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2019年12月16日 中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 
- ロンドンよりアップデート - 
https://youtu.be/kiyd1K1AI9g 

皆さんに見えるかどうかは分かりませんが、これは有名なセントパンクラス駅です。フランスやヨーロッパ
の他の場所から英国へ列車が来る、国際鉄道駅です。そのすぐ後ろには、英国にとっては、よりローカルな
キングス・クロス駅があります。これはウェストミンスター中心部のダウンタウンではありません。しかし、
これはとても、とても重要なハブです。私は、教会で教えるためにここにいるのではありません。私は、実
際に私の次の本『The Day Approaching / かの日が近づいている』のオーディオ版を録音するために、こ
こにいます。本当にエキサイティングです。私がこれをするのは初めてです。前回の本は、私の声ではあり
ませんでしたから。これは、この本とそこに書かれているすべてのものを、もう一度追体験する素晴らしい
チャンスです。私は、超、超興奮しています。 

さて、イギリスについて少し話しましょう。メディアが伝えていて…、そして、人々は私に連絡をしてきて、
こう言います。 
「そちらにいて、大丈夫ですか？ロンドンでは、街中で多くのデモが行われていると聞きました」 
みなさん、ここは最も平和で静かなエリア、商売で賑わっている場所で、ここでは何も珍しいことではあり
ません。たしかに、警察や救急車はいます。ここは大都会ですから。しかし、それだけです。ロンドンは大
丈夫です。英国は大丈夫です。実際、皆さんにお伝えしますと、ロンドンの多くの人々は、非常に革新的で
すが、そしてロンドンも他の国と同じように、大都市はリベラル派の中心地です。イギリスが安堵のため息
をつけることを私は知っています。彼らは、労働党に第二次世界大戦以来見られないような大きな敗北を与
えました。保守党にとって、これは1980年代後半のマーガレット・サッチャー以来の最大の勝利です。ボ
リス・ジョンソンは、イギリス議会で圧倒的多数を確保することができました。つまり、ブレグジット（英
国の欧州連合脱退）は起こります。そして、それは皆さんが思っているよりも早く起こるでしょう。皆さん、
英国の人々は、この政治的行き詰まりにウンザリしていました。彼らはまた、彼ら自身の議会が何年も前に
ブレグジットのための彼らの国民投票を本当に尊重していないことに辟易していました。そこで、人々は

へきえき

「十分だ」と決めました。これは、過去4年間で、英国での4回目、または5回目の選挙です。まあ、私に言
えるのは、イスラエルは、おそらく記録を破ったということ。なぜなら、私たちは1年足らずで3回目の選挙
に突入しますから。数分後に、それについて話します。しかし、私がお伝えしたいのは、英国が話し、ヨー
ロッパが今心配していること。ヨーロッパが心配しているのは、ヨーロッパ人はリベラルがこの国で彼らの
ために仕事をすることを期待していたからです。そして、彼らはそれがうまく行かなかったことに気づきま
した。ヨーロッパ全土で、もちろんイギリス全土でも、あまりにも多くの人々が現実に目ざめつつあって、
その現実とは、もちろんEUを代表するブリュッセルは狂ってしまった、ということ。移民、経済、気候変
動との革新的な行動に関して、…気候変動に関して、今、マドリードで会議が行われています。そして、彼
らは何も同意できないようです。皆さん、彼らが国の他の問題につぎ込んでいる、あれほどの労力と、あれ
だけのお金を自分の国に注ぎ込むなら、事態は誰にとっても、ずっと良くなっていたでしょう。しかし、彼
らはまだ、この愚かさを巡って戦っています。本当の教授たちは、すでにそれがデマであることを証明して
いるのに、彼らはまだ、我々が気候変動を引き起こしたと信じている。聞いてください。もしあなたが、自
分に気候変動を引き起こせると思っているなら、あなたは、本当に自分のことを過大評価しすぎです。歴史
に沿って…。ちなみに、気候は変わりつつある。私は、それを否定していません。しかし私は、私たちがそ
れを引き起こしたと考える事実を否定します。歴史を見れば、気候は常に変わっています。ところで、NASA
が証明したものから、それは太陽との位置に関して、地球の角度の移行に関係しています。したがって、な
んでも好きなことができるのです。数十億ドルを投入して…。実際に車の使用をやめることもできます。実
際にバスの使用を停止することもできます。CO2（二酸化炭素）排出量は、実際に停止できます。なんでも
好きなようにすればよい。しかし、それでも地球は元に戻りません。あるいは、歴史に沿って気候の変化を
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変えることはできません。これは大ウソです。超激怒している16歳の女の子を使い、そして彼女を先駆者に
する時、それがデマであることが分かります。…偉大な教授、イスラエルでもハイファ大学には、気候にお
いて優れた教授がいます。ちょうどこの2週間に、彼は、この全体がいかにデマであるかについて素晴らし
いスピーチをしました。 
「彼らが16歳の少女を先駆者にして、この全体の前面に出したという事実。それが、これがいかにバカげ
ているかを告げている」 
彼女は今、タイムマガジンの「パーソン・オブ・ザ・イヤー」です。しかし私はそれで感銘を受けません。
歴史を見れば、アドルフ・ヒトラーも1930年代後半に、そのひとりでした。だから時に、そのフロントペー
ジに乗ることは、大きな名誉ではありません。しかし、私があなたに知ってほしいのは、ヨーロッパは、すっ
かり気候にとり憑かれていて、そして、さらにどんどん多くの移民をイスラム諸国から吸収することにとり
憑かれて、ヨーロッパの政府の行動とヨーロッパの人々の間で、非常に多くの人々に、大きな不調和が生じ
ています。そして、ますます多くのヨーロッパ諸国が、現在、抗議しています。彼らの中では、右翼がどん
どん強くなっていることが分かります。保守的な票が、ますます強くなり、リベラル派は地位を失いつつあ
ります。それは今、イギリスで起こっています。私に言えるのは、ロンドンのヨガを実践している全ての菜
食主義者が、今日、幸せではないということ。ひとくくりにして、ごめんなさい。しかし、私が実際に気づ
いたのは、リベラル派の99％が…。失礼しました。こんな感じです。いや、やめておきましょう。私はそん
な話はしません。ただ、他の出来事について、もっと情報をお伝えしたいと思います。ここでの選挙は忘れ
てください。ちなみに、私は、これは英国にとって良かったと思っています。トランプ大統領は、すでにジョ
ンソン首相に言いました。 
「あなたがEUの足かせから抜け出す時、私は、あなたと素晴らしい貿易取引をしよう」 
ちょうど今、彼が中国との大きな貿易協定を締結しているように。それはアメリカの輸出、特に農業の輸出
を倍増させるでしょう。トランプ大統領は、彼を憎んでいるリベラルで革新的なヨーロッパに、次のことを
証明する決意をしていると私は信じています。彼は、実際に、英国に素晴らしい条約を与えることができ、
そして、それは彼らの利益となる。つまり、私たちはイギリスにとって、良いものを目にするでしょう。そ
してこれにより西ヨーロッパはさらに孤立し、さらに気まずくなるでしょう。前にも言ったように、私は、
反キリストは西ヨーロッパから来ると信じています。ヨーロッパが、いかに反キリストに近づいているかに
ついて、私はメッセージをしました。『ヨーロッパ、反キリストの準備ができている』（2018年1月3日 
https://youtu.be/KIQnC1RB5MM )ご存知のようにEUは、ストラスブールにある彼らの議会が、バベル
の塔の形に建てられたことを公然と言い、それを誇りに思っています。ブリュッセルの本社の外には、「獣
に乗る女」の像があります。もちろんヨーロッパの中心部の多くは、バビロン、および悪魔的な活動と、そ
の象徴で飽和していることが分かります。ですので、ただ私が言いたいのは、彼が西ヨーロッパから来るの
は間違いありません。しかし、地平線にブレグジットを見て、今、ヨーロッパ人が強い誰かを、さらにどれ
ほど切望しているかが見えます。この非常に、非常に困難で絶望的な状況から救いだしてくれるだれかを。 

さて、中東に移りましょう。メディアがそれを伝えないので、皆さんの多くが、あちらで起こっていること
を知らず、私は心が痛みます。メディアは、あの少女グレタについて報道し、メディアは気候変動について
報告します。メディアは「ポップラップ」（音楽のこと）とか、そういったことについては報告します。し
かし彼らは、今、イラクで血まみれのデモが起こっていることを伝えません。いくつかの都市でも、彼らは
ホメイニと他のイランのイマームの名にちなんだ通りの名前を削除し始めました。そして彼らは、いま文字
通りイランをイラクから追い出そうとしているのです。そして、イラン政権はいま、イラクに戦車や装甲車
を送り始めました。そしてイランは、その抵抗勢力を打破しようと決意しています。ソレイマニ将軍は、今
バグダッドにいます。彼は全ての工作員に命令を下し、一方で、多くの人々を殺すように。また、一方でそ
れをやっているのを見られないように。言い換えれば、民間人として服を着て、武器を使用し、正確に、傷
を負わせるのではなく、殺すために撃つ。そして、もちろん、この抵抗勢力を内側から破るんだ、と。それ
がイランの手口です。やりたいことをやろう。しかし外からは、自分たちが無実であるかのように見せかけ
る。さらにお伝えしたいのは、イラクでいま起こっている血まみれの事態を通り越して、今、大統領になり
たい人はいない。誰もが、それが憧れの立場ではないことを理解しています。すべてのイランの候補者は、

あこが

彼らが勝つチャンスがないことを知っています。私が「イラン人」と言うとき、彼らは、イランによって支
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持されているイラク人です。彼らは、彼らに勝ち目がないことを知っています。国民は彼らに投票しません。
彼らは、そこへ行って、そこにいることさえ、ためらっています。 
また、レバノンの街も燃えていることを皆さんに伝えたいと思います。現在、ヒズボラと腐敗した政府に対
して大衆暴動が起こっていて、そのために、今、他の都市からベイルートに人々がやって来ています。トリ
ポリや他の場所から、ベイルートに人々が入って来ているのです。皆さん、言っておきます。レバノンも、
他の場所と同じくらい燃えています。ただ、イラクやシリアで今起こっているほど、殺し合っていないだけ
です。…つまり、ヒズボラは今、イスラエルに対して何かを始める前に10回は考えるでしょう。なぜなら現
在、レバノンの街で彼らの信頼と支持はゼロですから。くり返しますが、これはイランにとって大きな恥で
す。そして、周辺の彼らの代理すべてにとって、大きな恥です。しかし、皆さんに詳細をお伝えしましょう。
というより、今、中東のみんなを悩ませている1つのこと。数日前、ロシアが初めてカザフスタンのアスタ
ナで、シリアに関するイランとトルコとの和平交渉で、ロシアは、この「和平交渉」の間、地上初めて…、
これは「和平交渉」ではありません。彼らはシリアの残骸を彼らの間で切り分けているのです。ロシアは、
非常に厳しい宣言に署名して、イランとトルコと共に、シリアでのイスラエルの攻撃を非難した。さて、そ
れを非常に明確にさせてください。ロシアは、ただ、イランとトルコの目に良く見えるようにしただけだと
いう人もいます。しかし、もしロシアが本当に非難することに真剣であるならば、次の段階では、シリアで
の全てのイスラエルの行動を停止します。言い換えれば、ロシアは言っているのです。 
「我々は、イランがイスラエルに対して何か大きな計画を立てることを許している。そして我々は、イスラ
エルがそれを阻止するのを止める」 
プーチン大統領が、来月1月にエルサレムを訪問するのは興味深いです。我々は、間違いなくロシアにそれ
を非常に明確にしますから。我々は、そのような状況を許さないということ。さて、全て必要なのは…、よ
く聞いてください。必要なのは、ただ、イスラエルが、何か「間違った」ことをするだけ。今、ロシアは何
かに署名しています。ロシアは…、皆さん、理解してください。口で言うのは、それだけです。しかし、あ
なたが何かに調印する時、基本的に、もし、あなたの同盟国の1つに何かが行われた場合、誰もがあなたの
ことを、反応し、報復しなければならない者として見ます。そして、イランとトルコとの紙に署名すること
で、基本的に、ロシアとトルコは、イランのために誓うと言っているのです。イランとトルコは、ロシアを
保証する。ロシアとイランは、今トルコを保証している。突然、3者の利害が一致します。これは驚くべき
ことです。私は、それが起こることを知っているので、心配はしていません。しかし、ここまで来たことに、
私は驚いています。それらの国は全て、追い詰められているのです。ロシア経済は崩壊しつつある。イラン
経済は崩壊している。そして、その代理の全ては、今、世界中で出血しています。それにトルコ経済は、超
悪い。彼は石油を見つけることができず、ガスが見つからない。それで何をするかといえば、それを見つけ
る他のすべての者に嫌がらせをしたいのです。そこから、2日前の事件につながります。ロシアの軍艦が、
基本的にキプロスの領海からイスラエルの調査船を護衛した時、さて、あなたはそれを奇妙に思うかもしれ
ません。これは、決して宣戦布告ではありません。しかし、これはエスカレーション（段階的拡大）です。
翌日、イスラエルの戦闘機は、実際に地中海で石油の掘削をしていたトルコの船の上をホバリング（空中で
停止している状態）していました。だから、事態は白熱しつつあります。事態は、「一触即発」に近づきつ
つあります。そして、ほんの小さなマッチで、中東で大きな戦火が起こります。それは、そこから「南」に
移動します。これは非常に、非常に興味深いことです。この全てが起こっている間に、アメリカでは、再び、
政権に驚かされています。彼らの、イスラエルに対するコミットメント（関わり合い）のレベル。皆さん、
トランプ大統領は言いました。 
「ユダヤ人が、アメリカ人とアメリカの現政権と同じくらい、イスラエルを愛することを望む」 
トランプ大統領は、ユダヤ系イスラエル人とアメリカの連合のフォーラムを訪れて演説し、彼は、これまで
で最も親イスラエルの演説の1つをしました。歴史上のアメリカ大統領の誰もしたことがありません。彼は、
実際に非常に困惑しているのです。アメリカには、あまりにも多くの革新的なユダヤ人がいるという事実に。
彼は言います。 
「私には分からない。なぜ、アメリカのキリスト教徒の方が、アメリカのユダヤ人よりも、よりイスラエル
を愛しているのか」 
もちろん、私は一般化していますが、彼はそれが理解できないのです。彼は理解できない。アメリカの、特
に民主党を中心に、激しい反イスラエル、ほとんど反ユダヤ人主義の人がこれほど多いのか。まるで、自己
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免疫疾患のようです。それから彼は、特別な宣言に署名しました。それは、基本的にBDS（ボイコット・剥
奪・制裁）と反ユダヤ主義に対する戦いの先駆者として、アメリカを置きます。ケーキの上に飾りを添えま
しょう。基本的に、次の通りです。あなたがイスラエルに敵対するなら、あなたはユダヤ人に敵対している。
なぜなら、イスラエルはユダヤ人の故郷だから。したがって、我々は、あらゆる反イスラエル的行動を反ユ
ダヤ主義行為として見なす。それによって、あなたは裁判所に引きずり込まれる。それは違法であり、あな
たは刑務所に座ることになり得る。もちろん、銀行口座は凍結され、国外に追放されます。皆さん、アメリ
カの大学は、BDSを開催する前に、10回は考えなければなりません。BDSは「ボイコット、剥奪、制裁」
です。もちろん、政治的な姿をした新しいタイプの反ユダヤ主義です。皆さん、トランプ大統領は、イスラ
エルの多くの首相がイスラエルのために行ったよりも、より多くのことをイスラエルのためにしました。こ
のような短時間、3年半の期間で。この大統領は、米国のこれまでの大統領がした全てを合わせたよりも多
くのことを、私たちのためにしてくれました。それがいまだに、彼が反イスラエルの決定を下すと考える人
がいるということが、私には信じられません。そして、ある種の平和計画を強要して、イスラエルに、エル
サレムや西岸地区を手放させ、あれやこれやを手放させる、とか。皆さん、この政権はイスラエルに、基本
的に次のことを許可したのです。ユダヤとサマリアの西岸地区にいること。エルサレムを首都と呼ぶこと。
そして、彼らの大使館をエルサレムに移転しました。そして、今、基本的に私たちに言っているのです。 
「実際にヨルダン渓谷を併合し、イスラエルと呼んで良い。我々はそれに反対しない」 
イスラエルは、アメリカよりもそれを行うのを恐れている。それだけでは不十分というなら、彼は、イラン
協議から撤退し、彼らに制裁を加えて、彼は彼らと、彼らの欺瞞的な精神を全世界に暴露しました。誰もが
今、それらを見ることができます。彼らがしていることを。中東だけではありません。世界中で。 

イスラエルは、テロとの戦いで世界を助け続けています。ほんの数日前、デンマークは20人以上の異なるイ
スラムテロリストを逮捕しました。彼らは、あの国の歴史上最大のテロ攻撃の1つを実行しようとしていま
した。イスラエルのモサドは、デンマークのシークレットサービスとセキュリティサービスを盗聴し、数時
間の内に、彼らは20以上の異なる工作員を取り押さえることができました。コペンハーゲンだけではなく、
デンマーク全土の他の多くの都市で。それはもちろん、私たちがした非常に重要なことです。 
現在起こっていることに関して他に私が話すことができるのは、イスラエルは選挙の第3ラウンドに入りま
す。皆さん、私は2番目の結果にとても失望しました。私は、まだ3番目で人々が目を覚ますことを望んでい
ます。そして、ネタニヤフに戻って投票するように。彼が再び、たぶん最後になるでしょうが、私たちの首
相になること。いま、私はそれが起こると保証することはできません。残念ながら、今、リベラルな革新的
な議題に傾倒するイスラエル人の数が増加しているのを、私は目の当たりにしました。しかし、奇跡は起こ
ります。そして、私に言えるのはアナリストや投票者が、「ヒラリー・クリントンが次期アメリカ大統領に
なる」と言い、そしてトランプが勝ったのと同様に、イギリスでも同じです。彼らは反ユダヤ主義のコービ
ン率いる労働党が勝つだろうと予測し、それがなんと、彼らはショックを受けました。なぜなら、労働党に
対して議会で368議席対203議席だったからです。彼は今、圧倒的多数を占めている。彼は80年代後半から、
かつてないほど強いのです。問題は、以前は統計が間違っていたわけではなく、問題は、人々を説得したかっ
たメディアです。彼らに偽りの結果の絵を与えることによって、彼らが望むものに反対票を投じる。皆さん、
イスラエル人が目を覚ます可能性はあります。そして、正気に戻って、私たちの国を支配するために保守的
で愛情のある政府に投票する可能性です。なぜなら、言っておきますが、反対側、ベンジャミン・ネタニヤ
フの政敵は、まだ2民族のために2つの国家について語っているのです。イスラエルとパレスチナ人。彼らは
まだあの恐ろしい夢の中で、あの「夢の国」に生きています。私たちは、彼らが自分たちの国を確立するた
めに、土地を与えることができる。はっきり言っておきます。ガザはハマスが率い、西岸地区はパレスチナ
自治政府が率いており、彼らは、お互いに話しません。彼らは、もはや一切、共通点を持っておらず、お互
いの根性を嫌っている。いかなる当事者との合意も、我々とあちら側との平和はもたらしません。西岸地区
から撤退することが、イスラエルに平和をもたらすと考えるなど、恥です。私たちはガザから撤退し、そし
て得たものを見てください。ロケット、より多くのロケット、そしてより多くのロケット。ユダヤとサマリ
アで、それをするわけにはいきません。テルアビブ、空港、そしてもちろんエルサレムのダウンタウンから、
約10マイル（約16.1㎞）先です。私はイスラエル人が、すでにその恐ろしい夢から目ざめたと信じています。
しかし、それを投票ブースの結果に変換する必要があります。…私が間違っていなければ、3月2日です。
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2020年3月2日。第1回選挙から1年以内です。そして、私たちは今、3回目に突入です。まる一年、本当に
もったいないことをしました。とても多くのことができたのに。しかし、とにかくその年を通して素晴らし
い事が起こりました。特にアメリカの政権に関しては。そして、私たちにできたこと、ブラジル、日本、中
国との開発、そして、もちろんアメリカとも非常に多くのことができました。だから、全てが悪く暗いので
はありません。しかし敵は、まだがんばっています。中東で起こっていることは、エゼキエル38戦争に向け
て、急速に展開してます。それには疑いの余地はない。しかし覚えていてください。彼らは、繁栄し、安全
で強いイスラエルに攻めてきます。彼らは国境を持たず、提供するものがない国に対して攻めてくるのでは
ありません。それは純粋に経済的な利益です。それは純粋に財務目的で、それはすべて略奪すること、戦利
品を奪うのが目的です。ほら、イスラエルは、それらの国々が、あえて来て、攻撃するためには超金持ちで
なければならない。ですから、皆さん、言っておきます。皆さん全員を励ましたいと思います。時間がかか
りすぎると思っているなら、約束した方は真実です。私にひとつ言えること、神の御言葉で、私が大好きな
1つのこと…。私は1月カンファレンスで、このトピックに関するメッセージを伝えるつもりです。今年では
なく、来年1月にカルバリーチャペル・イーストアナハイムで開催されるカンファレンスです。私が伝えるメッ
セージは、ハバクク2章3節の聖句に基づくもので、そこにはこうあります。 

この幻は、なお、定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。 
もしおそくなっても、それを待て。それは必ず来る。遅れることはない。（ハバクク2章3節） 

皆さん、たとえ遅くなっても、あなたには神が遅れているように見えたとしても、それは違います。聖書は
告げています。 

それは必ず来る。まやかしを言ってはいない。 

その後、それは次のことを告げています。 

それを待て。 

それを待て。 

これは、人にとって一番難しいことです。しかし、私たちは主を待つように命じられています。我々は忍耐
を求められている。私たちは、主を待ち望むように命じられています。なぜなら、それによって、私たちの
品性が練られますから。そこで皆さんを励ましたいと思います。確かにそれは起こります。私たちの考えで
は遅いですが、神の時ではありません。聖書には「定めの時」と書かれています。「定めの時」が、どうい
う意味か知っていますか？今は、全メッセージをしたくありませんが、しかし、定められた時とは、神はす
でに知っておられることを意味しています。それは、すでに終わっています。私たちには分かりません。し
かし、彼は知っている。それは、定められた時です。決められた時です。バーン！と。新約聖書では、定め
られた時にマリアがイエスをみごもり、イエスを産みました。あれは定められた時でした。もちろん、ヨセ
フは、それについて事前に何も知りませんでした。だれも全く分かりませんでしたが、神は、全てをご存じ
でした。同時に私は言うことができます。携挙は、すぐそこまで来ています。神は、まさにその日をご存じ
です。御使いたちは、その日を知らない。私たちは、その日を知りません。しかし、彼はその日を知ってい
て、あなたに「待て」と言われます。それを待ちなさい。希望を失うな。それを待て。それは待つ価値があ
ります。これは永遠の問題ですから。一時的なものではありません。それを待て。ほら、ここの全てが崩壊
しています。全てが。神のものだけが立ち続けます。やがて人の造ったものは崩壊します。黙示録を読んで
ください。そうすれば、大患難が世界の他の国々に何を意味するのかを理解することができます。しかし、
大患難は、私たちのためではありません。そのすべてが起こっている時に、私たちは天国で、主と素晴らし
い時間を過ごします。他のすべてがバラバラになる時、あなたは主と一緒に、そこにいたくないですか？誰
もが大邸宅、塔、教会、大聖堂、そのすべてを構築していて、彼らは実際に、自分自身と彼らの手の業を崇

わざ

拝します。使徒の働き17章で、アテネの中心にいるパウロは言います。 
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「神はこれらのものに住んでいない」 
主は、人の手で造った寺院には住んでいない。彼は至る所にいるのです。皆さん、言っておきます。私たち
は忍耐しなければなりません。それは私にとって、非常に難しいです。多くの場合、私は人々に非常に失望
しています。私は起こっていることに非常に失望しています。私は超失望しています。しかし、ところで主

おも

に信者にとても失望しています。しかし、私はひとつ言うことができます。私の視点は永遠です。私が待ち
望むのは、すぐに主が私たちを連れて行ってくださるのを見る以外に何もありません。私は、常にその瞬間
について考えています。だから聖書は、コロサイ人への手紙3章で告げているのです。 

こういうわけで、もしあなたがたが、キリストとともによみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさ
い。（コロサイ3章1節） 

あなたが真の信者なら、携挙について考えることが許されるだけではありません。あなたは、携挙について
考えなければなりません。そこで起こること、全てを考えてみてください。聖書は言います。 

そこにはキリストが、神の右に座を占めておられます。（コロサイ3章1節） 

世の中のことに目を向けず、上を見てください。これが競争の「フィニッシュライン」です。これがこの戦
いの「エンドゲーム」です。これがもちろん、私たちがしなければならないことです。ということで、皆さ
んを励ましたいと思いました。 

来週、ハヌカとクリスマスについて話をします。皆さんは、私の意見を知っていますね。「ハヌカかクリス
マス」のメッセージ動画を投稿したばかりです。今は、そのことについて話したくありませんが、しかし私
はまた、これらの季節のまっただ中に、皆さんに知っておいてほしいのです。シーズンの「本当の理由」に
集中し、強くいなければなりません。皆さん、クリスマスや新年に、孫や子どもたちに何をあげようかと思っ
ている方は、つい先日、私たちの若者のためのツアーの登録を開始しました。世界中から来る何十人もの人々
の人生を変えるツアーです。前回のツアーから4組のカップルが生まれて、そのうちの2組が、まもなく結婚
しようとしています。今、私は、ブライダル体験のために彼らをイスラエルに送れと言っているのではあり
ません。しかし、聖書経験のために、イスラエルに彼らを送ってください。皆さん、これはあなたの子ども
たちに与えることができる最高のプレゼントです。私も、そのうちの1つに、私の子どもを送るつもりです。
これは、私たちが彼らに聖書の土地を見せるだけでなく、毎日、私たちは彼らと一緒に聖書を開きます。そ
して、朝のディボーションを行い、夕方の聖書研究を行います。そして、全土で素晴らしい活動をします。
紅海と荒野の幕屋、そのほか多くを含みます。ですから、Tours@beholdisrael.org　までご連絡ください。
そして、来年の6月、お子さんやお孫さんを人生を変える経験に送り出してください。11月のツアーに、ま
だいくつかの席が残っています。エルサレムで、「Awaiting His Return」聖書預言カンファレンスがある
ツアーです。史上初。バリー・スタッグナー牧師や、私以外にも、地元のイスラエル人講師も話します。目
玉は、素晴らしい礼拝の時間を持つために、本物のイスラエルの賛美チームが参加します。そして、もちろ
ん素晴らしい交わりと素晴らしいツアーを行います。私たちのウェブサイト上で、ぜひ私たちのツアーにサ
インアップしてください。当社のウェブサイト上のニュースレターにサインアップしてください。いいです
か？フェイスブックが、ちょうど発表しました…。あなたが知っているかどうかは知りません。米国のゲイ
の象徴が、いくつか報告されていて、スティーブン・チャウダーが何かに反対して投稿し、そこで、フェイ
スブックは決定しました。今後、何であれ、性別に関係のあるもの、そして国籍と関係があるもの、何でも
そのようなことと関係があるものはブロックされ、アカウントが削除されます。さて、皆さん、理解してく
ださい。もちろん、これらの問題に関する聖書のメッセージは、皆、ブロックされるのです。フェイスブッ
クから追放されるには、ローマ人への手紙1章を読めば十分です。ですから、どうか皆さん、ニュースレター
にサインアップしてください。そうすれば、警告なしに突然我々が取られた場合にも、私たちの声を聞くこ
とができますから。私たちはここから消えるかもしれません。いつか、フェイスブック、またはツイッター、
またはYouTubeでビホールドイスラエルが見れない日が来るかもしれません。私たちが起こっていることの
真実を通信する唯一の方法は、電子メールと私たちのウェブサイトを介してです。だから、私たちのウェブ
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サイトを訪れ、私たちのニュースレターにサインアップしてください。そうすれば、毎週私から全てのニュー
スや個人的な言葉の要約が届きます。ちなみに、それはすべて私が書いています。私たちのニュースレター
を書いているのは、私です。ですから、間違いなくそれを見ることができます。ですから、皆さん全員を励
ましたいと思います。 

また、最後に言いたいこと。昨日、私たちは初の聖書朗読を行いました。すでに2万人以上が視聴しました。
創世記1章、ヨハネ1章、ローマ1章を読みました。プラットフォームで、いくつかの技術的不具合がありま
したが、もしかすると、文字通り…。私たちは皆さんが、ご自宅のあなた自身のグループのために、ドラマ
聖書を取得することをお勧めしますが、しかし、私たちは聖書を読むことになるかもしれません。カメラの
前で私が聖書を開いて、皆さんのために聖書を読むというように。私だけでなく、ビホールドイスラエルに
代わって、世界中の牧師たちがそれを行うかもしれません。私たちは、人々を聖書に戻したいのです。多く
の人が聖書を読みません。多くの人が聖書を知りません。彼らは教会に行って、聖書を開くことはありませ
ん。時に彼らは怖じ気づいて、時に彼らはひとりぼっちだから退屈になり、だから、グループで設定すれ

お け

ば、それは楽しいです。ところで、2000年前は、そんなふうにしていました。第1テモテ4章13節でパウロ
がテモテに言ったのは、このためです。 

私が行くまで、聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。（第1テモテ4章13節） 

今日のほとんどの教会は、教え、説教しますが、しかし、最後に教会に行って、一緒に聖書の章を読んだの
は、いつですか？2～3節ではなく、数章。そこで皆さんにお勧めします。グループを作って、中央にスピー
カーとドラマ聖書を置き、ただ聖書に耳を傾けてください。2000年前には、そうしていたのです。彼らは
ドラマ聖書を持っていませんでした。しかし、だれかがそこで読書をして、他のだれもが聞いていたのです。
美しいです。Bible.isはウェブサイトです。そこで聖書が得られます。しかし、「BeholdPRS」に行けば、
PRSは”Public Reading of Scripture”の略です。beholdprs.org これは、皆さんがダウンロードできるよ
うに私たちが作成したウェブサイトです。…無料のドラマ聖書。通常、それはお金がかかります。私たちは、
皆さんが無料でそれを得ることができるように、聖書朗読アプリと契約したのです。それを利用してくださ
い。くり返しますが、「beholdprs.org」です。そのウェブサイトを訪れてください。私の顔が見え、アン
ディ・ミルズの顔が見えます。beholdprs.org そして、無料でドラマ聖書のアプリをダウンロードしてくだ
さい。一緒にグループを形成して、一緒に聖書を読み始めてください。 

神のことばは…力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し通し、心
のいろいろな考えやはかりごとを判別することができます。（ヘブル4章12節） 

神の御言葉以上に、あなたを変えることができるものはありません。神の御言葉よりも、あなたを神に近づ
けることができるものはありません。この恐ろしい最後の日に、あなたを強めることができるものは、神の
御言葉以外、他にありません。ですから、皆さんを励ましたいと思います。繰り返しますが、
"beholdisrael.org" の代わりに "beholdprs.org" に行ってください。Public Reading of Scriptures 
（聖書の公共朗読）これがその意味するものです。アプリを取得し、聖書、ドラマ聖書をダウンロードして
ください。聖書の異なるキャラクターとして話す全ての俳優が共に読んだ美しい聖書です。 
素晴らしい、よし。 
セント・パンクラス駅の景色を最後にご覧いただきましょう。実はここは駅ですが、ホテルでもあると聞き
ました。ルネッサンスホテルです。私はそこに滞在していませんが。ともかく、それがロンドンの美しい部
分であることを知ってほしいです。ロンドンは静かです。保守党が勝ちました。ボリス・ジョンソンは首相
です。私たちは彼に全ての幸せと神の祝福を祈っています。イスラエルと、ユダヤ人コミュニティでの彼の
支援に感謝します。そして、ハマスや他のテロ組織の支援をするジェレミー・コルビンのようではありませ
ん。彼がイギリスの労働党にもたらした霊は、完全に狂っています。我々はイギリス国民と共に立ち、我々
は英国と共に立ちます。この奇蹟的な勝利を神に感謝します。私は、神が今、福音のためのチャンスを英国
に与えておられると信じています。リベラル派が勝利して政権を樹立したとしたら、想像できますか？福音
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は禁じられます。つまり、あるまじきことですが、あなたがイスラエル、家族、聖書の原則のためにひとこ
とでも言えば。神は、アメリカに…、スミマセン。イギリスに、今、彼が3年前にアメリカに与えたのと同
じものを与えておられるのかもしれません。たぶん最後のチャンスでしょう。御言葉を話し、御言葉を説き、
御言葉を教える絶好の機会です。そして、人々をキリストに近づけます。それが起こるように、英国のため
に祈りましょう。あなたの国のために、それが再び起こることを祈ってください。 
ありがとうございます。 

God bless you！ 
アロンの祝福で、これを終わります。 

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) 

平和の君、イエスにしか与えることができないその平和。 
平和の主は、今も永遠に、どこでもあなたに平和を与えることができます。 
主の御名のもと、祈ります。 

アーメン。アーメン。 

ありがとうございます。God bless you！シャローム。 
このメッセージを、あちらこちらでシェアしてください。フェイスブックで、後でYouTubeでそれを見て、
そして、できるだけ多くの人とシェアしてください。あなたがこの真理を世に出したいなら、唯一できるの
は、シェアすることです。「シェア」（共有）というボタンが1つあります。 

ありがとうございます。 
God bless you！ I Love you. 

シャローム。バイバイ。
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