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2019年7月21日 中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

- 中東時事に関して、オーストラリアのバースよりBarry Stagner牧師と共にライブ - 
https://youtu.be/qaFGOAeDx00 

(Amir)みなさん、シャローム。アミール・ツァルファティです。カリフォルニア州タスティンのバリー・ス
タグナー牧師と、西オーストラリアのパースにいます。私たちの後ろに見えるパースの美しい街を皆さんに
ご覧頂きたかったので、通常よりも少し暗くしたいと思います。 

（Barry)ビーチに日焼けしに行っていないから… 

（A）本当に。ここにある照明をつけてみようと思いますが、これが限界です。昨日は、素晴らしい一日で
した。ここ、パースコンベンションセンターで行ったAwaiting His Return カンファレンスに、700人が参
加してくださり、大興奮でした。オーストラリアのこのとても小さい地域で、それだけの人が集まってくだ
さり、大いに祝福されました。バリー牧師のメッセージは、ただ携挙についてだけではなく、携挙とは何か、
それから、いかにして聖書の視点から携挙を守るか。それも、すべての旧約聖書と新約聖書から。そしても
ちろん、預言についてです。ただ、「他はどうなったの？」と多くの人が思っているかも知れません。 

（B)ええ。あなたが言ったように、本当に大興奮の一日で、私は少し興奮しすぎたようです。これがちょっ
と興味深くて、はじめは暑くて汗をかき始めて、それから、心拍数が上昇しました。とにかく私にとって、
とても珍しい健康問題でした。私はアミールさんほど飛び回っていませんが、先週末はカナダにいて、それ
から家で3日間過ごしてから、オーストラリアに向かったのです。実質、ここに着くまでに2日かかり、飛行
時間は20時間以上。眠っていなくて、水分補給を心がけていたのですが、どうやら私は、ちょっと休憩する
必要があったようです。パースの素晴らしいロイヤル病院の優秀な医師と看護師のチームのおかげで、深刻
な事態を回避できました。結局、脱水症状だったようで、水分補給を施したあと、病院を後にしました。皆
さんのお祈りのすべてに感謝します。本当に世界中の人々が、瞬時に祈ってくださり感謝しています。その
ことにとても感謝しています。今日、このアップデートに参加できたことを、うれしく思います。 

（A)想像してください。彼は、ものすごく体調が悪かったのに、あれだけの見事なメッセージをして、それ
から病院を訪れたのです。もし体調が万全だったなら、どれだけのメッセージだったか想像できますか？あ
れは見事でした。昨日、あのカンファレンスで本当に祝福されたと大勢の人々がコメントしてくださいまし
た。私のメッセージは、「Did you get your wake up call?」（ウェイクアップコールを受けましたか？）
ローマ書8章18節ｰ25節からのメッセージです。カンファレンスのビデオが出来次第アップして、もちろん、
皆さんにご覧いただけるようにします。 

（B)ウェイクアップコールを受けたの？ 

（A)まあ、ええ、ウェイクアップコールを受けました。目覚ましコールを受けた話を、皆さんにお伝えした
方がよさそうですね。とても強い地震が起きたとき、私はインドネシアのバリにいました。私は、水や電話、
必要なものにすぐ手が届くように、ベッドの端っこの方に寝ていたので、床に転げ落ちたのです。気がつけ
ば文字通り、私は床に転がっていました。そして立ち上がると、部屋全体が揺れていたのです。あれは本当
に恐怖でしたが、すぐにローマ書8章が頭に浮かびました。被造物が、本当に産みの苦しみにうめいている。
それから私は座って、あのメッセージを書きました。あれは私がこのカンファレンスのために準備したもの
よりも、ずっとタイムリーだったと信じています。そうして私は、あの地震を乗り越えることができたので
すが、面白いのは、だれもそれに全く驚いていなかったのです。ホテルのスタッフと話しましたが、彼らは
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まるで、「どうしたんだ？」とでも言いたげに私を見るから、言ったんです。「たった今、ここでマグニ
チュード6を超える地震があったでしょ？」「まさに、バリが震源地だったでしょう？」と。彼らは「ええ」
と言って、それから「何かあれば、お知らせしますよ」だから私は…。 

（B)地震大国ですから。 

（A)ええ。でもこれは驚きです。私たちは、地球がうめいているのを知っています。そして、これらすべて
の直接的な原因は、エデンの園の時代に地球を取り囲み、保護していた蒸気が消滅した結果であることを知っ
ています。それは、エデンの園での初めの罪の直接の結果であることを、私たちは知っています。だから基
本的には、人類の罪によって、地球は非常に不安的になったのです。そして人々は今、それに慣れ、地球を
緑にしたいと思っています。しかし、なぜ地球が緑ではないのか、なぜ地球がしかるべき状態ではないのか、
その原因の核心を見ることをしません。それが私には衝撃でした。バリー牧師がメッセージの中で、よく言っ
ておられますが、私もメッセージの中で言いました。私たちの生きる時代は、ちょうどノアの時代のようで
す。兆候が至る所にあるにも関わらず、人々は、ただ普通に暮らしています。 

（B)興味深いのは、聖書に書かれているすべての情報が、それを指しています。人々は無関心で、彼らはさ
ばきが近づいていることを知らなかった。地球規模のさばきが実際に始まるまで。そして主ご自身がノアと
その家族を箱舟の中に閉じ込めました。まさに、主ご自身がトランペットを吹くのと同じです。生き残って
いる私たちが空中で主と会って、私たちは、いつまでも主と共にいます。そして私たちは、今日、世界を見
渡しながら、全く同じシナリオを見ています。人々は事実に対して単に無関心です。私たちは地震が増加す
るのを目にしていて、エゼキエル侵略の連立軍が共に活動しているのを見ています。その侵略を抗議する国々
がイスラエルと親密になり、彼らと外交的に協力するのを見ています。今日、世界で疫病や疾病が増発して
いるのを見ています。そして、私たちが目にしているのは…。アメリカ中西部で、とても興味深い話を聞き
ました。豪雨で作物が被害を受けて、そして中西部から聞こえてくるのは、これによって食料価格が上昇す
るという話です。我々が知っている通り、大患難の時代には世界的な飢饉が起こり、基本的に、ひとかたま
りのパンの値段が、日当1日分に相当するようになります。これらは、イエスが話した「産みの苦しみ」で
す。それは大患難時代に成就に達するまで、エスカレートします。 

（A)ええ、同意します。いたるところで、しるしが見られます。そして彼が言った通り、人々は非常に無関
心です。これから時事問題に入りますが、イランとペルシャ湾に関しては特に、とても多くのことが起こっ
ています。ご存じのように、この10日間に3つの主要なことが起こりました。まず第一に、というより、ペ
ルシャ湾で起こっているすべてのことを、おさらいしたいと思います。もちろん始まりは、トランプがイラ
ンとの核協定を離れることに決めた、2018年5月8日です。それに続いて、2018年11月5日、彼は公式に
イランの制裁を更新しました。その後、2019年4月8日、トランプ大統領は、実際に革命防衛隊をテロ組織
として認識しました。それから2019年6月、米国はイランに対して2つの大規模なサイバー攻撃を開始しま
した。イランのスパイ会社に対するもので、それは、イランがその地域のアメリカの船におこなったサイバー
攻撃に対する報復でした。そしてアメリカがおこなった2番目のサイバー攻撃は、ヒズボラに対してでした。
これはもちろんイランが支援しているもので、イラクとシリアで活動しています。それは、当然ながらドロー
ン撃墜の結果です。6月20日、イランはアメリカのドローンを撃墜しました。革命警備隊はイランの空域を
飛行していたと言いましたが、そうではなく、国際空域でした。6月24日。トランプは、さらなる制裁を発
表しました。今回はアヤトッラー・ハーメネイとイラン軍の上級役員に向けられています。これは前例のな
いものでした。一度もありません。制裁は、実際、外務大臣ジャヴァド・ザリフにも及びました。これは7
月1日、合意された制限を上回るウラン濃縮をしていることを発表したときです。7月4日、オイルタンカー
である「グレース・ワン」、イランの石油タンカーが没収されました。実際にジブラルタルの隣で、英国当
局によって没収されました。告発は、イランの制裁とは何の関係もありません。実際には、シリアとバシャー
ル・アル・アサドに対する制裁です。その石油がバシャール・アル・アサドに向かっていたことが分かった
ためです。それとは何の関係もありませんでした。7月11日、さらに3隻のイラン武装船が、湾岸で英国の
石油タンカーを迂回させようとして、それが防止されたと、英国が言っています。しかし7月14日に、イラ
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ンが首長国連邦の石油タンカーを、密輸した油だと言って捕獲しました。そしてもちろん、7月18日、トラ
ンプ大統領は、アメリカがイランのドローンを撃墜したと発表しました。イランは、完全に否定しています。
トランプ大統領と素晴らしいところは、彼が彼らの言語を使って、彼らを怒らせている点です。それは、私
がこの20年間、言おうとしてきたことです。“中東ではアラビア語を話して、英語やヨーロッパの言語を話
さないでください。彼らは現地の言語を理解します。そして、あなたが彼らの言語を話すなら、それによっ
て彼らを追い詰めるのです。”　そして彼は、彼らがアメリカ人にしたことを行って、彼らに恥をかかせまし
た。彼はドローンを撃墜することで、彼らに恥をかかせたのです。ところで、彼らは、彼が間違っているこ
とを証明するために、できる限りのことをしました。しかし、そうしようとする彼らの試みで、彼らがどれ
くらい困っているのかが分かります。そして、もちろん7月19日。イラン海軍は、より多くの石油船を押収
しはじめました。今までのところ、3隻です。彼らはそれらの船に、イランの旗まで上げました。オマーン
は、それらの少なくともひとつは全くイランの領海ではなく、オマーンの領海にあったと述べました。だか
ら、侵略したのはイランの方です。ポイントは、イランは自分たちの利益のために扇動しては、紛争を起こ
そうとして、次々と失敗しているということです。そして最も驚くべき事は、石油の価格が、まだ55ドルで
あるということです。彼らは、1バレル＄100、＄120に急騰させる危機を作りたかったのです。彼らの石
油生産量は1日200万バレルから40万にまで減少し、そのあいだ、米国は1日1300万バレル、世界最大の石
油生産国となっています。エネルギー、石油、ガスに関しては、世界の状況は完全に変わり、それによって、
中東の形相が変わりました。そう思いませんか？ 

（B)確かに。それから、このすべてに、イラン人と協力して働いているロシアの要因を加える必要がありま
す。1バレル55ドルを地下から採掘しても、全く黒字にはなりません。ロシア人にとっては最低ラインです。
彼らには、石油と関連の地上コストにおいて、優位な立場にあるのです。これはロシアの国内総生産の主要
な部分であることを、覚えておいてください。彼らは、彼らの軍隊だけではなく、世界中で彼らが伸ばして
いる他のすべての触手に資金調達し続ける余裕はないのです。地下から採掘するたびに損失が出ますから。
だからアミールさん、これについての興味深いことは、イスラエルへの侵略と経済の関連です。もちろん、
中東にフォーカスして石油について話をすれば、そして、ここでは異なるすべての要因があって、そのすべ
てが、このかなり小さな部分で働いていて、ホルムズ海峡における、世界の水路に至るまで、世界は見てい
ます。そして、これらのものを見て、今週の記事のひとつは、この小さな小さな包囲エリアに、あまりにも
多くの軍事駐留があると言います。たった一発のストレートミサイル、たった一度のボタンの誤操作で、ど
れほどのレベルの軍事交戦に発展するか分かりません。興味深いのは、エゼキエルが語ったすべての事柄は、
イスラエルを侵略するために共に手を組む者、すべての役者がそろっている点です。それから、事態が発展
するための経済的側面もあります。重い制裁。トルコは、侵略の主要な役者ですが、経済的圧力を受けてい
て、イランでは若者の人口の大部分が高い失業率にあって、不安と経済的な苦境があります。ロシアは財政
的な問題を抱えていて、そして、エゼキエルが告げている侵略の動機はお金です。 

(A)宗教ではありません。パレスチナの政治的大義でもなく、財政的な事です。すべてがお金。そして、聖書
が告げた事が、私たちの目の前で起こっているのです。私たちはそれを目にしていて、信じられません。バ
リー牧師、イランは３つのことを試みました。彼らは、トランプ大統領を軍事対立に引きずりこもうとしま
したが、失敗しました。軍事対決になれば、彼が再び大統領になるための2020年の選挙のチャンスを損な
うことを、彼らは知っています。2つ目は、彼らは中東の地域でアメリカ兵に害を与えようとしました。し
かし、イスラエルの諜報がアメリカに与えた情報のために、彼らは、それを行うことができませんでした。
私のアップデートの1つで言いましたが、私たちは、実際に私たちがイラン陣営の内側から撮った映像を、
アメリカに渡したのです。つまり、私たちには内部に情報源がある、という事です。私たちは、内部からし
か撮れない写真を持っています。あれは驚異的でした。ですから、あれも失敗しました。その後、彼らは石
油タンカーを停止し、ホルムズ海峡で新たな危機を作成することによって、価格をつり上げようとしました。
しかし今日の石油のほとんどは、どちらにしろ、アメリカから実際に来ています。アメリカが、原油価格を
支配しています。サウジアラビアが、原油価格を上昇させるために生産を減速させようとすれば、トランプ
大統領が電話をかけて、サウジに言います。「私たちは、もうあなたを必要としない。だから、あなた方は
生産を増加して、価格を戻しなさい」皆さん、1バレル５５ドルです。100ドルでも、 90ドルでも、 120ド
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ルでもなく。これは結構すごい事です。という事で、これと、もう一つ、お知らせしておきたいのは、イラ
ン全土で、デモが見られることです。それもデモ隊は、失業している若者だけではありません。ほぼ40％の
失業率です。しかし様々な異なるタイプの労働組合、トラック運転手や、バスの運転手、教師といった労働
組合の人々です。お金がないのです。制裁がイラン経済を損なっています。イランが稼いでいるすべてのお
金は、今掘削している少量の石油でさえ国民には行きません。そして国民はそれを見て、通りでデモを行う
人が、どんどん増えています。しかし非常に興味深い方法で、イランは継続してシリアに地位確立し、最終
的にイスラエルを破壊しようとする試みをやめません。“かの日”に向けて、自らを推し進める以外、彼らが
シリアにいる他の理由はありません。数日前、謎の爆発がありました。実際には空爆というか、サラフディ
ンというバグダッド北部の地域での攻撃でした。とても興味深いことに、ヒズボラの指導者と、イラン革命
防衛顧問の間で、秘密の会合があったのです。その場所というのが、その基地まではるばる冷蔵トラックで
運ばれたイランの弾道ロケットを彼らが受け取る所で、そこからシリアに密輸して、ヒズボラに与えられま
す。そこで何があったかというと、未知の航空機が近づいて、破壊、殺害、それも、そこのトップテロリス
ト全員を殺害しただけではなく、すべてのロケットを破壊しました。そしてその後、爆発。ロケットも爆発
しました。バグダッドのいたるところで、爆発音が聞かれました。シリアではなく、イラクのイラン基地で
爆発が起こったのは、これが初めてです。アメリカは、我々はやっていないと言っていて、イスラエルは何
も言わなかった。しかし、イスラエルの首相は言いました。我々は、実際に私たちのF-35（ステルス戦闘
機）で、イスラエルに脅威をもたらすイランの標的のすべてに到達することができる。そしていま、共通の
想定は、イスラエルがその攻撃を開始し、私たちは「アディル」を使用していたということです。ヘブライ
語の“Adir”は、“素晴らしい”です。それが私たちの軍が所有するF-35（ステルス戦闘機）のイスラエル名で
す。これは驚くべき事です。イスラエルが持っている諜報はシリアの国内だけではなく、イラクにもありま
すから。これが、数週間前に私たちがアメリカに警告のために送った映像の追加情報です。だから、人間に
よる諜報が非常に重要であり、イランが失敗していることが分かります。それによって、戦争への見通しが、
どんどん近づいています。イラン政権が退陣せず、彼らは新しい協議におけるアメリカの条件を受け入れま
せんから。だから残っている他の選択肢は、「生き残りたいなら、戦争だ」どうでしょう？ 

(B)ええ。これを区別しておくのは重要だと思います。なぜなら、アミールさんが政権に触れていましたが、
まさに、それが彼らの実態ですから。これは、よくある国民を虐待している専制政権です。そして、ペルシャ
人の区別は、私たちには、米国に素晴らしいペルシャ人の友人がいます。とても親切で、愛情のある人々で
す。そして彼らは、彼らを支配し、自身のイデオロギーを強制しようとしている、この政権の下にあります。
そのことが、アミールさんが言ったことの重要性を強調しています。彼らは止めませんから。彼らは、「そ
うだな、ちょっと外交を試みて、平和な世界に戻ろうか」なんて言いません。彼らは、彼らの頭の中に大惨
事を生み出すという、宗教的な責任を持っています。そうすれば、第12イマームやマフディーが戻って来て、
世界に平和をもたらすことができる、と。だから、彼らは西洋の考え方でこれを見ているのではありません。
ここでは、世界の主要勢力の間の権力闘争があるのです。「俺たちは、俺たちの海域での行動を、アメリカ
に指図させない」それだけではありません。とくにアフマディーネジャード、彼は、我々で言う“バプテス
マのヨハネ”のように自分自身を見ていました。彼は第12イマームが戻って来て、世界の問題を解決できる
ように、彼の物語を展開しておく責任があると見ていました。カリフの器として、あきらかにこれが担当で
す。だから、これを私たちが覚えておくのは重要だと思います。トランプは前政権より、上手く対処してい
るようです。 

（A)はるかに上手いです。彼は、彼らを知っているので… 

（B)その通り。彼は、西洋の考え方では彼らに対処できません。彼らが理解する方法で、対処する必要があ
ります。そして、彼らの考え方で生き残るのは、強靱な方です。殺すか、殺されるかの思想ですから。しか
し繰り返しますが、私は、これは消えてなくなるものではないことを認識しています。預言的な年表上、も
う、ほんとうに後戻りのできないところまで来ていると、私は思います。 

（A)もう、後戻りはできない。全くおっしゃる通りです。 
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（B)事態は展開を続けるでしょう。あなたが言及したように、彼らは3つの異なる戦術を試し、失敗しまし
た。だから、第4の戦術が行われるでしょう。可能性として、それはこれまでにないほど、彼らが報復され
るところまでエスカレートするでしょう。基本的には船を拿捕したり、我々の方で軍事行為が行われていま
す。英国は、「止めなければ、他の手段をとる」というようなことを、ずっと言っています。しかしこれは
まさに、彼らが持ち込もうとしている終末のシナリオです。彼らが見ている、彼ら自身の終末論に沿った成
就物語です。 

（A)ヨーロッパ人が、なんとかイランとの同意にこぎつけたのは、非常に興味深いです。イスラエルと、そ
れに反対していたすべての人々をなだめるために、彼らは言いました。「仮にイランが少しでも違反すれば、
我々は、すぐに制裁を課す。ただちに私たちは、激しく追及する」イランは、すでに違反しています。そし
て、彼らは口をつぐんで、黙っています。「そんなに悪くない」と言っています。彼らは言いました。「ま
あ、契約はまだ生きている」ところで、その契約は本当には存在しません。だれも署名していないのですか
ら。それは、ただの頭の中での話です。 

（B)イスラム教には協定を破る能力があることを、視聴者は理解する必要があると思います。彼らは協定を
破る権利があるのです。 

（A)ええ。「Taqiyya」 

（B)それが、イスラム教の大義を展開するのであれば。だから、これは欺瞞です。 

（A)「あなたが知りたいこと、あなたが聞きたいことを我々は告げよう。しかし我々は、我々のイスラムを
前進させるために、我々の利益になることを行う。」非常に興味深いです。我々はイランの問題について話
をし、それからイスタンブールで選挙に負けたエルドアンについて話しました。エルドアンは、彼の経済が
今グラグラで、トルコのリラは、本当に大変なことになっています。トルコ経済は世界最大の経済の1つで
すが、それが、ものすごく困窮しているのです。トルコ内で待っている移民は、トルコ経済に大きな負担で
す。 

では、次に、ロシアでのデモです。ロシアでのデモについて話します。ロシア大統領は、非常に圧力的な攻
撃下にあって、とても激しい政治的… 

（B)綱渡り？ 

（A)「綱渡り」が、上手い表現ですね。なぜなら、彼はシリアで可能な限りの、あらゆる間違いを犯したか
らです。イドリブの戦いは終わっておらず、そして、彼はより多くの兵士を送り込み、より多くの空襲を行っ
ています。そして、それは効果がありません。上手くいっていない。だから彼は負けていて、戦争の戦利品
を、全然見ていません。シリアへの投資のすべてを現金化していないのです。石油とガスがあるユーフラテ
スの反対側は、クルド人とアメリカの手にあります。まもなくロシアで地域選挙があって、ロシアの大統領
は、そこにかなりの数の政党を組みました。だから、多くの人が不満に思っていて、これは、まったく民主
主義ではありません。間違いなく…、彼は生き残ろうとしているのです。そして見ての通り…。ところで、
これは昨日のデモです。 

（B)ニュースの見出しですね。 

（A)モスクワで、1万人以上のデモ集会がありました。実際に、それをYouTubeで見ることができますよ。
この2日間の出来事です。ということで、ロシアが追い詰められています。原油の価格は、彼らの望みに達
していません。イランが追い詰められています。トルコが追い詰められています。そして地域のエスカレー
トする状況に対して、平和的な解決策が予見されていません。全く見えていません。もしあれば、この時点
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で唯一の選択肢は、軍事行為です。イランは何も再交渉するつもりはなく、ロシアはシリアから撤退するつ
もりはなく、そしてトルコは、絶対に西に背を向け、ロシアと手を結んだことは間違いだったことを認める
つもりはありません。ここからF-35（米/ステルス戦闘機）とS-400（露/地対空ミサイル）の話になりま
すが、これについては、どうですか？ 

（B)彼らが、ロシアからこのミサイル防衛システムS-400を購入したことは、興味深いです。軍事機器の世
界で、最も先進的な作品のためのパイロットの訓練を含むF-35のプログラムを中止するという、米国の脅
しのためです。そして、そのF-35は、すべてのステルス機能を持っています。イスラエルはすでにそれを使
用して、多大な恩恵を受けています。そして、さらに2機届きましたね？ 

（A)先週、もう2機届きました。だから我々は今、複数の飛行隊を持っていて、これが美しいです。 

（B)ええ、美しい。しかし、これについて興味深いのは、NATOに関与するための過去10年間にわたる、ト
ルコの努力です。それでいて、彼らはNATOの条件の1つに違反しているのです。その理由の1つは、米国へ
の抗議です。経済的にだけでなく、「なぜ、我々のシステムを購入しなかったのか？」しかし実際には、す
べてのNATO諸国は、いわば技術協力をすることになっています。それが、NATOが合意した国には導入さ
れておらず、残りのパートナーにとって、その技術は全く異質です。そして、これはS-400に対して米国が
取った、強い姿勢があった理由です。これは他の国と一貫しているものではないからです。ですから、それ
には理由があるのです。「なぜ、あなたがたは外にあなたのお金を費やし、物を買うのか？」それは基本的
に、彼らが必死になって一員になろうとしているNATOの合意に違反しているのです。EUへの参加も同様で
す。 

（A)もし、オバマが大統領だったら、トルコがロシアからS-400を買っても、気にしなかったでしょう。 

（B)彼は、おそらく彼らにお金を送ったでしょう。 

（A)たぶん…。そのことから、ロシアと協力しているのは、本当はだれであるかが分かります。確かに、ト
ランプ大統領ではありません。ところでオカシオ・カルテス、オマー、タリブ、それから4番目の人の名前
を忘れましたが、いま、アメリカの民主党の主要動力になっている、これらの4人の議員たち。彼女たちは
今、これらの選挙運動で、注目の中心にあります。そして、トランプ大統領は非常に賢明で、彼女たちに話
題作りをさせて、だれも、まったく大統領候補者について話しません。皆が、この4人の話をしています。
最も過激で非常識、反ユダヤ主義、社会主義者、何でもありのこの4人の女性たち。そして、とても興味深
いのが、覚えていますか？タリブは、「ユダヤ人議員は、二重の忠誠心を持っている」と言いました。そこ
で、イスラエルのアーティストが作ったのは、私のFacebookのページにもありますが、彼が作ったのは、
これです。ご覧の通り、彼女の両方ともが、タリブはもちろん、アラブのパレスチナ大義を代表していて、
オマーはムスリム同胞団です。それが、他のだれかに忠実であるという。皆さん、米国ではイスラム教徒同
胞団とパレスチナの抵抗派が基本的に議会に侵略しており、とても興味深いです。 

さて、バリー牧師、トルコについて話をして、私たちはイランについて話し、シリアで起こっていることに
ついて話しました。シリアの北部での戦争を終わらせることに、次々と失敗しています。ヒズボラは将来的
な戦争に備えて、イスラエルとの国境に沿って軍隊を築き上げていると示唆している人もいます。イスラエ
ルに対するレバノン戦争ではなく、彼らは、どこからの命令を待っているのですか？ 

（B)興味深いことに、”Times of Israel”のある記事で、ヒズボラの代表者の発言の最後の言葉を載せていま
した。「我々は、テヘランからの『攻撃せよ』との命令に対する準備ができている」私たちは、しばしば地
域で使用されている“代理戦争”について話しますが、これはまさにそのものです。彼らはイラン政権の拡張
に過ぎず、1つの共有要素は、宗教の他にイスラエルに対する憎しみです。しかし、これを再び見ることは
面白いです。北からの侵略が、エゼキエルによって預言されています。そして、イスラエルの北の国境には

 / 6 13



Behold Israel 中東時事アップデート 2019年7月21日

レバノンとシリアの2つの国がありますが、今、エゼキエルが告げる侵略で名前が挙がっている、リビアと
スーダンを除いた、まさにその集団の軍事的駐留があります。しかし、今、ヒズボラがいて、カメラを回す
前に話していた通り、それは基本的には、 

（A)司令官がヒズボラです。地上の兵士たちは、他の国から連れて来たシーア派の兵士で、そして、彼らは
基本的に大砲の弾です。 

（B)ええ、その通り。しかし彼らが命令を待っているのは（テヘラン）、侵略国のひとつで、それはペルシャ
もしくはイランです。 

（A)興味深いのは… 

（B)「傭兵」 

（A)この言葉を探していたのです。その通り。ヒズボラが、アルゼンチンのテロ組織に選ばれたのは、とて
も興味深いです。米国政権の圧力の下で、アルゼンチンはようやく認め、ヒズボラがテロ組織であることを
認識しました。ヒズボラは海外とレバノンで打撃を受けています。そして、その指導者たちのレトリックに
よって、それが分かります。彼が話せば話すほど、彼が威嚇すればするほど、彼は自分の時間が短いことを
実感し、本当に困窮しています。私たちは、本当に世界中でそれを見ることができます。 

バリー牧師、私たちはここからオーストラリアのメルボルンに向かって、そこでカンファレンスを行います。
もう、ほぼ満杯だと思います。約1400人が登録済みで、収容人数は1600人です。オーストラリアにも真実
を聞きたいと願う、取り分けられた人がいるのを見て、私たちはワクワクしています。なぜなら、残念なこ
とに、私たちが常に話していることのひとつは、主の元に集められる前に、そこを通らなければなりません。
それがパウロがテサロニケの2章でテサロニケ人に書いたもので、もちろん、「背教」です。そして、我々
はオーストラリアで、教会内からの激しい攻撃を目にしています。“新使徒改革”、“キングダム ナウ”神学。
非常に危険で非聖書的でありながら、エキサイティングな教会が、音楽やステージ上でスモークを流したり、
大きな集会、有名人で繁栄しています。しかし彼らは聖書的に、とてもとても浅く、私たちにある希望につ
いて、彼らは教えません。彼らは終わりの時について教えず、基本的には、神のみことばを教えません。 

（B)NARの動きが何であるかを理解することが重要だと思います。これは、新使徒改革の略（NAR）で、
最後の日に関する彼らの神学のために、彼らは、“支配神学”や、“キングダム ナウ”神学と呼ばれるものを信
じています。彼らは、新約聖書の使徒のような本質的にリバイバルが必要であると信じています。そして、
彼らは主によって厳選されるのではなく、互いに厳選し合い、使徒として影響を与える、ペテロ、ヤコブ、
ヨハネ、マタイなどと同じ力を持つと主張しています。したがって、彼らは体験的なものや、あらゆる“しる
し”に焦点を当てているのです。ただ、さらにアミールさんが言ったように、この2つを一緒にすることが重
要だと思います。反対派は、健全な教義を取り入れていません。パウロがテサロニケの教会に予測した、真
実からの欠落、そして、イエスはオリーブ山の垂訓のただ中で言われました。主は、いったん中断するよう
にして、おっしゃいました。 

だから、あなたがたも用心していなさい。なぜなら、人の子は、思いがけない時に来るのですから。 
（マタイ24章44節） 

そこから私たちに理解できるのは、主の戻りをあまり期待していない時に戻って来られるということです。
それがMARで起こっていることに私たちが結びつけば、彼らは、イエスが戻って来て統治、支配できる時代
と地球にもたらす責任が自分たちにあると信じています。彼らは教会が政治的に、経済的には確実に、そし
て霊的に世界を支配しなければならないと信じています。 
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（A)それは聖書のどこにあるのですか？ 

（B)第2オピニオン（個人的意見）です。 

（A)第2オピニオン2章5節？ 

（B)そうだったと思います。ええ、私はまだその箇所を暗記していませんが、そこから来ていたと思います。
しかし、教会が世界を支配するまでイエスが戻って来れないと考えるなら、そこから何を生み出すでしょう
か？また今の時点では、教会は世界支配から、ほど遠いです。なぜなら、そもそも、それは聖書ではありま
せんから。そのため、主が教会のために戻って来られる日が差し迫っていることに対する緊迫感も、期待感
もありません。 

（A)これがまさに、このカンファレンスの目的です。参加者が20人であろうと、50人、100人、1万人であ
ろうと、それはどうでも良いのです。私たちは、今の終わりの時代の緊急性、真実を伝え、そして、主が戻っ
て来られることに対する期待感を生み出します。ところで、事態は悪化する一方で、良くなることない。そ
して、教会は世界を支配せず、実際には、世界の一部になることが分かっています。そして、それが私たち
が見ている背教で、私は、それがオーストラリアで起こっていると感じています。それは、ここでも起こっ
ていて、多くの人々がここにゴミの神学を捨てては、その後、去っていきます。本当に聖書を教えている教
会の数が少ないことに、とても胸が痛みます。あきらかに、私たちはリバイバルを祈っています。しかし、
私たちは真のリバイバルを見たいのです。神の王国を地上に持ち込もうとする、私たちの試みに基づくリバ
イバルではありません。しかし実際には、私たちが世界中で目にしている激しい背教から、多くの人々が救
われるのを見たいのです。そして、私はそのことに、とてもワクワクしています。 

さて、皆さんにお伝えしたいのは、Awaiting His Return（主の戻りを待ち望む）カンファレンスは、基本
的に、世界中で行われるようになります。そして、私たちがとても楽しみにしているのは、エルサレムで初
めて開くカンファレンスです。2020年11月に、エルサレムでAwaiting His Returnカンファレンスを行い
ます。私たちも世界中からいくつかのツアーを主催しますが、そのとき、たまたま別のツアーでエルサレム
に戻る予定の方も、私たちのカンファレンスに登録、ご参加いただけます。これはエキサイティングなもの
になるでしょう。私たち二人もそこでメッセージしますが、地元イスラエル人のスピーカーも3人います。
そして、地元イスラエル人の賛美チームによる素晴らしいメシアニックの歌や、素晴らしい曲の賛美もあり
ます。とてもすばらしいことになるでしょう。それに加えて、イスラエルツアーのオンライン登録を開始し
ます。ニュースレターを登録して、受信している方、私たちのアプリに登録している場合は、通知が届くで
しょう。オンライン登録のウェブページへのリンクが記載されたメールが届きます。物事を簡単かつ迅速に
しましたので、どうか、お見逃しなく。だから、すべてのツアーは素晴らしいですし、年間を通して、多く
行うつもりです。しかし11月のツアーは、複数のバスで行います。イスラエルで実行されているツアーとは
異なり、カンファレンスのためにいっしょに集まります。カンファレンスのために観光の場所が減ることは
ありません。カンファレンスのためにエルサレム滞在の日を追加しました。会場は、イスラエルで信者の多
くがカンファレンスを行うバビリオンと呼ばれる場所です。エルサレムのダウンタウンの中心にあります。
収容数は500席で、そこが満席になることを期待しています。ですので、私たちのツアーに参加、もしくは
他のツアーに参加していて、11月にエルサレムにいるなら、ぜひ。11月、しかも感謝祭の日です。ぜひ、
カンファレンスにご参加ください。ツアーに参加せず、カンファレンスに参加する方には、カンファレンス
だけの登録ページを開きますので、ぜひご登録ください。私たちのツアーのオンライン登録を2日後に開始
します。Webページ、ソーシャルメディアで発表し、それから電子メールをお送りしますので、ぜひ、Web
サイトでご登録ください。beholdisrael.org　ここにメールアドレスを登録して、私たちのニュースレター
を取得してください。そうすれば、登録用の直接リンクが届きます。 

もうひとつお伝えしたいのは、私は8月にカリフォルニアに到着する予定です。8月上旬。家族旅行で訪れま
すが、そのあいだに日曜日が2回あるので、8月11日にはカルバリーチャペル タスティンで、8月18日には、
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カルバリーチャペル東アナハイムで教えます。ぜひ、お越しください。また、フェローシップの素晴らしい
時間を持つつもりです。ご招待いただき、感謝します。素晴らしい時間になるでしょう。 

8月11日、カルバリチャペル　タスティン  
8月18日、カルバリーチャペル イーストアナハイム 

私はそこで教え、またそのあいだ、ディズニーランドや他のテーマパークを家族と楽しむつもりです。はい、
私の子どもたちや私の妻が、それを楽しみにしています。私の娘マンヤンは、家において行きます。残念な
がら、彼女は海軍にいますから。彼女はとても頑張っています。しかし、他の家族は、ようやくいっしょに
時間を過ごせます。バリー牧師、他に何かありますか？私たちは、かなり多くのことを話しましたね？ 

（B)たくさん話しました。メルボルンの後、ニュージーランドのオークランドにも行く予定です。オークラ
ンド地区にいるニュージーランド人の皆さんは、ぜひご参加ください。 

（A)はい。 

（B)さらに楽しい時間になります。 

（A)そして、これは8月3日です。8月3日。ビクトリーですか？ 

（B)はい、ビクトリーセンターです。 

（A)オンラインでご登録いただけます。これが、ここで私たちのシリーズの最後になります。素晴らしい時
間になるでしょう。すでに、約1200人の登録がありました。しかし、そのカンファレンスセンターは、収
容数が、ほぼ2000人だったと思います。まだ、それについて考えているのなら、ぜひ、座席を確保してく
ださい。いっしょに、私たちに参加してください。フェローシップ、賛美、神のみことばを学ぶ、素晴らし
い時間を持つつもりです。繰り返しますが、私たちが望むのは、神のみことばを教えることです。私たちは、
皆さんに神のみことばを理解してもらいたいと思っています。神のみことばに権威があるのです。私たちは、
皆さんには神のみことばだけに関わってほしいのです。そして、神のみことばは…、聖書の中で、イエスが
復活についてサドカイ人と話した時に、主はこう言われました。あなたは、神の言葉を理解していない。あ
なたは、神のみことばと力を理解していない。神は、そのみことばに反して行動されることは、絶対にあり
ません。もしくは、神のみことばと矛盾することもありません。神の力だけに頼りながら、本当にみことば
の中にいなければ、十分ではありません。または、みことばの中にいるだけで、神には、今日もまだ、物事
を動かして揺さぶる力があると信じていなければ、どちらも間違いです。私たちは、驚くべき事を行う神の
臨在に頼る必要がありますが、神は、そのみことばに反するようなことはけっしてされません。ですから、
だれかが彼の人生で行ったことについて、何かを言って、それが神の言葉と完全に矛盾しているのなら、あ
きらかに、それは神からのものではありません。だから私たちは、皆さんには、神が、神の力でなさること
について、よく知っているだけでなく、神のみことばも、よく知ってほしいのです。ヨハネの福音書の中で、
イエスは祈った時に、こう言いました。 

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章17節） 

重要なのは真理です。皆さんは、あまりにも多くの欺き、あまりにも多くの嘘に囲まれています。敵はあな
たを混乱させるために、残業して働いているのです。ですから、皆さん全員にお勧めします。どうか、私た
ちにつながっていてください。もっと重要なのは、みことばにとどまってください。 

（B)アーメン。 
（A)グッド！ 
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（B)少し言ってもいいですか？ 

（A)お願いします。 

（B)皆さんを励ましたいのは、私たちが話していることは魅力的で、見ていることもエキサイティングです。
2700年以上も前の預言が、私たちの目の前で実現しつつあります。これらはすばらしく、励みになり、エ
キサイティングなものです。しかし、それだけにとどまらないでください。興奮したり、期待するだけで満
足するのではなく、これを動機とし、もう時間がないことを認識して、外に出て行きましょう。私たちの周
りには、イエスを必要とする人がいます。人が救われ、世界中を襲う大患難の時を逃れる方法は、たったひ
とつです。私たちはいつも言っていますが、イスラエル国家の再誕から始まった、濃縮された期間に私たち
はいると言う事実。そしてイスラエルは、いま71歳を過ぎ、その世代は滅びません。世代が何であれ、主の
戻られる日、時が何であれ、私たちは、その日が近づいているのが見えています。その日が近いことがわか
ります。ですから、皆さんを励ましたいのです。ずっとご家族に伝えてきた人、もしかすると、レンガの壁
にぶち当たっているように感じているかも知れません。もう一度、話してください。もう一度、伝えてくだ
さい。より多くの種を植え、より多くの種に水を注ぎ、あきらめないでください。福音を彼らに伝え続けて
ください。いっしょに働く人にも、いっしょに学校に行っている人にも、同じことが当てはまります。どう
か降参しないでください。これによって、緊急感を生み出し、あなたが外に出て、人に伝えることができま
すように。イエスがすぐに戻って来る、というだけではなく、主は救いたいのです。彼らのたましいの救い
は確実ですが、また、全世界に訪れようとしている試練の時からも、彼らを救いたいのです。 

(A)ここの牧師、スチュワート牧師の77歳のお姉さんが救われたと教えてくれました。長年、否定してきた
後、長年、世の中で生きていた後、福音を聞きたくない、全くワケが分からない、ただの過激派の集まりだ、
とか、原理主義者とかなんとか考えてきた後、彼女はついに救われました。それは、彼らが彼女のために祈
るのを、決してやめなかったからです。カンファレンスの時に私が聞かれたのは、「まだ救われていない家
族は、どうなるのですか？」だから、私は言ったのです。「彼らはどうですか？」その日が近づいているこ
とを知って、私たちは彼らのためにもっと祈り、もっと彼らと分かち合うべきです。携挙が近いと私たちが
信じているという事実は、今、どっかりと座って、「オーケー、私たちがすべてだ」と言うことではありま
せん。実際には、私たちにとってさらに緊急性を生み出すことです。「見張り人」になるということは、エ
ゼキエルは言っています。あなたがたは見張り人なのだから、あなたの仕事は、何かが来るのが見えるだけ
ではなく、人々に伝え、警告することです。もし、あなたがそれをしなければ、彼らの血の責任は、あなた
の手にかかります。しかし、あなたがそれをしても、彼らがまだ耳を傾けなければ、彼らの血の責任は、彼
ら自身の手にあります。ですから、私たちは理解しなければなりません。神はこれまで以上に、私たちが積
極的になり、前進し、発言することを望んでおられます。愛をもって、それでいて権威をもって伝えること
を。そして、私たちが何を言おうかと心配しないように。イエスは言われましたね？私たちには約束がある
のです。どこに行っても、聖霊が正確な言葉を私たちに与えてくださる。私たちは、いつも恐れます。私た
ちは、人々を、その道に導くかもしれないが、彼らをクリスチャンにするのは、私たちではありません。神
です。私たちは彼らに福音を伝え、植え、水を注ぎますが、成長させるのは神です。 

（B)アーメン。興味深いのは、スチュワート牧師がお姉さんの話をしてくださいましたが、彼女が真理を確
かめようと思ったきっかけは、彼女が教会に出席し、皆が彼女を愛したからだそうです。ですから、探究心
を与えたのは愛です。どうか、あなたのご家族を愛してください。お友達を愛してください。敵を愛しましょ
う。その頑固な同僚を愛し、その傲慢な上司を愛し、ただ彼らを愛し続けるのです。その失礼な隣人、彼ら
を愛するのです。きっと、だれかに必要な言葉だったのでしょう。ただ、神の愛を示し続けるのです。 

（A)そして、教会に招待しましょう。 
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（B)それもしてください。たましいを救うことができるメッセージを伝える事が、何よりの愛の表現だと、
私は思います。 

（A)本当ですね。 

（B)それは、私たちにできる最も愛情のあることです。 

（A)その通り。それによって、なかには気分を害する人がいるかもしれません。でも、ものすごく致命的な
病気を患っている人のいのちを救うことができる薬を、あなたが持っていればーーあなたは、その薬を持っ
ているのです。そして、彼は言います。「私は病気ではない」あなたには、彼が死にかけているのが分かり
ます。その人に、薬を渡してください。たとえ彼が抵抗しても。薬を渡すのです。そうすれば、少なくとも、
彼はそれを持っています。もしかしたら彼は気づいて、それを飲むかもしれません。私はいつも言うのです
が、福音（ゴスペル）は「ゴス・ピル（薬）」のようなものです。私たちの仕事は、彼らにそれを与えるこ
とであり、彼らの仕事はそれを飲むことです。彼らの仕事は適応すること。要点は、もし私たちが彼らに言
わなければ、その責任は、私たちの手にあります。私たちが言うことを彼らが受け入れないなら、それは彼
らの手にあります。これは本当に大事なことです。私は、オーストラリアとニュージーランドで、このカン
ファレンスができることを、とてもうれしく思っています。そして、今後も続けられるように祈っています。
また、神が私たちに力とエネルギーを与えてくださるように祈ります。敵は、私たちにこれらをさせないよ
うに必死です。 

（B)私たちが目をさましていないように、私たちを遠ざけるように。 

（A)その通り。私は睡眠薬を飲みますが、私の脳以外、全身が眠ります。だから私は眠れないのに、私は歩
くことさえできません。私は完全に眠っているので、立つことさえできません。体は眠っているが、眠れな
い。しかし、それとは別に、他のすべてのもの、先生は空港で荷物を間違えましたね。私もしたことがあり
ます。旅をすれば、ささいなことがたくさん起こります。「どう祈れば良いですか？」と、よく聞かれます
が、これらのことを祈ってください。なぜなら、敵は常に中に入って噛みつこうとしている小さなキツネの
ようなものですから。だから、私たちは皆さんのお祈りが必要です。しかし、私たちはとても元気いっぱい
で、とても幸せです。このツアーを続ける準備ができています。皆さんの祈り、あなたのサポート、共にい
てくださることに感謝します。では、お祈りをして終わりましょうか。 

（B)ええ。 

（A)お父様、あなたのみことばに感謝します。あなたのみことばは真実です。私たちは真実を言い、宣言す
るために、ここにいます。大切なのは、私たちにではなく、私たちのメッセージでもありません。重要なの
は、私たちが何を言うかでもなく、あなたがおっしゃること、世界に対する、あなたの愛情あるメッセージ
です。もしあなたが世のことを気にかけておられなければ、黙示録を私たちと共有されなかったでしょう。
物事がどのように起こるのか、転落していくことを正確に私たちに伝え、私たちに将来の映像を与えてくだ
さいました。だから私たちは理解し、私たちの基準を高め、私たちの道を変える時であることが分かります。
お父様、私はあなたの愛に感謝します。あなたの言葉に感謝します。中東で、世界中で起こっているすべて
が、目的があって起こっていることに感謝します。あなたがコントロールしていることに、感謝します。あ
なたの預言者を通して、あなたはすでに、すべてを私たちに伝えてくださいました。これらの預言は、第2
ペテロ1章20節から21節によると、聖書の預言はみな、人の私的解釈を施してはならず、聖霊に動かされた
人たちが、神からのことばを語ったのだからです。ですから、お父様、預言者に感謝します。聖書の預言に
感謝します。お父様、あなたに感謝します。無知で、背教のこの時代、教会でさえ大いに眠っている中で、
あなたは私たちがソーシャルメディアを使用して人々を目ざめさせ、彼らと真実を共有できるようにしてく
ださいます。だからお父様、引き続き祝福してください。そして、私たちがそれをするためのすべての必要
を満たし、守り、導いてください。 
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来るカンファレンスのために祈ります。私たちはまた、メッセージを聞いたパースにいる人々のために祈り
ます。あなたのみことばは、むなしく帰ることがなく、あなたの御心を、必ず成し遂げます。たくさんの実
りを祈ります。 

また、メルボルンカンファレンスのために祈ります。ニュージーランドのオークランドでのカンファレンス
のために祈ります。8月のタスティンとイーストアナハイム、両方の集会のために祈ります。お父様、あなた
の霊がそこにいてくださいますように。あなたが、あなたのみことばを、あなたの民に語ってください。だ
れも聞き逃したり、理解できないことがありませんように。明確にしてください。また、扉を開き、心を開
き、目を開いてください。お父様、この終わりの日に、あなたに奉仕できることを感謝します。お父様、私
たちのひとりひとり、いま、私たちを見ているすべての人がキリストにおいて、同じアイデンティティを持っ
ていることを知っています。だれも他のものより優れていません。ソーシャルメディアのこの時代において、
私たちは皆、何百万人もの人々に、福音を非常に効果的な方法で伝えることができるのです。だから、お父
様、あなたが支配していることに感謝します。私たちは自分の役割を果たして人に宣べ伝え、忠実な者でい
れますように。私たちは口頭で人々に伝えることができ、FacebookやYouTubeでボタンをクリックして、
シェアすることができます。私たちは、自分の内にこれらの真理を留めません。あなたに感謝し、あなたを
祝福します。 

バリー牧師の健康回復に感謝します。この旅の中、彼といっしょにいることに感謝します。あなたが始めら
れたことを、どうか今後も続けてください。オーストラリアのパースから、あなたの御名を祝福します。 
すべてのことを、あなたに感謝します。 

主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。 
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章24節から26節/ヘブル語) 

主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。 
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章24節から26節/英語) 

シャローム 

平和の君、平和の主は、今、そして永遠に、ここでもどこでも、あなたに平和を与えてくださいます。 

主の御名によって、イエシュアの名で、イエスの御名で祈ります。 

アーメン 

ありがとうございます。 

God bless you! 

パースよりシャローム。 

おそらく、次にアップデートはメルボルンからになるでしょう。話すことがたっぷりとあると思います。 

（B)はい。話すことがたっぷりあると思います。 
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（A)はい。中東が、本当にたくさん提供してくれますから。起こることはすべて、間違った場所ではなく、
適切な場所に落ち着いています。崩壊しているのではなく、しかるべき場所に収まっています。そして、そ
れを見るのは美しいです。 

私たちのためにお祈りくださり、感謝します。 

ミニストリーの支援に感謝します。 

私たちとつながってくださり、ありがとうございます。ウェブサイトより、ニュースレターに登録して、私
たちのディーションを受信してください。登録してニュースレターを受け取り、イスラエルツアーのオンラ
イン登録の開始や本、DVDの発表などの通知を受け取ってください。近い将来、スタディーガイドを開始し
ます。メッセージを見るだけでなく、自宅でグループで勉強するためのものです。すばらしいものになるで
しょう。 

ありがとうございます。 

オーストラリアのパースから、God bless you! 

シャローム 

（B)オーストラリア。もうひとつ、言いたいことがあります。ハイ!ベイビー、愛しているよ。 

（A)分かりました。あの、私たちはヘブライ語を話すので、だれも私がミリアムに言うことを理解しません。
だから、先生は「ハイ！ベイビー！」と言って、挨拶することができますし、それで通じるでしょう。でも
ヘブライ語では、それを理解するのは、彼女だけです。それプラス、妻が見るには早朝過ぎます。 

ありがとうございます。 

God bless you!　シャローム 

オーストラリアのメルボルンから、またお会いしましょう。 

さようなら。 
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