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2019年12月9日 中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

- トルコとリビアの連携・スーダンとロシアの連携 - 
https://youtu.be/QiDJOHbwSZ0 

皆さん、シャローム。インスタグラムとフェイスブックでライブ配信中です。アミール・ツァルファティです。ガリ
ラヤ湖からお届けします。 

最初のお知らせは、こちらです。インスタグラムの皆さんにも、フェイスブックの皆さんにも、残念なことなのです
が、ここ数ヶ月、私の動画だけではなく、オーディオも使って、新しいYouTubeチャンネルを偽造する試みが何度も
行われてきました。彼らは私の写真や私の名前を使用し、古い動画をアップロードしています。あなたがチャンネル
登録することを期待しています。そして最終的には、私の思うところでは、彼らはそれらのものに以下のようなもの
を入れ込もうとしています。虚偽の情報、悪い情報、虚偽の教え。そして最終的には、お金を求めるでしょう。それ
は「神のみぞ知る」です。私たちの公式YouTubeチャンネルは、ビホールドイスラエルです。私たちのロゴがついて
います。そのチャンネルだけが、私たちがその内容に対して責任を負っているチャンネルです。それが私たちの公式
チャンネルです。皆さんにお願いします。私のメッセージを聞くために、ビホールドイスラエル以外のチャンネルに
チャンネル登録しないでください。これらの人たちは、私たちの許可を得ていませんし、彼らは最終的には、そこに
虚偽の情報を入れるつもりですから。だから気をつけてください。ビホールドイスラエルというのが、皆さんにフォ
ローして、信頼してもらえる、私たちの公式YouTubeチャンネルです。他のすべては偽物であり、彼らは詐欺者です。
彼らは私の写真を使い、私の名前を使っています。そして、彼らは誠実な心でそれをやっているわけではありません。
彼らは一度も許可を求めませんでした。そういうわけで、まず最初に、それらのチャンネルとの関係を否定させても
らいました。 

また、皆さん、とっても嬉しいお知らせです。私たちの若者向けイスラエルツアーが、2020年度の登録を開始しまし
た。私たちは、バス二台にいっぱいの若者たちが来て、素晴らしい聖書の教えを受け、また、イスラエルで素晴らし
い経験をすることを期待しています。彼らの人生が変わります。18歳から26歳までのお子さんがいる方で、クリスマ
スや新年、あるいはなにかの理由で彼らを祝福したいのなら、これが正しい選択です。ご一報ください。私たちのウェ
ブサイトですべての情報をご覧いただけます。費用が出せない人たちが無料でツアーをできるように、私たちは多数
の奨学金を授与します。経済的に恵まれていない人たちにも、間違いなく便宜をはかります。そのお知らせをさせて
もらいました。 

私たちは今、45人のツアーを引率しています。そのうちの半分はシンガポールの方たちです。大勢の家族で参加して
いるグループが二つ。南アフリカからの参加者、オーストラリアやアメリカから参加している人たちもいます。私た
ちはその参加者全員のことを、非常に喜んでいます。私たちは嬉しく思っています。素晴らしいグループに恵まれて、
すごく嬉しいです。私たちはガリラヤ湖のすぐそばにいます。とうとう冬が始まりました。全国的に雨が降っていま
す。わたしたちは、とってもとっても恵まれています。 

では、もう一件、お知らせしたいことがあります。1月5日に、私はシンガポールで、再度Q＆Aセッションを行いま
す。前回のセッションは、YouTubeとFacebookを合わせて再生回数が100万回を超えました。書き送ってください。
私たちのウェブサイト上にQ＆A用のスペースがあります。そこに皆さんからの質問を提出することができます。私は
喜んで、できるだけ多くの質問に対応するつもりです。私たちは皆さんに知ってもらいたいですから、正しい情報を
提供したいと考えています。 

それでは今から、中東時事アップデートに取りかかりましょう。まず初めに、2日したら、皆さん、クネセト、すな
わちイスラエル議会は解散します。イスラエルに政権が存在しないという事実のために、基本的に機能を停止します。
そして、私たちはおそらく1年以内に3回目の選挙を行うことになります。今から48時間以内に奇跡が起こらない限
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り、2020年3月2日という日付で合意されています。だから、イスラエルはなんとかこの行き詰まりを打破するため
に、3度の試みを伴う1年半に及ぶ選挙運動を経験しています。どうなるのか、よく分かりません。もしかしたら、今
から48時間で国家統一政府ができるかもしれません。ネタニヤフが一定の期間、首相を務め、ベニー・ガンツが残り
の期間、首相を務めるのか。どうなるかは分かりませんが、確かなことは、私たちはそのことで浮かれてはいないと
いうことです。私たちは、もう疲れました。選挙運動には、ウンザリしています。私たちは、とにかくもう動き始め
たい。前進したいのです。イスラエルには、非常に多くの課題があるのです。そういうことです。 
イスラエルは南米のボリビアと新しい関係を結んだという事実はさておき、グアテマラの次期大統領がイスラエルに
来て、祈るために嘆きの壁に行きました。これはドナルド・トランプ大統領が始めたことで、今や、イスラエルを訪
れる世界中の指導者たちが、もはやポリティカルコレクトに反することを恐れず、西の壁に行って、そこで祈ります。
そして、彼らはユダヤ人にとって、そこが世界で最も神聖な場所であることをわきまえた上で、それをします。グア
テマラの大統領はそうしただけではなく、また、グアテマラは昨日の時点で、ヒズボラをテロ組織と宣言しました。
イランとその代理にとっては、またもや大打撃でした。なぜなら、彼らをテロリストとして認めると、自国や他国で
彼らに対して行動を起こし始めるからです。だから、我々は外交の分野では、ここでまた勝利を治めています。良い

おさ

ことです。 

さて、皆さんにアップデートでの主題をお話しさせてください。これは、私が先週ご報告して、トルコとリビアの間
の、非常に非常に問題のある合意のことです。まず第1に、ご存じのように、リビアのほとんどは国連が認めたリビ
ア政府によって統治されていません。実際にはハフタル将軍によって統治されています。彼は元々はCIAの諜報員でし
たが、実際のところ、現在は一線を越えて、ロシアと協力しています。ロシアは今日、リビアの大半の地域で自由に
活動してます。何百人ものロシア兵がリビアにいて、いわゆる、「ワーグナー」と呼ばれるロシアの傭兵たちも何千
人とリビアにいます。ロシアが傭兵を使っている理由は非常に簡単です。彼らは死んでも、死んだ兵士として数えら
れないからです。それなら、国が戦争に負けているようには見えません。これらは、あちらで戦うためにお金を得て
いる民間人です。 
なぜ私は、この話をしているのか？なぜ、そんなに重要なのか？皆さん、覚えていますか？エゼキエル38章は、最終
的にイスラエルに侵攻してくる特定の国々による同盟のことを描写してます。トルコ、イラン、ロシアのことを書い
ていますが、リビアやスーダンについても言及してます。皆さんに知っていただきたいのですが、リビアには今、ロ
シアが大規模に駐留しています。そして、スーダンではトルコの駐留軍の存在が大きくなってきています。そして、と
ても興味深いのですが、リビアでの国連認定政府とエルドアンの間で結ばれた11月29日の合意は、要するに、両国
の間を走る特定の回廊地帯に関するものです。お見せしましょう。画面が反射してしまうのは分かっているのですが、
お見せしたいのです。（ダブレットの画面に映っている地図を指して…）こちらがトルコで、こちらがリビアです。
彼らはここが全部、いまから彼らの共有となることに合意しました。そして基本的に、そうすることで、彼らはギリ
シャ、キプロス、エジプトの領海を封鎖しているわけです。イスラエルがギリシャに到達するのを防いでいるのは、
言うまでもありません。お分かりですね。要するに、エルドアンがしたことは、次の通りです。 
「アラブ政権が、すべて崩壊しているとしたら、ヨーロッパは私のことを恐れている。私は何百万人もの難民を、い
つでもヨーロッパに送り込めるから。さあ、私はリビアからもヨーロッパを脅かそう。トルコからだけではなく、リ
ビアからも、何千人もの不法移民をヨーロッパに送り込める。私にはなんでもできる。他のみんなが弱いから。そし
て、その回廊地帯について合意することによって、私はイスラエルとキプロスから、ギリシャとイタリアに向かって、
将来的にパイブラインが造られるのを阻止している」 
もちろん、それは私たちの地域からヨーロッパにガスを輸出するためのものです。やはり、それが金融戦争になりつ
つあることが見て取れます。それは経済戦争になりかけています。パレスチナ人の問題ではありません。パレスチナ
人の話は、もう誰もしていません。アッバースの話をしている人もいないし、ハマスの話をしている人もいません。
彼らのことは皆、誰も話題にしていません。彼らのことはいま、中東では問題になっていません。現時点では、誰も
がパレスチナ人よりも、もっとずっと重大な問題に向き合っています。だから今、トルコは次のように考えているの
です。 
「私は、いかにしてイスラエルとギリシャ、あるいはイスラエルとキプロスの協力体制を阻止するのか。私が石油や
ガスを手に入れられないのなら、彼らにも享受させるものか」 
そのうえ、これはまるでエジプトに対して戦争をしかけているようなものです。なぜなら、それはエジプトのヨーロッ
パへのアクセスも妨害するものだからです。つまり、ここがエジプトで、ここがヨーロッパです。彼らはエジプトの
ヨーロッパへのアクセスを妨害するのです。ですから、これはエジプトに敵対しての一歩です。それは間違いなくイ
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スラエルに敵対しての一歩であり、キプロスに敵対しての一歩です。そして、言うまでもなくギリシャは、この協定
によって自国の領海が侵害されるわけです。良かったのは、この政権がとても弱く、とても小さく、本当に取るに足
りないようなものなので、ある意味では、エルドアンは自分自身とその協定に署名したようなものであることです。
なぜなら、いったんその政府が倒れたら、ーそして、その政府が倒れる日は来ますから ー エルドアンは口をつぐま
なければならなくなります。それは、彼をさらに怒らせることになります。この問題では、ロシアはトルコとではな
く、イスラエルと見解が一致しています。なぜなら、ロシアは現実には、もう一方のハフタル政権を助けているから
です。ロシアは国連の支持を受けている政府を支持していません。実際、ロシアは、カダフィがヨーロッパの国々と
アメリカによって取り除かれたことに腹を立てています。これこそが、ロシアがヨーロッパやアメリカが、バッシャー
ル・アル・アサドに対して行うことを許さないことです。大変に興味深いです。なぜなら、最終的にそこで采配をふ
るうことになるのがロシアであることが、はっきりと見えるからです。そして、トルコがイスラエルに好意を持たず、
私たちに敵対し、私たちを攻めたがるもう一つの理由は、私たちが、彼らがそうすることを許さないという事実です。
だから、皆さん、これは非常に深刻なことです。このことは私たちの耳に入ってくるでしょう。実際、ギリシャ政府
は、この協定が署名された翌日にリビア大使を追放しました。ということで、あちらでは非常に多くのことが起こっ
ています。 

では、イランの話題に移りましょう。おそらく皆さんの多くはご存じないでしょうから。イランは、イスラエルを今
にも攻撃するかもしれないと脅しています。イランは、他の国々が彼らの船に対して行ったことを、イスラエルが支
援したと信じているためです。 
それでも足りないというなら、イエメン外相は、昨日、次の内容の声明を発表することを決めました。イエメン政府
と軍は、イスラエルを攻撃するための準備をすべて完了した、と。イスラエルが、イエメンのフーシに対する戦いで
サウジアラビアを助けたためです。いいですか。はっきりと分かるように、イランは必死です。イラン国内で起こっ
ていることは、前例がないことです。ホメイニを権力の座に着けた40年前の革命以来、おそらく最悪の事態でしょう。
イランは、彼らが実行している虐殺を、世界の目から隠そうとしています。イラン内のシーア派だけでなく、とりわ
け、イラクのシーア派を。皆さんにお教えしましょう。イラクでは今、ペルシャ語を話すイラン人は、どこであろう
と自分の声を聞かれたくありません。それくらい現時点では、イラク内でイランが非難されているということです。
私のもとには一日単位ではなく、ほぼ一時間単位でイラク内で起こっていることの報告が届きます。そして、その虐
殺には唖然とします。私がそう言う理由は、1日に50～100人という数の話ですから。彼らは平服を着たイラクのヒ
ズボラの民兵によって、実弾で射殺されています。また、ハッシュド・アルシャービやイランのその他の小規模な代
理たちによって。彼らには暗号があります。それを言うか、書いたものを示すかすると、彼らは狙撃を開始すること
ができます。私は怒った民衆たちがライブ配信をした、それらの軍事行動の映像をいくつか見ました。彼らは、ただ
もう、その場で彼らを殺します。これらの人々は銃を持っていて、ところ構わず射撃しているのです。皆さん、今イ
ラクで起こっている虐殺に対して、国連が非難するのを耳にしましたか？いいえ。しかし、おそらくこの1週間で、国
連総会における5つの異なる反イスラエル決議のことは耳にされたことでしょう。イスラエルに対する5つの異なる決
議です。イランとイラクで虐殺が起こっている時に。今レバノンで起こっている混乱のことは言うまでもありません。
だから、今日起こっていることは、非常に驚くべきことです。流血の惨事、これ以外に、現在イラクで起こっている
ことを現す言葉はありません。くり返しますが、ほぼ数時間ごとに、そういった報告が届いてきます。ところで、私
が報告を受ける時には、あちらでもこちらでもイラクから報告を受け取ります。私はアラビア語の報告、2分前に撮
影されたばかりのビデオがインターネット上にアップロードされたものを、私は瞬時に見ることができます。私は世
界のメディアが物事を創作し、変更し、歪曲したものから情報を得てはいません。私は現場の情報源から、何が起こっ
ているのかを知り得ています。時には、あちらで起こっている混乱のライブフィードから。 

シリアでは、まだ混乱が続いています。私に言わせれば、シリアは文字通りに滅びました。そして、この4日間で、
イスラエルは2回攻撃を行いました。1回はデリゾールで、もう1回はアル・ブカマルで。これはシリア東部で、そこ
にはイランの民兵が武器庫を持っており、イスラエルは、ここ数日でそれらのいくつかを破壊しました。イスラエル
がラタキアで攻撃を仕掛けたがったというウワサがあります。ロシアの駐留軍の存在も大きいT-4空軍基地のあたり
です。そして、イスラエルのジェット機のコースを変更させるために、ロシアのスホイ Su-35（多用途戦闘機）が出
動したというウワサです。イランが送った非常に高度なレーダーを、イスラエルが撃墜しようとしたという報道です。
私に言えるのは、これらが信頼できる情報源ではないということです。私は、それらがどこから来ているのか知って
います。それは、イスラエルとロシアの間に緊張があり、イランがどうにか何かをすることができたことを示そうと
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するものです。しかし現実には、その反対が真実です。ほんの数日前の金曜日、イスラエルは「エリコ4」と呼ばれ
る弾道ミサイルの実験を開始しました。通常、我々はそのようなことを発表しません。通常、我々は、それらのミサ
イルの1つをテストしたことを世界に発表しません。そして通常、我々は日中に、それを行うことはありません。し
かし、私たちが真昼間にそれを行っただけでなく、それを発表もした理由は、テヘランにいるだれかに理解させなけ
ればならなかったからです。我々は来たる攻撃に対して、十分な準備ができているだけでなく、我々にはイランが対
応できない武器を使って、彼らを攻撃する準備もあることを。イランはそのメッセージを受け取ったと思います。な
ぜなら、すぐその数時間後に、彼らは、これが核弾頭を搭載できるミサイルであり、テヘランに狙いを定めていると
言ったからです。さて、私はイランに良い知らせがあります。正解です。まさに、あなたの言う通りです。それは核
弾頭を搭載することが可能です。あなたがたは、そのことをあまり知っているべきではありませんが、私たちはそれ
らを何百機も持っています。そして、テヘランが何か愚かなことをしている場合に備えて、それはテヘランに向けて
照準が合わせられています。だから、イランはそれを理解したのだと思います。そしてイランは、「イスラエルが愚
かなことをするなら、彼らは報復する」と言いました。つまり、「イスラエルを攻撃する」と脅していたのが、今は
「報復する準備ができている」と言うだけになりました。非常に興味深いレトリックの変化です。たった1つのミサ
イル実験で。 

さて、プーチン大統領は、来月、イスラエルに訪問に来る予定です。私が思うに、プーチンが達成しようとしている
ことの1つは、彼がイスラエルの利益と衝突することなく、中東での自分の存在を促進する方法を、より良く理解す
ることです。誰もが同意します。イスラエルを世界第8位の強力な国家と呼んだ雑誌だけではありません。しかし、
イスラエルが今や超大国であることに、誰もが同意します。国際的にではなく、地域的に。そして、誰もがイスラエ
ルを無視することができないことを理解しています。私たちが持っている権限、武器、技術、インフラ、そして資源
は、人々に私たちの敵になるのではなく、私たちの味方になりたいと思わせています。プーチンは手の内を見せない
ようにしています。彼は実際にイスラエル人に、こう言おうとしています。 
「私は、まだあなたの側にいますが、あなたが特定の一線を越えることは許しません。」 
私が思うところ、彼はイスラエルに来たら、私たちのために、その線を引こうとしています。イスラエルは自衛のた
めに、しなければならないことをしなければなりません。そして、私が確信しているのは、自分を守るために我々が
しなければならないことと、我々がしてもよいとロシアが考えることが、2つの異なるものになるだろうということ
です。今日、ロシアはすべての国際的なスポーツイベントへの参加を禁止されました。オリンピックやワールドカッ
プを含めて、今後4年間です。そのことは、国際舞台でロシアをさらに孤立させます。それに加えて、彼らの経済が減
速しています。それに加えて、彼らはシリアと中東で、何らかの安定を確立できませんでした。そして、皆さんは非
常に怒っているロシア政府とその政権を見ています。それは非常に興味深いことです。 

それから、とても面白いのですが、私は今日、2018年と2019年で、最も惨めな国のリストを見ました。不幸の指数
みじ

は、かなりの数の事柄と関係があります。それは経済と関係があり、人々がいかに満足しているか、そういったこと
すべてと関係があります。私は、その文章のスクリーンショットを撮っておいたと思います。1位はベネズエラだと書
いてあります。3位はイラン、5位はトルコ、9位はエジプト、12位はヨルダンです。そして、シリアは入っていませ
ん。シリアはもはや国として見なされてさえいないからだと思います。しかしお分かりですか？悲惨な国のトップ5に、
トルコとイランが入っています。それに加えて、現状に満足していないロシアの熊が入ります。その上、イスラエル
は世界で8番目に強い国であり、イスラエルは、他の多くの事柄でもリードしています。たとえば、100万人あたり
の研究者の数です。イスラエルは第1位です。イスラエルには、100万人あたり、8250人の研究者がいます。2位は
韓国、それから日本、ドイツ、カナダ、オーストラリア、英国、米国。イスラエルが第1位です。私たちには、科学が
あります。研究者がいます。技術があり、この国では本当に、とにかく素晴らしい、驚くべき業績が出ています。そ
して、それは私たちの周りにいるすべての者たちの目から隠されてはいません。ですから私たちは、とてもすばらし
いものを目にしています。私たちはイスラエルが繁栄するのを見ています。私たちは隣人が惨めなのを見ています。
私たちは、金融戦争と、エゼキエル書38章の同盟が、私たちの目の前で形成されているのを見ています。そして、マッ
チに火が着けられるまで、長くはありません。そうしたら、なにかが起こります。くり返しますが、イラン、あるい
はイエメンの攻撃のどちらであろうと、それとも、シリアから何かを引き出そうとするのかもしれませんが、私はイ
スラエルがおとなしくしているとは思いません。そして、私はもちろん、それがこの地域全体をエゼキエル38章から
39章で説明されているゴグとマゴグの戦争の瀬戸際に引き込み得ると信じています。それが、もう決まり文句のよう
になっているのは分かっています。私たちはいつもそのことについて話しています。私はそれが来た時にそれを逃すよ
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りも、毎週、それについて語っていたいと思います。私は、イエスがご自分の弟子たちを叱責されたことを思い出し
ます。預言者の言ったことに注意を払わなかったためです。イエスは、モーセや詩篇については話されませんでした。
もちろん、新約聖書は一度も言及もされませんでした。新約聖書は、まだ書かれていませんでしたから。しかし、エ
マオに向かう途中で、イエスは弟子たちに言われました。 

ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない、心の鈍い人たち。（ルカ24章25節） 

預言者エゼキエル、預言者エレミヤ、預言者イザヤ、預言者ホセア、預言者ヨエル、預言者ミカ、彼らはみんな驚く
べき人たちです。しかし、彼らは過去に起こったことだけでなく、何が起こっているのか、また、何が起こるのかを
告げました。ですから、皆さん全員に、預言者が言ったことに注意を払うように勧めたいと思います。奇妙な、新し
い神学を信じないでください。世界はだんだん良くなっていき、私たちはイエスが戻って来るための場所を準備して
いるのだ、というような。違います。イエスは、ご自分が私たちのために場所を備えてくださるのだと言われました。
主が来られて、主のおられる所に私たちを連れて行かれるためです。私たちがいるところに、主が戻って来られるの
ではありません。しかし、人々はすべてのことを変更しています。彼らが預言者を信じないためです。預言者たちは、
とてもはっきりとしていました。預言者たちは、戦争が起こるとはっきりと言っています。イスラエルは患難を経験
する、と。イスラエルの3分の2は滅び、残りの3分の1を、神は火の中に入れ、彼らを練られます。私たちが本当に
聞きたくないことがあり、特にユダヤ人、イスラエル人として、それを教えるのは私には難しいことです。しかし、
私はそれを無視することができません。なぜなら、私がすべてのことを非常に美しく描き始め、誰しもに、どんどん
良くなるばかりだと言うなら、私は、2000年前のユダヤ人と変わらないでしょう。彼らは、状況はますます悪くな
るばかりであると理解しようとせず、イエスが初臨では統治するためではなく、実際には人類の罪のために死ぬため
に来られたことを理解しようとしませんでした。だから、同じ間違いをしないでください。聖書とは関係のない啓示
や伝統に従うという過ちを、くり返してはいけません。聖書から離れてはいけません。そして、預言者が言ったこと
を信じなければなりません。そうです。私は恥じてはいません。福音だけではなく、預言者が言ったことも恥じませ
ん。預言者たちは、必ずしも良い知らせを与えませんでした。しかし、少なくとも真実を話してくれました。そして、
聖書は第2ペテロ1章20節～21節で言います。 

預言は決して人間の意志によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが、神からのことばを語ったの
だからです。（第2ペテロ1章21節） 

これらの人々は、自分自身の個人的な解釈さえ与えませんでした。彼らは聖霊に動かされて語りました。ですから、
聖霊が今日来て、2000年、3000年、3500年前に彼らに言われたこととは違うことを告げるはずは絶対にありませ
ん。絶対にあり得ません。神は、昨日も今日も永遠に変わりません。彼の御言葉は、昨日も今日も永遠に変わりませ
ん。ですから、あなたが神の言葉を変えるつもりなら、神に知らせてください。主は、黙示録の最後の部分の御言葉
にあなたを導かれます。「これらのことを変えたり、つけ加えたりする人は、誰でも、呪われる」 

私は、この書の預言のことばを聞くすべての者にあかしする。もし、これにつけ加える者があれば、神はこの書に書
いてある災害をその人に加えられる。また、この預言の書のことばを少しでも取り除く者があれば、神は、この書に
書いてあるいのちの木と聖なる都から、その人の受ける分を取り除かれる。 

（黙示録22章18節から19節） 

皆さん、私たちは現実離れした世界には住めません。「KINGDOM NOW（王国は今）」は、あり得ません。「統治
主義」は、あり得ません。私たちは世界を支配しません。そのことは忘れてください。私たちは福音を説き、人々に
良い知らせを伝え、御父の仕事をする必要があります。私たちは、主が来られるまで忙しく働いていなければなりま
せん。そうです。私たちには、その必要があり、そうしなければなりません。しかし、私たちが世界を支配し、私た
ちが優位に立ち、イエスが来られるためにそれを準備するのだと世界に告げる？これは、デタラメです。なぜなら、
主ご自身が言われたからです。主がこの世から私たちを救い出される、と。事態が、ものすごく悪くなります。主は
私たちを、ここから連れ出してくださいます。これから来ようとしている試練の時「から」。「その前に」。私たち
は御怒りに定められてはいません。これらのすべてのことは、聖書の中にあります。ですから、私は皆さんを励まし
たいと思います。神が「起こる」と言われたことのすべてが起こっています。精度は100％です。信頼性は100％です。
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その真正性は驚くべきものです。皆さんに見えるかどうか分かりませんが、これは私の聖書です。ここに見えるこの
しんせいせい

ヘブライ語は、2200年前の死海文書に見ることができるのと同じヘブライ語です。2～3％か、3～4％の違いは、な
にも重要なものではありません。その違いは間違って書き写されたのかもしれない、小さな小さな言葉の中にありま
す。違いはそれだけです。内容やメッセージ、教義にはありません。これは驚くべきことです。ですから、皆さんに
聖書に従い、預言者を信じ、愚かで心の鈍い人にならないように励ましたいと思います。イエスは信じないからと言っ
て、世を責められなかったことを思い出します。彼は弟子たちを責められました。だから、私たちにとっては重要な
のです。それを知ることが大切で、人々に真理を伝えることが重要です。真理だけが、彼らを自由にすることができ
ます。そうです。私たちは、イスラエルが経験しなければならない大患難があると信じています。そうです。その患
難を通して、ホセア書5章15節にあるように、彼らは真剣に主を求めます。 

彼らが自分の罪を認め、わたしの顔を慕い求めるまで、わたしはわたしの所に戻っていよう。 
彼らは苦しみながら、わたしを捜し求めよう。（ホセア5章15節） 

そして、そうです。彼らが主を求め、主のみ名を呼び求めるたびに、主は来られます。まさしく詩篇107編で主が言
われたように。だから、私はそれについてエキサイトしているし、私は皆さんがニュースだけではなく、神の御言葉
に集中し続けることを勧めたいと思います。なぜなら、神の御言葉には力があり、それが真理だからです。そして、
私たちはこの真理で、自分自身を聖化する必要があります。 

皆さんが、この短いメッセージを理解してくださったことを願います。ちょうど30分です。アロンの祝祷で締めくく
りましょう。それから、ガリラヤ湖からお別れします。 

おやすみなさい。そして、シャローム。 

では、皆さん全員を、民数記6章24節から26節の祝祷で祝福します。 

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) 

その平安、すべての理解を超えるシャローム。平和の君、平和の主だけが、今も、また永遠に、どこででもあなたに
与えることができるもの。そして、彼の名前はイェシュアです。主は私たちの救いであられるからです。そして、私
たちは主の御名において祈ります。 

アーメン。 

重ねて、ありがとう。私のアップデートやメッセージを聞きたいなら、ビホールドイスラエル以外の他のYouTubeチャ
ンネルをフォローしないでください。また、私たちのウェブサイト上で、ニュースレターに登録してください。あな
たの家の若者をイスラエルに送りたいなら、参加登録してください。昨日、登録受け付けを開始したばかりで、すで
にたくさんのリクエストが集まっています。それは彼らの人生を変えます。今年の若者ツアーから4組のカップルが誕
生し、そのうちの2組が、もうすぐ結婚します。それだけでも、彼らをイスラエルに送る価値があります。まあ、彼
らにとっては聖書（バイブル）体験だけではなく、ブライダル体験になったのですが、それは別の話です。とにかく、
私は皆さんが私たちのニュースレター、「ひとくち聖書」（Bible Bites)、それからあなたのEメールに毎週届けられ
るデボーション、私たちのウェブサイトBeholdIsrael.orgで、登録してください。ニュースレター、それから、もち
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ろん、YouTubeはビホールドイスラエルです。フェイスブック：Behold Israel　インスタグラム：BeholdIsrael（一
語です）そして、もちろん、私は毎日ツイートします。ツイッター：Behold Israel 

ありがとう。神の祝福がありますように。そして、ガリラヤ湖からシャローム。 

インスタグラムの視聴者の皆さんにシャロームです。初めてライブ配信しました。最高です。今、終了しますね。 

そして、フェイスブックの皆さん、またまたシャローム。神の祝福がありますように。たぶん、また来週お会いしま
しょう。イスラエルからでなければ、ロンドンからです。ロンドンに行ったら、非常に興味深いことをするつもりで
す。ありがとう。神の祝福がありますように。 
シャローム。
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