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2019年9月8日 中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

- 対ヒズボラ戦・イスラエル周辺地域・大統領選挙 - 
https://youtu.be/vTEyatEF7dA 

皆さん、シャローム。アミール・ツァルファティです。ここガリラヤ湖より、ライブをしています。私たち
は、ガリラヤ湖の向かいにある、美しいホテルに滞在しています。今日は、ガリラヤ湖の周辺を巡る素晴ら

めぐ

しい一日を過ごしました。その場所は、実際、福音の三分の二が私たちの目の前の地で行われました。ここ
はとても平和で、超穏やかです。 

一週間前は、そうは見えなかったことを私は知っています。ちょうど一週間前のこの時期、私たちは、まだ
ヒズボラとの緊張について話していました。覚えておられるでしょうか。一週間前の午後4時に、ヒズボラ
はイスラエルの走行車両に向かって、3発のロシア製対戦車ミサイル「コルネット」を発射しました。そし
て、彼らはそれらの3発すべてを外しました。標的を外しました。イスラエルはヒズボラをだまして、彼ら

はず

が私たちを攻撃したふりをしたのです。我々はヘリコプターを着陸させ、すべての負傷したことになってい
る兵士たちを、そのヘリコプターに乗せました。ヘリコプターは、はるばるハイファの病院まで飛び、テレ
ビカメラは、負傷した兵士がヘリコプターからER（救急救命室）に運び込まれる様子を映しました。ヒズ
ボラは大喜びで、南レバノンのベイルートの街で祝って言いました。「我々はやった！これで完了だ」それ
が夕方になる頃、彼らはストレッチャーでERに入った兵士たちが、全員、その2分後に自分で歩いて部隊に
戻ったことを知りました。聖書は、実際には、敵の策略を使用して戦争を行い、それらを欺くべきだと言い
ます。ところで、これはイスラエルのモサドのモットーです。イスラエルのモサド、シークレットサービス
のロゴを見ると、「これらのタイプのトリックを利用して、戦争を行え。あなたの敵がどのように考えてい
るのかを覚えて、それを欺く方法を考えろ」それが、まさに私たちがしたことです。それ以来、多くのこと
が起こりました。イスラエルは、IDF（イスラエル国防軍）のTwitterとFacebookのアカウント上で、全世
界に情報を公開することにより、ヒズボラに知らせました。私たちが話している間にも、大きな施設が、普
通のミサイルを精密武器のミサイルに変える施設に変えられているのです。言い換えれば、何の変哲もない
ミサイルを、スマートミサイルに変えるのです。ただのミサイルに、GPSシステム、異なるエンジン、異な
る燃料システムをつけて、非常に洗練された精巧なミサイルにします。 

さて、皆さんは北の国境で、土曜日に状況がエスカレートし始めたことはご存じですね。その前にイスラエ
ルが、ドローンを2機送っています。イラン製のドローンです。イスラエルは、基本的に、イランがヒズボラ
に送った最も重要な機器を破壊しました。これは、異なる燃料を混合するミキサーです。ロケットが遠くま
で飛ぶことを可能にし、非常に高い確率でターゲットに命中させるための燃料を作製します。私たちは大き
な装置を破壊しました。私たちは今、彼らがそれらのミサイルの変換を計画していた場所を私たちが知って
いるということを、彼らに分からせました。そして、ポンペオ国務長官は、レバノン政府にメッセージを届
けました。「念のために言っておきますが、イスラエルは、それがどこにあるのかを知っています」ところ
で、それはナバティーエと呼ばれる町の隣で、ベッカーと呼ばれるレバノンの地域です。私たちは、それが
どこにあるのかを正確に知っています。各建物の航空写真を公開しました。数日前、私たちはイランの将軍
の写真を公開しました。このプログラム全体をレバノンの内側から裏で操り、実行している人物です。です
から、我々はレバノン政府にこう語ったのです。「我々は、このプロジェクトに関わる人々を知っている。
我々は、そのプロジェクトが、どこで行われているのかを知っている。そして我々は、すでに機器が保管さ
れている場所を知っていることをあなたがたに示し、そして、私たちはその大部分を破壊した」ですからイ
スラエルは、それが私たちの国の存続に脅威をもたらしていると感じるたびに、その施設を攻撃する権利を
保っていることは、非常に明らかです。それと並行して、イランはほとんど毎日、恥をかいています。我々
が、彼らのドローンを使用しただけではなく、彼らのドローンで彼らの機器を破壊した。さらにシリアから
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イスラエルに向かって、「キラー無人偵察機」を送ることを計画していたテロリスト集団を破壊しただけで
はなく、我々が彼らの各公文書のすべてを公開した。それに加えて、我々は、この2時間に、2時間です。2
日ではなく、２週間でもなく、この２時間で、外交官から情報を受け取りました。国連外交官から、国際原
子力機関（IAEA）が、確認することができたとの情報。すなわち、IAEAは、テヘランのイランの原子倉庫
で、ウランの痕跡を確認した、との情報です。ネタニヤフが、昨年、国連の演説で指摘したのと同じもので
す。だれもが彼を笑っていましたが、IAEAは、その施設に代表者を派遣して、イラン人がすべてを掃除した
後、我々はまだ残っていたウランの痕跡を発見したのです。だから、イランは現行犯で捕らえられ、彼らの
詐欺師たち、レバノンが暴露され、シリアからイスラエルを攻撃しようとする彼らの陰謀が暴露され、我々
は、彼らの武器をイラク国内で破壊しています。そして、すでにこの24時間に、世界の超大国に情報を漏洩
しました。イエメンのフーシ派は、インド洋から紅海への領域にある、バブ・エル・マンデブ海峡の、西欧
の標的に対する大規模な攻撃を計画していること。つまり、紅海には差し迫る脅威があって、米海軍司令部
は、その地域の主要国に与えられたイスラエルの情報のために、すでに警告したのです。ですから皆さん、
イランはイエメンで暴露されています。イラクで暴露されています。彼らはシリアで暴露されています。レ
バノンでも暴露されています。我々はすでに、彼らがガザのイスラム聖戦派に、大規模な攻撃の準備をする
ように命令を与えたことを知っています。イスラエルの選挙の前にネタニヤフが無力であるように見せ、イ
スラエル人を保護し、南からの安全を守る必要性に答えることができない者のように見せかけて、彼に恥を
かかせるために。彼らがイスラエルの南部で何かをするのは時間の問題であることを、私たちは知っていま
す。私たちは、基本的に、差し迫った脅威を阻止するために懸命に取り組んでいます。これはオバマ大統領
が数十億ドルを贈り、彼らは、もはやテロと関わっていないと約束したイランです。これが、イスラエルが
全世界に警告したイランです。彼らが、イラン協議から得たお金で行っているのは、自国民に恩恵をもたら
すのではなく、実際には地域全域にテロを推進しています。イランは、ほぼ1時間ごとに恥をかいています。

ロシアは、イランに関して我々が暴露していることで、かなり恥をかいています。ところでロシアは、イラ
ンに、制裁を避け、回避するために、黒海を介して石油を輸出するいくつかの他のルートを提供しています。
ロシアは、イランのお金が必要ですから。イランはお金が必要で、トルコの経済も本当にグラグラです。昨
日、エルドアン大統領は、再びEUを脅迫しました。彼らが、彼にさらに多くのお金を払わなければ、300
万人以上の難民の門を開いて、ヨーロッパに殺到させ、ヨーロッパ経済を今よりもさらに低くする、と。念
のために言いますと、今、主要な欧州経済のほとんどは「ゼロ」で、イギリスやドイツなど、いくつかは現
在、成長率がマイナスです。皆さん、ヨーロッパは本当に危機にあることを理解してください。私はずっと
言っていますが、反キリストが世界のその部分から登場すると、私は信じています。あちらにいる人々の絶
望のために。そして彼は、彼らに希望を与えるでしょう。もちろん、彼はまた、中東とイスラエルに平和を
提供しようとします。 

パレスチナの問題は、もはや彼らを発狂させるような問題ではありません。昨日、パレスチナ当局は…、い
いですか、彼らはお金がないのです。しかし、彼らはイスラエルの刑務所にいるテロリストの給与を昇給す
ることにしました。爆発物を装着したベルトでイスラエルの市民を殺したテロリスト、イスラエルの刑務所
に入っているテロリストは、今、さらに高い給与、さらに高い賃金を得るのです。これが、そのお金であり、
これが、そのお金の行き先です。ですから、彼らが取るに足りない者たちになったことが分かるでしょう。
イスラエルの両政党は、今、選挙活動中ですが、二大政党の両方ともが、彼らはもう2国解決策について話
しません。本当に話すことは何もなく、だれも話す人もいないからです。これはおそらく、パレスチナ運動
の誕生以来、彼らが初めて経験している最も驚くべき危機だと、私は思います。もうひとつ言いますと…、
これについては、今から約2週間半後にミネソタで開催される「時代を理解する」カンファレンスで展開し
ますが、私が「大いなる交換」と呼ぶものについて。私たちは何千人ものパレスチナ人が去り、何千人もの
ユダヤ人が“アリーヤーを達成して、イスラエルに戻ってくるのを見ています。皆さんは、神の御言葉が成就
するのを見、皆さんは、詐欺が暴露されているのを見ているのです。人々は滞在するための言い訳が一切通
用せず、ただ去っていきます。彼らは、自分の思想が嘘、欺瞞、テロや暴力に基づいていることが分かって
いますから。何年もたった後、彼らはまだ、そこから何も得られなかったのです。だから彼らは去ることに
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しました。同時に、より多くのユダヤ人は、ヨーロッパにいるよりも、時にはアメリカでさえ、イスラエル
に居る方が、より安全だと感じています。ひとつお伝えしますと、昨日、ワルシャワのイスラエルの学生グ
ループが、ワルシャワのイスラム教徒のアラブ人集団に、残酷に襲われました。私は写真を見ましたが、あ
れは、よくありません。最も驚くべき事は、2019年のワルシャワでは、彼らを助けるために来たポーラン
ド人は、ひとりもいなかったということです。それには、本当に心が痛みます。ホロコーストから80年後、
いまだユダヤ人の苦しみに対する完全な無関心が存在します。ただ、ユダヤ人であるがゆえに、です。昨日、
西岸地区の都市のひとつで、ユダヤ人男性とその息子が歯科治療のためにパレスチナの歯科医のもとに行き
ました。2人のパレスチナ人が診療所を襲撃して、「あなたはユダヤ人か？」と尋ねました。彼らが歯科治
療のために来たアラブ系イスラエル人であるかもしれないので。彼らがユダヤ人であることを確認すると、
彼らは撃たれて、刺されました。ただ、彼らはユダヤ人だったから。彼らが、「はい、私たちはユダヤ人で
す」と答えたから。ですから、ユダヤ人は今、冷静になっていることを知っていてください。そして彼らは、
財政的にイスラエルの方が良い地であることを理解しています。安全面でも、ここの方がより安全です。そ
して、彼らはここが彼らの属する場所であることを理解しています。「私たちはユダヤ人です」と自由に言
うことができる場所です。ここイスラエルでは、彼らに何かをする者はいません。 

皆さんにお伝えしたいのは…、もちろん、ここから他のメッセージに移りますが、私がイスラエル人とアメ
リカ人の両方に伝えたいメッセージです。イスラエルは、ちょうど約9日で選挙に入ります。アメリカは、
今からちょうど1年、今から1年と2ヶ月後に選挙に入ります。ネタニヤフとトランプ大統領の両方が、世論
調査で、なんとか保っている状態です。どうやら大衆は彼らを愛しているが、メディアは、もちろん彼らを
嫌っています。私は、彼らを「ミデヤン人」と呼びますが。しかし、私は…、アメリカ人とイスラエルの
人々、イスラエルの選挙に関して、イスラエルの人々と、アメリカの選挙に関して、アメリカの人々と、両
方の人たちと私が交わした多くの議論や会話から、ひとつ、皆さんにお伝えしたいのは、主は私を申命記32
章に導かれました。これはモーセの詩の一部で、モーセは神の霊感により、主からイスラエルの民への非常
に強いメッセージを受け取りました。非常に興味深い方法で、私は、現時点でのイスラエルと、アメリカの
状況と、この間にかなりの類似点を見つけました。説明しましょう。 

皆さんが理解できるように、私はまず、アメリカについてお話しをします。この2年半で…、念のために言っ
ておきますが、私は今、主にアメリカの人々に話しています。しかし、あなたがアメリカであってもなくて
も、だれもが理解することができます。トランプ大統領は、彼が選出されて以来、黒人とヒスパニック系の
間で、失業率を歴史的な低記録に持ち込んだのです。この国の歴史の中で、これまでに見たことのないこと
です。つまり、アフリカ系アメリカ人の間で5.2%、ヒスパニック系の間で4.3%です。これまでのアメリカ
の歴史の中で、少数民族の失業率が、これほど低かった時期はありません。それが、大統領が告発されてい
るのは？少数民族に対する、人種差別です。実際、彼らは他のだれよりも、この大統領に恩恵を受けている
のです。もうひとつ知ってほしいのは、彼はまた、オバマ時代の法人税35%から、現在は21%に下げたので
す。彼はまた、アメリカをエネルギー、主に石油とガスの第1輸出国にしました。世界ナンバーワン、1日に
1,300万バレルの石油です。ナンバーワンです。皆さんは、全員を追い越したのです。それによって、あな
たは、もはやアラブに依存する必要もなく、アラブオイル、アラブの要求をボイコットする必要もないので
す。それまでです。彼らは、実際に、今は皆さんに依存しています。繰り返しますが、失業率についてお話
ししました。米大統領の政策は、課税を引き下げ、何千という企業がアメリカに戻ってきました。彼があと
4年間留まることを知っていれば、さらに何千と来ていたでしょう。彼らは確信していないので、まだ躊躇

ちゅうちょ

しています。彼が11月に勝った瞬間、さらに何千という企業を目にするでしょう。高い課税のために去った
すべての会社は、戻って来るでしょう。 

今、私はアメリカについて話しました。イスラエルのことを話しましょう。イスラエルは現在、その歴史の
中で最も低い失業率を享受しています。4%未満です。また、1970年代と80年代のイスラエルの法人税は、
61%だったことを皆さんにお伝えします。それが今は23%で、アメリカのものに非常に近いです。我々が、
それを20まで下げた場合、さらに良くなるでしょう。しかし、61%に対して、23%です。ご覧の通り、イ
スラエルは、世界中からあらゆる投資家を魅了しています。また、イスラエルのGDPを見ることができます。
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私たちは、1人あたり4万ドルを超えました。これは膨大な数です。イスラエルの負債、念のために言ってお
きますと…、だれもがスウェーデンを最も先進的で、最も近代的で、親切な国として愛しています。格付け
機関はどこもスウェーデンに“トリプルA”を与えていて、これは完璧です。ちなみにスウェーデンは、彼ら
の国債に対する利息はわずか550億ドルで、イスラエルは、ほぼ同じ債務に対して810億ドルを支払います。
どうして？それは我々が「トリプルA」ではなく、「ダブルA」だからです。どうして？私たちはイスラエル
で、スウェーデンではないから。それだけです。ただ、皆さんにお伝えしたいのは、オバマの時代、オバマ
は9兆ドルの国家債務を継承し、そして、彼はトランプ大統領に20兆ドルの国債を渡しました。トランプ大
統領になって2年半後の今は、21.6兆です。これは、オバマの8年よりもずっと低い率です。アメリカ経済に
とって、オバマの8年間は大災害でした。また、皆さんにお伝えしたいのは、他の国の債務で、イタリアが3
兆ドル、スペインは1.5兆ドルの負債、フランスは2.7兆ドルの負債、ドイツは2.5兆ドル、イギリスは2.4…、
失礼しました。英国はわずか24億、日本は9.7兆の負債です。彼らは、どのようにしてそれをすべて支払う
つもりでしょうか？神はご存じです。しかし、私はひとつのことを知っています。私は知っています。皆さ
ん。イスラエルとアメリカの両方に、トランプ大統領がホワイトハウスに入って以来、この2年半の間、驚
くべき類似点があるのです。しかしながら…、ここで大きな「but/しかし」が来ます。物事があまりにもう
まくいっているので、人々が甘やかされてしまっているようです。そして、現在起こっているのは、実際に、
人々は権力にある人を追い出し、前進することを望んでいるのです。 

申命記から1節を読みたいと思います。聖書は、古代文明の古代人、古代文明のために書かれた単なる本で
はありません。これは今日、昨日、そして永遠に真実です。私たちが聖書から読み、聞き、学ぶ教訓は永遠
です。モーセがイスラエルの民に言ったことをお読みしたいと思います。これを聞いてください。彼は7節
で言っています。 

:7昔の日々を思い出し、代々の年を思え。あなたの父に問え。彼はあなたに告げ知らせよう。長老たちに問
え。彼らはあなたに話してくれよう。:8「いと高き方が、国々に、相続地を持たせ、人の子らを、割り当て
られたとき、イスラエルの子らの数にしたがって、国々の民の境を決められた。:9主の割り当て分はご自分
の民であるから、ヤコブは主の相続地である。:10主は荒野で、獣のほえる荒地で彼を見つけ、これをいだ
き、世話をして、ご自分のひとみのように、これを守られた。:11鷲が巣のひなを呼びさまし、そのひなの
上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に載せて行くように。:12だた主だけでこれを導き、主ととも
に外国の神は、いなかった。（申命記32章7節から12節） 

これが、始まりです。神とイスラエルの間の美しい愛の物語。 

:13「主はこれを、地の高いところに上らせ、野の産物を食べさせた。主は岩からの蜜と、硬い岩からの油
で、これを養い、:14牛の凝乳と、羊の乳とを、最良の子羊とともに、バシャンのものである雄羊と、雄や

ぎょうにゅう

ぎとを、小麦の最も良いものとともに、食べさせた。あわ立つぶどうの血をあなたは飲んでいた。」 

いよいよ、15節です。しかし、「エシュルンは…」ヘブライ語では、「ィエシュルン」。これは聖書の中の
イスラエルの詩的な名前です。聖書に4回しか出て来ません。申命記で3回、申命記32章と、申命記33章で
2回、そして、イザヤ書です。私が間違っていなければ、イザヤ書44章2節です。申命記では、それはイスラ
エルを指し、イザヤ書では、それはヤコブを指します。ヤコブの名前もイスラエルです。しかし、皆さんに
見てほしいのは…、ところで、エシュルンとは「親愛なる真っ直ぐな人」を意味します。神は愛情を込めて、
イスラエルの美しい名前を持っています。しかし、彼の言うことを見てください。 

:15エシュルンは肥え太ったとき、足でけった。あなたはむさぼり食って、肥え太った。自分を作った神を
捨て、自分の救いの岩を軽んじた。 
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:16彼らは異なる神々で、主のねたみを引き起こし、忌みきらうべきことで、主の怒りを燃えさせた。:17
神ではない悪霊どもに、彼らはいけにえをささげた。それらは彼らの知らなかった神々、近ごろ出てきた新
しい神々、先祖が恐れもしなかった神々だ。:18あなたは自分を生んだ岩をおろそかにし、産みの苦しみを
した神を忘れてしまった。（申命記32章13節から18節） 

いいですか？見ての通り、私たちはすべてがうまく行くのを見て、神の祝福を見ると、神が絶望的なものを
覆すのを見たとき、神が民の祈りに答えるのを見たとき。イスラエルは、ほんの10年ほど前には、絶望的
くつがえ

な状況にあったのです。ちょうど私たちが生まれたとき、皆さん、私たちは、ほぼ毎日、絶滅の危機に瀕し
ひん

ていました。私たちは今日、地球上で8番目に強力な国です。今日、私たちは地球上で3番目に革新的な経
済を持っています。今日、イスラエルは、あなたが考えることができる、ほぼすべての分野で最先端を行っ
ています。私たちは偉大な経済、強い経済を持っていて、非常に低い失業率です。私たちは、強力な軍隊を
持っています。私たちの周りのすべての国から大いに尊敬され、敵でさえ、いま私たちを非常に恐れていま
す。それが、多くのイスラエル人から私が聞いているのは、「そろそろ変わらないと。ネタニヤフは10年間
ずっといる。変わる時が来たのかも」そして彼らは、全く経験のない人物に国を統治させようとしているの
です。彼は、その人生の中でたった1時間として、議会や官庁に座ったことがないのです。彼らはどんな人
物でも受け入れますが、しかし、物事を覆すために神が提供した人物は受け入れません。こんな事を言って

くつがえ

申し訳ありませんが、アメリカを訪れた時、私はまったく同じことを目にしました。多くの人が冷めてきて
いて、うまく行きすぎているのでしょう。「まあ、良いんじゃない？」と。彼らは投票にも行かないかもし
れません。もしくは、トランプが再び勝つために、何らかの努力すらしないかもしれません。と言っても、
私はトランプが神である、とか、トランプが敬虔であると言っているわけではありません。ネタニヤフが、
神からの贈り物だとは言いません。でも、ひとつ言えるのは、明らかに両指導者たちの方が、対抗馬よりも
より保守的で、はるかに聖書の概念と価値観を支持していることが分かります。私は、選挙を混乱させ、選
挙に何らかの不正行為をしようとする大規模な試みがあると信じています。ネタニヤフの主な関心事は、今、
選挙に詐欺があるということです。彼は、人々が投票するあらゆる場所にカメラを置くことを要求していま
す。と言っても、皆さんが投票用紙を入れるカーテンの後ろにカメラを置くのではありません。いいえ。そ
れは、もちろん、あなたと神の間の問題です。しかし、あなたが投票用紙を箱に入れる場所の外側で、彼は、
だれもなんとかそれを改ざんしていないことを確認したいと思っています。アラブ区域と、超正統派の区域
で、大規模な不正行為の実例があるのです。彼は、それが起こることを望んでいません。皆さん、同じ選挙
での詐欺の可能性、差し迫る深刻な選挙詐欺の危険が、来年の米国の選挙でも見られます。トランプ大統領
が、前回、そのことに言及しましたが、彼は、再び言及すると思います。闇と悪の勢力があって、それが人々
を無関心にさせ、無関心、怠惰、眠らせて、動かず、活発、積極的に、自分自身の世話をさせないようにし
ています。「そろそろ変化の時だろう」と。 

皆さん、ひとつ言っておきます。私は申命記32章を読んでいます。あたかも、神が、今日、イスラエルに話
しているかのように、アメリカにも話しているように感じています。そして世界中にも。認めましょうよ。
南アフリカの人々と、あそこの状況について話す機会がありましたが、これが、恐ろしい。あちらの政府の
内側で、恐ろしいことが起こっているのです。私はまた、他の多くの国でも、それを聞くことができます。
不義、不敬虔、貪欲、腐敗、権力飢餓が政権をコントロールしていて、かつて繁栄した国が、実際、いかに
倒れてゆくかを、はっきりと見ることができます。これは敵が望むものです。敵は、国が倒産することを望
んでいます。そうすれば、彼は、彼の男、彼の救世主、彼の雇い主、彼の時の男を、世界に紹介することが
できますから。これは、まさに人々を絶望させるために彼が行うことです。言っておきます。皆さん全員を
促します。眠らず、ウトウトせずに、無関心にならないように。皆さん全員にお願いします。投票をしに
うなが

行ってください。敵が乗っ取ることがないようにしてください。これは言わなければなりません。私は、私
の国の人々が、私に耳を傾けることを願っています。私は、米国の人々が…、なぜ、私は、そこまでアメリ
カに関心があるのか？正直に認めましょう。ここにはカナダ人もいて、フィリピン人もいるし、南アフリカ
人もいます。でも、皆さんも私も、アメリカが今、世界で唯一の超大国だと知っています。ホワイトハウス
に座っている人は、自由世界のリーダーです。そして、彼は中東とイスラエルで起こっていることに、非常
に驚くべき方法で影響を与えることができます。それから、以前の政権は、土地とそのすべてを分けること
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で、イスラエルに最大の災害をもたらしました。それが、今起こっている事を私たちは目にして、全く異なっ
ていることが分かります。一個人、ひとつの事務所に座している一個人が、世界中でこのような大きな違い
を生むことができるのです。だから私は、皆さんに伝えます。出身地がどこであろうと、私たち全員が、二
人の指導者のために祈る必要があります。権力を維持し、指導し続けるように。さて、もちろん、もしそれ
が神のみこころなら…、第1に、私は、それが神の御心であるとは思いませんが、しかし私は、神がそれを
許すかもしれない、と信じています。人々がどこか別の場所に行くことを選択した場合、神はそれを止めま
せん。私の祈りは、人々がどこかに行くことを選択しないことです。それが、私の祈りです。しかし、間違っ
てはいけません。神は紳士です。あなたが彼を望まないなら、離れればよい。彼は、あなたに留まることを
強要しません。しかし、私の祈りは、あなたは留まらなければならないことを、あなたが知っていることで
す。あなたが、神を、神だけに頼ることです。私たちが申命記32章の聖句を覚えますように。「しかし、エ
シュルンは肥え太った時、足で蹴った」あなたは、あまりにも甘やかされていると蹴り始めます。何も考え
なくなって、「さあ、何か他のことを試してみよう！」「あれをしよう！これをしよう！」ある意味で、あ
なたは神が許された政権を通して、神が、あなたに与えた良さに感謝しません。以上です。 

他にもいろいろなことが起きていますが、しかし、これは選挙の9日前に、主が私に与えたメッセージであ
ると信じています。選挙前にもアップデートをお伝えします。選挙の日のあいだ、私はミネソタへ向かう途
中で、オランダに飛んでいます。私はそこ、ヨーロッパから、反キリストの発祥の地の中心から、皆さんに
アップデートをします。その後、私はおそらく、米国から選挙後の報告をするでしょう。または、たぶん、
ヨーロッパから。私はまた…、皆さん、ミネソタ州で行われる、オリーブツリーミニストリーズの「時代を
理解する」カンファレンスをお見逃しなく。9月21日、ミネソタ州、グレース教会からです。まだ登録して
おらず、参加ご希望の場合は、素晴らしい講師が揃っています。OliveTreeViews.orgを訪れ、チケットを入

そろ

手してください。来場できない場合は、オンラインから、ライブで見ることができます。後悔しません。ロ
バート・ジェフレス牧師、ジャック・ヒブス牧師、J.D. ファラグ牧師、それからジャン・マーケルも、感謝
なことに、メッセージをします。もうひとりは…、彼女の名前は？ローリー・カルドーサ・ムーアも。私自
身もメッセージをします。中東における預言的な変化についてのメッセージで、ここ数日間、私が取り組ん
できたメッセージです。お見逃しなく。 

私はまた、11月末にオランダで講演する予定です。10月にはブラジルに行く予定です。1月にルーマニア、
1月にフィリピン、1月にカリフォルニアに行く予定です。2月、私はマイアミに行きます。その後の予定は
忘れてしまいましたが。しかし皆さん、ひとつのことを覚えていてください。前にも言いましたし、私は、
ほとんどすべてのアップデートで言い続けていますが、ソーシャルメディアは、すでに私たちをそこに長く
は居させないという信号を与えています。ですから、どうかインターネットで、私たちのウェブサイト
BeholdIsrael.orgより、私たちのニュースレターに登録して、私たちの無料アプリ「Behold Israel」をダウ
ンロードしてください。そうすれば、私たちから毎日、毎週、アップデートが届きます。私たちは、ソーシャ
ルメディアに依存していません。 

また、お伝えしたいのは、2020年のツアーは、ほとんどすべてが完売しています。2月のツアーは、四つ星
バスと五つ星のバスに、まだいくつかの空きがあります。11月のツアーは、いくつかの空きが残っています。
11月のツアーは特別で、エルサレム市内で、「Awaiting His Return」聖書預言カンファレンスを行います。
ですから、そのツアーに参加されるなら、エルサレムでのカンファレンスで丸一日を過ごします。私たちは
そこで話すだけでなく、本物のイスラエルの礼拝チームが、皆さんに、本物のイスラエルの賛美と歌をお教
えします。それからまた、私自身とバリー・スタグナー牧師以外に、地元のイスラエル人の牧師もメッセー
ジします。だから皆さん、ぜひオンラインに行って、私たちのイスラエルツアーをお申し込みください。
2020年には、私と一緒にイスラエルを訪れたことのある方で、私たちと一緒に他のことをしたい方は、
「Alumni/卒業生」と私たちは呼んでいますが、私たちが計画しているのは、ギリシャへ行き、その後、エ
ペソ、パトモス島、ミコノス島、サントリーニ島などのギリシャ諸島をクルーズ、そして、もちろんギリシャ
の本土にある古代コリントスとアテネ以外にも、クレタ島とロードス島を訪れます。ですから、このタイプ
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のツアーは、1週間ほどしてから詳細をお知らせして、それから登録受け付けを開始します。クルーズのため
に、座席に限りがあります。100人以上は入れないので、早い者勝ちです。 

みんな、家族に何か言いたいですか？「ハロー！ママ」はい、どうぞ。ご家族が見ているなら、お話しくだ
さい。どれだけ苦しんでいるかを伝えてください。皆さん、彼らはものすごく苦しんでいて、彼らは、たっ
た今、夕食のチーズケーキを口から拭ったばかりです。ここには大きな苦しみがあります。今、ここイスラ

ぬぐ

エルで…。そして、私はいつも言うのですが、イスラエルの最大の危険は過食です。今、皆さんは、私の言っ
ていることが分かりますね？グッド。なに？ジャン？見てる？アンジーはここにいますよ。アンジー、こっ
ちに来てください。彼女は、ジャン・マーケルの右腕です。ほらどうぞ。みんなが見ています。他に家族に
挨拶したい人はいますか？ 

「夫に、『結婚記念日おめでとう』と言いたい」 

あなたのご主人に、「結婚記念日おめでとう」？なんてことですか！ご主人はどこ？ 

「ナイアガラの滝」 

彼はナイアガラの滝にいる。あなたはここにいて、彼はそこにいる。そして、あなたは彼にFacebookライ
ブで、「結婚記念日おめでとう！」と？ 

「はい」 

恥ずかしくないの？ 

「いいえ。40周年の記念日」 

わー、40年！なんてことだ。いいですね。他に何かサプライズはありますか？素晴らしい。皆さん、以上で
す。45分経ったので、そろそろ締めくくりたいと思います。インスタグラム、フェイスブック、ユーチュー
ブ、ツイッターで私たちをフォローすることをお忘れなく。「Behold Israel」もちろん、私たちに起こって
いることを知りたい場合は、当社のウェブサイトと無料アプリをフォローしてください。では、皆さん全員
の上に、アロンの祝福を祈って終えましょう。 

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) 

平和の主である平和の君だけが、あなたがたに与えることができる、今、そして永遠に、ここに、そしてど
こにでも、すべての理解を上回る平安です。 

彼の名はイエシュア、イエスです。 

彼の御名によって祈ります。 
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神のすべての民は言います。「アーメン」 

God bless you！ 

ガリラヤ湖より、We love you！ 

次回は、皆さんと、ここでお会いしたいです。 

では、最後に拍手しましょう。 

ありがとうございます。 

シャローム 

God bless you！ 

まだ日曜日の地域の人は、良い日曜日をお過ごしください。オーストラリア、ニュージーランド、フィリピ
ン、インドネシア、シンガポールでは、すでに月曜日です。ハワイの人にとって、今は何時ですか？現在、
午前7時45分。ヘイ、JD！私は、あなたよりも早くアップデートしましたよ。 

ガリラヤ湖より、God bless you！シャローム！ 

ところで、JDの教会の人がいましたね？彼の教会の人？ 

オッケー。オアフ出身ですか？この中に、その島の人がいて、彼らが「ハイ！」と言っています。 

God bless you！ 

シャローム 

来週、お会いしましょう。 

何か、皆さんが知る必要があること、もしくは、お伝えしたいことが起これば、たぶん、明日レバノンの国
境とシリアとの国境から、Facebookライブで、アップデートします。そうすれば、皆さんも、そこがどれ
だけ平穏か分かるでしょうから。そこが平和でない場合は、どれだけクールか、皆さんご自分の目で見るこ
とができます。はい。 

イスラエルよりGod bless you！ 

そしてシャローム！ 

I love you  

皆さんの祈りとサポートに感謝します。 

God bless you！シャローム　さようなら。 
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