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2019年7月28日 中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

- バリー牧師と共に中東での預言的変化に関するアップデート - 
https://youtu.be/WNmmiOCRKyU 

（Amir）オーストラリアのメルボルンから、ライブを行っています。中東の他の場所で起こっている、興味
深いことについて、お話ししたいと思います。 

まず、私が言及したいのは、もちろん、イスラエルが最新かつ、最も革新的な弾道防御システム、アローの
大規模な実験を実施した件についてです。これはアローの3番目のバージョンで、「アロー3」。ちなみに実
験は、数日前にアラスカで行われました。いくつかの陰謀論があって、「なぜ、アメリカ駐在イスラエル大
使、ロン・ダーマーは、数日前にアラスカに密かに行き、その後、DCに戻るのだろうか？」など、皆が推
測していました。どうしたのか？なにかが密かに行われているのか？  さて、いま、私たちは知っています。
アロー3の大規模な実験が行われていて、驚きなのは、これは我々が標的への命中を試みた史上最高の高度
であることです。そして、すべての標的は見事に破壊されました。興味深いのは、イスラエルがすぐにビデ
オを公開し、そしてイスラエルの首相が、すぐに公にそれを知らせた点です。特定のYouTube、フェイスブッ
ク、インスタグラムへの投稿。それともちろん、政府の会議がテレビ放送されました。なかには、疑問に思
う人もいるでしょう。なぜイスラエルは、アロー3の実験を迅速化して、すぐにまた、それの成功を急いで
発表したのだろうか？これは先週の終わりに…、私は、これが偶然だったとは思いません。これは綿密に計
画されていたのだと思います。イエメンのフーシ派（イランの代理）は、実は射程距離2500㎞の弾道ミサ
イルを持っているということを発表しました。それは基本的に、イスラエルのどこにでも届きます。基本的
には、サウジアラビア、中東の至る所に届きます。イランは戦争を巻き起こしたいのです。しかし、彼らは
自分の郷土から、それをしてはいけないことも理解しています。そんなことをすれば、彼らが大打撃を受け
ますから。それで彼らが何をしたのかというと、彼らは、はるかイランからイラク、イラクからシリア、そ
してシリアからレバノンまで、ロケットを動かそうとしました。また同時に、イランからイラク、そしてそ
こから、はるばるイエメンです。そうしてイエメンは、石油輸送やサウジ王国の安定性に対して大きな脅威
となっただけではなく、イエメンは、正式にイスラエルの存在への脅威ともなっているのです。イスラエル
はいま、イランとフーシ派、そして精巧な長距離弾道ミサイルを持って私たちを攻撃する計画を持っている
者たちに、それに対する答えを持っていることを発表しました。バリー牧師、イランが、一方では自分たち
は「良い子」であることを世界に伝えているとは、驚くべきことではありませんか？しかし同時に彼らは…、
彼らは何をしていますか？彼らは何かを継続していますね？ 

（Barry)ええ、彼らはすべての国連決議を、完全に遵守しています。（笑）ｰもちろん興味深いことに、こ
の水曜日、いまあなたが話した2つの要因に付け加えるなら、イランの発射…発射実験と言いますか…は、
国連決議に違反します。また、2015年の共同総合行動計画は、大陸間弾道ミサイルの技術を実験し、発展
させることを制限しています。それがこの間の水曜日、Shahab-3 ミサイルの発射実験を行って、それは純
粋に防衛だったと彼らは主張しています。「これには、攻撃的な意味は一切ともなわない」と。しかしここ
で彼らは、イスラエルを「滅ぼす」と、敵対宣言を続けていて… 

（A)Shahabは、だれかを襲うためのロケットで、防衛用ではありません。 

（B)まあ、それが彼らの声明が皮肉だと思う点で、 

（A)その通り、あきらかにそれは防衛用の兵器ではありません。彼らが実験しているのは、攻撃用の武器で
す。 
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（B)しかし、それが防衛目的なのです。彼らが防衛の性質を持つものを実験しているなら、アロー3に似た
ような製品があるはずです。これは襲ってくるミサイルからイスラエルの国家を防衛し、保護するために設
計されています。 

（A)ですから、繰り返しますがShahabは、イランから発射され、イスラエルの国土に命中させるための地
対地ミサイルで、一方、アローは大気圏外であっても空中でイランのロケットを打ち落とす地対空ミサイル
です。これが基本的に攻撃システムと防衛システムの違いです。イランは地対地ロケットを開発、実験して、
世界に言います。「これは防衛目的だ！」 

（B)ええ。 

（A)しかも、これが初めてではないとは、面白くないですか？国連からは何も聞かない。ヨーロッパからも
何も聞こえない。ロシアからも何も聞こえず、中国からも、何も聞こえません。驚きですね？ 

（B)本当に。その上、今週、国連から出たイスラエルに対する非難です。最も奇妙な話の1つ。少し話題か
らそれますが、彼らは、女性の扱いのことでイスラエルを非難していて、驚愕しました。それに面白いのが、
これらの国では、女性が車を運転することを許されたのは2018年です。それが女性の扱いのことで、イス
ラエルを非難している。具体的には、ガザ地区と西岸地区の女性です。だから、世界の考え方は本当に奇妙
です。アミールさん、強い惑わしの力が送られますが、私は、すでに現れていると思います。 

（A)ええ、それは間違いありません。国際社会の中で。繰り返しますが、国連決議は、イスラエルが女性の
権利を侵害する唯一の国であると主張しています。しかし面白いのは、投票した国を見てみると、イラン、
サウジアラビア、イエメンが、国連理事国の間で、イスラエルの違反を非難しているのです。 

（B)彼らが従っている書は、法廷での女性の価値は、男性の証言の半分しかない、と教えているのです。 

（A)それに実際、これらの国々は、しつけのためなら女性に暴力をふるっても構わない、という宗教を保持
しています。とにかく、驚愕します。 

（B)イスラエルでは、女性がどんな仕事もでき、高い教育を受けて、自分のキャリアを追求することもでき
るのです。自分で夫を選び、信じる宗教も自分で選べます。それが反女性的であると非難されている。 

（A)はい、それはかなり驚愕です。そして偽善的。面白いのは、革新的なリベラルたちで、彼らは片手にフェ
ミニズムの旗を掲げながら、一方、女性の権利の主な抑圧者であるイスラム教や、過酷なイスラム諸国に屈
している点です。 

（B)先週、パーニー・サンダースが、次期大統領選に立候補したのは、興味深いです。興味深いことに、彼
は言いました。「自分が大統領になれば、イスラエルに対する私たちの政策は、“親イスラエル、親イスラ
エル、親イスラエル”にはならない」彼もある種、人権侵害に見えますね。 

（A)ええ、もちろん。 

（B)ですから、本当にめちゃくちゃです。「無知」というのが正しい言葉なのかどうか分かりませんが、彼
らが現実について無関心であり、何も考えていないようです。彼らにあるのは、太鼓が1つ、それが“反イス
ラエル”のリズムを奏でます。 

（A)ええ。興味深いのは、人口は9百万人そこそこで、ニュージャージー州ほどの大きさの小さな国が、常
に世界の注目の中心である点です。そして、私たちはなぜ、「なぜ聖書の預言は、中東やイスラエルで起こっ
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ていることを中心にしているのだろうか？」と疑問に思うのでしょうか？日常のニュースが、イスラエルと
イスラエルの周りで起こっているすべてのことを中心にしているのに？ 

（B)まさに、預言者ゼカリヤが言いました。イスラエル、エルサレムが世界の注目の焦点となり、ある時点
で、その注目は否定的になる、と。先ほどお話ししたバーニー・サンダースの話と少しつながると思うので
すが、今回も、他の時も、米国と聖書の預言について尋ねられるのですが、今、私たちの国は、今までで最
も親イスラエル派の政権です。しかし世界のすべての国が、ある時点で、イスラエルに敵対する、と言われ
ています。それは米国の未来にとって何を意味するのか、それについて私たちは、絶対的に明言はできませ
んが、しかし私たちが知っていることは、「すべて」とは「すべて」を意味していて、アメリカ内でも何か
がここで起こる、ということです。そしてバーニー・サンダースが言ったような発言を聞くと、「私が大統
領になれば、もはや親イスラエル、親イスラエル、親イスラエルとはならない」 

（A)まさにそれが起こるかもしれないと私が思っていることで、あろうことか、何かが起こり、民主党が再
び米国政府を占領すれば、まっさきに彼らがするのは、イスラエルを見捨て、イラン協議に戻ることです。
もちろん、彼らの前の政権の成果をそこなうためなら、どんな事でも行うでしょう。彼らは、おそらく過去
3年間に行われたすべてのことを元に戻すでしょう。そして、米国および全世界にある、すべての問題が、
非常に驚くべき事ですが、バーニー・サンダースが選んだのは、他でもなく、「イスラエル支援が、アメリ
カの問題である」 

（B)彼はまた、同様に彼の政権の下では、イスラエルの軍事財政支援を撤退するつもりだったと述べました。
これは面白いです。これには2極あって、米国の政策を変える何かが起こることを認識しています。それは間
違いありません。ある時点で…、私はそれが2020年ではないことを願っています。私は携挙によって国が
掃除され、将来的な発展の非要因になることを願っています。しかし現在起こっていることについて考える
と、政治的な舞台から飛び出すレトリックや、既存の国際政策のいくつかを考えると、現在の政権が行って
いるイスラエル支援から、彼らは移行するつもりです。それにアンジェラ・メルケルが発言した事柄と合わ
せてみると、特にこの政権について彼女が数ヶ月前に言った発言の1つは、「ドナルド・トランプは、世界
新秩序に向けての働きのすべてを、わずか数年の内に、ほぼ単独でやり直してしまった」 

（A)面白いのが、彼にとって、それ以上の褒め言葉はありません。 

（B)その通り。 

（A)彼はグローバル主義と世界統一政府に向けての働きに対する、彼の嫌悪感を決して隠しませんから。彼
は、グローバル主義者にとっては事故であり、神がアメリカ人、そして世界に恵みを与えられたことは間違
いありません。アメリカは世界のリーダーであり、世界の大国で、神は、もう少しだけ恵みの期間を延ばし
ておられるのです。皆さんがどう思っているかは分かりませんが、私は、彼が新生しているとは思いません。
しかし彼は、彼が多くの新生している人々に囲まれていると信じています。副大統領は新生していますし、
国務長官もそう、ホワイトハウスで、祈祷会やバイブルスタディーがあることも知っています。堕落した前
政権から、場所が一掃されたことも知っています。そして私は、神がそれらのすべてのものを支配している
ことを知っています。そして、PC（ポリティカルコレクト）文化と戦おうとしているトランプの効果は、世
界中で感じられていることも知っています。 

ここから英国に関する話に続きますが、ボリス・ジョンソンは、イギリスのドナルド・トランプだと言われ
ています。彼はヨーロッパの言うことをあまり気にせず、Brexit 締結を推し進め、英国を単独で前進させる
つもりだと言われています。 

（B)繰り返しますが、他の国際社会の中で不安を引き起こしている同じコア問題が、ここにもあります。そ
れは、イスラエルに対する彼の政策です。彼は、とても親イスラエル派です。 
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（A)ええ、彼は若い頃、キブツでボランティアをしていました。ボリス・ジョンソン。 

（B)ええ、彼はとても親イスラエル派です。彼はトランプのような髪をしています。これは、彼の重要性を
理解するのに重要です。 

（A)非常に重要な世界リーダーになりたければ、髪にジェルをつけてはいけません。さて、他に何かありま
すか？英国が、それと共に前進するのを見るのはすごいことです。オーストラリアを旅し、世界中を旅して、
私たちは民間人に会うことができています。私たちは政治家には会っていません。そして人々は、ドナルド・
トランプを愛しています。 

（B)ああ、良かった。 

（A)つまり、地元の人々はドナルド・トランプを愛しています。皆さん、信じ難いかもしれませんが、メディ
アのドナルド・トランプは、人に嫌われている人物のように描かれています。しかし時間が経つにつれて、
人々は目にしています。共謀が詐欺であったこと。そして、彼が人種差別主義者というのは、彼の人格から
して、絶対に真実ではないことを。それらすべてから、人々は真実が明らかになるのを見始めているのです。
モラーの証言は、民主党にとって災難でした。ところで民主党は今、だれかが彼を脅していたと信じていま
す。つまり、「彼は脅威にさらされていたのだ」と。彼らは、いつもバカなことを見つけて発言します。彼
はドナルド・トランプに不利なものは、文字通り、何も持っていません。つまり要点は、詩篇85編で言うよ
うに、「まことは地から生えいで」長い間、真実を抑えることはできません。世界中の人々は、本当に重要
な側面に触れ、真実を指摘することを恐れるポリティカルコレクトに辟易しています。ドナルド・トランプ
は恐れていません。ところで、彼はついに壁建設の資金を得るための戦いに勝ちました。面白いのは、彼ら
が…、ナンシー・ペロシは、「彼は壁建設のために、ペンタゴンからお金を盗むつもりだ」と書いたのです。
そこで私は思っていたのですが、ペンタゴンは、アメリカを守るためのペンタゴンではありませんか？ 

（B)その通り。 

（A)それなら…、あなたの国のペロシのような人と、どうやって生きているのですか？イスラエルには、彼
女がいないことを神に感謝します。私たちの中にも、おかしな人はいますが。 

（B)私も、間違いなく、彼女はその名目を掲げていると思います。ちょうどあなたが言ったように、そのよ
うなコメント全体が、バカさを強調しています。それがペンタゴンの仕事ですから。ペンタゴンは、国を守
るために資金を受け取っているのです。それは安全を確認するためで、北または南の国境から侵入できない
よう、私たちの国境を保護することも含まれます。私たちは、カナダと素晴らしい関係を築いています。し
かし、南からの移民の問題があって、それがニュースを占領しています。バラク・オバマが建てた、これら
の拘留センターにいる人々の治療に関する疑惑、そして、ドナルド・トランプは、そのためにすべての攻撃
を受けています。しかし、どのような手段であれ、軍隊の配置であろうと、軍事機材の搬入であろうと、壁
を建てることも含めて、何であれ、それが防衛目的のためなら、それはペンタゴンの責任です。それが国防
総省が国を守るために資金を受け取る、絶対的な理由です。 

（A)「トランプ効果」について、いくつかのことをお話しします。我々は、ボリス・ジョンソンでそれを見
ているだけではなく、いま、ギリシャに新政府があります。7月7日に、ギリシャの人々は、もうこれ以上、
共産主義社会党に権力を与えないと決議しました。我々は、我々の経済を、しかるべきところに戻してくれ
る人を求める。我々は、アメリカとの良好な関係を築く人物を求める。アメリカとの関係を緊迫させる者で
はなく。したがってギリシャの人々は、基本的に、非常に親イスラエル派のミツォタキスに投票しました。
彼はイスラエルを支持する人々のひとりであり、彼の父はまた、ギリシャの首相だった。彼は実際に、イス
ラエルでギリシャ大使館を開設し、正式にイスラエル国との国交を持った人です。アレクシス・チプラスは
イスラエルに友好的でしたが、彼は米国の友人ではなくて、社会主義者、共産主義者で、今、ギリシャの人々
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は、「もう十分だ！」と言っているのです。私たちは、他のだれかを求める。私たちは、やり方を変えたい
のだ、と。とても興味深いのは、ギリシャはここ数年でその道を失い、その経済は破産宣告をしていて、な
んどもなんども公的資金の注入をしています。これはとても美しい国なのです。ここは私の好きな国のひと
つです。それが大きな可能性を持つ、このような素晴らしい場所で、このようなことを見るのは、本当に胸
が痛みます。ところで、そこには非常に多くの聖書に関わる場所があります。しかし政府が国民を完全に盲
目にしているのを目にしていて、それが経済破綻の理由です。それがいま、私たちにはミツォタキスがいま
す。ところで、彼らはイスラエルの偉大な友人であり、米国の友人です。そしていま、彼も実際に大使館を
エルサレムに移転させる可能性があると言われています。 

イスラエルに、我々が同盟国であることを示すため。 

トルコが何かをしてきた場合、私たちは間違いなくあなたが助けてくれることを期待しています。そして、
米国に言います。私たちは、もはやあなたの敵ではなく、私たちは、あなたとの関係を緊張させることには、
もはや興味がない。私たちは、もはや社会主義者ではありません。私たちは、もはや共産主義者ではありま
せん。私たちは、あなたの味方になりたい。だから、トランプが国々に大使館をエルサレムに移すように迫っ
ているのであれば、ギリシャもそうするかもしれない、といううわさがあります。しかし、そうすることで、
新たにEUの怒りをもたらします。 

（B）ええ。アミールさん、私たちは、主とともに帰ってくる時に、それぞれが支配することを知っていま
す。私は、主に、私をサントリーニ島に送ってくださるように提案しました。あなたの言う通り、あそこは
素晴らしい人々のいる、美しい国です。とても興味深いのは、間違いなく親イスラエルである国として挙げ
ることのできる国のリストは、かなり短いです。 

（A)はい。 

（B)そこから、イスラエルに全世界が反対する日が、非常に近いことがわかります。米国の影響と同じく、
ドナルド・トランプが行ったことが、他の人たちにも影響を与えました。だから、私たちの国の指導者が移
行する場合、イスラエルを支援することから離れ、米国がしたという理由だけで、彼らの立場を移行する者
が出るでしょう。したがって、今はゼカリアの預言の成就まで、あと、ほんの一握りの国です。これはエキ
サイティングなことであり、私が思うに、「Awaiting His Returnカンファレンス」が非常に重要である理
由の一つです。私たちは、ただ主が来て、私たちを連れ去ってくださるのを待っているだけではありません。
彼が今日、私たちのために来られるなら、それはすばらしいことだと思います。私たちは、主が、主の教会
のために来ることを期待して生きるべきです。これらのことが、私たちの周りで成就しているのを、私たち
は見ています。しかし、アミールさん。私が耳にしている、2つのコメントがあります。私も、あなたも聞
いて、我々は両方ともパースだけではなく、メルボルンでも聞きました。オークランドでも、もう一度聞く
でしょう。カナダでもデンバーでも、他の場所でも、私たちがカンファレンスを行う場所のどこででも聞い
ています。 

1）聖書を教える教会を見つけることができない。 
2）だれも預言について話していない。 

しかし、いま私たちは、日々、物事が成就されている時代に生きています。それでも多くの人が教会内でそ
れを無視することを選んでおり、いつでも主が来られるかもしれないという期待感がなく、準備ができてい
ないまま、人々を放置しています。 

（A)本当に、その通りです。実際、言うのを忘れていましたが、メルボルンのカンファレンスでは、1400
人の人々が集まり、素晴らしかったです。オーストラリア全土だけではなく、タスマニア、ニュージーラン
ド、中国、マレーシア、インドネシア、シンガポール、ニュージーランドから来た人もいました。オースト
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ラリアのニューヨーク市であるメルボルン、オーストラリアから1400人の人々が来るのを見て驚きました。
つまり、神のことばに無関心があるとすれば、ここがそうでしょう。それが、彼らが熱く燃えているのを見
て、主が来られるのを待つだけではなく、聖書は、ヘブル人への手紙9章28節から29節で、告げています。 

キリストも、多くの人の罪を負うために一度、ご自身をささげられましたが、二度目は、罪を負うためでは
なく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。（ヘブル9章28節から29節） 

私たちの体の救い。ローマ8章が、それについて語っています。だから、熱心に待つ人のために、彼（イエ
ス・キリスト）は再び現れます。だから、熱心に待つ人のために、彼は再び現れます。これは、おそらく準
備ができていた5人の乙女と、できていなかった5人の乙女の解釈のひとつです。つまり熱心に待っている人
たち、準備ができて、ともしびの油を持っている人々の話で、彼らは聖霊を持っています。彼らはキリスト
教徒として生きている。彼らはキリストの来臨を完全に期待して生きています。自分は生まれた時から信者
であると、本当に確信している人たちがいます。「新生した者」として生まれることはできません。そんな
ものは、ありません。だから、だれも地球の歴史の中で、クリスチャンとして生まれた人はいません。あな
たのクリスチャンの定義が、特定の宗教に属していることであるなら、私は同意します。今日、非常に宗教
的です。昨日、先生はとても美しく、それを言いましたね。クリスチャンの定義について、もう一度教えて
ください。 

（B)私たちは分類し、異なるグループに人々を置くことが大好きです。私たちはペンテコステ派、カリスマ
派、福音派、リベラル派、進歩主義者、そういったものがいろいろとあります。しかし、キリスト教の定義
を探すために最も重要な場所である聖書によると、クリスチャンの唯一の種類があって、それは「新生した
クリスチャン」です。 

（A)アーメン。 

（B)イエス様は、イスラエルの非常に高い教育を受けた人にさえ、言いました。イエスご自身が言ったので
す。「あなたはイスラエルの教師でありながら、二度目の誕生が必要だということを知らないのですか？」
いま私が言ったのは意訳ですが、しかし、それはまさにヨハネ3章3節で、「人は新しく生まれなければな
らない」だれもが水から生まれ、女性を通して出産される自然な手段でこの世に来ます。しかし神の王国を
見る者は、御霊によって二度目に生まれた者です。 

（A)その通りです。その通り。だからこそ、家族を離れるという代償を払うこともいとわないのです。そし
て旅することも。先生はパースのローカル病院を訪問して、先週、少し通行料を支払いましたが。私たちは、
人々が準備を整えるのを見るために共有することを、とても熱望しています。ワクワクして、また、人々が
励まされ、慰められるために。聖書は、これらの言葉で互いに慰め合いなさいと言います。人々を励ましな
さい、と。なぜ、あなたは慰めが必要ですか？他のすべてが、とても悪いからです。他のすべては絶望的で
す。文字通り、コロサイ3章は告げています。「上にあるものを求めなさい」これは、私たちが本当にする
必要のあることです。あたかも、これで終わりであるかのように、私たちの周りで何が起こっているのかを
見てはいけません。だからこそ、「キングダム・ナウ」神学はめちゃくちゃなのです。なぜなら、地上のす
べてがとても完璧で、私たちが地上に神の王国を築こうとしているのであれば、なぜ私たちは、上にあるも
のを求めるべきなのでしょうか。ここですべてが素晴らしいなら、なぜ、私たちはそこに行くことを切望し
なければならないのですか？これは、主がここから私たちを取り出さなければならないほど、事態は悪くな
る一方だということです。そして裁きが来ます。だからこそ、私たちが旅することは非常に大切なのです。
私たちは、オーストラリアでそれを行いました。カルバリーチャペル・メルボルンのアンドリュー・ラッセ
ル牧師は、素晴らしい働きをしてくださいました。彼と彼の教会のチームは、フェローシップと礼拝の素晴
らしい時間を持って、実際、トルコ側のキプロス出身の元イスラム教徒が、素晴らしい賛美リーダーでした。
彼はキプロス出身で、レゲエスタイルのワーシップをリードしました。これが本当に！ 
（B)とても良かったです。 
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（A)その後、教会で昨日の礼拝は素晴らしくて。あれは別格でしたね。 

今から中東のアップデートを続行して、非常に重要な、いくつかのことを伝えたいと思います。ひとつは、
シリア北部では、戦争がまだ続いています。プーチン大統領の飛行機によって支援されたアサドは、ちょう
どスンニ派の反政府勢力を破壊する動きの中、ひとつひとつの町を次々と破壊しています。これがものすご
くて、反イスラエルである世界中のスンニ派は、どこですか？私たちがハマスの一員を撃つだけで…。それ
が毎週数百人を虐殺することは、だれからも報復されません。スンニ派のイスラム教徒であるイスラエルの
アラブ人指導者を除いても、彼らにできることは、イスラエルを攻撃することだけ。実際に親バッシャール・
アル・アサドです。Alawiteは、シーア派の派閥ですが、彼は、実際には、スンニ派イスラム教の激しい敵
です。ビックリです。 
プーチン大統領は、イライラしています。彼が最終的に戦争の戦利品を楽しむことができるよう、シリアに
平和と安定をもたらすための彼の努力のすべてが失敗しているのです。彼の努力が失敗に終わっているのは、
イランの悪行だけではなく、ヒズボラがそこにいて、さらにトルコが支援する北のスンニ派、東のクルド人。
シリアには非常に多くの要素があり、シリア戦争は、とても多くの犠牲者を出し続けています。ところで、
アサドの軍事指導者は、次々と暗殺されています。昨夜も、1人、撃たれました。それは毎週起こっていて、
むしろ驚愕します。 

もうひとつお伝えしたいのは、私が前回のアップデートで言ったことを、皆さん、覚えているでしょうか。
イスラエルの攻撃についてお話をしました。おそらくイラク国内のイラン基地に対する、F-35（ステルス
戦闘機）による攻撃でした。皆さん、イラク国内です。過去24時間に私の情報源から得た報告は、最大40
人の革命防衛隊のメンバーとヒズボラの指導者が、そこで殺されました。ところで、これが攻撃の後、イス
ラエル国家の警戒態勢が最高に達した理由です。なぜなら、レバノンからでもシリアの領土からでも、ヒズ
ボラが復讐するだろうと考えたからです。ここから、先生が前回も話していた要点につながりますが、ヒズ
ボラは、シリアとの国境に自らの地位を確立しようとしています。レバノンではなく、イランの代理として。
そして時が来たら、テヘランからの命令に従って行動する者として。 

(B)私たちが知っている、これらすべてを見るのは、好奇心をそそられます。エゼキエル軍の連合軍や、抗議
する国について、カンファレンスだけではなく、前回のアップデートでもたくさん話しましたが、驚きませ
んか？我々はシリアを世界の超大国として、または石油以外で経済的にも、その他、支配国として、決して
見ないと思います。しかし、ここではある意味、単独で預言がぶら下がっているのです。彼らの主張では、
人が継続して住んでいる世界で最古の都市、つまりダマスカスです。破滅するとの預言を持っている、世界
のこの特定の領域は、いま、その境界内に、これらの異なる軍事力のすべてが持ち込まれているのです。あ
なたが言った通り、そこにはプーチンがいて、プーチンは自分自身を、あの写真で見た、裸でクリズリー
（熊）に乗った男のように見ていると思いませんか？「おい、私がここにいる。すべて大丈夫だ」しかしト
ルコの駐留があり、米国の計画の一部が進んでいるため、その脅威があります。そして、トルコは言います。
「我々は、これ以上あなたを待つつもりはない。我々は、テロリストから身を守るために、軍事的に行動す
る」もちろん、これはクルドの人々を指しています。しかし、ここでいま、これらの要素のすべてが、イス
ラエルの北の国境に集まり、軍事的に行動しているのです。私は、特にこの週の話を見てきて、とても面白
いと思ったことのひとつです。私たちは、預言が展開すると知っています。そして、物事はしばらくの間、
休眠状態になり、それから、この特定の場面で動きが起こります。しかし、私たちが今日見ているのは、政
治的に、最終的なシナリオへの動きの進歩です。我々は、すでにバーニー・サンダースの態度と彼の政権下
でイスラエルの国への対応を変える約束について話しました。また、軍事的に物事が展開しています。ミサ
イル実験に関しては、仕返しのようなプロセスが起こっています。攻撃兵器を、彼らの国の防衛のためであ
ると宣言し、それからアラスカでは、イスラエルによる実際の防御兵器の実験です。それからまた、我々は
思想的、外交的に、世界の関わり方の変化と移行を見ています。世界の指導者も変化しており、以前にも増
して、さらに世界を二極化しています。英国で起こり、トランプ政権の前には確実に、そしていまはギリシャ
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の動きです。だから物事は実際に、より具体的になってきています。世界を二極化し、だれがどこに立って
いるのかを固めています。驚愕です。 

（A)その通りです。明確なのは、だれかが昨日私に言ったのは、「アミールさん、もはやグレーはありませ
ん。いまはすべてが黒か白です」興味深いことに、先週、スンニ派アラブ界のブロガー数人が、エルサレム
に来ました。公式にです。イスラエル国家の来賓として。そして彼らは見学していたのですが、ある時点で、
サウジのブロガーが、若い男性でしたが、恥じることなく、インターネットにつないで、イスラエルを防衛
したのです。彼は、実際に神殿の丘に行きました。そこはイスラム教徒の世界で3番目に神聖な場所ですか
ら、彼がその場所を訪問したかったのは明らかです。それが、彼はパレスチナ人に攻撃されたのです。イス
ラム教徒に。イスラエルの立場のために。彼はその後、エルサレムの旧市街のアラブ人地区の通りで攻撃さ
れました。イスラム地区で、パレスチナ人によって。その結果、大ぜいのサウジアラビアで働くパレスチナ
人が、現在、地元のサウジアラビア人に襲われています。とても有名なサウジの詩人が、昨日、インターネッ
トで、長年ずっと反イスラエルであったこと、パレスチナ人の嘘に煽られていたことを、イスラエルに謝罪
しました。いま、彼はようやく話の中で、だれが善人であり、だれが悪人であるのかを理解しています。皆
さん、理解してください。このような高い地位にある人々が、公然とイスラエルに来たり、親イスラエル的
なことを投稿するのは、政府がそれを許しているからできるのです。これはまた、彼ら自身の政治的な問題
です。そして、前回のガザでの暴力サイクルの間、サウジアラビアはIDF（イスラエル国防軍）スポークス
マンの言葉を、ほとんど引用しているのです。パレスチナ側ではなく。彼らは、ようやく、正しいことがど
こにあるのかを理解し、もはや、それを隠しません。 

ところで、ネタニヤフは金曜日に尋ねられました。「あなたは、周辺のアラブ諸国をもっと多く訪れるつも
りですか？」彼は言いました。「公の訪問？それとも秘密の訪問？どちらですか？」 

（B)ということは、「はい」ですね。 

（A)基本的に、それは「はい」です。ネタニヤフ首相は、国々との関係を回復しました。世界は、彼がイス
ラエルの世界との対外関係を破壊していると言い続けますが、実は、我々は彼のリーダーシップの下で今日
のように必要とされたことは、いまだかつてありませんでした。そして私は、9月17日、イスラエルの選挙
で、ネタニヤフが再び勝つことを、本当に願っています。しかし闇の力、リベラル、改革派の力、彼らは、
十分に資金提供を受けています。ジョージ・ソロスのことを話し、他の億万長者について話しますが、文字
通り人生の終わりになると、彼らが行うのは何十億ドルもの資金を、世界統一政府やグローバル主義者にさ
さげます。だから、彼らは人々を洗脳するために、メディアに、たっぷりと資金を供給します。バリー牧師、
ここから、彼らが報告することと、彼らが報告しないこと、彼らが言うことと、彼らが言わないことにつな
がります。昨日、または2日前のカンファレンスで、先生はほとんどだれもニュースで聞いたことがないこ
とについて言及しました。それでいて、聖書的に重要な意味を持つことです。小惑星の話をされましたね？
興味深いのは、私がこれを言っている理由は、いまここに来て、おそらく、何人かの人が言っているでしょ
うから。「ああ、このふたりは狂っている。彼らはセンセーショナリズムがすべてだ」ほんの数日前に起こっ
たことについて、私たちを啓発してください。そして聖書によれば、それは大患難の最中に起こるのでしょ
うか。 

（B)さて、今後起こる様々な宇宙の出来事について話しています。具体的には、黙示録8章で、火が燃える
大きな山について語られています。しかしそこにある言語は、それは実際には、「大きな山のようなものだ」
と言います。海に落ちる火山ではありません。それは、「海に投げ込まれる」と書かれていて、それが宇宙
から海に推進されていることを告げています。そしてそれは固体物体です。それは大気に入る小惑星で、燃
えている大きな山のようです。興味深いのは、最近起こったことで、それについて話します。その直後、放
射能をともなって彗星が大気を突き破って、入ってきたのです。それが地球の淡水源を苦くします。繰り返
しますが、これは黙示録8章で、この小惑星の直撃に続きます。それが、ほんの数日前、小惑星は、地球の
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表面から45,000マイル(約72,420㎞）地球と月の間の距離の5分の1を通過し、誰もそれが来ていることを
知らなかった。皆が驚きましたね？ 

（A)皆が驚きましたね？それがぶつかる可能性は、どれくらいでしたか？ 

（B)これは、米国のCBSニュースやNBCニュースのようなリベラルなメディアソースによるものです。そし
て彼らはいま、この小惑星を小惑星「2019 OK」と名づけました。それは通り過ぎたので、OKです。しか
しそれは「都市キラー」とラベル付けをされました。言い換えれば、それは地球の表面に当たった場合、都
市全体を一掃したでしょう。どこかの小さな郊外ではなく、ロサンゼルスやニューヨークのような場所を一
掃したでしょう。またそれは、100メートルの小惑星でした。 

（A)ワオ。 

（B)100メートルの大きさです。さて、これは恐竜を絶滅させたものに近い大きさだそうで、地球上の表面
にぶつかった時の傷跡から、地球を襲った、はるかに大きな小惑星があったことを示しています。しかし、
私はこのように見ています。私たちは何事も、センセーショナルに伝えたくはありません。しかし、聖書は
あきらかに告げています。患難時代、あきらかに小惑星が衝突します。教会は、すでに消えています。しか
し、地球の住民、いわば地球の住人たちは、これらの宇宙の出来事を経験します。私が思うに、これは宇宙
は大きい、ということを私たちに思い出せます。進歩した知識、技術を持つ私たちは、以前よりも多くのこ
とを知っているかもしれません。しかしここでは、2019年7月、小惑星が地球の表面上の大都市全体を一掃
する可能性がありました。気づきもしないうちに通り過ぎて、ほとんどの人は、過ぎ去った後にそれを見ま
した。驚きです。違う言い方をすれば、今朝、私が読んだのは、地球上のある地域では、夜に通過した場合、
双眼鏡でそれを見られるほど、とても近かった。 

（A)びっくりです。私がそれに驚くのは、「小惑星2020」について考えると、「OK」とは言えない。でも、
私が考えているのは、私たちは、それを見ないことを願っています。私たちは、小惑星2020または小惑星
2021を見ることがないようにと願います。世界がこのニュースに対処しなければならない時、私たちは、
どこか他の場所にいるように。と言っても、私はそれを喜んでいるのではありません。私は、なにひとつ、
起ころうとしていることを喜びません。しかし私は、それが起こることを知っています。私はだれひとりと
して、キリストを拒絶することを喜びませんが、しかし、それが起こることを知っています。聖書が告げて
いますから。黙示録について、私が好きなことのひとつは、それは“起こること”の啓示であり、“起こるかも
しれない”ではなくて、“起こり得る”でもありません。起こります。まるで神が、これから起こる出来事の動
画を撮ったかのように、そして神は、それを送り返しました。“バックトゥーザフューチャー”（未来へ）で
はなく、パトモス島のヨハネのいる過去へ。世界に何が起こるのか、できる限りの最善を尽くして、彼が記
述するために。神は、「それが起こるかもしれない」とか、「それが起こらないように祈りなさい」とは言っ
ていません。唯一、神が言っているのは、「これが起こり、あなたはそれから救出され、引き抜かれるのだ」
（携挙のこと）だから、言っておきます。私はあなたをとても愛しています。私はいつも黙示録を、警告と
愛と慰めと励ましの書（本）と呼んでいます。なぜなら、あちらで何が私たちを待っているのか、私は知っ
ていますから。我々はまた、彼が、それから私たちを取り去ることも知っています。しかし、それは耳を傾
けようとしない人への警告です。確実に「たぶん」とか「おそらく」とかではなく、「間違いなく」壊滅的
な出来事が起こります。それは徐々に、ここにあるすべてのものの破壊に向かって移動しています。それは
地球の人口の4分の1で始まって、次に移ります。その後、ほぼすべての水が汚染されることについて語って
いて、海の生きものの3分の1、それから、それらのすべてです。ですから、徐々に進んで、それは、どんど
ん、ますます悪化していきます。聖書は私たちに告げています。「見なさい。これは起こるのだ」これは「た
ぶん」「おそらく」「可能性がある」ではありません。それは起こります。ヨハネが見たのは、実際に起こ
ろうとしていることです。いま、私たち被造物は、未来に生きてから、過去に戻ることはできません。しか
し神はすべてをご存じで、その予知能力の中で、神はすでに彼が知っていることを私たちが知り、彼がすで
に見ることができるものを私たちが見ることを許されました。私はそれはすばらしいことだと思います。偉
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大なる全能の神、全知全能、パワフルで、遍在である方が、ヨハネに素晴らしい特権をお与えになったので
す。神の民は、このすべてから逃れ、そこか他の場所にいることになると言って、彼らを慰めることができ、
それともちろん、知らない人、または知りたくない人たちに、実際に何が起こるのかを伝えることができる
特権です。 

（B)黙示録の興味深い点は、あきらかに、これから起こる複数の出来事の見事な記録ですが、これは、読む
者に約束が与えられている、聖書の中で唯一の書です。 

この預言のことばを朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。
（黙示録1章3節） 

この「心に留める」という言葉が興味深くて、ギリシャ語の「テレオ」。損失やケガから守ることを意味し
ます。言い換えれば、黙示録を、将来起こることに関する神の黙示として心に留める人たち、彼らは、それ
が損なわれないようにする祝福を受けるのです。黙示録について指摘すべき重要なことのひとつは、その序
文の記述で、イエス・キリストの啓示について語られています。「黙示録」という言葉は、「啓示」で、そ
れは完全にあきらかにするとか、さらにはカバーを取り去ることを意味します。これは黙示録19章に見られ
る通り、その偉大さや栄光、力のすべてにおいて、キリストがだれであられるのかを、完全にあきらかにす
るものです。しかし興味深いのは、私たちの時代に限って言えば、神がイエス・キリストにお与えになり、
そのしもべに、まもなく起こるべき事を明らかにされたのです。「まもなく」という言葉は、時間の長さを
記述しています。そして、イエスはマタイ24章3節から8節の「オリーブ山の垂訓」の中で、私たちに語られ
ました。私はこれを「序文」と呼んでいますが、その中で主は、常に起こっている一連の出来事を用いて、
識別しています。戦争、戦争のうわさ、飢饉、災害、地震などは常に起こっています。しかしその後、彼は
彼らに、出産の痛み、妊婦の産みの苦しみのような展開があることを付け加えられました。そして、キリス
トの完成の中で、彼が大患難についてあきらかにしておられます。私たちは、これらのことは、「すぐに起
こる」と言われています。その言葉は、素早く連続することを意味します。これは、イエスがマタイ24章で
言ったことと、見事に重なるのです。出産の苦しみ、これは私たち全員が、かなり認識していると思います。
女性の方は特に。陣痛は、出産が近づけば近づくほど、痛みと頻度がどんどん増してゆきます。それはまさ
に起こることで、私たちはけっこうな期間、出産の痛みの過程にいます。私はニュージーランドでこれにつ
いて話しますが、いま、私たちは重い出産に入る準備をしています。そしてついに、地上のキリストの千年
の治世が訪れるのを見ます。昨日、それについてあなたが教えてくれました。だから、ここで私たちは、こ
れらすべてのことが起こるのを見ていることを考えると、かなり驚くべき事です。ただ、センセーショナル
主義者や、人の注意を引こうとしている者というカテゴリーに私たちを入れないでください。事実は、私た
ちが目にしている物事は、小惑星はいつもあるので、これは珍しいものだ、とは言いたくありません。しか
し、そのタイミングに好奇心をそそられます。宇宙は人間よりも大きいことを思い出してください。あちら
にあって、やって来るもののすべては、私たちには分かりません。地球の表面から月までの間の5分の1の距
離を小惑星が通り、それが過ぎた後まで気づかなかったというのは、かなり良いウェイクアップコールです。

（A)本当に。黙示録といえば、「朗読する者と、それを聞いて…心に留める人々は幸いである」と告げてい
ます。当時は、聖書を公の場で朗読していました。テモテへの手紙第1の4章で告げています。「聖書の朗読
と勧めと教えとに専念しなさい」そしてもちろん、教義について語っています。基本的に、私たちは、聖書
に戻ることを求められています。そして「朗読する人は祝福される」また聞いている者たちも祝福される。
だから、教師は聞く者と同じくらい祝福されます。しかし、私たちが行う者でない限り、祝福されることは
ありません。私たちが、あきらかに耳を傾けていない限り、そして、先生が言ったように、それを私たちの
生活に適用しない限り。だから、これは、その約束を持っている唯一の書です。黙示録を学ぶのは、怖がら
せるためではありません。そうではなく、準備をするためです。それは、まもなく起ころうとしていること
を我々が理解し、なぜ我々は緊迫して、今日、みことばを教え、今日、壁を見守り、人々に今日警告するべ
きなのか、その理由を理解するためです。なぜならこれは、「たぶん、起こるかも」ではなく、「それが起
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こる」からです。だから、私はいつも言うのですが、永遠のいのちは皆にあります。問題は、場所、場所、
場所です。今日のあなたの決定が、これらのことが起こった時の、あなたの居場所を決定します。あなたは
主と一緒にいるつもりですか？それとも、地球上にいるつもりですか？あなたは「小惑星2020」のニュー
スを読む人になるつもりですか？「OK」もしくは、「OK」じゃない。それとも、神の臨在の中で、結婚式
にいるつもりですか？もちろん我々には驚くべき裁きの御座があって、もちろん正確には、罰のための裁き
ではありません。これは8月11日に、私が先生の教会で教える内容のイントロです。 

（B)はい。 

（A)キリストの裁きの御座と、携挙の直後に何が起こるかについて、教える予定です。私たちはイエスの御
前に行きます。ところで、聖書は告げています。 

人間には、一度死ぬことと死後にさばきを受けることが定まっている。（ヘブル9章27節） 

裁きは、すべてが悪いものではなく、あなたが神のものなら、あなたは何か違うことを聞くでしょう。です
から、裁きはあります。つまり、あなたは責任を負う必要があります。何があろうと、主の前に立たなけれ
ばなりません。信者も、非信者も。だから、裁きの御座と、白い御座の違いは何ですか？私たちで捜査しま
す。8月11日に分かります。その後、もちろん8月18日、私はカルバリーチャペルイーストアナハイムにい
ます。だから、日にちを確認してください。ボブ・コーペニー牧師、素晴らしい兄弟です。素晴らしいボブ
牧師は、私の良い友人のひとりです。私は喜んでメッセージをします。「なぜ、クリスチャンはイスラエル
をサポートしなければならないのか？」すべて純粋に聖書に基づく内容で、私たちは政治について話すつも
りはありません。それについては、お話ししました。それから、もうひとつお伝えしたいのは、私が、とて
もワクワクしていること、私の次の本が出版されます。タイトルは、「The Day Approaching」ヘブル10
章からです。私たちは、日が近づいているのを見ていると信じています。私たちは、以前は他のだれも見る
ことができなかったことをたくさん見ることができる、唯一の世代であると信じています。したがって、私
たちは、日が近づいているのを見ています。原稿を読んだ人が私に言ってくれたのは、「アミールさん、こ
れは前回よりも良いですよ」私は両方の本にワクワクしているので、私は分かりませんが、しかしひとつ私
に言えるのは、今回の出版社は“ハーベスト パブリッシングハウス”素晴らしいチームです。予約注文は、8
月1日より開始です。Amazonや、その他のお店で予約できますが、私たちのウェブサイトでもできるよう
になります。正式な発売、実際の本を送ることができるのは2020年3月1日になります。私は、超、超ワク
ワクしています。「The Day Approaching」そしてバリー牧師は、終わる前に、ニュージーランドの人々
に、私たちのカンファレンスに出席するように奨励しましょう。どこで、いつになるかについて、何か言っ
ていただけますか？覚えているなら… 

（B)ここはどこだ？（笑）オークランドのビクトリー・センターでしたね？また一緒に素晴らしい時間を過
ごしましょう。物事を見て、私たちが完全に知ることができるように。まず、主が花嫁のために来られるそ
の日が近づいている証拠です。そして私たちは、この終わりの時を緊迫感を持って、期待して生き、準備が
できているように。また、それに続いて、私たちがあちらに到着した時、明確に識別できることについても
説明します。私は少し不安なのですが、私たちがパースにいた時、あなたがメッセージをしている最中、私
は行かなければならなくて…、私は水分のバランスを取らなければならなかったといいますか…。私は脱水
症状を起こしていたので。ともかく、私は本当に楽しみにしています。同じくらいの数の人が、登録してい
たと思います。 

（A)約1400人の登録を予定していますが、まだ約1週間あって、収容数は2000席です。ですから、まだ登
録していない方は、当社のウェブサイト、beholdisrael.org でご登録ください。講演のページに行くと、
ニュージーランド カンファレンスに登録する方法が表示されます。皆さんに知っておいてほしいのは、数字
は、私には関係ありません。50人であれ、5万人であれ、実際、私が先生と群衆に言ったのは、教会の備え
がどんどん小さくなり、どんどん弱くなっていることを知って、私は実際に、私たちが前進するにつれ、人
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数が少なくなることを期待しています。どんどん増えるのではなく。なぜなら、残念ながら聖書には、教会
が無関心になり、背教になると告げていますから。だから私は10人であれ、100人であれ、1000人のいず
れかに関わらず、来る人に満足しています。昨日、あるいは2日前、オーストラリアで最大の預言カンファレ
ンスだったことに興奮しました。しかし我々は、同時に20人や40人の人が集まる国へのツアーの準備も完
全にできています。私たちは行って、装備し、奨励し、大小に関わらず、地元のキリストのからだを啓発し
たいと考えています。だから、「本当に小さな国で」または「多くの信者はいないが、私たちは本当にあな
たに来てほしい」と思う国の方は、私たちにご連絡ください。聖霊が私たちを導くなら、残りのすべては大
丈夫です。一銭も請求するつもりはありません。お金を求めるつもりはありません。何かの見返りを求める
つもりはありません。それをするようにと聖霊の導き方があれば、私たちは、とにかく行きます。聖霊の導
き以外、何でもありません。人数の大小や、国の大きさは問題ではありません。私たちのカンファレンスの
出席人数は、絶対に問題ではありません。しかし、私たちがカンファレンスを企画する時、私たちはもちろ
ん、宣伝するために可能な限り最善を尽くすことを期待します。だから、できる限り多く…。私たちは、メ
ルボルンに到着したばかり、メルボルンカンファレンスを発表したばかりで、だれかがメールを送ってきて、
「メルボルンには、いつ来るのですか？」だから私は言ったのです。「ちょうどメルボルンに到着して、い
ま、発表したばかりです」と。「そうですか。メルボルンで何かイベントはありますか？」だから言ったの
です。「もちろん、メルボルンでイベントを開催します。そのために私はここにいるのです」と。しかし、
私たちがどこに行くのか、私たちが何をするのかを、だれもが認識しているのではないようで、だから、私
たちは、あなたの助けが必要なのです。ニュージーランドにいる方は、今週末のカンファレンスについてシェ
アしてください。あなたがどこにいても、私たちが訪れるところはどこででも、シェアしてください。それ
が私たちがあなたに求める、唯一のことです。主席するだけではなく、できるだけ多くの人にシェアしてく
ださい。もちろん、残りは主がしてくださいます。 

（B)私たちがパースを発って、メルボルンに着いた時、だれかが私にメールで聞くのです。「いつパースに
来るのですか？」「いつパースに来ますか？」（笑） 

（A)パースを去ったばかりですよ。そこを出たばかりです。ですから、準備はできています。私たちは、そ
れについて興奮しています。自分の家族と30日近く離れるのは簡単ではなく、毎週、旅をして、タイムゾー
ンを変更するのは簡単ではありません。しかしそれは、（キリストの）体を見る時、それだけの価値がある
のです。人々が信仰に来て救われるのを見ると、その価値があるのです。終わりの時代に、完全に暗闇の中
にいた人々が、いまや超充電されて、超伝道する準備ができ、緊迫する時代のためにシェアをする気満々で
場所を後にするのを見た時、多くの人々は患難前携挙説の人々を、現実に直面して福音を分かち合うことを
恐れている人々であると非難していますが、それは逆です。私たちは、それが近いと信じているために、私
たちは実際に、ほかの人のように眠らないようにと、人々を奨励するのです。目をさまし、福音を分かち合
うように。だから、私たちはニュージーランドについて、とてもワクワクしています。繰り返しますが、私
は新しい本について、とてもワクワクしています。私たちはイスラエルツアー オンライン登録が正常に開始
されたことに超興奮しています。2020年のツアーに参加したい方は、エルサレムで行う「Awaiting His 
Return」カンファレンスを含めて、非常に、非常にあっという間にいっぱいになるので、すぐに申し込みを
してください。すぐに決定してください。私たちのウェブサイトに行って、beholdisrael.org　これらのツ
アーのいずれかに登録してください。実際には単なる申込書で、最終的に、私たちから連絡をして、正式に
申し込みを済ませて、座席を確保していることを確認します。すべてがうまく整えられていたかを確認しま
す。私のツアーコーディネーターであるDonaleeに感謝したいと思います。ここ数日、彼女はとてもハード
な仕事をしてくれました。受付が始まって以来、彼女のところには電子メールがあふれていますが、彼女は
見事に、このすべてに対処しています。では、お祈りして終わりましょうか？というより、アロニックの祝
福をしましょう。私はヘブライ語でそれをやります。 

（B)私がヘブライ語でやりたいと思っていたのに…。（笑） 

（A)オッケー、先生がヘブライ語で…。（笑） 
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（B)いいえ、あなたがヘブライ語でしてください。（笑） 

（A)私がヘブライ語で言って、バリー牧師が英語で行い、このライブアップデートを締めくくります。 

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) 

唯一、平和の君だけが与えることのできる、すべての理解を上回るその平和。平安の主が、ここでも、どこ
にいても、今も、永遠にあなたに平安を与られますように。 

イエス、私達の救い、イエシュア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。 

We Love You！ 

あちらこちらにいる、私たちの家族みんなに、「ハイ！」 

ハイ！ミリアム　子どもたち、ハイ！ 

マヤンは軍にいて、アリエルは英国、残りはおそらく、いま眠っています。先生は、あの有名な言葉を言い
たいですか？ 

(B)「ハイ！ベイブ！」 

(A)ということで、ありがとうございます。We Love you all！　God bless you！ 

私たちのために、続けてお祈りください。まもなく最後のニュージーランドで、このツアーを完了します。
飛行が時間通りになるように祈ってください。さらに新しい時間に順応するように祈ってください。新しい
タイムゾーンだったと思いますが？違いますか？ 

（B)ええ、さらに2時間あります。 

（A)私たちが家に帰る飛行は、さらに残酷になります。ちなみに、帰る途中で、シンガポールからQ&Aを
もうひとつ計画していることをお伝えしなければ。シンガポールに一晩立ち寄ります。もう一回、Q&A。ま
た、質問を送信するためのページを設定します。帰宅途中、シンガポールのホテルから返答します。私が家
に帰ると、私はマヤンとアリエルと一緒に過ごしたいので、オンラインで何もしたくありません。私はニュー
スに関することは、何もしたくないのです。私は、ただ彼らと時間を過ごしたいのです。シンガポールは、
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8月5日だったと思います。私たちはオンラインで、ソーシャルメディア、ウェブサイト、すべてでお伝えし
ます。ニュースレターに登録していれば、メールが届きます。まだしていない方は、beholdisrael.org　
で、毎週更新されるアップデートと、私たちの毎週のディボーションに登録してください。将来的に発売時
期や投稿についても、もっと知ることができます。ありがとうございます。 

We love you！ 

オーストラリアのメルボルンから、God bless you！シャローム 

（B)シャローム 
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