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アミール・ツァルファティ 

- イスラエルとシリアの国境よりライブ配信 - 
https://youtu.be/0A2ujhAtF74 

さて、私が取り組んでいることを、皆さんに理解していただくために、私はカメラを、私の愛するグループ
に戻します。（イェーイ）オッケー。彼らは朝食後なので、少し疲れています。私が間違えていなければ、
ここにいる牧師の皆さんは、異なる10カ国から来ています。ミニストリーのプロジェクトについては、のち
ほどお話しします。「イスラエルの奇蹟」と呼ばれるイスラエルを見るために、世界中の牧師をお招きする
のは、重要なことだと実感しています。しかし銃声が聞こえ、爆発音が聞こえたら…、我々の下に軍事基地
があるのです。向こうの銃の射程内で、軍事作戦や練習が行われています。だから心配しないでください。
私たちは恐れてはいません。ここで、すでに地面に座っている人もいますが、他の理由です。（笑） 

まず、イランでこの24時間に起こったことを理解するところから始めます。皆さん、次のことを理解するこ
とが大切です。イランは今、追い詰められています。制裁…、誰もが制裁がうまくいかないと言っています
が、制裁は効き過ぎて、イランが、もうどうしてよいかさえ分からないところまで来ています。だから、彼
らはブロック上で発狂する子どものように行動し始めています。この24時間に、彼らが言動した3つのこと。
１つ目は、2日前に彼らはウランを5％に濃縮すると発表しました。これは、すでに数年前に権力者によって
達成された合意に違反しています。２つ目は、彼らは2番目の原子炉となるブシュアールの新しい原子炉の
基礎のためにコンクリートを注ぎました。３つ目は、彼らはつい先ほど発表しました…。というか、彼らは
ついに2007年に行方不明になったFBI捜査官ロバート・レビンソンを拘留していることを認めました。彼は
イランで秘密作戦を行っていたに違いありません。私たちは、彼がおそらくCIAの秘密の任務にあったので
あろうことを知っています。とにかく彼らは長い間、彼を見失っていたのです。イランは、なんとかアメリ
カとより良い取引を交渉するために、公開事案があることを発表しました。彼らが言ったことを、そのまま
お伝えしましょう。 
「イランは、2007年の無許可CIAミッション中に行方不明になった元FBI捜査官、ロバート・レビンソンに
対して、公開事件があったことを認めている」 
彼はイランのキーシュ島から姿を消し、オレンジ色のジャンプスーツを着た彼の写真やビデオが、2010年
と2011年に浮上しています。我々は、イランが彼を拘束していることを知っています。彼らは、彼らが拘束
していることを昨日まで決して認めなかったのです。つまり、制裁が効いているから、彼らが怒っているの
が分かります。実際、制裁がどれほど効いているのか知りたいですか？皆さん、イラン経済は今年だけで
9.5％縮小しました。彼らは6％縮小すると見積もっていたのが、それよりもはるかに早く縮小しました。実
際、1984年のイラン・イラク戦争以来、イラン経済にとって最悪の年です。また、9.5％というのは、彼ら
が1日に50万バレルの石油を販売することが基準になっています。しかし、実際には1日に30万しか売れて
いない。これは実際には、年末の数字が公開される時に、これよりもさらに悪くなることを意味します。イ
ラン人たちは、自国政府に怒っているのです。イラン大統領が、少し前にイランで最高の大学の1つに訪問
しに来た時、10月16日です。アミール・キャビールと呼ばれる大学で、彼は基本的にプラカードを持って立っ
ている学生を見つけました。プラカードには、こう書かれています。 
「教室は空っぽだ。学生たちは刑務所に入っている」 
それから、彼らはまた、こうも告げました。彼らが今、彼らの状況に対して非難するのは、イスラエルでは
なく、アメリカでもなく、他のだれでもない。アヤトッラー（宗教指導者）である。さらにお伝えすると、
イラン革命防衛隊の部隊トップであるカセム・ソレイマニが、中東の残りの世話をしています。彼は状況を
処理するために、バグダッドに緊急に呼ばれました。皆さんがご存じか分かりませんが、しかしイラクが統
治している、新しい“キー”（鍵）によると、大統領はシーア派で、首相はクルド人、もしくは、時によって
逆ですが、しかしひとつ確かなのは、イランが後ろで操っている、ということ。さて、非常に明確にしてお
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きます。シーア派の間でも、ペルシャ人であるイランと、アラブ人のイラクとの間には、大きなライバル関
係があるのです。彼らはお互いに好きではない。イラクのアラブ人は、ペルシャ人が彼らを支配するのを好
みません。そして事態は10月初めに制御不能になりました。そして今や300人以上が…。320人以上が死亡
し、12,000人以上が負傷し、そのうちの10人が、昨日死亡しています。これがバグダッドでの民間人の反
乱の話で、それは周りの他の多くの場所に広がり、イランは大きな問題に直面しています。 

それだけでは不十分なら、レバノンは今、完全な混乱に陥っています。レバノン人…、すみません。レバノ
ン国内のイランの代理人、ヒズボラは、すっかり途方に暮れているのです。皆さん、シリア、イラク、レバ

とほう く

ノン、この3つ全てが、今、その混乱に直面しています。彼らはエゼキエルの戦争では言及されていません。
彼らは、そこにいることもなく、イスラエルに敵対する連合に参加している要因でもありません。イラン、
ロシア、トルコです。私たちは今、様々なことが起こっていることを知っています。 

それだけで不十分なら、レバノンについて話しました。シリアは？トルコ軍のシリア北部への進軍の道から、
50人の兵士を撤退させたトランプ大統領の聡明な一歩は、基本的に何千人ものスンニ派の反乱軍をその地
域に注入することによって、その地域のシーア派の支配を完全に破壊しました。この全ての中で面白い点は、
アメリカが軍隊を撤退しなかった唯一の場所が・・・しかも実際には、そこでの力を強化しました。それは、
ユーフラテスの東の、石油とガス田にある場所です。プーチンが、そもそもシリアに来た唯一の理由は、石
油とガスです。彼が来た唯一の目的を、彼は唯一取ることができません。トランプ大統領が確かにしたの
で…。彼は、アメリカがそこに留まることを確かにしただけではなく、アメリカが実際に開発し、より多く
のガスと石油を探せるようにしたのです。なぜなら、いま彼らが持っているものは、それほど多くなく、し
かし、誰もそこの地面に触れていません。もし探検、掘削を始めれば、さらに多く見つかるでしょう。誰も
がそれを知っているのです。イスラエルの北部の国境の状態は、非常に、非常に静かです。誰もが自分の問
題で忙しいですから。シリアは今、北部で問題を抱えている。レバノンは、ベイルートとその地域で内部問
題を抱えています。イラクは向こうに独自の問題を抱えている。イラン国内でも国民は満足していないと聞
いています。そこから、私が信じていることについてお話しします。 

これは、私たちがいま感じているもの、私たちがいま見ているものは、嵐の前の静けさです。私は、西側の
外交官が、昨日国連のいくつかの委員会で言ったことばで締めくくります。彼は、「今日の中東の状況は、
1973年のヨム・キプール戦争の前夜に似ている」と言いました。「ただ爆発するのを待っているだけだ」
と。ロシアの駐留、イランの駐留、そしてシリアにおけるトルコの駐留は、最終的にはイスラエルの主権、
安全保障、持続可能性に影響を及ぼすでしょう。我々は間違いなく、非常に爆発的な状況について話してい
ます。私たちにそれを伝えている聖書に戻ってみたいと思います。ゴグとマゴグ、またはマゴグの地からの
ゴグ、その攻撃がイスラエルに来る時、それは混乱状態にあるイスラエルを襲うのではありません。それは
安全で安心できる場所です。壁のない村、壁のない都市、繁栄。我々が見つけた…、私の最後のアップデー
トでは、我々はちょうど、より多くのガス、より多くの石油を見つけたことについて話しました。イスラエ
ルは飛躍しています。繁栄している。私たちの周りはとても静かです。しかし、それは、まさに敵をとても
怒らせるものです。なぜなら、彼らは私たちの周りでバラバラになっているからです。そのあいだ、我々は
ここである意味、「神の物語」となっていて、それは「彼の物語・His Story/ 歴史・History」であり、私
たちはそれを見ています。私は今、牧師のグループと一緒にここに来ることができて、とてもウレシイです。
なぜなら、この状況は、今、世界中の人々、特に集会では説明するのが難しいですから。なぜなら、彼らも、
基本的にはメディアを信じていますから。私がメディアについてどう思うか知っていますか？私は彼らを「ミ
デヤン人」と呼びます。彼らは、誰かさんの代理を務める、嘘つきと詐欺師です。しかしイスラエルは超安
全で、超静かです。現時点では、超安全で非常に繁栄しています。これは聖書の預言の次のステップが成就
するために必要なものであることを、皆さんに保証したいと思います。 

今、このアップデートのさらに楽しい部分に入ります。もちろん、世界各地の牧師を紹介する時間です。彼
らは、Behold Israel、イスラエルを見て、そして帰国してから、周りの人々にそれを説明するために、今、
この国に来ています。聖書が真実であるだけでなく、しかし聖書の預言は、実際には、神がまだ約束を果た
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すために働いておられることを、私たちに伝える道です。私たちの周りに見えるもの、すべてが90％ではな
く100％、終わりの時の聖書の説明に当てはまります。 

:Amir では、ここにいる…、ラトビアから始めましょう。はい…、マイクを口の近くに持っていきましょう。
自己紹介をしてください。こっちに立って、ここへ来てください。あなたも奥さんも自己紹介をしてくださ
い。どこから来たのか、どの教会か、そして、どうしてイスラエルに来たのか。口の近くに（マイクを）持っ
ていってください。 
「みなさん、こんにちは。私たちはラトビア出身です。私たちは『House of God/神の家教会』を代表して
います。「神の奇蹟」によって、私たちはここに来ました。実際、そうです。イスラエルのために何年も祈っ
ている人がたくさんいることを知っていてください。そして、全ての説明を聞いた後、私たちは、より良い
方法でそれを行います。主がイスラエル、その国境を祝福し、それを守られますように」 
アーメン。ありがとうございました。ありがとう。 

(A)次に、ルーマニアからです。ここにルーマニアからのご夫婦が来ています。では自己紹介と、どこから
来たのか、そしてどうしてここに来たのかをお話しください。 
「みなさん、こんにちは。私たちはルーマニアから来ました。私たちは、ここに私たちを連れて来た神の御
手を見ています。私たちは、これらの全ての人々の祝福を受けて、嬉しく思います。私たちは、世界中で神
の教会を構築する神のみわざを見ています。私たちは、ここで神が彼の御言葉、神の約束を果たされるのを
見て、祝福されています。はい。私たちはここにいて、祝福されています」 
(A)ルーマニアのどの部分の出身ですか？ 
「ルーマニア北部、スチヤバ出身です。私たちの教会は『The Word of Life / いのちの言葉』です」 
(A)ワード・オブ・ライフ教会、いいですね。名前は言いましたか？ 
「私たちはセルバンとアドリアナ・コジョカルです」 
ありがとう。ありがとうございました。 

(A)次はオランダです。オランダに、かなり長い間住んでいる人がいます。彼らの娘たちは、ある意味、す
でに完全にオランダ人です。彼らは流暢なオランダ語を話します。こっちに来て、カメラの前に立ってくだ
さい。身長の問題があると思います。（笑）では、あなたはこれ（マイク）を持ってください。あなたも見
えるように、カメラを調整しましょう。みんなに見てほしいから。大丈夫です。いいですね。あなたが誰で、
どこから来たのかを教えてください。オランダに行った理由は？それから、イスラエルに来た理由は何です
か？ 
「オランダのアルメア、アムステルダムのすぐ外れにある『ライトハウス・バプテスト教会』のスタン・カ
ンプスと妻のブレンダです。私たちはオランダで16年間、奉仕をしてきました。もともとは、カナダのブリ
ティッシュコロンビア州バンクーバー出身です。私の両親はオランダ人移民でした。だから、ある意味、家
に帰るような感じでした。神は私たちを自分の民に呼び戻しました。私たちはこの機会にとても感謝してい
ます。私の祖父母、私の叔母と私の叔父は、腐敗したオランダの警察によって投獄されました。第二次世界
大戦中にユダヤ人を自宅に隠した時、警察はナチスを味方にしていたのです。私が幼い頃からずっと、家で
はユダヤ人に対する愛がありました。オランダでは、定期的に反ユダヤ主義に立ち向かうことができて、感
謝しています。私たちは通りで多くのイスラエル人に会い、彼らをサポート出来ることに感謝しています。
エルサレムの平和を祈ります。アミールのミニストリー、Behold Israelと、そして、あなたがやっているす
ばらしい仕事に感謝します。イスラエルと、その土地の3,000年の存在についての真実を世界に知らせる働
きです」（スタンさん） 
(A)アーメン。娘さんたちに挨拶したいですか？ 
「はい。こんにちは…。家族のみんな。私たちはあなたを恋しく思い、あなたたちを愛しています。ここに
いられて感謝します」（ブレンダさん） 
(A)ありがとう。ありがとうございます。もう一度カメラを調整する必要がありますか？いえいえ…（笑） 
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フィリピンから代表者を送ってくださいました。フィリピンから、すばらしいトリオが来ています。そのう
ちの2人がここに立ちます。私は彼らのことを、フィリピンへの訪問で個人的によく知っていて、私の家族
でさえ知っています。だから近くに来てください。私はできるだけカメラを調整しようとしましたが、まだ
苦労しています。さあ、カメラに近づいて、これ（マイク）を持っていてください。大丈夫です。フィリピ
ンの出身地を、誰もが知ることができるように自己紹介してください。どの教会から、どうしてここに来た
のですか？ 
「私はアーノルド牧師、チョナ・ラムシン（女性）、セブのアル・ペイパ（男性）です。私たちは『ニュー
ライフ・ボラカイ』から来ました。主が生まれたこの国に来られたことに、とても感謝しています。私たち
は、この国で神の奇蹟と不思議を見てきました。私たちは、Behold Israelのこのツアーに参加できて、と
てもウレシイです。私は、眠ることも、まどろむこともない神が、イスラエルを見守っておられると宣言し
ます。アーメン。イエス・キリストの御名によって」（アーノルドさん） 
(A)アーメン。…、あなたはニューライフからで、あなたはどの教会からですか？ 
「私はセブ市、『The Jesus Disciples Church』から来ました。Behold Israelを通して、イスラエルに来
る機会を与えてくださって、ありがとうございます」（アル・ペイパさん） 
(A)アーメン。ありがとう。ありがとうございます。シリアが私たちに残した地雷の穴に落ちないように注
意してください。 

(A)フランス代表団と話しましょう。フランスの人がいます。心配する必要はありません。射程内から銃声
が聞こえますが、大丈夫です。伏せる必要はありません。大丈夫です。さて、[お元気ですか？全て大丈夫で
すか？]（フランス語で） 
「ボンジュール・ア・トラウト・ル・モンド（おはよう、みなさん）」 
(A)さあ、どうぞ。 
「私たちは、ここにいることを本当に光栄に思います。イスラエルに来た時に最初に感じたのは、聖地の平
安です。私たちは、他の牧師と共に、このツアー、この旅の一部であることを本当に嬉しく思います。私は、
この時間について説教しようと思っています。私は、今日起こっている中東の事柄について、我々は説教す
るべきだと確信しています。なぜなら、今日、寝ている人が多すぎます。メッセージを説くのは、私たちの
使命です。眠っているおとめについてのマタイ25章のような、「ウェイクアップ」メッセージをしなければ
なりません。私たちの教会の多くの人々が、今、眠っています。私は彼らに言いたい。「今、目をさます時
間です」 
(A)フランス語で伝えてください。 
[教会のみんなが目をさます時間です。神がすぐに来られますから]（フランス語）「イエスが来る！」（英
語） 
(A)アーメン。ありがとう。 

私たちがフランス語のチャンネルに行ったと思っている人、これはまだ英語のチャンネルです。（笑）さて、
次は南アフリカです。みんな、世界中から人々が来ました。私はダーバン、南アフリカのダーバン地域から、
このすばらしいカップルをお迎えできて光栄です。ここに立ってください。身長の問題はないね？子どもに
関しては、お二人は、とても独特な家族ですね？まず第一に、私に教えてください。どの都市の、どこの教
会からですか？どのくらいミニストリーに携わっていますか？それから、子どもたちに関して、神様があな
たの心になにを置いてきたかを、世界中に伝えてください。 
「デズモンドとシャロン・ベンター。私たちは、グレースバプテスト教会を牧しています。ダーバンと国境
を接する南東の南アフリカに位置します。イスラエルにいて、各国の牧師たちと一緒に過ごせることは、私
たちにとって祝福です。まさに、私たちがやってきたように、Behold Israel、イスラエルを見ています。そ
れは私たちにとっての特権であり、私たちはここでそれに非常に感謝しています」（デズモンドさん） 

(A)子どもたちに関しては、神様が心になにを置いているのか、少し教えてください。これは非常に、非常
に、感動的ですから。私は、ものすごく感動しましたから。それが、私が家に帰った時、お二人が私の心に
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のしかかった理由のひとつだったと思います。そして、私はあなたにここに来てほしかった。だから私たち
に教えてください。 
「南アフリカの問題のひとつ…、社会経済状況による南アフリカの状況のひとつは、放棄され、家を持たな
い子どもがたくさんいるということです。私たちには3人の実子がいます。主は、私たちの家に、他に4人の
子どもたちを置くのにふさわしいと見なされたのです。子どものうち2人は体調が良くなくて、彼らは、私
たちの国で起こっているHIVの流行の影響に苦しんでいます。彼らは私たちの家族にとって祝福です。ええ、
特殊です。私たちには7人の子どもがいますが、彼らは私たちを若くしてくれます。彼らは祝福です。子ど
もたちが、本当に主からの祝福であるのを見るのは、素晴らしいことです。キリストが、可能性がない状況
で育つ子どもがたくさんいることは、私たちの心に触れます。私たちはその機会に感謝しています」 
(A)金髪と黒人の子どもがいるの？ 
「私たちには、ストレートヘア、巻き毛、青い目、茶色の目の子どもがいます。私たちの家族には、5部族
いたと思います。私たちは、それに非常に感謝しています」（デズモンドさん） 
(A)いいですね。神が偉大であることが分かります。彼らが神の御言葉に従い、神の御霊で満たされた時、
神は神の民を通して偉大なことをなさいます。 
「ええ。ありがとう」 
(A)ありがとう。この経験を全て家に持ち帰ってほしいと思います。あなたの子どもだけでなく、あなたの
コミュニティに。 
「間違いなく、私たちはそれを行うつもりです」 
ありがとうございます。 

(A)みんな、イギリスからご夫妻で来ています。二人ともここに来てください。奥様はユダヤ人の血筋です。
こっちに来て、カメラの前に立ってください。お二人が見えるように。はい。これで、あなたが見えます。
マイクを持ってください。あなたが誰なのか、どこから来たのか教えてください。 
「私の名前はトニー・モーリー牧師で、こちらは妻のジョイスです。37年前、私は本当に賢いことをしまし
た。私はニューヨーク市出身のユダヤ人の血の濃い女の子と結婚しました。だから、それは祝福です。私は
ロンドンのグレースバプテスト教会の牧師で、そこはグレーター・グレース・アウトリーチの一部です。こ
の国、ここにいるだけで信じられないほどです。私は、ずっと歴史の教師をしていますが、もちろん、聖書
は歴史の本です。しかし、この国では、行く全ての場所、あなたがこの国で進む全てが、生きた歴史です。
つまり、聖書は完全に、完璧に、生きて来ているということです。アブラハムが立ち、イエスが立ち、弟子
たちが立っていた場所に立つのは、信じられないことです。信じられません。我々はまた、Behold Israelの
ミニストリーに非常に、非常に感謝しています」（トニーさん） 
(A)ありがとうございます。来年、私がイギリスを訪れた時に、あちらでお会いしましょう。 
「私たちは、教会全体を連れて行きます」 
(A)どうもありがとうございます。 
「私たちは教会全体を連れて行きます。いいですね」 

(A)ニュージーランドから若いカップルがいます。彼らはもともとカリフォルニア出身ですが、しかし、彼
らは今はニュージーランド在住です。彼らは昨日、結婚記念日を祝いました。ダグ牧師とデスティニーです。
お二人がここにいて、私たちは祝福されています。立って、近くに来て、マイクを持ってください。どんな
教会か教えてください。何という町ですか。どうしてここに来たのでしょう？ 
「私たちは、私は、ニュージーランドのタウランガにある『ショアライン・カルバリー』という教会で牧師
をしています」（ダグさん） 
(A)これは、カルバリーチャペル？ 
「私たちは、私たちの記念日をここで祝うことができて、とても幸せです。神が過去に何をなさったのかを
見て、現在のここで主のみわざを目撃し、そして、神が将来ここでされることを思って、とてもワクワクし
ています」 
(A)ありがとう、素晴らしいです。ディスティニー、何か言いたいことある？ 
「いいえ。『こんにちは』だけ」（ディスティニーさん） 
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(A)よし、じゃあ、「こんにちは」はい。 

(A)ブリティッシュコロンビア州からカナダ人の代表、ここに来てください。彼らは、よくブリティッシュ
コロンビア州出身だと自己紹介する時、人々はそれがイギリスではなく、コロンビアでもないことを忘れま
す。そこはカナダです。あなたについて教えてください。出身地は？ここで何をしているの？どの教会の出
身ですか？ 
「高さの問題があります」 
(A)分かります。（笑）これで大丈夫。 
「カナダのブリティッシュコロンビア州、アボッツフォードにあるセントラルハイツ教会の、ドレサとリン
ドン・プレットです。この旅行は、16歳の時からイスラエルと恋に落ちているナイジェリア出身の宣教師の
子どもと結婚した時から始まっています。彼女は、いつもここにいたいと思っていました。ある考えが浮か
び、私たちが思ってもみなかった、このツアーへの参加という扉を、神様は開かれました。神がされている
ことは、特に私の目を開くために、それを使っておられるのだと思います。私が、もしかしたら見逃してき
たかもしれない、神様がここでされたことのいくつかに対して冒険は始まったばかりです。私たちが来るこ
とを可能にしてくれた皆さんに、本当に感謝します」（プレットさん） 
(A)いいですね。ありがとうございます。 

はるばるロシアから来たカップルがいます。二人とも、こちらに来てください。彼らは、高さの問題はあり
ません。もう少し離れた方が良いですね。いいえ、大丈夫です。（笑）どうぞ。では、あなたの名前と教会
を教えてください。それ（マイク）を持ってください。どうしてイスラエルに来たのか、何を自国へ持ち帰
りますか？ 
「私たちは、ウリとマリーナ・オフマニンです。私たちはロシア出身です。私たちは、ユーロから来まし
た…。カルバリーチャペルに似た小さな教会で、牧師をしています。私が育ったのは、私の最初の教会はカ
ルバリーチャペルでした。どうして私たちはここへ来たのか？私の妻は、10年ほど前にあるミッションでこ
こに来て、ご存じですか？（はい）彼女はとても感銘を受けたのです。彼女は、私たちふたりがここに来ら
れるように祈り始めました。私は、それが私の生涯で起こるとは、完全に信じませんでした」 
(A)あなたの生涯で？それともあなたの「妻との生涯」で？ 
「両方で。（笑）私たちは、ここで見るものや聞くものに、非常に圧倒されています。だから、私たちはそ
れを伝えていきます」 
(A)いいですね。ありがとう。[ありがとうございます]（ロシア語で） 
「はい。」 
(A)ありがとうございました。この時点で、まだ紹介していないのはアメリカ人だけですね？そうだと思い
ます。リック牧師と息子さんのスティーブ牧師を紹介する前に、私はアメリカから、一組だけご夫婦を紹介
します。ダメ？はい？いいえ？こちらへ来てください。はい。はい、そう思います。はい、ここへ来てくだ
さい。気をつけましょう。それから、リック・ヨン牧師と素晴らしくエキサイティングで面白い話をします
から、待っていてください。彼について、そして彼が私たちと一緒に何をしているのか、全てが分かります。
こんにちは。注意してください。この下には地雷原がいくつかありますから。はい、ローリング・ストーン
ズにはなってほしくないです。これ（マイク）を持ってください。どこから来たのか、どうしてイスラエル
に来たのか教えてください。 
「私はディック・オダム牧師で、こちらは妻のエロイーズ・オダムです。神はとても偉大で、偉大な神です。
私のお気に入りの聖句の1つは、ヘブル人への手紙11章6節です。『信仰がなくては、神に喜ばれることは
できません』と書いています。信仰がなければ、イスラエルは彼らがいる場所にいないでしょう。「わたし
は初めであり、わたしは終わりである」と言った御父の祝福がなければ。そのため、私たちはここにいます。
私は来るとは思わなかった。神様が、私たちをここに来させてくださるとは、思っていませんでした。神が、
ここにいる個々の牧師と、それぞれの代表の方々を通して私に分かち合ってくださったもの、彼らが私に言っ
ていることは、イエスは、この国を愛しておられます。それは、イエスがここに生まれたからです。イエス
はとても偉大な神であり、彼は私たちを愛しています。それに、神はあなたを愛しておられる。私が来られ
るようにしてくださったBehold Israelに感謝したいと思います。また、私がカンザス州レボで牧師をしてい
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る教会にも。レボバプテスト教会は、私たちの50回目の結婚記念日を祝ってくれています。神はとても良い
方です。アーメン」（ディックさん） 
(A)うわー、50年。うわー、後であなたの秘密を教えてください。 
「ふたりともが、口を閉ざしておくことです」（エロイーズさん） 
(A)それが秘密ですね？そうか。だから私はあまり長続きしない。（笑）とにかく、皆さんありがとう。 

(A)リック牧師とスティーブ牧師、一緒にここに来てください。親愛なる、私の親愛なる友人、私自身、そし
てミニストリーにとっても、彼らは今日、ミニストリーの成長に重要な役割を果たしています。リック牧師、
私の近くに来てくださいますか？そうすれば、カメラにスティーブも入りますから。リック牧師、結婚年数
では、私たちの友を上回りましたね？ 
「6月18日、来年の6月18日、私の素晴らしい妻リンダと結婚して、60年になります」（リックさん） 
(A)リック牧師、マイクを持ってくださいますか？ひとことで言えば、牧師としての歴史について、少し教え
てください。そして、今日、Behold Israelと一緒に何をしているのか。 
「私は44年以上、牧師をしています。その後、引退して、ビデオミニストリーを開始しました。その後、コ
ロラド・クリスチャン大学で聖書と神学の学部長をしていました。私は、いくつかのマスタープログラムを
開発した後に引退しました。今、私はBehold Israelのためのカリキュラム、聖書研究ガイドを書く予定です。
そのために、私は御言葉に戻る必要があるので、これは私にとって素晴らしい挑戦です。それによって、私
は再び預言に焦点を当てています。私は60年以上にわたり預言を説いてきました。しかし、私はその過程で
非常に多くのことを学んで驚いています。私は、アミールが私たちに提供するビデオを見て、それから、私
は神の御言葉に入ることを余儀なくされ、全てをバランス良く見て、これらのことが真実であるかどうかを
調べ始めます。私は、アミールと私が、彼が話している全てのものの99.9％に同意することに驚いています。
これは、本当に素晴らしいことです」（リックさん） 
「だから、この時点で、彼はちょうど0.1％間違えていると？」（スティーブさん）（笑） 
「それとも、私が0.1%間違っているのかも？」（リックさん） 
(A)スティーブ、自己紹介する前に私に言わせてください。多くの人が私に「アミール、私たちはあなたを知っ
ているし、私たちはあなたの英語を知っています。あなたの英語があまり上手でないのに、どうしてあなた
の本は、あんなに素晴らしい英語で書かれているのですか？」これが、その理由です。私の知っている中で、
最も才能のある作家が、私たちにはいるのです。彼は、業界のいくつかの非常に著名な人々と一緒に、彼自
身、本、小説を書いています。彼が、私の英語と私の内容を本にするために、助けてくれたのです。実は、
彼と私は今、このツアー中に私の3冊目の本に取り組んでいます。スティーブ、しかし、あなたは単なる作家
ではなく、牧師ですよね？ 
「そうです」 
(A)いま、何をしているのかお知らせください。 
「私はコロラド州ストラスブールの教会で牧師をしています。主を愛する人々との素晴らしい教会です。執
筆は、私が牧師をしていないときの時間で行っています。しかし、アミールと一緒に働くのは、とても素晴
らしいです。彼は、すでに3冊目の本について話しています。しかし、まだ2冊目の本がこれから発売開始で
す。3月に発売される『The Day Approching / かの日が近づいている』という2冊目の本。私は1冊目の本
も大好きでしたが、2冊目の本は、さらに大好きです。なぜなら、もうすぐ「かの日が近づいている」とい
う事実を語っていますから。聖書から、ダニエルの第70週目、例祭はまもなく来たる主を指し示しています。
しかし、アミールがそこまで私たちを導いてから、私たちは次に起こることを見るのです。私たちは大患難
を見ます。私が最も興奮している部分は、千年王国に関する3つの章です。アミールと私が一緒にそれに取
り組んでいた時、それはすばらしかったです。私は次々と「ああ、何と言うことだ！私は気づいてなかった
よ！」「へぇ、本当に？」次から次へと「うわー」の連続です。だから、3月に出る『The Day 
Approching / かの日が近づいている』も、とても楽しみにしています。次の本のその後について話を聞き、
素晴らしい時間を過ごしました」（スティーブさん） 
(A)リック牧師、聖書の預言の教師として、あなたはダラス神学校の卒業生ですね。？ 
「そうです」（リックさん） 
(A)伝説のウォールバーグをご存じですね？彼を個人的にご存じだったのですか？ 
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「彼は、私の教授のひとりでした」 
(A)彼はあなたの教授のひとりだったのですね。私たちが今話し合い、説明してきたこの状況を、どう受け
取っていますか。中東とイスラエルの現在の出来事に関して。 
「エゼキエル38章と39章に焦点を当て、これから起こることについて、神は何と言っているのかを認識す
ると、そして今、周りを見まわすと、実際に何が起こっているのかが分かります。まさにここシリアには、
適切な国々が入っています。彼らは準備ができている…、というか、完全には準備ができていません。しか
し、彼らは準備をしている。私はイスラエルを侵略するためだと信じています。それがエゼキエル38章と39
章の預言です。聖書を通して、預言がたくさんあることに驚いています。成就した預言は、文字通り、そし
て詳細に成就しました。ですから、成就した預言が、文字通り、そして詳細に成就しているなら、まだ成就
していない神の約束は、文字通り、神の言うとおり正確に細部に渡って成就すると、私は確信しています。
私は、この紳士、アミールについてひとつお伝えしたいです。私は彼を13年間知っています。彼は私たちの
ガイドであり、私はその時、彼から多くのことを学びました。しかし、私を信じてください。今回、私はよ
り多くのことを学んでいます。彼は御言葉に留まり、御言葉を教え、御言葉を研究しています。彼がしたい
のは、ただ、喜んで耳を傾ける人に神の御言葉を伝えることだけです。アミール、私はあなたと一緒に働い
て、あなたから学ぶのが大好きです」 
(A)私たちは、神があなたにもっと多くの年を与えることを祈ります。あなたは80歳を超えましたね？いつ？

「私は今、82歳です」 
(A)あなたは82歳で、83歳に向かっています。こういうふうに言いましょう…。 
「私は丘を上っている時に、自分は82歳だと気づきました」（笑）「今履いているものとは違う靴が必要で
す」 
(A)主が遅らせないかぎり…。もちろん、私たちは生きて取り去られるつもりです。しかし、そうでなけれ
ば、私はあなたと協力し続けたいと思います。そして、40年以上のあなたのミニストリーでの経験から、知
識を得たいのです。あなたは、私が今まであった中で、最高の教師のひとりだからです。いっしょに仕事が
できて、とても嬉しいです。ちなみにリック牧師は、私たちのビデオや私たちのDVDに基づいて、聖書の研
究ガイドを書いているだけではなく、私たちは今、ブラジル、リオデジャネイロのバプテスト教会のために、
彼らの聖書学校のカリキュラムを書く使命に取り組んでいます。彼らは、ほとんど終末論を教えないのです。
彼らは私たちに、Behold Israel、彼らが生徒を教えることができるように、カリキュラムを要請しました。
これはリオ最大の教会です。ブラジル大統領の妻は、あの教会の出身で、就任式の間、ブラジルの大統領と
彼の妻は、その教会に来て、彼らはひざまずき、牧師が彼らのために祈ったのです。これは、ブラジル中の
多くの教会に影響を与える非常に戦略的な教会です。彼らが私たちに尋ね、あなたや他の多くの人々の助け
を借りて、私たちは彼らに聖書の預言を教えるカリキュラムを紹介したいと考えたのです。聖書に基づき、
理論や感情ではなく、また、置き換え神学といった、その他の欺瞞ではないものを。だから、ありがとうご
ざいました。どうもありがとうございました。ありがとう、リック。ありがとう、スティーブ。 

(A)最後に、ゲイルはここにいますか？数年前、Behold Israelを始めるにあたって、実際に私を助けてくれ
た最愛の友人のひとりを紹介したいと思います。おそらく、ここ数年で私たちに連絡を取った多くの人が、
彼について聞いたことがあるでしょう。または、彼があなたに話しているのを聞いたでしょう。こっちに来
てください。注意してください。ゲイル・フランクをご紹介します。ゲイルはカンザス州出身の私の良い友
人、素晴らしい農家です。彼はおいしいステーキの味を教えてくれました。そして、メープルシロップがど
れだけおいしいか。あれは全て自家製でしたね？ゲイルと私で、Behold Israelを始めたのです。何年前？ 
「もうすぐ10年…」 
(A)いえ… 
「話し始めた時から…」 
(A)10年近く前、ゲイルは私のツアーの1つに参加していた観光客でした。私は以前はツアーガイドとして働
いていました。なぜ、彼がそんなことを思ったのか分かりませんが…。この男と手を携えよう…と。そこか
ら後はご存じの通りです。それ以来、私たちは一緒に働いています。ゲイルは、今日、ミニストリーに関し
ては非常に多くのことを担当しています。運用面、生産、DVDの配布、献金者の方々との関わり。彼は、文
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字通り、私と一緒に、私のために、その間ずっとそこにいてくれました。ゲイルは、私たちと一緒に、これ
らすべての牧師とこのツアーで私たちのミニストリーの担当者です。いろいろとありがとうございました。
素晴らしい奥様のローレンと一緒にここにいます。ありがとう、ゲイル。 

(A)最後に、マイク・ゴレイ、オペレーションディレクターとして、私たちの新入社員です。マイク、こっち
に来てください。私は、皆さんに秘密をお教えします。今日は気分が良くなくて、実際、私は一晩中起きて
いたので寝ていました。マイクは、それについて喜んでいたんです。いいえ、冗談です。実はマイクも牧師
です。彼は16年間、教会を牧していたのです。正確にはどこ？ 
「フレンドシップ教会で。そして、だれかが私を盗んだのです」 
(A)ええ、最近は、ミネソタで私を好きではない人が多いのは分かっています。（笑）マイクは私の大切な友
人であり、兄弟であるだけではありません。彼は私の義理の兄弟でもあり、私たちと一緒にここにいます。
ありがたいことに、私が気分が良くない時に彼が立ち上がり、現地で教えることができるのです。なぜなら、
あなたは以前にイスラエルツアーを引率していましたね？あなたは前にそれをやったことがありますね。 
「はい、多くのツアーを引率しました。義理の弟と一緒に働けて光栄です。そして、牧師の皆さんと一緒に
働けることを、光栄に思います」 
(A)ありがとう。マイク、ここにいてくれてありがとう。近い将来、皆さんも、この男をたくさん見るでしょ
う。イスラエルのツアーだけでなく、世界のさまざまな地域での講演でも。 

(A)終わりに、心からの挨拶と回復の祈りを送りたいと思います。私の親愛なる友人、J.D.ファラグが、い
ま、重度のぜんそくを患っています。彼は家にいるのだと思いますが、彼が良くなるまで、他の人が彼の教
会で、代役を務めるそうです。私たちは、あなたを覚え、あなたのために祈っています。私たちは、あなた
を愛しています。良い仕事を続けてください。競争を走り続けてください。勇敢に戦い、そして雄々しくい
てください。 

(A)皆さんが、教会でされてきたこと全てに感謝します。最後にひとつお伝えして、これで終わりにします。
牧師という言葉は、世界中の多くの人々に乱用され、悪用され、骨抜きにされてきました。私は牧師ではあ
りません。私がただ御言葉を教えているために、私を牧師と呼ぶ人もいます。しかし、牧師はただの教師よ
り、はるかに大変です。私は、自分が牧師になる能力を備えている自信がありません。しかし、私はこれら
の人々には確信しています。私は牧師を尊敬し、私は皆さんがしておられることを尊敬します。私は、皆さ
んが直面しておられることに同情します。私が思うに、これらの素晴らしい神の男女に最も近い人々だけが、
教会の指導者、羊飼い、牧師の生活の中で実際に何が起こっているかを知っているのは、彼らだけです。良
い教師であるすべての人が牧師であるわけではなく、良い管理者であるすべての人が、牧師であるとは言え
ません。牧師は群れを維持するために、羊飼いであることを神から命じられた人です。群れがないなら、群
れの羊飼いでなければ、その肩書きは使わない方が良いかもしれません。使える肩書きは、他にも多くあり
ますから。その肩書きは、私の目には神聖です。群れを担当する人に属するべきです。感謝の気持ちを伝え
たい…。私は世界中を旅します。私は、牧師との1対1の会話をよくします。私は彼らの負担と痛みを感じま
す。時々、彼らには、彼らの話を聞く人がいません。誰もが、彼らが全てを知っていて、常に完璧であるこ
とを期待しています。そして、彼らが行う全てのことに、常に最高でいることを求めます。彼らは、まず最
初に人々から批判されます。その重荷を背負うのは、とても難しい。しかし私は、困難な時には、主が彼ら
の羊飼いであり、彼らの要塞であることを知っています。私は、皆さんがしておられることに感謝していま
す。私は皆さんを愛しています。私たちは慎重に、個人的に、選択し、皆さんをイスラエルにお招きしまし
た。うまくいけば、近い将来、私たちは新たに牧師とその夫人を、来年イスラエルにお招きする準備を始め
ます。皆さんの素晴らしい財政支援のおかげで、彼ら全てをここにご招待することができました。そして、
彼らがイスラエルを見て、それを家に持ち帰る機会ができました。また私は、彼らがここでリフレッシュさ
れることを願っています。彼らが、ここで休むことができるように。彼らが、ここで充電することができる
ように。それから、はるかに多くの強さとスタミナを持って家に戻るように。皆さんのされていること、全
てに感謝します。神が、みなさんを祝福してくださるように。 
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そちらにいる皆さんにお伝えします。ご覧いただき、ありがとうございます。フォローしていただき、あり
がとうございます。サポートしていただき、ありがとうございます。真実を知りたいと思ってくださって、
ありがとう。たいていの人は、それ以下で落ち着くのです。彼らはトレンディなものをフォローしたいと考
えています。彼らは有名なものに従い、彼らは、より多くのインターネットでの「話題」にフォローしたい
と考えています。彼らは、真実に耳を傾ける精神を持っていません。彼らは耳触りの良い、何か他のものを
求めます。それが終わりの時の特徴です。私たちは世界中に、それを見ます。勇敢に戦い続けてください。
しっかりと競争を走り、もちろん信仰を保ってください。この終わりの日には、それが非常に重要です。皆
さんへ、アロンの祝福で締めくくりましょう。ここの皆さんと、そしていま、私たちを見ている皆さんに。 

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) 

シャローム。全ての理解を上回る平安。平和の主である平和の君だけが、あなたに与えることができる平安
が、ここでもどこでも、今も永遠にありますように。 
平和の君の御名のもとに祈ります。 

皆で言います。 

アーメン。アーメン。 

ありがとうございます。God bless you！ 

皆さんにカメラを回します。ご家族全員に「シャローム」と言ってください。 

皆さん、シャローム。シャローム。 

皆さん、God bless you！いい感じです。では、God bless you！ 

さようなら
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