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2019年9月17日 イスラエル選挙アップデート 
アミール・ツァルファティ 

- アムステルダムより、イスラエルの選挙について - 
https://youtu.be/4DJ9MS5P514 

皆さん、シャローム！ 
オランダのアムステルダムから、おはようございます。私の後ろには、ダムスクエアーがあります。少々騒々
しいのは、アムステルダムの主要サッカーチームが、現在、フランスの「リール」と対戦しているためです。
これは欧州リーグの試合の1つで、このゲームのために来た何千人もの人が、ここを訪れています。そのた
め、彼らは大声を出して叫びながら、通りで祝っていたのです。だから、私は今、屋内で、あちらに邪魔さ
れることなく、静かにアップデートを行います。 

それから、またお伝えしておきたいのは、あと2分で、今年、第2回目のイスラエル選挙の出口世論調査が終
わります。私たちは劇的な展開を期待しています。私たちがすでに知っている情報では、ベンジャミン・ネ
タニヤフは、現時点では政府を形成するために必要な過半数を得ていません。問題は、イスラエルの大統領
が、実際に政府を形成する任務を与えるために、ベニー・ガンツに必要なものとは何なのか？1つ確かなの
は、テヘラン、ガザ、ヨルダン西岸地区、ラマーラ、イルハン・オマールでさえも、ベンジャミン・ネタニ
ヤフが、これらの選挙で負けることを祈っています。それだけでも、彼が続けられるように、私たちはどれ
だけ祈り、希望し、とりなすべきかが分かります。狂気が、いま、非常に多くのイスラエル人を巻き込んで
いることは間違いありませんから。私は前回のアップデートで予測しましたが、皆さん、覚えていますか？
申命記39章（申命記32章15節）「…エシュルンは太って蹴った」 

け

エシュルンは肥え太ったとき、足でけった。（申命記32章15節） 

私は、すでにお伝えしましたが、イスラエル人の多くは、彼らがネタニヤフの下で受けている恩恵に、全然
感謝していません。そして、彼らはただ新しいもの、何か他のものを求めています。それはまさに、この20～
30年ほどの間で最高の大統領に関して、多くのアメリカ人がしているのと同じです。そして、まだ世論調査
で、民主党が優位にあることが分かります。しかし皆さん…、今ここは9時、イスラエルの午後10時ですが、
まもなく初めて、すべての出口調査の結果が発表されます。ただ、前もってお伝えすることができるのは、
イスラエルの次の首相がだれになるのかは分かりません。少なくとも、これから6～7時間で、真の結果を
得るまでは。しかし、3つのイスラエルのテレビ局が、これから伝える出口調査の数字を見てみましょう。
劇的な展開が待ち受けています。ベンジャミン・ネタニヤフが、イスラエルの次の政府を形成しない確率は、
かなり高いです。私たちはここで一晩中、皆さんと一緒にいますが、ひとつお伝えしたいのは、昨夜、私は
寝ていないので、疲れて見えるかもしれません。飛行機でこちらに向かっていましたから。でも、今夜は選
挙のせいで、さらに眠れません。 

しかし、私は皆さんに良い情報を伝えたいのです。今、チャンネル11、33、32、チャンネル12では、ベ
ニー・ガンツが1つリードしています。チャンネル13では、ベニー・ガンツは、2つリードしています。前回
の選挙と全く同じ結果である事を明確にしておきます。出口調査で、相手の政党が優位でした。しかし、夜
を通して実際の結果が来た時、物事は良くなりました。しかしながら、皆さん、劇的な展開について話せば、
ベンジャミン・ネタニヤフは、彼が必要とする過半数を得ていません。彼は、現時点では最大の政党でもあ
りません。いずれ分かりますが、私は個人的に、非常に、ものすごく失望しています。でも皆さん、人々が
投票する時、神は基本的に、彼らがそれを行うことを許可し、その後、彼らの要求を尊重されます。覚えて
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いますか？イスラエルの人々がサムエルを望まず、サムエルの息子も望まず、彼らは肉的な王を求めました。
そして主は、彼らがそれを得るのを止めませんでした。サムエルは、非常に個人的にそれを受け取りました
が、神がサムエルに言われたことを、私たちは知っていますね。「彼らは、あなたに敵対しているのではな
く、彼らは、わたしに敵対しているのだ。わたしが彼らの王なのだ。わたしは、彼らの王の王である。それ
でも、彼らは血と肉の王を求めている」 

私は何度も言ってきましたが、ベンジャミン・ネタニヤフが、次のイスラエルの政府を形成しないなら、そ
の時、ネズミが穴から出てきます。これは、イラン、トルコ、ロシアの両方が、十分な自信を持って、十分
に強く感じ、イスラエルに攻めてくるときです。だから、これが本当に、今の筋書きとなるかどうかを確認
するのは、とても興味深いです。現時点では、私は出口調査がそれほど正確ではないことを知っているので、
あまり心配していません。しかし皆さん、言っておきますが、私たちは、ものすごいドラマを見ているので
す。繰り返しますが、あるテレビ局は、32で同票と伝えていて、別のテレビ局2局は、実際、ベニー・ガン
ツが優位であると伝えています。これは、非常に興味深いことになるでしょう。私たちは、同じことを見て
いるのです。リーバーマンが、次の首相を決定します。彼は、権限に必要な正確な席数を持っていますから。
だれが60の過半数を得るのか。イスラエルの制度はとても簡単です。私たちは、大統領や首相に投票してい
ません。私たちは政党に投票しています。イスラエルの議会には120人の議員がいて、政府を形成するため
には、少なくとも61、過半数が必要です。現時点では、いずれの政党も61の連立政権を形成することはで
きません。ベニー・ガンツとアヴィグドール・リーバーマンが一緒になったとしても、彼らは、まだアラブ
政党の票が必要になります。アラブ政党は、まったく親イスラエル派ではありません。皆さんがご存じかど
うか分かりませんが、彼らの多くは、実際にパレスチナ当局のために働いています。ですから、興味深いこ
とにベニー・ガンツが政府を形成することになれば、アラブ票に傾きます。しかし彼らは、彼がガザで何か
をすることを一切許さないので、おそらく、それは起こらないでしょう。彼らは、彼が反アラブ行為と認識
されることを行うことは、一切許可しません。もちろん、シリア、イラク、レバノンでのイスラエルの攻撃
は、すべて停止しなければなりません。だからこそ、私たちは今夜、非常に長い夜を迎えているのです。お
そらく、この先の数日間は、長い日々が続くでしょう。イスラエルの大統領は、非常に厳しい決断を下さな
ければなりません。彼は、だれに政府を形成する任務を与えるのか？ネタニヤフか、ベニー・ガンツか？前
回はネタニヤフでした。今夜が終わる時に、もし、いま出ているこれらの結果が本当になれば、今回はベ
ニー・ガンツかも知れません。 

今、「真の結果」の本当の集計が始まりました。それは一晩中続きます。今から7～8時間以内に、投票の
90％が数えられます。だから私たちは、その時に状況を伝えるのが賢明でしょう。こうしている間にも、皆
さん、数日前、約19発のクルーズミサイルとドローンが、サウジ最大の製油所を攻撃したことが分かってい
ます。それによって、文字通りサウジの石油生産が麻痺して、1日1,000万バレルから1日500万バレルまで
半減しました。皆さん、これらのロケットの1つが、標的から離れたところに落下して、今、専門家はルー
トと標的を再構築するために、そのクルーズミサイルに挿入された、すべての回路とすべての部品を回収す
ることができました。私が得た情報では、アメリカの専門家は、これらのクルーズミサイル/ドローンは、す
べて、実際にイラクの国境に近いイラン軍基地から出たものであると判断しました。これらのロケットに入
力されたルートは非常にスマートなもので、アメリカの軍用レーダーが、その出どころを検出できないよう
に、アメリカの軍事基地上を避けて飛びました。さて、これは専門家でなくても分かります。我々はすでに、
おそらくそれがどこから来たのか知っています。問題は、私たちが…、私が「私たち」と言うときは、サウ
ジアラビアとアメリカのことです…、私たちは、表に出て大声で言うことを恐れているのです。「イランが、
サウジアラビアを攻撃した」現在、だれもがイエメンのフーシ派だと考えています。しかし、それはイエメ
ンから来たのではありません。イエメンは南にあります。これは東で起こったもので、1,100㎞以上です。
イエメン人には、そんなに遠くまで飛ぶロケットはありません。したがって、我々は、それがどこか他の場
所から来たと結論づけました。我々は、ロケットの一部を手に入れ、そのいくつかを組み立ってることがで
きた時、それが実際にイランからのものであることが分かりました。これは、まさに私たちが、全世界に言
おうとしてきたことです。イランは状況の平和的な解決のために、そこにいるのではありません。イランは
侵略者です。実際、イランは、おとなしく、月末のニューヨークの国連でのロウハーニーとトランプ大統領
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の会談を待つ代わりに、彼らは実際に攻撃しただけでなく、トランプ大統領と会うつもりはない、と発表し
ました。これは、彼らを何とか交渉の場に着かせようとするトランプ大統領の働きにとって、大きな打撃で
す。また、それは制裁が全力で継続することを意味します。皆さん、アメリカは、サウジアラビアを助ける
ことができません。サウジアラビアは、現在、それがイランだと認めることを非常に恐れています。彼らは
ちょうど約2時間前に、彼らには、それがどこから来たのか、まだ分からないと、実際に言いました。それ
はデタラメです。これまでに攻撃を受けた国、地球上のどの国も、「だれが私たちを攻撃したのか分からな
い」なんて言ったことなどありません。ロケットの出どころを決定づける、すべての電子手段があるという
のに。サウジアラビアは、彼らがアメリカから買った最精鋭の機器や武器を持っているでしょう。彼らは最
高の戦車、最高の戦闘機、最高の装甲車を持っています。彼らは巨大な国を持っていますが、彼らは、この
全てを保護するための軍隊を持っていません。彼らは非常に恐れています。報復さえ考えていないのです。
彼らは、本当に、他のだれかがその仕事をすると信頼しています。 

さて、アメリカは、おそらく…、トランプ大統領は、すべて準備が整い、荷積みされていると示唆し、そし
て、ポンペオ長官が地域へ向かっていますが、それはまるで、私には、イラン攻撃に際して、サウジが唯一
信頼できる国は、イスラエルのように見えます。事実、昨夜、イスラエルは再び、イラクとシリアの間をま
たぐアブ・カマルの国境を攻撃しました。我々は少なくとも10人のイラン民兵を殺害し、イランは激怒して
います。実際、昨日、イランの指導者は、トルコの指導者とロシアの指導者と一緒に集まり、シリアについ
て話し合っています。とても興味深いことに、イランの指導者が言いました。「イスラエルは、シリアで何
度も攻撃してきている。それに対して、彼らを処罰しなければならない」トルコの大統領が、実際に言いま
した。「サウジアラビアの攻撃のことで、イエメンを責めてはならない。だれが最初に爆撃し始めたのかを
思い出せ」基本的に、彼はこう言っているのです。「サウジアラビアがイエメンを攻撃したから、イエメン
は彼らに復讐する権利がある」もちろん、彼はそれがイエメンの攻撃であるという間違った情報を貫きまし
た。それは、イエメンからの攻撃ではありませんから。プーチン大統領は、もちろん薄氷の上を歩こうとし
ています。彼は、一方でイランとトルコの同盟国でありながら、他方で、彼はあちらの状況がエスカレート
することは避けたいのです。しかし覚えていますか？状況がエスカレートすれば原油価格が上昇するため、
彼の目的に沿うのです。そして…、ロシアは石油の価格上昇が必要です。しかし問題は、すべてのことが起
こった後、ただちにトランプ大統領は、市場に十分な石油を維持するために、アメリカの貯蔵分を放出する
と言ったのです。アメリカは、この状況の中で大勝利しています。なぜなら、アメリカは現在、1日に1,300
万バレルを生産していて、今よりも、さらに多くを生産しようとしているからです。ここでは、すべての危
機がチャンスです。その結果、アメリカ市場は、ますます力を増しています。 

さて、事態がどうなっているか見てみましょう。繰り返しますが、イスラエルの選挙について話しています。
皆さん、ものすごいドラマです。ネタニヤフが政府を形成しない可能性が、わずかにあります。彼は議会に
61議席を持っていません。したがって、現時点では政府を形成することはできません。皆さん、思い出して
ください。前回の4月、我々はそのような結果のまま眠りに着き、目ざめた時には、ネタニヤフが出口調査
よりも3議席多かったことが分かりました。ですから、信者は奇跡が起こるように祈らなければなりません。
次の5～6時間以内に考えられないことが起こり、より多くの議席が右翼に加えられ、61議席を獲得できる
ように。そして、この茶番が終わるように。もし、イラン、テヘランとガザが望んでいるなら、それは何か
が間違っているということです。イルハン・オマールが、ネタニヤフに勝たせたくないと言ったのなら、お
そらく、彼は良いことをしたのです。ですから、私は皆さんに呼びかけます。いま、ギャップがあります。
これから約5～6時間かけて、実際の結果が集計されます。皆さん、考えられないような奇跡が起こるように、
一生懸命祈り始めてください。お願いします。ネタニヤフが、あらゆる逆境に反して61議席を確保して、彼
が政府を形成することになるように。この混沌のすべてが終わり、私たちの敵が、このすべてを喜び、勝利
しないように。皆さん、理解しなければなりません。イスラエルのアラブ政党は、ネタニヤフが負けるよう
に、我々は他の候補者を支援しなければならない、と言っているのです。そうすれば、実際に「世紀の取引」
を阻止できる。そうすることで、自分たちは実際にトランプ大統領に恥をかかせることができる、と。皆さ
ん、これはネタニヤフだけの問題ではなく、また、トランプの問題でもあるのです。トランプ大統領もまた、
この選挙で何らかの影響を受けます。もし、完全にアラブ政党によって支持される新しい政権がイスラエル

 / 3 7



Behold Israel イスラエル選挙アップデート 2019年9月17日

で選出されれば、トランプ大統領が何かをもたらす機会は、全くありません。もしパレスチナ人が、ネタニ
ヤフが負けているために喜んでいるなら、もしネタニヤフが負けているために、イランが喜び、トルコが喜
び、そしてイルハン・オマールが満足しているのなら、あちら側の陣営の種類が分かります。彼を追い出し
たいのです。これが狂気でなければ、何でしょう。これはヨーロッパ全土で見られるのと同じであり、また、
アメリカ各地で見ているのと同じものです。 

進歩派の狂気、…非常にリベラルな陣営は、グローバリストによる支持と膨大な資金援助を受けていて、彼
らは多くの資金を持っています。彼らはなんとかイスラエル人を洗脳して、ネタニヤフが崩壊していると信
じさせました。彼らはイスラエル人を洗脳して、あまりにもひどいので彼は終わらせなければならない、と
思い込ませました。イスラエル人の多くは、この男が犯罪者であると確信しています。根拠は何もないのに。
彼らが、彼を訴えるものは一切根拠がないのに、です。なぜなら…、よく聞いてください。彼らは実際に、
彼が新聞で肯定的な報道をするようにワイロを渡したと訴えていますが、現実には、特定のニュースメディ
アは、本当に一度も、肯定的な方法で彼を報道していないのです。これは、デタラメどころではありません。
彼らは、ネタニヤフの友人が彼に買ったシャンパンを飲み、葉巻を吸ったとして、ネタニヤフを非難してい
るのです。本当に、そこには何もなく…、指導者に対するそのような激しい非難は…、すべては革新派、グ
ローバリストのリベラルたちが彼を追い出したいのです。彼は、もちろん、自分たちの計画を推し進めよう
とするグローバル主義の動きにとっては、大きな事故なのです。 

皆さん、皆さんにひとつ言わせてください。今こそ、皆が祈り、一生懸命に祈る時です。まだ数時間ありま
す。この数時間で、前回の経験から、多くのことが起こります。多くのことが起こる可能性があります。投
票の実際の集計が始まったばかりです。これらの出口調査は、何も意味しません。彼らは、「さて、私はこ
のように投票した」と言った人々の発言に基づいているのですから。しかし、どれくらいの人が、実際に出
口調査員をだまし、真実を言っていないか？それが、まさに前回起こったことです。彼らは、メディアを嫌っ
ています。したがって、彼らは間違った情報を与えます。ネタニヤフ首相のために、今、文字通り祈るよう
に、世界中の全員に呼びかけます。そして、これから6～7時間の間に、何とか奇跡が起こるように。そして、
61議席を得て前進するために、彼が必要とする2～3議席が、反対側から与えられるように。ただ、それが
起こらなかったとしても、私は驚きませんし、椅子から転げ落ちることもありません。たぶん、私は言うで
しょう。エゼキエルの預言は、思ったよりも早く起きる…。ネタニヤフは、現在、私たちの周りのすべての
敵に恐れられている、強力な指導者です。彼はワケの分からない男ではないので、恐れられています。現在、
彼と対戦している人々は、いま、とても無知です。彼らは、とても経験が浅く、ネタニヤフの経験に比べる
と、かすりもしません。皆さん、彼らが簡単に餌食になることは間違いありません。平和がすぐそこにある
とだまされたオスロ協定と同様に、左翼がだまされるのを、我々は目にするでしょう。あれは、実際にこの
何十年もの間で、イスラエル最大の災害でした。そして現在、同じことが起ころうとしています。私たちは、
だまされるでしょう。左翼にだまされ、彼らが実際、私たちに大きな希望を与えることができると考えます。
ネタニヤフが首相であったこの10年間は、国の誕生以来、イスラエルの歴史の中で最高の10年でした。そ
れは、私の理解を、はるかに超えています。なのに、なぜイスラエル人は、幸せではないのでしょう。しか
し覚えていてください。イスラエルの人々が満足することは、決してありません。まさに、その理由は申命
記32章15節です。 

エシュルンは肥え太ったとき、足でけった。（申命記32章15節） 

エシュルンとは、愛情を込めたイスラエルの呼び名です。まっすぐな子ら。基本的にそれは、申命記で2回、
イスラエルの名として、イザヤ書で1回、ヤコブの名前として出てきます。聖書は基本的に、こう言っていま
す。「物事がとても順調で、神が彼らにすべてを与えられた時、彼らは足で蹴り、何か他のものに従った」
私たちは、過去にそれを見てきました。我々は、今回も、それを見るかもしれません。ただ、皆さん、思い
出してください。皆さんの全員に思い出してほしいのです。奇蹟は可能です。私たちは…、私たちは、奇蹟
の神を礼拝しています。私たちは、あらゆることができる神を礼拝しています。私たちに必要なのは、祈る
こと。一生懸命に祈ることだけです。あとは、主が彼の役割を担ってくださいます。だから、皆さんに強く
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お勧めします。今のところ、結果は、ベンジャミン・ネタニヤフにとってすばらしいものではありません。
現在、だれも、ひとりとして、政府を形成するための過半数を獲得していません。問題は、ネタニヤフは、
世論調査によると政府を形成する権限が与えられるだけの過半数を得ていない、ということです。しかし、
繰り返しますが、これらは、ただの出口調査です。ネタニヤフは、今は、彼が期待していた結果は得ていま
せん。私たちは、非常に長い夜を迎えようとしてます。アラブ政党は、間違いなく強くなっています。しか
し、いずれ結果は分かります。私は、個人的には、これらの結果に非常に失望しています。しかし、私は前
回の出口調査で、非常に失望したことを覚えています。それがなんと、数時間後にインターネットを見ると、
ネタニヤフの過半数を祝い、喜んでいたのです。もちろん、それは彼の助けにはなりませんでした。当時、
だれも分かりませんでしたが、常に右翼の一員として数えられていた、アヴィグドール・リーバーマンが、
実は寝返って、イスラエルの左翼に加わったのです。信じ難いかもしれませんが、激しくアラブ党に敵対し
ていたアヴィグドール・リーバーマンは、全アラブ人と同じ区画になりました。彼がそんな裏切り行為を行
うとはだれも知らず、彼はそれをしたのです。今、右翼の区画について話すとき、我々は、アヴィグドール・
リーバーマンを、その一環として数えもしません。もし彼を数えれば、ネタニヤフはすでに過半数を獲得し
ていて、ネタニヤフは、次期首相でした。しかし現時点では、物事が変わりました。今、私たちはアヴィグ
ドール・リーバーマンがイスラエルの右翼の国民党の一部ではないという、新しい現実になれなければなり
ません。いずれ結果は分かります。 

皆さん、忘れないでください。激しいドラマは、ペルシャ湾でも起こっています。サウジアラビアでは、彼
らの石油生産が2日間麻痺しています。彼らはゲームに戻っています。彼らが損害を修復するには、数週間ほ
どかかりますが、しかし1つ確かなことは、攻撃したのはイランであることを、私たちは知っています。そ
して、だれも彼らに責任を取らせたくないことを我々は知っています。なぜなら、もし世界に彼らがやった
ことを告げるなら、明らかに報復が期待されますから。アンゲラ・メルケルは、すでに言いました。「報復
する必要はありません。イラン協議が最も重要です」我々は、すでにプーチン大統領が、次のように言った
ことを知っています。「結論を急いではいけない。サウジアラビアが軌道に乗るのを手伝わなければ」イラ
ンは言っています。「我々は、攻撃する者は、だれでも攻撃する準備ができている」ですから、イランは、
まさにイランらしく行動しているのです。私は、イランの人々の話をしているのではありません。私は、い
つもそれを非常に明確にする必要があります。アッヤトーラ・ムッラは、世界だけではなく、イラン人自身
の問題です。私は多くの異なるイラン人から言われてきましたが、「イラン人だと世界に言わないでくださ
い。問題は、イランのムッラ（指導者）であることを世界に伝えてください」ええ、狂人集団に人質になっ
ているイランの人々のことを思うと、私は、とても悲しいです。しかし同時に、皆さん、それが現実です。
覚えていますか？聖書の預言によると、彼らはイスラエルに敵対して来るのです。彼らは、イスラエルに対
してロシア、トルコ、スーダン、リビアに加わるのです。したがって、これらに加わるためには、テヘラン
に、イスラエルに対して非常に敵対的な政権が存在しなければなりません。皆さんに言っておきます。もし、
ネタニヤフが政府を形成しないなら、ベニー・ガンツがイスラエルの次の首相になるなら、ネズミが穴から
出てきます。私は、それが中東におけるトランプ大統領の腕力を弱めることを知っています。これはプーチ
ン大統領と、トルコ、イランなど彼の同盟国のすべてを強化します。ですから、私たちは劇的な展開の寸前
にあるのです。これから数時間で、どうなるか分かります。おそらく、あと数分で、このアップデートを完
了します。 

今夜は、皆さんと私にとって、長い夜になるでしょう。私は、自分の体が機能するか分かりませんが。私は
昨夜以来、いま15杯目のコーヒーを飲んでいます…。明らかに、私は今、眠ることさえできないと思います。
皆さんにお約束します。私は、ここでカメラをオフにして、ここでライトを消し、本当の結果が出次第、ま
た戻ってきます。そのあいだ、皆さんはベンジャミン・ネタニヤフがイスラエルの次の政府を形成する者に
なるように、お祈りください。繰り返しますが、非常に劇的な展開です。だれも過半数を取っていませんか
ら。現時点では、だれも政府を形成することができる過半数を取っていません。ですから、これは面白いこ
とになります。繰り返しますが、ある人々は非常に満足しています…。つまり、一部の人々はこれらの結果
に非常に満足しています。しかし、私は彼ら全員が間違いである事を祈ります。そして私は、ネタニヤフが
最終的に政府を形成することを祈ります。イスラエルでは、私と私の家族にとって、とても悲しい夜です。
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そして、多くのイスラエル人にとって、とても悲しいことです。彼らは国を愛し、彼らは私たちを愛し…、
彼らは、私たちがここに持っているものを愛しています。しかし繰り返しますが…、私は、世界中でそれを
見てきました。私は世界中を旅して、グローバリストと、それらの人々、それらリベラルの力と狂気を見て
います。彼らは、どんどん強くなっています。私が祈り願うのは、ネタニヤフが、ここで盛り返すだけでは
なく、しかしまた、私が祈り願うのは、これは世界中の他の場所で、何が起こるのかを告げていることです。
それゆえ、アメリカで私は、私たちが奇蹟を見るように祈り、望みます。すべてが崩壊する前のひと押しを、
私たちが見るように。しかし、それが起こらない場合は、シートベルトを締めましょう。想像以上に早いか
もしれません。 

お父様。ありがとうございます。 

あなたがコントロールしておられることを、あなたに感謝します。あなたがすべてを知っておられることを、
私たちは感謝します。また、あなたが実際の結果をご存じである事に感謝します。これら出口調査は、決し
て正確ではありません。ほんの数時間で、なにが起きるのか私たちには分かりません。しかし、お父様。政
府を立ち上げ、それらを下ろすのはあなたです。 

あなたはまた、国が本当に望むものであれば、時に、神を恐れない指導者が国を支配することを許されます。
その後、もちろん、彼らはそのために厳しく裁かれます。 

お父様、エゼキエル38章がとても近いことがわかります。どれだけ早いか分かりません。しかし、ネタニヤ
フが指導者にならなければ、それは確実に早くなることを、私たちは知っています。 

お父様、これらの結果、これらの選挙を、あなたの御手にゆだねます。イスラエルの人々は、彼らの言葉を
述べました。今、私たちは、本当の結果を心から待ち望んでいます。私たちは祈ります。お父様。私たちは、
ネタニヤフ首相のために祈ります。私たちは、彼が最大の政党になるだけでなく、また、政府を形成し、こ
の狂ったリベラルなアジェンダを延期するのに十分な議席を得るように祈ります。これらのグローバル主義
者の革新的なアジェンダが、間違いなく、イスラエルの国民とイスラエルの政治に感染しています。 

私たちはあなたの御名を祝福し、イエスの御名で祈ります。 

アーメン 

どうか、一緒にお祈りください。数時間後に、またお話ししましょう。繰り返しますが、実際の結果が出る
と、私たちは、もっと賢明になります。覚えておいてください。それは、数時間かかるかもしれません。数
日かかることさえあります。時には、彼らは兵士の票を数える必要があります。海外にいる人の票も数えな
ければなりませんし、時には、ほんの100、200、300票の差である場合もあって、本当にひとりひとりに
かかっているので、1週間くらいかかることもあります。数時間待って、また戻るつもりです。実際の結果を
皆さんにアップデートするために、私はここにいるのです。そのあいだ、皆さんは、皆さんの仕事をしてお
祈りください。 

ありがとうございます。 

God bless you！ 

シャローム 

何か報告するべきことが起こったときには、選挙後のアップデートを行います。とりあえず、寝てみます。
眠れないと思いますが…。しかし、もし眠れたとすれば、私が目を覚まして最初に行うことは、すべての情
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報を得ることです。すべてを一列に並べて、自分が状況を正しく理解しているかを確認します。それから、
すべてについて皆さんにアップデートします。 

ありがとうございます。 

シャローム。 

God bless you！ 

では、また後ほど。 
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