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シンガポールより  

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

ではもう一度。皆さん、シャローム！ 

照明が、パーフェクトではありません。日中なので、私が壁に背を向けて座って、カメラをあっちに向

ければ、もっと良いのですが、この、素晴らしい眺
なが

めを皆さんにご覧いただきたいのです。マリーナベ

イ・サンズと、コンベンションセンター、そしてあちらが、シンガポールの金融街
きんゆうがい

です。 

 

 

シンガポールの風景をバックに 

さて、良いニュースは、ベンジャミン・ネタニヤフが、―― 私は、これが公式になるまで、何も言いた

くなかったのですが、―― 今は、言えます。投票数の 85％以上が数えられた後、公式にベンジャミン・

ネタニヤフ、リクード党が、議会で 37〜39 議席でイスラエル最大の政党です。これは、彼がこれまで持

っていた議席数より、はるかに多いです。 

前期、彼が議会で獲得していたのは、30 議席でしたから。 

ベンジャミン・ネタニヤフは、まもなく、イスラエルの大統領から、次期政府を結成する権限を与えら

れます。 

 

すごかったのは、イスラエル最大のテレビ局が行
おこな

った出口調査では、実際、ベンジャミン・ネタニヤフ

は負けていたのです。彼らが出したのは、確か、33 対 37 で政敵が優勢でした。それが、民主主義、イス

ラエルの最大の政党に、政府を結成する機会が与えられたのです。もし相手側の方が大きければ、イス

ラエルの大統領は、あちら側の指導者に政府結成を任命し、その者が、イスラエルの首相となっていた

でしょう。 

 

面白いのが、この 10 年間イスラエルは、出口調査がいつも間違いであるという経験をしているのです。

なぜなら、非常に偏向しているメディアに対して、有権者が激怒しているため、―― 出口調査のために、

彼らが再投票を求められると、彼らはいつも、自分が本当に投票したのとは反対側に投票するのです。

ですから、基本的には出口調査は、偽の結果が出るようになっていて、―― そして、本当の結果が出る

と、もちろん、全てが劇的に変わります。 

ですから、ネタニヤフの政敵側、「青と白」のベニー・ガンツ元中将との大祝賀で夜が始まって、そして

ガンツ氏はすでに演説をして、その中で、基本的には勝利宣言をし、これまでの数十年の仕事をネタニ

ヤフに感謝しました。彼は、「自分が政府を結成する」と、すでに発言していました。それが 2 時間半以

内に、全てがひっくり返り、ネタニヤフがリードしました。今度は、本当の票が数えられましたから。

今、ほぼ 85％が数えられていますが、いまだにネタニヤフが優勢です。 

２番目に大きな政党よりも、全てが 2〜3 席上回っています。これはものすごい勝利です。 
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ネタニヤフは、国会に 30 議席だったのが、今は、37〜40 議席を獲得しつつあります。 

まだ最終結果は出ていないので、政府がどのようになるかは、私にはまだ言えませんが、 

一つ、私に言えるのは、現在、イスラエル国内のテレビは、ネタニヤフが次期首相である事以外、他の

選択肢は一切語っていません。 

 

そして、今の疑問は、ネタニヤフは、相手の政党を 連立政府もしくは、統一政府に招くのか？それとも

前回同様、小さい政党を彼の周りに集めて、綿密な政府を置くのか？ 

それだけです。 

 

当選し、支持者に手を振るネタニヤフ首相（写真右）とサラ夫人 

ネタニヤフは、今の時点で、確実に次期イスラエル首相です。そして、これから数週間の間に、ネタニ

ヤフが直面しなければならないのは、トランプ大統領の「世紀の協議」です。 

私が思うに、この和平案の難局に対応するには、 ネタニヤフが首相である方が、ずっと良いのです。 

 

ただ、間違ってはいけませんよ？ 

私は、この協議が相手側に受け入れられるとは、一瞬たりとも考えません。 

さらに、アラブ界でこの協議が受け入れられるとは、 一瞬たりとも思いません。一つ、私に言えるのは、

トランプ大統領と、彼の信頼する顧問達は、この「世紀の協議」をまとめた時、それは、ネタニヤフに

恥をかかせるものではありませんでした。それは、「イスラエルが、受け入れようと考える範疇
はんちゅう

である」

として、ネタニヤフ自身が口述
こうじゅつ

したものです。 

ですから、私は、本当に嬉しいです。 

私は昨夜ベッドに入り、・・・少なくとも、寝ようと頑張って、結局、2 時間しか寝られませんでしたが、

―― 昨夜は、何とも言えない気持ちでベッドに入りました。 

こんな事があり得るのか？イスラエル国民は、そこまで盲目なのか？ 

私たちには、ネタニヤフが必要だという事が理解できないほどに？ 

彼はこの過酷な時代に私たちを導いて、私たちはあれほどに素晴らしい経験をしたのに？ 

それが、ほんの 6 週間前に政治家として キャリアを始めたばかりの、あの素人に？ 

私たちは、そこまで馬鹿なのか？ 

それが、神に感謝な事に、2 時間後、その答えが非常に迅速
じんそく

かつ非常に明確になりました。 

いや、違う。私たち、イスラエルの大多数は保守的で、イスラエルの大多数は右派で、 

イスラエルの大多数は、独立パレスチナ国家を設ける事を望んでおらず、イスラエルの大多数は、平和

と引き換えに、さらに多くの土地を手放すことは望んでいない。それまでです。私たちは、そこに行っ

たことがあるし、それもしたし、T シャツも買いました。（全て経験済み）私たちは、再び同じことはし

ません。 
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事実、「ゴラン高原はイスラエルの一部である」との宣言がその証拠であり、承認の印です。 

「我々は、もう、平和と土地を 引き換えにする必要はない。」 

私たちは領土において、国際社会の承認を受けながら、さらに平和を追求することが出来るのです。そ

れによって、相手側をなだめることが出来ると考えて、絶えず土地を要求され、引き剥
は

がされる事は、

もうありません。 

 

ですから、私は、非常に幸せで、満足、祝福されています。 

これは、非常にたくさんの聖徒の祈りが聞かれた結果だと分かっています。 

世界中の人々が、祈ってくださった事も知っています。 

私の家族がネタニヤフに投票した事も、知っています。 

残念ながら、私は、国を離れていたために、今回は、投票が出来ませんでしたが、 

私の娘と息子は、初めての投票で、正しい一票を投じるように念を押しました。 

ですから、基本的には、私の票は倍になりました。 

私は、私の代わりに投票してくれる人間を 2 人生産して、彼らは、しっかりとやってくれました。 

 

ですので、繰り返しますが、皆さん、イスラエルでは、感動的かつ劇的な夜です。 

世論調査員たちは、まだ傷口を舐めていますが、またしても、彼らは間違いでした。 

またしても、国民が発言しました。その発言は、非常に明確です。 

「イスラエルは、民主党派のリベラルで、狂人ではない。」 

「イスラエルは、保守的国家で、その安全も、その価値も、その歴史も、その土地をも、誰のためにも

手放さない。」 

なぜなら、この土地が誰のものであるか、私たちは知っていますから。 

また、土地と引き換えにしたからといって、この地に平和などないことを、私たちは知っていますから。 

 

そして、皆さんと私が知っているのは、本当の平和、真の平和が訪れるのは、唯一、平和の君がこの場

所に来られた時だけです。 

その時まで、私たちは、神がくださった、この小さな地の一片を握りしめ、手放しません。 

そうです。あの、―― 私が今、用意しているメッセージは、 「異邦人の完成なる時」です。聖書には、

ローマ 11 章 25〜27 節にこうあります。 

 

25 兄弟たち。私はあなたがたに、ぜひこの奥義を知っていていただきたい。 

それは、あなたがたが、自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。 

その奥義とは、イスラエル人の一部がかたくなになったのは 異邦人の完成のなる時までであり、 

26 こうして、イスラエルはみな救われる、ということです。 

（ローマ 11:25-26a） 

 

言い換えれば、イスラエルは、目的があって、いっときの間盲目にされているのです。 

「〜まで、こうして」言い換えると、つまり、ここに、ある期間があるのです。そして異邦人の時を特

徴付けることの一つは、一方で、教会が異邦人から始まり、もう一方では、聖書は、異邦人の裁きにつ
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いて語っています。なぜなら、異邦人の時に、異邦人もまた、 聖なる都を踏み荒そうとし、地を分断し

ようとしますから。 

そしてもちろん、私たちが知っている通り、イスラエルが反キリストの手から逃れると、 

反キリストが都を分断し、聖なる都を踏み荒らし、悪い事がたくさん起こります。 

 

しかしそれまで、皆さん、それまで私たちには、ほんの少しの期間が与えられています。 

私は、いつも異邦人たちに言いますが、異邦人の時は特定されていて、限りがあります。 

そして、異邦人の完成なる時が、まもなく来ようとしています。ですから、永遠に時があるような感覚

で 生きてはいけません。限られた期間、機会が与えられているのです。 

2000 年続いたそれが、もう、ほとんど終わりに来ているのです。今こそ、福音を世界中に宣べ伝えて、

イエスについて、世界に伝える時です。なぜなら、その期間が閉じられるという事は、主を受け入れよ

うと思う異邦人が、もはやいなくなることを意味しています。 

それから、イスラエルの全家が救われるのです。ダニエルの 70 週目が終わりに達し、イエスが地上に戻

って来られると、イスラエルは、完全に救われます。 

ですから、その時まで、イスラエルは故国に存在します。 

 

覚えていてください。反キリストの時代の初めの 3 年半、私たちは故国にいますが、後半の 3 年半は、

私たちは、逃げるのです。 

黙示録 12 章が、「女は 1260 日間荒野に逃げる」と伝えています。つまり 3 年半です。 

ですから、後半の 3 年半は、イスラエルは独立国家ではありません。 

イスラエルは、主権国家ではなく、反キリストが支配し、反キリストが土地を分断し、 

都を分断し、旧聖地を踏み荒らし、恐ろしい時代になります。 

その時まで、短い期間があるのです。そして神は、イスラエルが独立主権民主国家になることを許され

たのです。それには理由があって、いっときの期間だけです。 

そして皆さんは、この期間に生きていて、 とても祝福されているのです。 

神が、イスラエルが故国に戻る事を許され、ユダヤ人が、故国に戻るのを許され、ヘブル語が日常言語

に戻るのを許され、土地が実を実らせ、青々と茂ることを許され、イスラエルが再び繁栄することを、

許されました。これは、限定された期間です。 

 

私は、ユダヤ人として、イスラエル人として、これを言うのはとんでもない事は分かっています。しか

し、それには有効期限があるのです。教会が携挙で連れ去られた瞬間に、 イスラエルに試練の時が訪れ、

彼らは試されるのです。そして、反キリストが平和をもたらすと、彼らは、まるでメシアのように彼を

支持します。 

私たちは、それが偽であることを知っていますが、彼らは、それが嘘であることを知りません。彼らは、

それが本物だと思うのです。皆さん、非常に多くの信じられないような事が、そこまで迫っているので

す。しかし、その時まで、イスラエルが故国に戻ったのにも、 私たちが、非常に上手く行っているのに

も、理由があるのです。 

 

聖書的には、これが然るべき状態なのです。聖書預言を愛する皆さん、エゼキエル 38 章は、イスラエル

が故国に戻り、安心、安全で、繁栄
はんえい

していなければ、起こり得ないのです。 
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そしてこれがまさに、ベンジャミン・ネタニヤフ首相の時代のこの数十年のイスラエルであって、おそ

らく、さらにこれから数年間は、引き続き成長し、繁栄するでしょう。 

エゼキエル戦争が起こる時、ネタニヤフが首相でいるかどうか、私には分かりません。 

そうなるかも知れないし、違うかも知れません。私は、預言者ではありませんし、 なろうとも思いませ

んが、 

 

一つ、私に分かるのは、 ネタニヤフが権力を持ち、トランプが権力を持っていて、 

私たちの周りで目にしているのは、ロシアにプーチン、トルコではエルドアンです。 

そして、イランで起こっていること、世界中で、今日
こんにち

私たちが目にしている事から、 

今が終わりの日の終わりの時間である事は、私の中では、疑う余地がありません。 

ですから、皆さん全員を励ましたいのです。 

 

まず、第一に、ベンジャミン・ネタニヤフのためにお祈りくださり、感謝します。 

しかし、それ以上に、時と季節を理解してくださっていることに感謝します。 

私たちがするべきことの一つは、この知識と理解を大きな熱意に変えて、世界に福音を伝えなければな

りません。そのために私は、一年の半分は世界中に出ているのです。もちろん、残りの半分はイスラエ

ルにいますが、人々が知らないからです。主が、インドネシアへの扉を開いてくださったことを、とて

も嬉
うれ

しく思います。ようやく、ビザが保証されました。さらに多くの扉が、ヨーロッパや、 南アメリカ

の国々、その他の場所で開かれています。 

 

ただ、皆さんに知っていて欲しいのです。今は、私達信者が立ち上がり、輝き、 声を上げる時です。こ

れは限定された期間で、有効期限があるのです。覚えていてください。 

「異邦人の完成なる時」が、まもなく訪れようとしていて、それから唯一その時に、神はイスラエルに

対応されるのです。その時まで皆さんには、わずかな時間、少しの期間があって、私たちは、行動する

ためにまだここにいて、素晴らしい事を目にするのです。 

 

ということで、ベンジャミン・ネタニヤフが、今一度、イスラエルの首相になりました。 

彼は、イスラエル史上、最長の現役首相です。素晴らしい人物です。彼は、1996 年、46 歳で首相になり

ました。今の私の年齢で、彼はすでにイスラエルの首相だったのです。最年少の首相、彼は、イスラエ

ル史上初の、イスラエル生まれの首相です。1996 年まで、私達の首相は全て、 イスラエル生まれではあ

りませんでした。そして今、ベンジャミン・ネタニヤフは、長年、23 年の後に、今一度、イスラエル国

家の首相に圧倒的な投票数で選ばれました。もちろん、右派の包囲軍は、両方の政治的地図を見ると、

左派、リベラルよりも、はるかに大きいです。これは、見事な勝利です。 

 

素晴らしい朝です。 

私は、本当にワクワクしていて、 本当に嬉しいです。私の国の人たちも、私の家族も、イスラエルは、

5～6 時間の時差があるので、今は、ほとんどが寝ていますが、 

私はシンガポールにいて、ご覧の通り、美しい朝です。 

そして全世界に、このアップデートで ネタニヤフが選挙で勝ったことを お伝え出来る事を、本当に嬉

しく思います。 
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これから数時間後に、国会の議席がどのように移動され、また彼がどれくらい早く、政府を形成するか

が分かるでしょう。 

素晴らしいニュースです。 皆さんのお祈りに感謝します。 I love you all! 

 

一つ、お知らせですが、メシアニックジュー、メシアニックの信者としての私の証
あかし

が、Anchored North

で撮影されました。素晴らしいミニストリーです。そこで、ライブイベントを予定しています。私たち

のウェブサイトかユーチューブで、私の証の短編動画が、ご覧いただけますので、ぜひ皆さんに、利用

していただければと思います。出来るだけ多く転送、シェアをしてください。出来る限りのユダヤ人を、

メシアに導く目的で制作されていますから。 

 

皆さん、エキサイティングな時代、ものすごい時代です。神の御言葉を一緒に学びましょう。そして、

主が、まもなく戻って来られることを、一緒にワクワクしましょう。 

私たちは、確かに、主の戻りを待っていますから。 

 

シンガポールより、ありがとうございます。 God bless you! 

私の新しいメッセージ、「Millennial Kingdom/千年王国」の DVD が発売になりました。 

しかし、まだ、私たちのユーチューブチャンネルで、無料でご覧いただけます。「Behold Israel/ビホー

ルド イスラエル」です。 

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、「Behold Israel」をフォローしてく

ださい。 

 

ありがとうございます。 I love you! God bless you! 

シンガポールより、素晴らしい一日を！ 

 

メッセージ by Amir Tsarfati/Behold Israel ：http://beholdisrael.org/ 
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シンガポールの風景をバックに：動画より 

当選し、支持者に手を振るネタニヤフ首相とサラ夫人：REUTERS “Explainer: Israeli election - with 

the final count in, who won and who lost?” April 12, 2019 


