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2019年9月22日 中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

- イスラエルの第2回目の選挙後の状況と、その預言的な性質について - 
https://youtu.be/UANUcZUDwGg 

(Amir) 今日は、マイク・ゴレイ牧師がFacebookで、私と一緒にいます。私たちは、ここ、Friendship 
Church（フレンドシップ・チャーチ）からライブ配信をしています。ミネアポリスの郊外にある教会で、
Prior Lake（プライヤー・レイク）でしたっけ？ 

(Mike) そのとおり。実際には2箇所教会があるのです。 

(A)この教会には何人が出席していますか？ 

(M)週末は、約800人が礼拝に出席していて、日曜日には青少年プログラムも実施しています。 

(A)素晴らしい。ここはプライヤー・レイクの教会です。つい先ほど、2回のメッセージを終えたところで、
コロサイ人への手紙3章1節～2節から、『上のものを求めなさい』というメッセージでした。これは、
Shakopee（シャコピー）市にある、もうひとつの教会にライブ配信されました。 

(M)その通りです。 

(A)さて、私はこの教会からマイクを盗んだのです。 

(M)私は盗まれた男です。 

(A)彼は盗まれた男です。彼はシャコピーの教会の主任牧師でしたが、今、彼はビホールドイスラエルで、私
たちと一緒にフルタイムで働いています。だから、彼は私の義理の兄弟というだけではありません。 
今日、マイクが舞台裏にいることを知りました。1990年代に、イスラエルの全地で『ジーザス』を紹介し
たキャンパス・クルセードと一緒に働いていたのです。 

(M)その通り。 

(A)1990年に、イスラエルに到着する前ですか？ 

(M)ええ。 

(A)私は『ジーザス』を見て、1990年5月に救われました。信仰をもって、もうすぐ30歳です。私は、ふつ
うに自分は30歳だと信じたいのですが、違うのです。（笑）でも、私はBC30歳ですよ？休日、週末、そし
てそのすべてを「Before Count / 数える前」は。 
オンラインで見ている人の数が増えてきました。そして、すでに1,000以上がシェアしていますから、つま
り、1万人以上の人々が、私たちを見ていることを意味します。 

世界中からライブでご覧頂いています。きっと、彼らのほとんどが、イスラエルの選挙結果に興味を持って
いると思います。ですので、私が、今お話ししましょう。それからマイク。イスラエルで起こったことにつ
いて、アメリカ人の視点から話してください。まず第一に、イスラエルは議会制民主主義である事を理解し
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てください。大統領に投票するのではなく、議会の政党に投票します。そして最大の党の指導者は、自動的
に、または、ほぼ自動的に、政府を形成するためにイスラエルの大統領から権限を受けます。残念ながら、
私たちは二大政党制ではありません。2つの政党からなるのではなく、私たちは、約10の政党を持っていま
す。したがって、ひとつの政党が政府を形成することはありません。なぜなら、議会に120の議員がいる場
合、支配し、法律の可決といったことを効果的に行うためには、少なくとも61議席が必要です。それより
も少ないものは、誰も支配するチャンスがありません。政府が崩壊しますから。 

ベンジャミン・ネタニヤフは、1週間前まで最大の党の指導者でした。イスラエルは4月に選挙を試みました
が、私たちは行き詰まったのです。なぜなら、何が起こったのかというと、私たちはネタニヤフが勝ったと
思ったのです。彼も、彼が勝ったと思い、世界も彼が勝ったと思いました。イスラエルの右翼は65議席を持っ
ていたので、「我々が政府を仕切る」ことを意味していました。しかし、私たちが考えていなかったのは、
ある政党の指導者である、ひとりの人物です。わずか5議席を持っていた彼は、ネタニヤフを嫌うことを決
意。そして、彼は決めたのです。「私は、あの政府の一部になるつもりはない」彼は伝統的に右翼でしたが、
それが反転。彼の名前はアヴィグドール・リーバーマン。彼は長年にわたり、ネタニヤフの個人アシスタン
トをしていました。ところが、奇妙な理由で悪い血が…。私にはそれが何かは分かりませんが、しかし、リー
バーマンは決意しました。「私はネタニヤフに政府を形成させない」ネタニヤフは60議席しか持っておらず、
それでは政府を形成することはできません。イスラエルは2度目の選挙を行わなければならなかったのです。

選挙の第2ラウンドは、メディアがイスラエル人たちに多くのゴミを注入するのに十分な時間がありました。
そしてグローバル主義者のために雇われた多くのプロパガンダが出回ったのです。イスラエルのためではな
く。結局、嘘を何回も繰り返すと、人々は最終的にそれを信じます。誰がこれを言ったのか知っていますか？
ヒトラーです。最終的にイスラエルの人々は、第2ラウンドで投票したときに、ネタニヤフが1番目に持って
いた議席と同じ数を、彼に与えませんでした。35議席から31議席に落ち、ライバルの政党は…、実際、3人
の異なる高官が率いる、3つの異なる政党の複合政党であるもう一方は…。ネタニヤフが、どれほど強かっ
たのか見てください。3人の高官たちは、政府を形成するのに十分な数を得るために、党を一緒にしなけれ
ばならなかったのです。彼らは33議席を獲得し、彼は31議席を持っています。ここで問題があるのです。
ネタニヤフはそれだけでなく、彼の後ろに61議席を持っていません。彼はもう最大の党のリーダーでもあり
ません。それは、おそらく来週、イスラエルの大統領は彼のライバル、ベニー・ガンツに、政府形成の権限
を与えることを意味しています。これに対して、私はそんなに驚きませんが、私が何について心配している
のか、お伝えします。 

イスラエルは…、イスラエルの政治システムは、4つの異なる塊で構成されています。右、左、アラブ党、
かたまり

宗教的なユダヤ人（超正統派ユダヤ人）。宗教的なユダヤ人は、ほとんど伝統的に右派に行きます。右派は
保守的ですから。アラブ党は、誰にも合わせません。彼らは、そもそもユダヤ人国家としてのイスラエル国
家に対してさえ敵対しているのです。それが突然、1時間前、歴史の中で初めてだと思います。少なくとも、
この30年ほどの間では。13議席を持ったアラブ党が、イスラエルの大統領の所に行って、こう言ったので
す。「実は、我々はガンツを首相にしたい」実際、彼らは言ったのです。いま、彼らはとても喜んでいます
から。彼らは今、力を持っていて、さらに彼らは、政府の一部になるかもしれないのです。そして、彼らが
言いました。私は、つい先ほどそれを読んだのですが、彼らは、こう言いました。「我々は、この国ではゲ
ストではない。我々は家主だ」このように、旧政府がユダヤ人の国家としてイスラエルを憎むテロリストを
支持し、テロリストを称賛している人々を利用すれば、今、彼らは「我々が家主だ」と言っているのです。
私は自分の国で、そんな政府を見たくありません。我々は、こんなことのために2千年の後に戻って来たの
ではありません。ネタニヤフと…、少なくともネタニヤフが首相であったこの10年間は、国家としてのイス
ラエルの歴史の中で最高でした。破産した国から、私たちは世界で8番目に強力な国です。私たちは経済大
国のひとつです。少なくとも地域においては。我々は最強の通貨を持っています。失業率は最も低く、私た
ちは見事な株式市場を持っています。私たちは、あなたが考え得る中で、最も革新的な国です。聞いてくだ
さい。私たちは空気から水を抽出します。あなたがクシャミをすれば、私たちがそれを飲むのです。（笑）
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私たちは、最も洗練された搾乳技術を持っています。私たちの牛は、世界で最も生産性が高いのです。奇妙
さくにゅう

に聞こえますか？ユダヤの牛は、確かにずっと文句を言っていますが。（笑）皆さん、イスラエルは金融、
技術、農業技術、サイバー技術、軍事機器においては、最も革新的です。ところで、主に防御装備ですよ？
アイアンドームやそういったもののすべては、防衛システムです。皆さん、ネタニヤフは、世界の偉大な国
の指導者が、彼と友達になりたいと思うような地位にイスラエルを導きました。プーチン大統領は、非ロシ
ア語圏の国の他の指導者の誰よりも多く、彼に会いました。彼は、過去3年間で11回、プーチン大統領に会っ
ています。彼は、他の欧米の指導者が、今までにアメリカの大統領に会った回数よりも多く、トランプに会
いました。皆さん、ネタニヤフは尊敬され、イスラエルは世界のほとんどから尊敬されています。私たちの
ライバルでさえ、私たちの助けと意見を求めるためにイスラエルに来ています。イランを倒すことにおいて、
彼らの脅威に関しては特に。 

2週間前、主は私に御言葉をくださいました。私はガリラヤ湖沿いにグループと一緒にいて、あれは2週間前
の日曜日でしたが、主は申命記32章から、私に語りかけられました。これは、モーセが詩を書いたと言わ
れる箇所です。申命記32章、終わりの方のわずか2節。15節で、このように述べています。これはイスラエ
ルの描写です。神は、彼らを非常に祝福されました。しかし、その後、すべてがうまく行くと、イスラエル
が寝返ります。これを見てください。13節から読みましょう。 

:13主はこれを、地の高い所に上らせ、野の産物を食べさせた。主は岩からの蜜と、堅い岩からの油で、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、雄やぎとを、小麦の最
ぎょうにゅう

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。」 

:15エシュルンは… 
（申命記32章13節から15節） 

エシュルンとは、イスラエルの詩的な名前で、エシュルンは、「真実な人の子」を意味します。 

:15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） 

これが、その節です。人々はとても満足しています。すべてがとても良く、そして、彼らは蹴りました。
け

「他の人を見てみよう」「何か他のことを試してみよう」これらは、これがどれほど良いのか理解していま
せん。主が、私にこれを与えたとき…、面白いことに、最初、私がアメリカについて考えていたときに、こ
の言葉を受け取ったのです。そして、気づきました。ああ、主は、実際にはイスラエルのことを話している。
彼は、あとでアメリカのことを話されるかもしれません。しかし、私は自分の国でそれが起こるのを見よう
としています。長い間、私は、このイスラエルの考えを非常に誇りに思っていた、と言わなければなりませ
ん。「世界は欺かれている。しかし、我々は敵の計画を知っている。そして、それは私たちの国に来ること
はない」インターネット上に、私のメッセージがあります。『諸国の欺き』を、ぜひご覧ください。 
（『諸国の欺き』https://youtu.be/6mQjPrqGouc ）私は自分の国が、グローバリストや革新的なリベラ
ルの罠に陥っていないことが、とても嬉しかったのです。彼らは国籍や国境を気にしません。彼らは経済を
気にせず、自由市場を気にしない。彼らは、食べるために仕事をすることなど気にしません。彼らは、そう
いったことは気にしないのです。そこで私は思いました。ふん…、面白い。それが私のところに来て、私は
気づいたのです。「私はそれを目にすることになる！」それが来ている。これが起こる。そして、私は先週
の火曜日、重い気持ちでニュースを聞いていたら、確かに「これだ！」と、私は気づいたのです。 
さて、どうして分かるのか？大変なことになっていると、どうして言えるのか？ 
2日前、私自身の子どもたち、正確に私の政治的立場もその理由もすべてを知りながら育った子どもたち
が…、妻が私に言ったのです。「念のために言っておくけど、上の2人も、もしかすると…」今回、初めて
彼らは投票します。「彼らはネタニヤフに投票しないかもしれない」「なんだって？」皆さんに見てほしかっ
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たですよ。私の耳から煙が出るようでした。（笑）まず初め、私は息子のアリエルと話しに行って、そして
言いました。「誰に投票するのか、決まっているのか？」私は、そんなふうに切り出しました。「その理由
を教えてあげよう」と。それから、もちろん私は、彼に悪魔の策略とそのすべてを説明しました。それだけ
です。 

まさに、彼らがトランプにしようとしたように、彼らはまず第一に、ロシアのKGB（国家保安委員会）とし
て彼を描きました。そうすれば、彼を簡単に弾劾できますから。しかし、それはうまく行きませんでした。

だんがい

あのロシアの件は、うまく行かなかったのです。今、彼らは景気後退を試しています。そして不況がうまく
行かない場合は、何か他のものを試します。彼らは、いつも何かを思いつきます。ところで念のために言っ
ておきますが、次は地球温暖化と気候変動です。彼は激しい攻撃を受けるでしょう。彼の国連の演説は、地
球温暖化がすべてではありませんから。彼は宗教的な迫害について話します。世界は全く気にしませんが…。
彼らは、彼らが“ペンギン”と呼ぶ修道女よりも、ペンギンの方をもっと心配しています。皆さん、私は、自
分の子どもたちが彼らの友人の影響を受け、あまりにも多くの毒を注入しているメディアの影響を受けてい
ることに気づいたとき、もし自分の要塞、自分の家が破られたとすれば、よく分かっていない他のところで
は、どれほどだろうか？そして、これは良い結果にはならないと悟りました。確かに我々は水曜日に目が覚
めて、新しい現実を見たのです。 

さて、唯一良いことは、他の党にも過半数がないことです。そして、私たちはどうしてよいのか分からない。
こちらは61議席を持っていません。なぜなら、リーバーマンは、正確に、もう片方につきませんから。でも、
ネタニヤフにもつきません。リーバーマンは、超正統派とアラブ党抜きでの統一政府を望んでいるのです。
まあ、それは起こらないでしょう。「これらの人々は失格だ」と言うことはできないので、それは起こりま
せん。33議席を持つ、もうひとつの大きな党は、ベンジャミン・ネタニヤフが首相でない限り、リクード
党との統一政府でも構わないと言います。だから、これは個人的なものです。面白いことは、リクード党が
民主党の第1次選挙で、ネタニヤフを彼らの指導者として投票した点です。相手側の党は予備選挙を一度も
行わず、民主的な選挙を行ったことがありません。彼らは自分たちが一度も行ったことのない民主主義につ
いて、私たちに説教をします。ですから、私たちは非常に大きな課題に直面しています。ネタニヤフは、い
ま、良いカードを持っていません。 

さて、マイク、私は、もともと申命記32章15節は、アメリカについてだと考えていたと言ったでしょう。
正直に言うと、民主党候補者の議論を見るたびに、私が見ているものは現実なのか分からなくなります。そ
れとも、サタデーナイト・ライブか何かなのか？と。（笑）人々がそんなふうに話すのは、現実ではあり得
ない、と。しかし、私に理解できるように助けてください。私はアメリカ人ではありませんが、あなたはそ
うだから。私はイスラエル人ですから。念のため…、理解できるように助けてください。あなたは、それが
アメリカで起こるのを見ていますか？ 

(M)それは多くの場所で現実です。私たちは信者として、保守派として不思議に思っています。しかし、私た
ちがこの情報を発信しているこの動画、特に、今から皆さんが耳にしようとしていることだけでも、霊的戦
いは、終わりの時に起こると私たちが知っている、悪魔的な策略の暴露です。世界は、いわゆるグローバリ

ばくろ

ズムや革新でひとつになろうとしていて、これらの人々はだれひとりとして、国境開放を認めることを恥じ
ていません。彼らは恥じることなく、私たちは素早く子どもを中絶すべきだ、と認めます。彼らは恥ずかし
げもなく、私たちは神を取り除かなければならない、と認めます。あるいは、誰もが自分のシステムの中で
自分の神を崇拝するべきだ、と。そして、不道徳への寛容は、私たちが歴史の中で見たことのないレベルで
す。キリスト教、またはイエスの信者は、敵である人種のひとつとして分けられなければならないとは皮肉
です。うーん、興味深いですね？つまり、このグローバル主義のアジェンダがあって、私は、トランプは特
異な存在だと思います。ヨシア王の改革に精通している人は、ご存じでしょうが、彼は一時的な“つなぎ”で
した。私たちが見てきた通り、偶像や異教に身を寄せる人々の心は否定できません。今日、聖書が預言した、
信念、価値観、文化を共有するグローバル主義が存在します。そこで問題は…、アミールに戻しますが、我々
は、それがここで起こるのを見ているのか？トランプは再選されるのか？彼はヨシアです。彼が再選される
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のかどうかは、いずれ分かります。しかし、この「さあ、変化を起こそう！」というグローバリズム思想に
よってイスラエルで起こったのは、ネタニヤフが安全で代償を払うかたわら、彼は治安を提供しました。彼
は安全を提供した。彼はリーダーシップを提供してきました。経済は飛躍し、国は成功しています。私たち
アメリカの視点からは、これがうまく行くことを期待していました。私たちには、中東で確固たる安全保障
を確立する計画がありますから。今、すべてが両手を振り上げているようにも見えます。私たちは、グロー
バル主義者と、ここで力を得ている革新派の観点から、次の選挙がどのようなものになるのかさえ分かりま
せん。それがここで起こり、イスラエルがグローバルになれば、どうなるか想像できますか？それは、世界
の「平和プロセス」に対する、非常に大きな寛容さの下地を敷きます。 

(A)私が昨日読んだのは、トランプが大統領の間、アメリカの中絶の数は30年間で最低だったそうです。 

(M)ええ…、ほら？ほらね？グローバリストは、それが嫌なのです。 

(A)そう、彼らは気に入りません。ともかく、私が言いたいのは、神が完全に支配されている。皆さん、ご
存じですね？聖書預言…、皆さん、私はアメリカを本当に愛していますし、それに、私は心から皆さんを愛
していますよ。しかし、私は聖書にアメリカを見つけることができません。 

(M)実際、それについてひとつ言わせてもらうと、終わりの時、アメリカが聖書に書かれていないからと言っ
て、それが破壊されるという意味ではありません。 

(A)その通り。だから、私はこれを言及したのです。イスラエルが攻撃されるのは避けられないのです。エ
ゼキエルがそう告げているので、私たちは知っています。アメリカが、イスラエルを助けるためにそこにい
ないことは避けられない。その2つのことを覚えておいてください。 

私たちは、エゼキエルの預言がどれくらい早く成就するのかを話し、説明し、教えることにとても興奮して
います。しかしエゼキエルの預言が成就するためには、イスラエルは強く、繁栄し、かつ脆弱でなければな

ぜいじゃく

らないことを忘れがちです。敵が攻撃するのですから。彼らが尊敬しない指導者がいる限り、彼らは彼らの
穴から出てきて、試みようとします。強い指導者がいるとき…、そして強いと言って…、良いですか？ネタ
ニヤフは、まだ権力があります。この8時間で、我々はイラクで2回攻撃しているのです。我々は、イランの
標的を2回攻撃しました。一度は、イラク西部のアンバール県で、一度は、バグダッドのすぐ北でです。皆
さんが、最初の礼拝で歌っている間に、私たちは攻撃しました。それは、すでに2度目の攻撃で、今朝早く、
私たちは1度目の攻撃をしています。 

こうして話している間にも、エジプトで暴動が計画されていて、今、シーシーの政府を危険にさらしていま
す。アッ＝シーシーは、モルシが権力から降ろされた後に大統領になった将軍です。覚えていますか？2011
年に、エジプト人がムバラクを倒しましたね？罪状は汚職でした。初めは、おそらく本物だったのでしょう。
しかし、これに乗った人たちは、イスラム教徒、もしくはムスリム同胞団だったのです。その後、彼らが投
票に行く瞬間がやって来て、ムスリム同胞団が勝ち、モルシが大統領になった。すぐに彼は、彼の邪魔にな
るすべての人々を取り除き始め、彼は、イスラエルの激しい敵になって、1979年以来のイスラエルとエジプ
トの間の平和条約を取り消すと、ほぼ脅していました。そして信じ難いことに、彼はオバマ政権によって受
け入れられたのです。彼は、イスラム教のムスリム同胞団であり、テロリストであることを知った上で。彼
はテロ行為を説き、テロリストを支援しています。興味深いことに、2年後、アッ＝シーシーが引き継いだ
とき、オバマ政権は彼に会いたがらず、彼らは彼と話をすることを拒み、彼は不当な指導者だと考えました。
彼はエジプトを軌道に乗せたにも関わらず。しかし新しい告発が、今、アッ＝シーシーと彼の軍の将軍のす
べてに対して上昇しています。しかしエジプトでは、今、新しい決まりがあって、政府に対してデモができ
ないのです。カイロのタハリール広場周辺には、探偵とスパイがいます。そして、昨日起こったことが、非
常に興味深いのです。公衆は、彼らにはデモができないことを知っていて、そこで、彼らはサッカーの試合
に行きました。2つの異なるサッカーチームがあって、そのうちの1つ、おそらく勝った方が祝うために広場
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に行って、彼らは反シーシーの旗とバナーを取り出したのです。彼らは、すでにそこにいました。何千人と
いう数です。その彼らがデモを始めたのです。彼らは政府をだました。その後、同時にカイロだけではなく、
スエズ、ポートサイード、および他の場所で暴動が始まり、アッ＝シーシーは今、大きな試練を抱えていま
す。さて、トランプ政権は、彼が崩壊するのを見たくありません。彼だけが唯一、あちらで安定しています
から。もし、彼らが今、選挙に向かうなら、ムスリム同胞団が、再び乗っ取るでしょう。 

ヨルダンでも、今、ヨルダンの王のことで、同じ試練を抱えています。ですから私たちの近所は、とても不
安定です。だからこそ、イスラエルに安定が必要だと思うのです。しかし、このように私たちの周辺が不安
定なとき、そして、イスラエル自体も不安定で、それは攻撃するには、適切な時なのです。したがって、私
は、不確かな日がやって来るのを見ています。私は、エゼキエル38戦争のすべての選手、ロシア、イラン、
トルコ、スーダン、リビアによるイスラエルへの侵攻の前に、携挙が起こるように祈ります。 

マイク、他にありますか？ 

(M)ええ。数ヶ月前、私はドナルド・トランプに会い、握手する機会に恵まれました。少人数のグループで、
彼は、この国のビジョンを伝えました。彼は何ページにもわたるノートを持っていて、いくつもの項目があ
りました。彼が米国を代表して達成した声明の数々。トランプは、この国を愛しています。ネタニヤフは、
あなたの国を愛しています。他の国々の選挙でも、このスウィングによって影響を被っています。グローバ

こうむ

ル主義から、国家主義の保守派へと、最高の国家利益です。私に言えるのは、トランプ、ネタニヤフ、その
ほかの人々は一時的です。私たちは聖書を見て、それがどう告げているのかを知っています。終わりの時代、
グローバル主義者と「共有」文化、信念と価値観のシステムが、恥ずかしげもなく、国境を越えていくこと
を知っています。すでに言いましたが、至る所で、それを見ることができます。私たちの民主党を見て、こ
れらすべての人々を見て、そして考えてください。彼らはメインで、オバマはただの前菜だったのです。信
じてください。トランプは、これを止めようとしています。世界の国々は強い人々を見ていて、彼らは行動
しません。彼らは誰かを見つけることができるまで、軍事的、社会学的、あるいは経済的にさえ行動するこ
とはありません。過去の大統領のように、オバマのように、私たちの能力を妥協したり、我々の許容範囲を
超えて与える誰か。もしイスラエルが、この次の選挙の後、弱くなった場合、そして、聖書の言うように、
彼らがこの地にすっかり安住した場合、その時は、高い確率で、おそらく私たちの生きている間に、北から
の侵略があるでしょう。 

(A)私は実際にそれを疑うことさえありません。それは、私たちの生きている間に起こるでしょう。私たち
が思っているより早くなると思います。しかし、皆さんにお伝えしたいのは、私は、それについて考えてい
たのですが、結果を見たときに、私はショックを受けました。しかし、私は自分がショックを受けたことに
ショックを受けました。なぜ私はショックを受けているのか？聖書は、イスラエルが侵略されると語ってい
るのに。なぜ私はショックを受けているのか？アメリカは弱くなって、イスラエルの救助に来ないと聖書が
語っているのに。誰もイスラエルを助けには来ず、ただ神だけです。そして、神でさえアメリカを送りはし
ません。彼は何をしますか？地震です。雹。つまり、まるで…、言っておきますが、マイク。イスラム教

ひょう

は、これまで最大の危機を迎えます。 

(M)はい。 

(A)なぜか。それは、イスラエルに対する従来の勝利ではないからです。イスラエルが軍事的に強いので、
イスラエルは勝つのではないからです。世界中の人々は、神がご介入され、トルコやイランから、イスラエ
ルを守るのを見るのです。それは、この国を乗っ取りたいスンニ派とシーア派、イスラム教の一部を表しま
す。私には、またしても敗北した何百万、または数億のイスラム教徒について考えました。彼らは自分自身
に1つの質問をします。我々は正しいことを保持しているか？これが、まさに敵のやり方です。それが新世
界統一政府が彼らに与えられるとき、または新世界…、聖書は反キリストの霊がすでに働いていると言いま
す。不法の霊…、彼らは新しい宗教をもたらすでしょう。良いことを行い、良い人になり、良いことを言う、
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すべてが良いのだ。そして…、聞いてください。黙示録は、イスラム教について告げていません。それは、
世界的な宗教制度について告げています。私は、エゼキエル戦争が、人々が中間的なものを取り入れるほど、
特定の境地に全世界をもたらすのに一役買うと信じています。彼らは何が起こったのかを説明できないから
です。 

(M)我々は、その第一段階にいます。アミールと私は知っていて、これは皆さんがニュースでは聞かないも
のです。私は個人的に、イスラム教からキリスト教に改宗した5人のアフガニスタンの男性と一緒に座って、
聖書の研究をしました。誰がインターネットを介して、これらの5人の男性を訓練していたと思いますか？
イスラエルに住んでいるイスラエル人が、インターネットを介して行っていたのです。 

(A)私たちは、彼の名前を開示しません。 

(M)私たちは身元を開示しません。また、皆さんに知ってほしいのは、アフガニスタン人によると、多くの
アフガニスタン人が、信仰に至っていると言っています。もしくはその逆に、彼らは新しい世界秩序、新し
い価値観に自分たちの生活を合わせようとするグローバリスト文化に向かっています。彼らはムッラー（宗
教指導者）に不満なのです。これは中東全地で起きています。イランは、もはやムッラーを信頼していない
多くの国民との大きな、大きな問題を抱えています。だから、もし皆さんが、イスラム教が強く、脅威だと
思うなら？それは実際に崩壊し始めています。彼らは自分の国で、グローバル主義思想に負けています。 

(A)あなたは、ミネソタ州でこれらの言葉を言っているアメリカ市民です。あなたがたは、オマールを議会
に送りました。私じゃない。（笑）私は何が言いたいか分かりますか？あなたはアメリカ人であり、ミネソ
タ州民です… 

(M)そして、あなたは敗者の集団であるグローバル主義者に投票しました… （笑） 

(A)分かっている！私たちは同じボートですよ。要は、これを見てください。あなたは、ここに立って、我が
国の脆弱性を理解し、あなたの国と私の国の脆弱性を理解しています。人々が盲目であることを知り、人々

ぜいじゃくせい

が洗脳されていることを知っています。そして、その横行っぷり、洗脳、失礼ながら、愚かさは、信じられ
ません。私は、可能な限り、あらゆる方法で神のみことばを教えることに専念しています。敵は、聖書の無
学に拠り頼みますから。敵は、あなたが聖書を知らないという事実を頼りにします。誰もあなたを教えない

よ

ので、あなたは決して知りません。アメリカの説教壇でさえ、もはや聖書を教えていない。これは、世界各
地です。皆さん、言っておきます。これら、終わりの日に何が起こっているのかを理解したければ、起こっ
ていることを理解し、強く、耐え抜くために。これです。（聖書を持っています）これはアイアン・ドーム。
これはアローロケット。これが核の選択肢です。これがすべてです。これです。（聖書です）皆さん、言っ
ておきます。あなたがみことばの中にいなければ、あなたは世界にいるでしょう。 

(M)私は、私の同胞にチョットした宿題を出します。それは、単純にこれです。エゼキエル36章に行き、一
気に39章まで読んでください。エゼキエルを、36章から39章まで通して読んでください。1947年のイスラ
エルの復活で、何が起こったのかを見てください。そこの言語がなんであったのかを見てください。37章と
38章に着いたら、エゼキエルが使っている言葉を取り、現代の文化や国に合わせてください。そして、それ
を読んだ後、私たちは今、その中に住んでいないか、私に教えてください。 

(A)皆さんにお勧めします。聞いてください。私自身の家の中で起こっているのです。私は、自分の要塞が、
敵の疑いと嘘で破られたことを見たのです。あなたの子どもたちが学んでいる場所を見てください。覚えて
おいてください。敵はとても卑劣である事を覚えておいてください。彼は存在します。聖書は、悪魔が光の
天使として自分自身を現すと言います。つまり、彼らが投票するものは、実際には良いことのためだと、彼
らは、あなたに伝えます。それは正当な理由だ。幸運と富を分かち合おう、と。あなたは働いて、私は働か
ない。あなたのお金を渡しなさい。よし。毎日、彼らはあなたに伝えます。大事なのは平等だ、と。毎日、
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彼らはあなたに伝えます。大事なのは正義だ、と。私たちは世界のすべての市民なのだから、国境は必要な
い。それなら、あなたは、なぜ我が国へ来るのか？「まあ、私たちは皆、世界の市民だから。」それなら、
なぜ私は君たちの国に行きたくないのか？「いいえ、私たちは皆、世界の市民です」。彼らは、あなたを眠
らせるでしょう。聞いてください。私はあなたにこれを伝えたい。事態は、悪化する一方です。つまり、こ
れは悪い知らせです。 

(M)ええ。いいえ、私たちは知っています…。私たちは知っていました。 

(A)私たちは、これが良いニュースだと知っています。私たちは終わりを知っていますから。私たちは、誰が
勝つか知っています。神が、話の終わりを私たちに伝えた理由を、私たちは覚えておく必要があります。私
たちが、それを握りしめるようにです。イエスは言いました。「さあ、私たちは対岸に渡ろう」これは、多
分とか、おそらくとか、もしかしたら向こう側へ渡るかも？というのではありません。それから、彼は「嵐
のない旅をしよう」と言いましたか？いいえ、嵐が来て、彼らは滅びると思っていました。そして、彼らは
言ったのです。「主よ、あなたは平気なのですか？」「わたしは、あなたがたに言いました。『私たちは反
対側に行く』」いいですか。嵐は来ます。大きな嵐です。しかし、覚えておいてください。キリスト教は、
問題やトラブルがない事ではありません。キリスト教は、キリストの臨在です。彼があなたのボートに乗っ
ているなら、あなたは反対側にたどり着くでしょう。彼があなたのボートにいない場合は、彼がいることを
確認してください。それが、信者がこの全てを乗り越える唯一の方法です。イエスは言いました。「あなた
がたは、世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。わたしはすでに世に勝ったのです」（ヨ
ハネ16章33節）マイク、祈りで締めくくってくれますか？ 

(M)ええ、祈りましょう。オンラインで聞いている皆さんも、私と一緒に祈ってください。何かがあなたの
心をつかんでいて、あなたに準備ができているかどうか、分からないかもしれません。あなたが、いま死ん
だら、正直に言って、主イエスとともに天国に行くと言えますか？あなたの魂を危険にさらさないでくださ
い。あなたの魂で、サイコロを転がさないでください。来て、きよめなさい。今すぐ来て、きよめ、そして、
言うのです。主イエス、私の罪をお赦しください。いま、私の主、救い主として、私の心に来てください。

ゆる

あなたと共に歩む方法を教えてください。私たち全員には、主よ、信者である私たちが、上にあるものに心
を向けることができますように。そして、今ここに住むための確信を与えてください。このような時に任命
され、あらゆる嘘のただ中で真実を広げ、より多くの人々を獲得できるように。私たちに知恵を与えてくだ
さい。私たちに創造性を与えてください。主よ、あなたの御国が、今までにないほど、世界中で速く、増え
広がりますように。これら、起こっていることにも関わらず。 

イエスの御名で、私たちは祈ります。 

アーメン。 

(A)では、ご起立ください。ヘブライ語でアロンの祝福をして、続いて英語で祈ります。昨日、ジャン・マー
ケルさんのカンファレンスで言われたのですが、「私たちは、あなたのアロンの祝福が大好きです。でも、
もうちょっと遅くしてください」だから、私は通常よりも遅くやってみるつもりです。 

では、祈りましょう。 

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) 
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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) 

イエスの御名によって。 

アーメン。 

皆さん、ありがとうございます。そちら側にいる皆さんも、ありがとうございます。 
フェイスブックで、私たちをフォローしてください。Behold Israel　 
ツイッターも、Behold Israel  
インスタグラムは、BeholdIsrael 

ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、他に何でしたっけ？ 
ユーチューブ、Behold Israel 

私たちのウェブサイト上で、私たちのニュースレターと毎週のディボーションを登録してください。 
www.beholdisrael.org 

(M)また、「The Day Approaching」の本も、予約注文を受け付けています。barnesandnobles.com 

(A)はい、ありがとうございます。ミネソタ州のPrior Lake（プレイヤー・レイク）より…、 

(M)そのとおり。 

(A)God bless you！　シャローム。 
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