもと､彼らは 実際
には 殺人的な事を楽しみ､おぞましく悪魔的な事を 面白がっています。 
そして ある種 彼らはその一端を担っていて､もう めちゃくちゃです。ただ 私は､これは連鎖反応であっ
て サタンの仕業です。彼は､ユダヤ人を 肉体的に排除することから始めて､ それから 精神的なもの､霊
的なものへと続けます。ですから 彼らは 価値観の感覚と理解を 取り戻さなければなりません。聖書に 
立ち返る事なくして､ 神の御心を 理解することは 困難です。 

例えば 乳児殺しを どうして正当化する事が出来ますか？ 
そうして､さらに大規模な ホロコーストが 起こっているのです。毎年です！ 
どうして､これを正当化する事が出来ますか？ どうして､これが女性の権利だなんて言えますか？ その赤
ちゃんは､(母体と)異なるDNAを持っているのです。それは 女性の体ではありません。全く異なるもの
です。なのに 生きているものを 切り刻む事を正当化しておきながら､木を切ったり 花を摘んだからと
いって､人を殺します。このような事には､ただ心が張り裂けます。しかし､これは激しくサタン的な盲目
です。しかし､皆さん 言っておきます。神は､こんな事を見過ごされません。罪のない者の血を流すこと
は箴言で伝えている、神が､決して許す事の出来ない ６～７つの内の一つです。 
【ス】彼は 詩篇106章で告げています。 
罪のない者の血が､国土を汚した。国土に そのシミがある､と。  
【ア】その通りです。さて､今日は たくさんの事を話しました。 
【ス】あなたが 私に たくさんの事を教えてくれました。 
【ア】あら。ありがとうございます。 
【ス】これからも､私に たくさんの事を教えてください。 
私は､あなたのメッセージを説教しますよ。 
【ア】私は 先生の説教を 聞いたことがないと思いますが､ 
【ス】今､ 勢いが落ちたのが分かりましたか？ 
【ア】いえ､でも､先生が私に教えてくださった事を 私は真剣に受け止めて､すぐにそれをメッセージに
取り入れます。「そうだな､私は 福音を伝える時に､実践的な働きについて 強調してこなかった。」と思
いましたから。「今 私は､使節になる事や､見張り人になる事をたくさん話しているが､ 働き手となる事
については どうなんだ？」と。だから 私は あと２つ加えたのです。良い事です。先生､これから あと7
～8日 一緒に過ごします。 
一緒に楽しい事をたくさんします。イスラエルは とても美しいです。 
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【ス】ええ､本当に。ものすごく見事で 緑がいっぱい､ 
 空は青くて澄んでいて､本当に素晴らしいです。 
【ア】先生が､美しい国に住んでおられる事も 知っていますが､ここは 比べ物になりません。 
本当に見事です。ガリラヤ湖は この２ヶ月の間で 180cm以上 水位が上昇して､これは 
前代未聞です。少なくとも この15年の間では。全てがとても美しいですが､ 
それでも イスラエルの選挙が迫っていて､ネタニヤフに敵対する者達は 全てがどれだけ悲惨かと告げま
す。こんなに良い状態でいたことは これまで一度もなかったのです。 
【ス】左派（レフト）は 世界中にいます。  
【ア】本当に！　リベラルは リベラルです。 
私は 彼らを「悪臭リベラル」と呼びますが､カメラの前で それは言えません。 
皆さん､ここは非常に美しい国です。多分､もう一回 2人で一緒に何かを行って､ 
私達がここで見て､経験している事を 少し 皆さんにお分かちしたいと思っています。 
それから､皆さんに お知らせですが､ 
デンバーのカンファレンスは 完売ですので 登録しようと思わないでください。 
カナダのカンファレンスは 既に1500席が埋まりましたが､あと約1500席残っています。これは5月なの
で まだ時間がありますが お急ぎください。恐らく１ヶ月の間に埋まってしまうでしょうから。それか
ら､私は グレースチャペルを訪れます。 
これは､デンバーとトロントの間､  
【ス】5月中旬。 
【ア】その通り！  
まず初めに 私は､ワシントンDCで行われる 保守派政治家の集会で 話をして､そのあと 
グレースチャペルを訪れます。私達のウェブサイトで 非公開の集会も 全ての詳細がご覧になれますか
ら､ どうぞ お祈りください。それから もちろん グレースチャペルの集会も。前回は確か､複数の州から
人々が集まりましたね？ 教会は とても美しくて 素晴らしい人たちです。席数は？ 5000席？ 
【ス】たっぷりあります。 
【ア】たっぷりあるそうですから､ぜひお越しください。でも お昼に来ないでくださいよ。  
【ス】前回､ありました。 
【ア】ええ､ありました。 何時でしたか？　6時？ 
【ス】中部標準時間の 6時半。  
【ア】中部標準時間の 6時半。テネシー州の グレースチャペル Lieper's Forkです。 
この名前の教会は 一軒しかありません。Grace Chapel.netをご覧ください。 
先生が この ドメインネームを取ったんですね？  
【ス】ずっと昔に。 
【ア】それから オーストラリアにお住いの方は パース､メルボルンで カンファレスを行います。ニュー
ジーランドのオークランドでも行います。全て 準備が整い次第 ウェブサイトに詳細を掲載します。ス
ティーブ牧師､このライブ配信を お祈りで締めてくださいますか？ 
【ス】では､一緒に お祈りましょう。 
お父様。素晴らしい神でいてくださる事を､イエス様の御名によって あなたに感謝します。 
ユダヤ人も異邦人も､全ての諸国を愛してくださり､ありがとうございます。 
お父様。あなたは 全ての人が救われて､ 真理を知るようになるのを望んでおられ､ 誰一人として滅びる
事を望んでおられません。しかし､皆が 悔い改めなければなりません。 
主よ。今､私たちの家族､あなたの教会のために祈ります。私達が､城壁の見張り人であり､ 畑での働き手
となりますように。主よ。私達に油を注いでください。この終わりの時､私達に 福音を宣べ伝えさせ､大
勢がキリストに立ち返るようにしてください。預言者ヨエルが私達に教えた通り､大勢が その決断に至
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りますように。神よ。彼らが決断をし､受け入れる手助けが出来るように､私達に油を注いでください。
彼らが イエス・キリストを主と しますように。神の民は言います。アーメン！ 
【ア】ありがとうございます。 God bless you! 
ツイッターで 私をフォローしてください  Behold Israelです。 
フェイスブックも Behold Israel  ユーチューブも Behold Israel  
それ以外は 全て私達ではありません。彼らは 広告を流していますが､ 
私達は それはしません。ですから 広告を見たなら 私達ではない事が分かります。 
それから もちろん インスタグラム。インスタグラムでライブを行いました。 
それから これから10日間に インスタグラムで ここの素晴らしい写真を載せてゆきます。 
ありがとうございます。ガリラヤ湖より God bless you!　シャローム！ 

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

ビホールドイスラエル 日本語YouTubeチャンネル 
https://www.youtube.com/channel/UCLcuvC6Mr63AqwiiXDkwRVQ 

聖杯 Grail：キリストが最後の晩餐で用いたという杯 
小文字の grail ：命をさずけてくれるもの，命のもと；大切なもの 

(出典　小学館 プログレッシブ英和中辞典) 


