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アミール・ツァルファティ
- ガリラヤよりアップデート https://youtu.be/edKwoHJ2kxU
では、お祈りをして、この中東アップデートを開始しましょう。
お父様、あなたが最初から最後を知っておられる事に本当に感謝します。そして、あなたは初めから終わり
のことを宣言されました。お父様、私たちの日々が、あなたの御手の中にあることに感謝します。父よ、あ
なたのしもべである預言者に感謝します。預言者を通して、あなたは、あなたの子どもたちが時代と季節を
理解し、次に起こることを知るようにしてくださいました。お父様、あなたは決して暗闇の中で私たちを置
き去りにせず、最初から終わりを明らかにし、宣言したいと願っておられます。確かに、主は預言者にご自
分のご計画を明らかにしないかぎり、何もされません。だから、私たちはあなたに感謝し、イスラエルのガ
リラヤより、今晩あなたを祝福します。イエスの御名によって。
アーメン。
さて、F-16（戦闘機）の音が聞こえています。これらは、今、国中に広がっている非常に緊迫した飛行です。
F-35（ステルス戦闘機）とF-16は、現在、最高の警戒態勢にあります。何が起こっているのか説明しましょ
う。まず第一に、非常に明確にさせてください。サウジアラビアのアラムコ石油施設への攻撃以来 …攻撃
は確認されています。皆さん、聞こえますか？F-16は、いま私のすぐ上を飛んでいます。あの攻撃以来…、
真昼間に行われたイランの攻撃です。実は、あれはイラン国内のイランの基地から離陸していたことが分かっ
ています。そして、全世界の沈黙とサウジアラビア、アメリカ、または他から反応がなかったことから、私
たちは、これは新しい時代の幕開けだと理解しています。われわれは理解しています。イランが大胆である
こと。イランは能力を持っていること。彼らはそんなことを実行する勇気があることを。そして、彼らはま
た軍事的選択肢はないことを確信しています。今日、イラン革命防衛隊の副司令官は言いました。「われわ
れの敵は、われわれに対する軍事的選択肢がないことを理解した」それは、彼らが言ったことです。皆さん、
理解する必要があります。イランの地図の読み方は、西洋文明や西洋政府のやり方とは違います。彼らにとっ
て、あのようなことを行い、それに対して、彼らに対する報復が全くないのを見て、彼らは理解したのです。
みんなが大声で吠え、みんなが大声で話し、だれもが脅迫している。しかし基本的に、実際にはだれも何も
しない。彼らが好きなときに、彼らの好きなものを、何でも攻撃したとしても。イスラエル政府と、それ以
上にイスラエル軍は、イランの攻撃に対する軍事報復を見るために辛抱強く待ちました。なぜなら、明らか
に国が他の国を攻撃した時、そして、それはその石油生産の50％を麻痺させるなら、何かを期待するでしょ
う。たぶん戦争のような軍事行動ではなくても、何らかの軍事行動を。それが何も来なかった時、何も起こ
らなかった時、イランは、おそらくそれを“Goサイン”として解釈するということに、私たちは気づきました。
そのような行為をもっと行い、そのような大胆な行動をさらに続けるために。イスラエルは、それがイラン
やイラクの土壌、あるいはイエメン人から来る可能性があることを理解しています。ロケットが飛んでくる
には、ずっと近い…、つまり、巡航ミサイルの話です。イランから飛んでくるより、イエメンからの方が近
い。しかしイエメン人でさえ、イスラエルに到着できるイランの巡航ミサイルを装備しています。これを非
常に明確にしなければなりません。
イスラエルはいま、イランから何らかの攻撃が来るのに備えています。イランが今、行動を失速させている
唯一の理由は、現在起こっている混乱です。シリアではトルコの侵略があり、レバノンではレバノン政府の
崩壊です。言い換えれば、この2つが、彼らの悪質な計画を進めることを止めている唯一のものです。それ
を理解する必要があります。彼らにとって、今、シリアで問題があり、彼らは、もはやトルコの侵略のため
に、シリアで自由に活動することができません。これはトランプ大統領側が、非常に賢かったためです。今、
彼らの同盟国、彼らの操り人形政府は、ちょうど今、レバノンで崩壊しました。彼らは超恥をかきました。
彼らはヒズボラを送り込み、なんとかして状況を救おうとしています。皆さん、それは激しい政治的な混乱
です…。ところで、それは政治を超えています。レバノンは金融と経済的混乱でもあります。基本的に、イ
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ランはこの時点で理解しています。イスラエルへの攻撃と、イスラエルからの報復は、彼らの手先の不意を
とど
突くことを。そして、彼らはそれを望んでいない。これがまさに…。おそらく、彼らを留めている唯一のも
のです。しかし、イスラエルの首相とイスラエルの参謀総長が、イランからの差し迫った脅威について、こ
れほど明確にしたのは、これが初めてです。私たちは、そんなことを聞くのに慣れているわけではありませ
ん。
さて、前回のガリラヤ湖からのアップデートの数時間後に…、実際、文字通りアップデートを終えた3時間
後、アメリカの特殊部隊は、シリアとトルコの国境にあるISIS指導者の区域に対して、見事な襲撃を行いま
した。今から私が言うことによって、私は大変なことになるかもしれませんが、しかし皆さんは数秒でその
理由を理解すると確信しています。トランプ大統領が国境から兵士を移動させ、トルコに作戦を開始させた
主な理由の1つ。これをよく聞いてください。ずっと最後まで聞いてください。そうすれば、トルコがその
侵略に完全に従事し、干渉、中断、邪魔をしないためです。そして、たぶん、何とかISISの指導者に対する
アメリカの攻撃を台無しにさせないため。それを非常に明確にしなければなりません。トルコ当局が知らず、
また恩恵を受けることなしにISISの指導者をトルコとの国境に住まわせることなどあり得ません。トランプ
大統領はトルコに感謝し、ロシアに感謝しましたが、トルコもロシアも暗闇の中に閉じ込められていたので
す。ありがたいことに助けたのは…。だれもがクルド人を放棄したことでトランプを非難しています。それ
はとても面白いことでした。なぜなら、彼らこそが唯一、トランプ大統領を助け、地上の米軍がアル・バグ
ダディの位置を見つけて検証するのを助けたのです。それは、まさにクルド人たちです。だから、だれもが
トランプがクルド人を放棄したと話していて、だれもがトルコの侵略について話していて、そのすべてが起
こっている間、アメリカ軍はクルド人と自由に協力していたのです。そして、基本的にはイスラムテロ組織
の中で最も血まみれで悪質、残忍で狂気のリーダーの1人の終わりをもたらしたのです。ところで、それは
ひど
オサマ・ビン・ラディンよりも、ずっと酷いですよ？
さて、あることを説明させてください。多くの人々は、彼が先を考えていない、シリアに関して彼の決定の
すべてが思慮不足だとトランプ大統領をバカにしています。ハッキリ言っておきます。すべてのステップが
計算されています。すべての動きは、実際には非常に成功しました。むしろ、トランプ大統領はアメリカと
クルド人の両方に利益をもたらすものに関しては、クルド人との同盟関係を強化したのです。それは、ユー
フラテスの東岸の石油とガス田です。9・11以降、ブッシュ大統領と政権は、アラブ系イスラム界で、開か
れた外交キャンペーンを開始しました。非ムスリム世界を征服する目的で戦うのは、イスラム教徒の宗教的
義務であると主張し、世界的なイスラム帝国や、カリフを確立しようとするジハード主義の教義を攻撃し、
弱体化させるのではなく。ブッシュの戦略は、実際には、その支持者をなだめることを期待してジハード（聖
戦）を無視するものでした。ブッシュ政権の開かれた外交キャンペーンの基本的ラインは、実際にはイスラー
ムが平和であるというマントラを受け入れることでした。覚えていますか？そして、アメリカはイスラーム
を愛している、と。なぜなら、アメリカはもちろん平和を愛し、平和を求めているから。2005年、当時の
国務長官コンドリーザ・ライスは、国務省、FBI、米国の情報機関が、「過激派イスラム」「ジハード」な
どの“論争の的となっている”用語を公文書で使用することを禁止しました。さて、何が起こったのか見てく
ださい。その直後、オバマ政権は、ブッシュ政権の戦略的コミュニケーションを引き継ぎ、彼は、それをさ
らに数歩進めました。皆さん、バラク・オバマ大統領と彼の顧問は、イスラーム世界に同情を表明するため
に、わざわざ出かけて行きました。カイロのイスラム大学でのバラク・オバマのスピーチを覚えていますか。
基本的には、イスラームを創造したこと、イスラームとイスラーム界を多大に維持していることを神に感謝
しました。オバマ政権は、ただ同情を表明しただけではありません。さらに、長期間エジプトの大統領を務
めたホスニ・ムバラクに敵対するジハード派のムスリム同胞団を支持しました。覚えていますか？そして、
彼を置き換えるのに十分な勢力を持つのは、唯一、ムスリム同胞団であることを分かった上で、彼らが彼（ム
バラク大統領）を打倒することを許しました。それだけでは不十分なら、シーア派のジハード主義者は…、
イランで2009年、「緑の革命」の試みにおいて、民主化デモ隊を支持することをオバマが拒否し、イラン
政権を完全に追放するチャンスがあったのです。オバマは、実際に、米国をジハード主義者の側にしっかり
と置きました。アヤトッラーの帝国主義政権とイラン国民に敵対する側に。言い換えれば、オバマは、ブッ
シュの“なだめ”レトリックを引き継ぎ、それをアメリカの実際の政策に変えたのです。このブッシュ・オバ
2/6

Behold Israel

中東時事アップデート 2019年11月3日

マの、“アメリカに何の善も勝ち取らない”全貌と、そしてイランとシリアの支援を受けて、イラク国内の米
軍に対する反乱を主導したアルカイダは、何も縮小することはありませんでした。彼らは、アルカイダがそ
の道を変えることを期待して彼らをなだめましたが、なにもありません。なぜ私は、これらすべてを言って
いるのか？なぜなら、米軍の将軍や元将軍が、トランプ大統領がアル・バグダディを犬と呼んだことに非常
に怒っていたからです。「彼は犬のようだった。彼は臆病者のようだった。彼は意気地なしで、泣いていた」
1つ説明させてください。犬…、私は犬が大好きですが、イスラム教では非常に汚れた動物です。イスラム
組織の指導者を犬と比較することは、彼を完全に侮辱し、無視し、彼を最も低いレベルに置くことです。彼
らはなだめる時、彼らは決して武器を置きません。実際、彼らは考えていました…。彼らは、シリアとイラ
クのほぼ3分の2を取り、領土のカリフを確立しました。それは、だれもが彼らをなだめた時です。今、何
が起こったのか見てください。彼らは、もはや領土を持っていません。彼らの指導者は、アメリカの“戦闘
犬”によって、叫び声を上げ、臆病にも泣いて殺されました。そして彼は、犬のように死んだのです。とても
興味深いのが、トランプがツイッターで写真を投稿したのは、デルタフォースの「コンバット・ドッグ
（犬）」で、それがアル・バクダディを彼の区域内で追いかけ、トンネルに追い込んで、彼の死をもたらし
たのです。彼を挑発し、基本的に、彼が着けていた自爆ベルトを爆破させました。彼は自殺し、残念ながら、
彼と一緒にいた2人の子どもたちが死にました。犬が、「犬」を自殺へと追い込んだのです。もちろん、オ
バマ政権当局者は、トランプの発言を怒って非難しました。たとえば、元CIA副長官のマイク・モレルは、
トランプの“ロッカールームでの話”に悩まされたと言います。彼が、他の人々に復讐攻撃を行うよう促すと
言いました。ナンセンスです。彼らはそれに関係なく、常に攻撃します。この批判は、とても面白いです。
なぜならオバマがどれほど…、彼らがビン・ラディンを殺した時、彼らはわざわざ出かけて行って、イスラ
ム世界に伝えました。彼が死んだ時、彼らは適切にイスラムの儀式を行い、彼の体を公平に扱った、と。聞
いてください。それは役に立ったか？いいえ。それによってISISがさらに多くの人を殺すのをやめたのか？
明らかにそうではありません。皆さん、理解する必要があります。犬の足もとでのアル・バクダディの死が、
がた
多くのイスラム教徒を彼の側に集めるとは考え難いです。それどころか、むしろ、彼の信者を破壊する可能
性が高いと思います。追われながら臆病者のように死んだ、偽の預言者を信じる敗者のグループに参加して、
何になりますか？美しい犬と、才能のある犬です。
さて、他の人々は、彼が国境から彼の50人の兵士を移動した時に、トランプがロシアの手に陥っていると言っ
ています。1つ、説明させてください。これは、もう一つのナンセンスです。それまで、アメリカはトルコ
とクルド人の戦いに頭痛を抱えていました。アメリカの50人の兵士が動いた瞬間、頭痛は今、ロシアの頭
痛となりました。他でもなく、ロシアは何に対処しなければならないのか？シーア派、スンニ派、バッシャー
ル・アル・アサド、それにISISだけでなく、今まで対処する必要がなかった、クルド・トルコの状況にも対
処する必要があります。それだけでは不十分なら、皆さん、これを聞いてください。2018年の初め、皆さ
ん、覚えているでしょうか？2018年の初めに、当時、アサド大統領は、ロシア大統領と取引をしていたと
思います。基本的に、アサドは事実上、シリアの石油の権利をロシアに移しました。それは、ロシアがそも
そも望んでいたことです。そして何が起こったか？それが2018年の1月です。それだけでは不十分なら、も
ちろん、プーチンはトランプを考慮に入れていませんでした。ロシアの視点から見ると…、米軍は、先月、
シリアですべての地位から撤退しなかっただけではなく、彼らは、ヨルダンとイラクとのシリア国境を支配
する「アル・タンフ空軍基地」と呼ばれるものの管理を維持しています。しかし、それだけではありません。
デリゾールのエリアのすぐ側の油田とガス田は、現在、米国とクルド人の同盟によって単独で管理されてい
ます。思い出してください。私が間違っていなければ、あれは2月でした…。ちょっと待ってください…、
2018年2月7日。アサドとプーチンが合意に署名してから、わずか1ヶ月後です。ロシアの傭兵、シリアの
司令官、それとイラン革命防衛隊からなる大規模な合同部隊が、ユーフラテス川を横断して進軍しました。
油田に隣接するクシャムの町に向かって。そこで何が起こったのか説明しましょう。アメリカの特殊部隊が、
クルド人とアラブ人と…、自衛部隊と共にそこに配備され、米軍は攻撃部隊に対して、大規模な空襲を指示
しました。これを聞いてください。500人以上が死亡、2018年2月の時点での話です。死んだ500人の中で、
よく分かりませんが、200〜300人のロシアの傭兵が死にました。ご存じのとおり、プーチンはとても頭が
良く、彼は兵士を殺したくないのです。彼は自分の兵士が死ぬことを望んでいない。それで彼は傭兵を採用
して、…彼らはワーグナーと呼ばれています。元軍人が、今、制服を着た民間人として戦っているのです。
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皆さん、その日、そのうちの数百人が死にました。それが、基本的に、シリアのロシア軍に悲惨な害を引き
起こしたのです。プーチンは、基本的に、この戦いの多くを軍事請負業者に委託することで、シリアにおけ
るロシア軍の数を低く抑えてきました。もちろん、それ以来、プーチンは少なくとももう一度、クシャムの
町から米軍を撤退させようとしました。しかし、もちろん、軍で大規模なデモが起きただけでした。聞いて
ください。トランプはロシアのために働いていないだけでなく、ロシアは、トランプが大統領になった日を
後悔しているのです。少なくとも、現在、シリアで起こっていることに関しては。それは非常に、非常に明
確でなければなりません。ISISの指導者殺害は、50人の兵士を動かすことによってのみ可能だったのです。
トルコを完全に忙しくさせ、ロシアにその地域の一部を支配させ、そして、それで忙しくさせる。その結果、
クルドとアメリカの強力部隊が、まさにそこで彼らを直撃することが可能になった。それが起こったことで
す。皆さんが知らないことがたくさんあります。舞台裏には、たくさんのことがあります。彼らが、あなた
に言っていないことが、ほんとうに多数あります。ほら、トランプはISISの指導者を殺すと約束し、彼はISIS
を排除すると約束しました。彼は、そこに永遠に留まらないと約束したのです。そして、彼は基本的に実行
している。他のだれもが非常に怒っています。実際、それがうまくいっているから。
さて、その2〜3日後に、何が起こったか話しましょう。前回のアップデートで、それについて話しました。
レバノンのサアド・ハリリ首相が辞任して以来、レバノンで起こっている大規模な集会やデモについて話し
ました。彼は、他のだれかが総理大臣になるまで、まだ権力を持っています。しかし、基本的にレバノン政
府は崩壊しました。ヒズボラは超、超、恥をかいています。ハリリが彼らの操り人形だったからです。イラ
ンは今、超、超、不安です。彼らの主要な代理のヒズボラは、レバノンメディアの至る所でレバノン人にバ
カにされていますから。彼らがしていることを、皆さんにお見せするのも恥ずかしいですが…、見せた方が
いいかも…。彼らがヒズボラの指導者をどのように描写しているか。彼らが何をしているか見てください。
オッケー。ヒズボラの指導者を描写するのに、彼らが何をしているか見てください。見えるかどうかは分か
りませんが、見てください。【画像：ピンクのビキニを着た裸の男性】これは、レバノンのメディアでのヒ
ズボラのリーダーです。レバノンのソーシャルメディアでは…、明らかにそれは彼の体ではなく、彼らがこ
れに彼の頭を付けたのです。これが、レバノンのヒズボラの指導者をあざ笑う、レバノンのアラブ人です。
彼らは、彼について「裏切り者」だと言っているのです。「彼はレバノンを裏切った。アサドと一緒に殺さ
れた方がいい」と。「おまえは宗教の名の下の、ただの実業家だ」「おまえはパレスチナ人にとっても裏切
り者だ」「おまえはイランの恥を覆っているいちじくの葉っぱだ」「おまえはシリアの世話だけをして、お
まえはイランの世話だけをして、おまえは実際に私たちの味方ではない」レバノン人は…、私が言っている
ことが分かりますか？この地域で、イラン最大の代理であるヒズボラが自国で攻撃され、バカにされている。
これは驚くべきことです。つまり、レバノンが崩壊していて、私には、それがそこに残るかどうかさえ分か
りません。何が起こっているのか分かりません。ひとつ私が知っているのは、私の聖書は、レバノンが来た
る戦争の一員であるとは告げていません。私の聖書は、ツロとシドンが、エゼキエル38章〜39章の攻撃の
一員であるとは告げていません。だから、私は今、それが起こっているのを見て、驚きません。さて、アメ
リカがレバノン軍の援助を止めました。現在、1億5000万ドルが凍結されています。アメリカは、レバノン
に送っていません。神は、レバノンで何が起こるかご存じですから。
それだけで不十分なら…、ここからこのアップデートで最も重要な部分です。なぜなら、イスラエルに攻め
てくる戦争、エゼキエル戦争は、宗教そのものや、イスラエルのパレスチナ問題さえ、何の関係もありませ
んから。それは純粋に経済的、金融戦争です。それは純粋に、盗み、略奪するために略奪品を取るために攻
め込む戦争です。それは金銭的な利益がすべてです。皆さん、今週はイスラエルの歴史的な1週間でした。
私たちの石油とガスの掘削装置が、ついに「レビアタン-1」の地面に取り付けられました。ついに今週、地
中海の底から、天然ガスを掘削し始めました。それは二方向に向かいます。それは私たち自身の消費のため
に、イスラエルの海岸にある掘削装置に行きます。そして、それはまた、別の方向に行きます。イスラエル
とエジプトは現在、エジプトにガスを供給する契約をしており、ヨルダンにガスを供給しています。私たち
は今、ヨーロッパにガスを供給します。トランプ大統領は、西欧諸国とドイツに言いました。彼らがロシア
からガスを買うなら、彼は、もはやNATOで彼らを助けるつもりはない。そこで、ドイツは言いました。「な
ら、だれから買えば良いの？」彼は言いました。「イスラエル、ギリシャ、キプロスから買ってはどうか。
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彼らは、ちょうどガスを見つけたばかりだ。私たちは、イタリアとそこから西ヨーロッパまで、“East-Med
パイプライン”と呼ぶものでガスを運ぶのを手伝うつもりだ。彼らから買ったらどうだ？」ヨーロッパは今、
イスラエル、キプロス、ギリシャから石油を購入する必要があることを理解して、彼らの心を変えています。
事実上、今週、イスラエルはメジャーリーグ級エネルギー大国です。事実上、今週、ロシアはこれまで以上
まかな
に激怒しています。シリアのガス田と油田を所有して、シリアでの戦争資金を何とか賄おうとする彼らの目
的は、明らかに実現していません。なぜなら、トランプ大統領、アメリカ、クルド勢力が支配していますか
ら。同時に、ロシアは地中海で見つかったガスのいずれにも関与していないのです。トルコのエルドアンは、
領海域内にガスを発見できず、彼はキプロスに侵攻しました。キプロスが加盟しているEU諸国は、いずれも
援助に来ず、あるいは、「トルコに制裁を課す」とさえ言いませんでした。ですから、EUがこれらのことの
いずれにおいても助けることができないなら、EU加盟国になっても、大してなにもありません。皆さん、キ
プロスは言っています。「今は、われわれのガスを扱うつもりはない。あそこでトルコが干渉しているから」
エジプトは、ガスをこれ以上見つけることができません。実際、エジプトはイスラエルから購入するガスの
量を増やしました。レバノンは崩壊しています。彼らは、それを行うために会社に与えるライセンスや手当
さえ持っていません。安定していない国の領有水域で、ガスを探し始めようとする企業などありません。ト
ルコにはガスがありません。分かりますか？エジプトは、もう見つけることができません。キプロスは凍結
しました。レバノンは自身のガスを発展させていません。エルドアンは何も発見できていません。今、地中
海からガスを送り出している唯一の国は、どこだと思いますか？そして、そこから何兆ドルと儲けているの
は？分かりますか。皆さん、どうか理解してください。今週は歴史的な1週間です。今週のために、イラン、
ロシア、トルコがまもなく協力して何かをするかもしれない、と私たちは信じています。今週、イスラエル
は「計画中」ではなく、「たぶん」でも「かもしれない」でもなく、イスラエルは、今、ついに地中海の底
からガスを掘削しているのです。イスラエルは今、これらの国々が来て、略奪し、盗み、そしてその略奪品
を取ろうとする「何か」を持っています。私がいま言ったことが分かりますか。ですから、私の言いたいこ
とは非常に明確です。私たちはシリアで起こっていることを見ています。レバノンで起こっていることを見
ています。エジプトで起こっていることを見ています。ガザでも何が起こっているのかを見ています。われ
われは、イスラエルがすでに地面からガスを引き出しているのを見ています。
それから、皆さん、ミリオン・ドルの質問を聞きたいでしょう。「イスラエルの選挙はどうなったのか？」
ベンジャミン・ネタニヤフは新しい政府を作ることができなかった。ベニー・ガンツは新しい政府を作るこ
とができなかった。イスラエルは、1年のうちに3回目の選挙になる可能性があります。前代未聞です。それ
が起こるかどうかさえ分かりません。しかし、ひとつ確かなのは、ご存じのように、イスラエルの政治情勢
は非常に不安定です。ですから、材料は揃っています。不安定なイスラエルは、それでいて繁栄しており、
非常に怒っているロシア、トルコ、イラン。もちろんリビアとスーダンは、間違いなく、何の問題もなく参
加します。彼らが、彼らの後援者（ロシア・トルコ・イラン）によって指示を受けるならば。だから私は興
奮しています。皆さんがどうか知りませんが、私は恐れていません。私は超興奮しています。ここを訪れて
いたツアーグループは、すばらしい時間を過ごしました。彼らの中には、ここに長く滞在した人もいました。
私たちはシロを見ました。エルサレムの壁を見て、私たちは旧市街の地下に行きました。私たちはインディ・
ジョーンスのようでした。私たちはペトラに行きました。私たちは紅海に行きました。荒野で幕屋を見まし
た。皆さん、ここには見るものがたくさんあります。私が信じているのは…。ところで、イスラエルは過去
最高の観光客数を享受しています。これは、もうひとつのだれもが見て、うらやんでいることです。私たち
は世界の非常に不安定な部分における、安定した島です。世界の非常に予測不可能な地域において。私はと
ても興奮しています。皆さんはどうか知りませんが、私は非常に、非常に興奮しています。イスラエルは、
先ほど言ったように、最高の警戒態勢です。私は、そのことでこのアップデートを開始しましたが、イスラ
エル人として、私は恐れてはいません。そして信者として、私は超興奮しています。私は今、「Who Goes
Where/誰がどこに行くか」というメッセージに取り組んでいます。たくさんの人が私に尋ねています。「ア
ミールさん、信じないユダヤ人はどうなるの？」「キリストが来るとイスラエルはどうなるのでしょうか」
「旧約聖書の信者はどうなりましたか」「新約聖書の信者はどうなるのでしょうか」「大患難の信者はどう
なるのでしょうか」「千年王国の信者はどうなるのでしょうか？」「だれがどこに行くか」というメッセー
ジを、ひとつまとめるつもりです。聖書によると、どのグループがどこに行くか。聖書だけに基づいて、聖
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書は、ここにいる人々のひとりひとりに関して、私たちに何と伝えているのか？新しいエルサレムまで、全
部をお話しするつもりです。くり返しますが、ご視聴いただき、ありがとうございます。元気の出る、励ま
しのアップデートになったことを願っています。できるだけ多くの人とシェアして、準備をしてください。
準備をしましょう。なぜなら、まもなく、ほんとうにまもなく、私たちは王に会うのです。私は超興奮して
います。
お父様。私たちはあなたのみことばに感謝します。私たちが見るものに感謝します。私たちは恐れていませ
ん。私たちは目をさまし、他の人のように眠りに落ちないようにしたいのです。なぜなら、今、私たちの贖
い、私たちの体の贖いは、私たちが最初に信じた時よりも近いからです。夜はふけて、昼が近づきました。
私たちはあなたに感謝し、私たちはあなたを祝福します。
イエスの御名によって。
アーメン。
アロンの祝福で終わりたいと思います。
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)
ハシェム・イェシュア・イエスの御名のもとに。
アーメン。
God bless you！
ツイッターで私たちをフォローしてください。Behold Israel
フェイスブックは、Behold Israel
ユーチューブも、Behold Israel
インスタグラムは、一言でBeholdIsrael
I Love you！ありがとうございます。
God bless you！
ウェブサイトより、ニュースレターを登録してください。BeholdIsrael.org
1週間を通して起こった事、および、私の個人的な手記が書かれたニュースレターが届きます。スタッグナー
牧師の毎週のディボーションも、同様にお願いします。ところで、彼のために祈ってくださり、ありがとう
ございます。彼は退院して、家に帰っています。彼は何らかの、または、彼が数年前に受けた手術での感染
症から回復中です。彼らのために祈ってくださり、ありがとうございます。彼はずっと良くなっています。
完全ないやしのために、続けてお祈りください。
ありがとうございます。
God bless you！
ガリラヤよりシャローム。さようなら。
ビホールドイスラエル 日本語 YouTube チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCLcuvC6Mr63AqwiiXDkwRVQ (2019.11.07 Thu )
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