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2020年1月13日 中東時事アップデート with バリー・スタグナー牧師 
アミール・ツァルファティ 

- 司令官ソレイマニ亡き後のイラン国内情勢ほか - 
https://youtu.be/IFQv-j1QBHU 

みなさん、シャローム。バリー牧師と私は、フィリピンのマニラにいます。 
昨日、私たち二人がマスクをしている私のツイートを見た人もいるでしょう。私たちは外出できませんでし
た。外の空気を吸うことができなかった理由は簡単です。昨日、私たちのいる場所から南に60マイル（約
96.6㎞）のところで、大規模な火山噴火が起こったのです。しかも灰の雲はマニラまで達し、現在も、マニ
ラ市の約80％を覆っています。バリー牧師、起こったことについてもっと教えてください。これは非常に驚
くべきことですから。 

（Barry）驚くべきことです。これはタール火山で、実は火山の基礎は海の外に出ているのです。これが火
山学者にとっては、観察する良い機会となりました。なぜなら、基本的に噴火が起こっている部分が海面か
ら出ていて、それが見えているのです。だから彼らは山の頂上を見上げるのではなく、地面でそれを見るこ
とができるのです。そして彼らは見ていて、もちろん溶岩プルームが出て来ました。これは驚くべき光景で
す。また、火山雷が起こりました。そして、この火山は1600年代に観測され始めて以来、ずっと活発で、約
33回噴火しました。前回は1977年で、ここの人たちは、今回の噴火は1977年の噴火よりもはるかに大き
く、より重要だと言います。この特定の地域に影響を与えていますから。昨夜、私たちが夕食から出て来た
とき、車は灰で覆われ、ほとんどの人が防塵マスクを着けていました。 

ぼうじん

（Amir）私は今朝、咳をしていました。まだ咳をしています。（ゴホン、ゴホン） 

（B)昨夜吸い込んだもので、喉がイガイガしています。しかし、あれは興味深い出来事でした。それと、も
ちろんアミールさん、これは好奇心をくすぐったと思います。異なるメディアやなにかの典型的な反応が、
たくさんありました。「これは世の終わりのしるしだ」とか。そしてまさに、私たちはここにいて、ホテル
の窓の外を見ると、最も密度の高い噴火雲が見えていますが、しかし、ホテルの上には青空が見えました。 

（A)はい。ありがたいことに。 

（B)はい。しかし我々は、またホテルを離れたり、屋外の施設を使用することを制限されていて、プールは
閉鎖され、すべてのバルコニーは閉鎖されています。健康上のリスクはもちろんのこと、ビジネスもです。
私たちは今朝、予定がありました。 

（A)ええ。 

（B)実際、噴火の地域に住んでいる人々がいたので、テレビの放送が中止になりました。事実、約1時間半
前には、計画レベルを最高である「レベル5」に上げる可能性がありました。これは、実際に進行中の差し
迫った噴火が起こり得ることを意味します。しかし今はレベル4で、火山から煙と灰がまだ上がっているこ
とを意味します。しかし、写真は見事です。 

（A)素晴らしい写真。稲妻のビデオや、煙が立ち上る美しい写真があります。青空に、この巨大な煙の柱が
立ち上がってくるのが見えます。それは美しいのですが、同時にマニラの地域で噴火し、地震はミンダナオ
島南部を悩ませた一連の地震と、さらに別の地震が起こりました。そして、私たちはそこに向かっている。 
（B)ええ。（笑） 
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（A)つまり私たちは、火山を後にして、地震の場所に向かう途中です。そして、地震と火山噴火の両方は、
間違いなく聖書が語る産みの苦しみの一部です。まさにその通りですね。 

（B)はい。それについて疑いはありません。そしてイエスは、これがこれらの自然災害について話したとき
に、これは産みの苦しみのようで、大患難に続くと言われました。その時、世界最大の地震が起こり、巨大
な燃える山が海に投げ込まれるのを見ます。これは可能性として、彗星の衝突など、宇宙的な出来事でしょ
う。しかし、”sizemo（地震）”（マタイ24章7節）ということばは、ちょっと面白いのです。 

民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々にききんと地震が起こります。（マタイ24章7節） 

イエスは、最後の日に“sizemo（地震）”が起こると言われましたが、これは地質学的な出来事を表すだけで
はなく、それはまた台風やハリケーンなどの大気の自然災害を表すこともできるのです。そして我々は、そ
れらが増加しているのを見ています。アミールさんと私はミンダナオに向かっているので、私たちの到着を
知らせるための地震がありました。（笑）この人（アミール）が行くところはどこでも、地面が動きます。 

（A)問題が私といっしょにやって来ます。（笑）しかし、それは良いことです。それによって、本当に私た
ちを守り、保ってくださる主の御手を見ることができますから。昨日、私たちは、ここ地元のNew Life 
The Fortで奉仕をすることができました。会場は満員で、私たちは3回メッセージをしました。私が1回目、
そしてあなた（バリー牧師）は次にメッセージをして、それから私は3番目のメッセージをしました。後で、
あなたのメッセージについて話しますが、まず中東に戻りましょう。これは中東アップデートです。マニラ
のアップデートではありません。だから、今は中東に戻ります。我々はイランの状況を監視し続けています。
では、テヘランの町と、現在のイランの他のすべての主要都市に戻ってください。 

今、民間人の反逆と不安と抗議が再開されています。そして私たちは、以前は目にしなかったものを見てい
ます。実際、ここにあったと思いますが、私はまた、皆さんがそれを見ることができるようにツイートでも
投稿したのですが、確か、ここにあったと思います。（ビデオ）ほら、学生たちが歩くのを避けていて、見
てください。彼らはイスラエルとアメリカの旗の上を歩いている人に対して唱えています。ベシャラフ！ベ
シャラフ！（“ベシャラフ！ベシャラフ！ベシャラフ！ベシャラフ！ベシャラフ！ベシャラフ！”/ビデオの
中で民衆が唱えています）このように、それらの上を歩いた人はだれにでも。ご覧の通り、政権が床にイス
ラエルとアメリカの旗を置いています。そして何が起こっているのかというと、彼らは、もはや恐れてはい
ません。ソレイマニは死んだ。これは驚くべきことです。しかし、皆さんが知らないことをお伝えしますと、
あなた（バリー牧師）もそれを知らないかもしれません。バリーさん、ソレイマニの死の余波で、イラン人
はソレイマニの関係者全てを一斉検挙しているのです。イラン革命防衛隊の高官54人が逮捕されました。そ
のうちの1人は、完全に消えました。彼の居場所さえ分かりません。まるで馬小屋から、あらゆるソレイマ
ニのパワーセンター、またはパワーハウスを完全に払拭しているようです。私の目には、ソレイマニがあま
りにも大きく、あまりにも強く、あまりにも影響力が大きくなって、イランの「過激派」に、非常に多く賞
賛されるようになり、イランの最高指導者は、実際にソレイマニの排除の恩恵を受けていると思います。実
際に、こう言うことができます。葬儀が長ければ長いほど、指導者は暗殺に対応しなければならなかった。
なぜか。それは、ある意味こんな感じです。「オッケー。彼が消えたことを確認しよう。少なくとも彼が消
えたという事実が私には嬉しいが、しかし、私は彼の死にどれだけ悲しんでいるかを世界に示そう」ほら、
1人の葬式に1週間です。もうひとつ、皆さんの何人かは知らないでしょうが、ソレイマニが「天国」に到着
し、イマーム・アリと、他のすべてのイマームに抱きしめられている絵画が、暗殺の数分後に公開されまし
た。一体全体、だれが数分以内にそんな絵を描けるのか。絵の準備ができていない限り。そしてその絵は彼
が死んだと分かった瞬間に公開されたのです。皆さん、イスラエルが疑っているもの、私はアメリカも疑っ
ていると思いますが、ソレイマニの死は、ハーメネイが嘆くものではありません。ハーメネイが殺したので
はありません。アメリカがそれをしたことは、ハッキリと分かっています。ところで、イスラエルが諜報で
助けたことも分かっています。また、ベンジャミン・ネタニヤフが、暗殺が起こる前からそのことを知って
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いた唯一の世界指導者だったことも分かっています。彼はポンペオ長官との電話で、それを知っていました。
ギリシャ・キプロス・イスラエルのパイプに署名するため、イスラエルからギリシャに向けて出発する前で
す。 

（B)パイプライン、はい、イーストメッド（パイプライン）。 

（A)はい、EastMed（地中海東部）。そして興味深いことに、イランがソレイマニの死に対して、イスラエ
ルにも責任を問うたのは、このためです。彼らは、イスラエルもそれに関係があることを知っていました。
ソレイマニの死後、ハイファを襲うとか、テルアビブを襲うといった、あらゆる脅迫が起こったのは、この
ためです。彼らは、こんなことまで言いました。彼らのプロパガンダは、めちゃくちゃ、とても奇妙で、
「我々が望めばアメリカ人を殺すこともできたが、殺さなかった。我々は彼らの基地を破壊することができ
たが、我々は破壊しなかった」そして、彼らが言ったのは、彼らは自分たちがそれを言ったことを忘れてい
ますが、「80人のアメリカ人が殺されたが、アメリカがそれを隠蔽した。なぜなら、彼らは9機の巨大なC-
130で、全ての死者をテルアビブに運んだのだ！」なんと哀れな…。 

（B)本当に哀れだ。特に今日報道されたのは、アメリカ軍は、実際に、これらのロケット弾が発射された施
設に、2時間半前に通告していたのです。ロッカーの中に入ったり、施設を出る時間があったので、実際に
死傷者は出ていなかったのです。そしてメディアが今、攻撃されたこれらの基地の両方に入りました。 

（A)損傷は最小限です。 

（B)はい、ダメージは最小限です。いのちの損失は、なし。繰り返しますが、あなたが言及したように、こ
れはちょっと興味深いです。①ある特定の人物が、相手が弱くなっているか、もしくは相手が間違った方向
に行っていると考えるときに、クーデターは起こるもので、その先頭に軍事指導者がいるものです。そして、
あなたが指摘したように、ソレイマニは他の国を迫害し、他の人々を殺していた単なる圧政的な軍事指導者
ではなく、しかし、この動画で見るのと同じ種類の態度は、イランの人々の中にもあり、それはサダム・フ
セインに見たものと、よく似ています。彼は人々を迫害し、人々を殺し、人々に毒ガスを浴びせました。そ
して、ここでは、この大いなる軍事指導者によって、同じ種類のテロ戦術が使われました。だから、今やイ
ランの人々の中から出て来る大胆さは、とても不思議なのです。なぜなら、路上で男が唱えているのは、「ハ
メネイに死を！」ですから。 

（A)「ハーメネイに死を！」そして彼らはソレイマニの写真を取り壊し、そして、彼らは政権の人間を見る
と、だれにでも「ベシャラフ！」と唱えます。「ベシャラフ」の意味は、「恥知らず！」「おまえは不名誉
だ！」ペルシャ語の「シャラフ」は「名誉」。「ベシャラフ」は反対で、「恥知らず」「おまえは不名誉だ」
の意味です。私の生涯で、そのようなものを見たことがありません。もちろん、1977年に革命が起こった
ので。しかし、私はイラン人が通りに出て、「最高指導者に死を」と唱えたのを見たことがありません。そ
して、彼らは彼らの「最愛の将軍」の写真を取り壊しています。私が「最愛の」と言ったのは、世界の全て
のメディアが…、この左翼、リベラル、革命的で、それから…、ごめんなさい。バカなメディアが、ソレイ
マニを実際よりも偉大にしていました。そして、彼自身の国民は…、ほら、私は非常に多くのイラン人がイ
ンターネットで発言するのを見てきました。「みんな、信じてはいけない！」何百、何千という人々が彼の
葬儀のために通りに出かけたのは、彼らが、彼らからお金を受け取ったからです。 

（B)その通りです。 

（A)これらは「バシジ」、彼らは、どこでも政権によって支払われている人々です。常に秩序に取り組み、
たぶん政権に反対している人を密告する者たちです。だから、皆さんの多くが見た、外国人記者が言ってい
る「電気が空中にある」とか、「このようなものを見たことがない」とか、「彼は偉大な人物として尊敬さ
れた」とか。それはデタラメです。イランの人々は現在、彼らは埋葬から1週間も待たなかった。今、彼ら
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はすでに通りにいます。（カメラが揺れています）ごめんなさい。カメラを揺らしました。そして、彼らは
皆に言っています。「ハーメネイはいらない！」「ソレイマニが嫌いだ！」そしてなんと、彼らは、「敵は
外にいない」と言っているのです。「敵はアメリカじゃない。イスラエルじゃない」 

（B)その通りです。 

（A)それは何ですか？「敵は内側にいる」わお！そして、トランプ大統領が、ペルシャ語でツイートするの
を初めて見ました。トランプ大統領です。私は、トランプのツイートにアラビア語の投稿を見たとき、「何
だ？」と思いましたが、もちろん、それはペルシャ語で彼は基本的に、彼の同情と支持を示しました。とこ
ろで、ベンジャミン・ネタニヤフも同じことをしています。さらに初めて公言しますが、Behold Israelは、
ペルシャ語のBehold Israel YouTubeチャンネルを開始しました。今週、それが公開されます。 

（B)すばらしい。 

（A)イランの人たちも、聖書の教えを手に入れることができるように。いいですか？私は、イランの人々が
いま行っていることを尊重し、私は彼らを一般的に尊敬します。ところで、エゼキエルの戦争がまだ起こっ
ていない理由のひとつは、神がイランで素晴らしいことをしているからだと思います。あなたは私に教えて
くださいましたね？あなたが聞いた、イラン人の礼拝について、もう一度言ってくださいますか？ 

（B)ええ、いくつかシェア（お分かち）しましょう。①1月23日、アミール・ツァルファティ氏とジャン・
マルケルさんが、ワールドニュースブリーフィングに私といっしょに出演します。そして、1月25日にカン
ファレンスが開催されます。そこで私たちは、それらの全てについて話しますので、皆さんも、ぜひご参加
ください。しかし、それを持ち出した理由は、“Hisチャンネル”が、186の異なる国に達しているからです。
そして毎月、ほぼ50億人の人々が、特定の番組を見るためにログインしているのです。そして、最もログイ
ンした国の第10位はイランで、福音を見ているのです。 

（A)180？ 
（B)186 
（A)第10位がイラン？ 
（B)はい。 
（A)すごい 

（B)だから、彼らは“HISチャンネル”を介して、そしてもちろん、他の手段を通じて福音を見ています。し
かしアミールさんが言及しているのは、実際に私の息子が経験したことです。彼はカリフォルニア州オレン
ジ郡で、ペルシャ語の礼拝を撮影するように頼まれていて…、 

（A)ペルシャ語の礼拝。 

（B)はい。ペルシャ語の礼拝。彼は後方からの撮影のみ許可されました。なぜなら、人々が戻って故郷を訪
れた時に、彼らがキリスト教の礼拝にいるところを見つからないように。ただ牧師が、「幻や夢を通してキ
リストを知るようになった人は、何人いますか」という質問をすると、出席者100人のうち、40人が手を
挙げたのです。そして、彼は聞きました。「主が幻や夢の中であなたに現れるまで、イエスのことを聞いた
ことがなかった人は何人いますか？」すると、40人全員が手を挙げたそうです。 

（A)なんと… 

（B)神様は動いておられます。また、最後の日に起こる夢や幻について、ヨエルが話しています。アミール
さん、これがとても魅力的だと思うのは、これが神の本質とご性質の最も壮大な要素の一つを強調している
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点です。「だれひとりとして滅びることを望まない」と主は言われ、彼は、全世界の罪のために死ぬために、
ご自分の御子を世の中に送り出されたのです。 

それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。 
（ヨハネ3章16節） 

そして、これについての興味深い部分は、それが今日でも真実であることを証明しているのです。宣教師が、
もはや踏み込めないところで、人々がキリストを知り、信じるように、神ご自身が夢と幻を与えているので
す。 

（A)だれかが言っていましたが…、皆が知らないのは、イランが非常に多くの部族でできていることで、こ
れは西洋の世界が理解できないことの一つ、中東各地の部族の考え方と部族社会は、実は今の不安をあおっ
ているのです。そして実際には、部族が小さければ小さいほど、彼らは生き残るために、より暴力的でなけ
ればならないのです。そして興味深いことに、イランはほとんど部族でできています。そして、だれかが私
に言ったこと、私はそれが本当かどうか分かりませんが、しかし、今、あなたがある意味、それを立証しま
した。幻は、部族の指導者にも届いているのです。たとえば、あなたが部族の一員で、「私は幻を見ました」
と言い、そして、それが部族の教えに少しでも矛盾していれば、彼らはあなたを殺すかもしれない。しかし、
部族の指導者が幻を見て、部族にそれを伝え、彼らもその幻を見始めたら、そのとき、彼らはそれは間違い
だと言うことができません。そして、幻の多くが、実際にはイランや中東の他の場所全体の部族の指導者に
届いているのです。皆さん、言っておきますが、ものすごい数の人々、つまり、何千人もの人々がイエスを
信じ始めているのです。したがって、反イスラエル感情が解消しているのが見られます。単純に、彼らは自
分たちが長年にわたり嘘をつかれてきたことを理解していますから。そして非常に、非常に興味深いことに、
私たちはそれが起こっているのを見ているのです。ある人が言っていましたが、彼らは、以前は礼拝に…、
彼女はイスラム教徒ですが、彼女は毎年クリスマスイブの礼拝に行っていました。ただ、それが美しいから。
彼女はキリスト教の信仰の中で、自分の宗教よりも、美といのちを見つけたのです。 

（B)それは私たちが話していたことです。 
（A)それを話していましたか？ 
（B)はい、私たちと一緒に働いている人が…、 
（A)あなたが私に言った？ 
（B)ええ。彼女は…というより、実際には、私はモールに行かなければならなくて… 
（A)そうだ。クリスマスイブに。 

（B)そう。ギリギリに買い物をしていました。そして彼女は、この後の予定を私に尋ねたので、私は、教会
に行くと言いました。すると彼女は言いました。「私はクリスチャンではないけれど、過去15年間、家族
と一緒に、毎年真夜中のミサに行っています。ものすごくキレイだから」 

（A)彼女はイスラム教徒のイラン人？ 
（B)はい、彼女はイラン人のイスラム教徒です。 
（A)わお！では、話を戻したいと思います。 
（B)ひとつ、触れてもいいですか？ 
（A)はい、お願いします。 

（B)さっき、あなたが話していた、イランの人々の崩壊について。いわば、通りの男は、私たちがこの全て
において向かっているところを理解する上で不可欠です。あなたと私は、常にエゼキエル38章のシナリオ、
あちらでの戦争について話します。それは、すぐそこまで近づいていますから当然です。連合は組まれ、ロ
シア、ペルシャ（イラン）、リビア、スーダン、そして明らかにトルコが、これらすべてが一緒になってき
ています。しかし、私はあなたが言ったことは、とても重要だと思います。私たちが認識しているものの一
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つは、政府が国民を支配しきれなくなったとき、彼らは制御を広げるために、過激な方法で動きます。です
から、彼らがペルシャ政府（イラン政府）を見て、イラン政権が国民の支持を失っているという事実を見て、
そして今、彼らは「ハメネイに死を！」を唱えている。そして彼らは、「問題は内側だ！」と唱えています。
これらのことは、エゼキエル戦争のようなものを前進させる可能性を秘めています。 

（A)同感です。 
（B)支配力を維持するために。 

（A)同意します。実際、皆さん、思い出してください。紛争全体は、10月中旬にイランの戦略的決定から
始まったのです。イランとイラク、レバノン国内の市民の不安のために。それはすべてイランとイランの政
権に対してです。しかしソレイマニによってなされた戦略的決定は、「我々は、何か他の問題に対処するた
めに、これらすべての怒りをそらす必要がある。さあ、イラク国内の米国の資産を攻撃し始めよう」そうし
て、それが始まったのです。ところが、メディアはそれを報道しなかったが、アメリカ兵がいる場所に対す
る多数の攻撃があった。それは小さく始まり、彼らは彼らの代理を使用しました。彼らはイランからそれを
せず、彼らはイラクで他の民兵を使いました。そして、彼らは迫撃砲を撃ち始め、次にロケット弾、そして
迫撃砲とロケット弾、そしてドローンを撃ち始めました。そして、それは12月の終わりまで、ずっとエスカ
レートしていきました。基地に対するその恐ろしい攻撃で4人のアメリカ人兵士が負傷し、そして、1人のア
メリカの民間請負業者が実際に殺されました。それがトランプ大統領にとって、ゲームチェンジャーとなり
ました。このとき彼が…、一部の人々は、それは最後まで行くための賭けだったと言います。全てのフルハ
ウス、ソレイマニに賭けた、全てのカード。私はトランプ大統領が、彼の行いによって、見事な方法で、こ
の政権全体の実態である嘘、欺瞞、ナンセンスを暴露したと思います。我々はイラン協定の準備を通して、
それらの嘘を以前に見てきました。彼らが全世界に言いました。「核兵器を目指したことはない」イスラエ
ルは彼らが確かにしたことを示すために、核アーカイブ（核の保管文書）を取得しました。その後、「我々
は、その働きを継続していない」と続けました。しかし、またしても彼らは、この愚かな取引のために、よ
り多くのウランを濃縮し続けていました。彼らの施設に行くために、彼らの許可が必要なのです。許可とは、
どういうことですか？もちろん彼らは停止し、それから中へ入れますよ。そして、それから彼らは、中東の
いたる所で攻撃を始めました。何が起こったのかと言えば、オバマが彼らに150億ドルを与えたとき、その
うちの15億は現金でした。そして、オバマが作り出したものは怪物です。イスラエルが潜在的な核の脅威以
上に恐れていたのは、実際にはイランの拡大と、イランによる地域全体の不安定化です。ソレイマニは、こ
の全体のゼネコン（とりまとめ役）でした。 

（B)その通りです。 

（A)そして彼は、「三日月の幻」を実行する人でした。テヘランからベイルート、地中海まで、「シーア派
の三日月」です。そこへトランプ大統領が登場して、1回の攻撃で、この積み上げられたカード全体が崩壊
し、全ての“たわごと”が消えました。そして、イラン人は彼らの嘘、彼らのプロパガンダ、彼らの欺瞞と一
緒に取り残されました。しかも、「我々はアメリカを破壊することができた」「アメリカは80人の死者を
出した」と続くだけでなく、彼らがウクライナの旅客機を撃墜したときでさえ、皆さん、覚えているでしょ
う。私はそれを報告しただけでなく、「これは事故ではない」と言った最初の人のひとりでした。「この航
空機はイラン人によって撃墜されたのだ」私は、それがイランに撃墜されたことを知っていました。私は実
際に、まだ乗客名簿を調べる必要があると疑っています。しかし、さらにお伝えしたいのは、彼らは、ずっ
とそれを否定していたのです。それから彼らは言いました。「ほら、ブラックボックスを手に入れたけど、
メモリの一部が消されたのでボーイングまで回せない」どうやって…（笑） 

（B)どうすれば、ハードドライブ上で消去できるの？飛行機事故で？それは起こり得ない。 

（A)そして、映像が出て、翼のいたる所がとがっているのを見たときに、そして、イラン人のチームが地域
全体を片づけているのを見て、そしてロケット弾が飛んで、飛行機が落ちるビデオを見ると、そのとき、彼
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らは、もはやそれを隠すことができないと気づきました。彼らは何と言いましたか？私がお伝えした、彼ら
の報告を覚えていますか。彼らは信号を送った。代わりに言ってくれますか？言おうとすると、笑って言え
ない。（笑） 

（B)はい。彼らは飛行機に信号を送ったが、彼らが応答しなかったので… 

（A)だから、彼らはそれを撃墜した。想像できますか？ウクライナのパイロットは、どんな信号で応答する
のですか？テヘランを離陸したばかりですよ？いいですか？彼らは撃墜し、彼らは自分たちがしたことを知
り、隠蔽したのです。しかし民間機を撃墜して176人を殺害したとして、イランを攻撃する革新的なメディ
アの声は聞こえなかった。バーニー・サンダース（米国民主党の上院議員）からの非難は聞こえない。エリ
ザベス・ウォーレン（米国民主党の上院議員）からの非難は聞こえない。ジョー・バイデン（米国民主党の
上院議員）からの非難は聞こえない。EU（欧州連合）からの非難は聞こえない。ロシアからの非難は聞こ
えない。中国からの非難は聞こえない。ポリティカルコレクト界である「PC」からの非難の声は聞こえま
せん。彼らは皆、口を水で満たして、静かです。つまり、ウクライナは説明と補償を求めています。そして
カナダは、私が間違っていないなら、176人のうち80人が、カナダ人でした。トルドー（カナダの首相）は
カメラの前に出て、私はイランに怒っているトルドーを見ませんでした。トルドーが、「これは…」と言っ
て、大使を撤退させるのを見ていません。何もない！仮に、イスラエルが2人の乗客を乗せた飛行機を撃墜
したとしたら、皆さん、想像できますか？もしアメリカが何かを撃墜したなら、世界は発狂するでしょう。
それが、私たちがいま生きている世界です。プロパガンダです。私は、イラン人とまわりの人の両方に言っ
ておきます。このソレイマニ事件全体の結果は、これです。アメリカは抑止力を取り戻した。イランは今、
自分の弱さを露呈した。彼らの発言、脅迫の全てが、全く無意味です。そして、イランの人々は今、もっと
町に出る勇気があると思います。そして私はまた、トランプ大統領は今、ロシアでさえ、より尊敬され、恐
れられていると信じています。ところでペンス（米国副大統領）とプーチンは来週、エルサレムで会います。
ペンス副大統領とプーチンは、来週、他でもなくエルサレムで、おそらく話すでしょう。「いくつかの取引
をまとめましょう」これは…、トランプは、私たちが望む人物ではなく、彼によって、めちゃくちゃにされ
ている。おかしいのは、トランプは世界中のどこに対しても、戦争行為をほとんどしていません。どちらか
と言えば、彼はそれを避けようとしています。しかし必要なときは行動しなければならず、バーン！と彼が
それをすると、皆の想像をはるかに超えて効果があった。 

（B)そして、興味深いのは、イランで起こっているこれらすべての抗議のきっかけは、人命の損失だったの
です。 

（A)その通り。 

（B)そして、これがイランの人々を解放したのです。彼らにとってはある種、転機となって、町に出て行き、
言います。「我々は、ただ176人の無実の人々を殺しただけだ」そして早く言えば、もしくは、何であれ、
それは間違いだった。少し前に、アミールさんと私は、イラン政府のバカげた提案に笑っていました。人命
が失われたことではありません。この状況で人々が命を落としているのは悲劇です。しかし繰り返しますが、
始まりは、彼らが隠蔽しようとして言ったバカげた話で、ブラックボックスのメモリの一部が消去され、ハー
ドドライブが動作しようと、しなくても、なにかが消されたなら、彼らがそれを消去したのです。それが物
事が非常に疑わしくなっていて、なにかが間違っていることの主要な指標だと思います。そして今、私たち
は人々の大胆さを見ています。そして、この圧政の下にいるこれらの人々が、今勇気を持っていることが、
私には驚きです。あえて言うなら、彼らの最高指導者の死を求める大胆さを持っています。これは信じられ
ないことです。 

（A)信じられません。今まで、見たことがない。 
（B)それは次のレベルの種類のものです。 
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（A)それ以上に、イスラエルはソレイマニの死以来、アブ・カマルの地域で少なくとも4回攻撃を行ってい
ます。シリアとイラクの国境です。我々は、いくつかの発射台、いくつかの武器庫を破壊し、シリアとイラ
クの国境にある、イランのいくつかの作戦センター本部を破壊しましたが、我々は、イランから何も聞き返
しません。アメリカでさえ何度か攻撃を行い、イランは何もしなかった。実際、イランの標的や代理人に対
する何百ものイスラエルの作戦は、実際、イランからの反応がなかった。私たちは、当時から、彼らが、た
だ口だけであることを知っていました。そこへ今、ソレイマニの死があって、今では、彼らのナンバーワン
を殺しても、彼らは、まだ反応することができないことがわかります。つまり、過去10年近くにわたり、イ
ランは全世界を欺いてきたのです。これはマトリックスのようで、我々は、イランがとても大きくて強くて
危険だという、別の現実を作り出したのです。だから我々は彼らをなだめ、我々は中に入って、彼らと取引
するのが良い、と。彼らが世界の半分を破壊しないためにも。そして、イランがずっと笑っていたことに気
づいたのです。彼らは何も与えず…、彼らには、何も与えられるものがありませんから。そして、全てを見
返りに得ている。そこへトランプ大統領が来て言います。「これは10年にわたる合意で、そのうちの5年は
すでに過ぎている。5年以内に…、私が2期の大統領なら、私は、イランの核問題に対処しなければならな
い」そして、彼は言いました。「私はあと5年待って、彼らに核爆弾の道を与えるつもりはない。私は今、
この協議から撤退する。なぜなら、我々は彼らにより多くのお金と拡大する機会を与えて、中東全体を不安
定にしている。そのために、さらなるテロが…」中東各地でのソレイマニの行動が原因で、アメリカ軍が何
人の死傷者を出したか知っていますか？ 

（B)600人以上… 

（A)はい。つまり、要は、イランについての真実が暴露されている。それは人々が思ったほど危険ではない。
そして、トランプ大統領は、サウジアラビアへの攻撃の後、待つことによって驚くべきことをしました。彼
は待ちました。彼は彼らを眠らせた。彼は反応しなかった。彼は、エスカレートさせることは何も言わず、
何もしませんでした。そして、いったん彼らが考えると、「大丈夫。アメリカ人は弱すぎる」ソレイマニは
思いました。「どこでも飛べる。何でもやりたい放題にできる。彼らは決して私に触れない。アメリカは、
決して私に触れない」そしてイスラエルがアメリカに、ソレイマニの位置、到着、飛行、場所、全ての正確
な情報を与えたとき、イスラエルは、現地に人を置いています。イラク・バグダッド空港の現地に人を置い
ていて、ダマスカスとベイルート空港に人を置いています。そのうちのいくつかは、モサドから給与を受け
取っていて、私たちは、彼が一日中どこにいたか、正確に知っていました。そして、アメリカが攻撃を望ん
でいると我々が知ったとき、「これが情報です。こちらです」そして、攻撃から20分もたたないうちに、米
軍の特殊部隊の兵士たちは、すでに現場にいて、遺体を集めていたと言います。ソレイマニが死んだのを確
認するためだけに。あれは非常に驚異的でした。しかし皆さん、言っておきますが、これは非常に決意の固
い、恐れなき大統領の行為です。私は、今週初めにツイートしましたが、イスラエル人として、私は自分の
首相のために祈る以上に、ドナルド・トランプの再選を祈らざるを得ない。なぜなら、彼がやったこと、やっ
ていること、そして少なくとも彼の任期の間に、おそらく今後行うであろうことは、我々がこれまで見たこ
とがないものです。 

（B)そして翌週、米国は同様にタリバンの高級将校を取り去りました。彼は“トップダウンアプローチ”（上
層部が意思決定し、下部組織に指示する体制）を取っています。これは、現実に、過去に禁止されてきまし
たが、しかし今、彼は「そうか。この男は問題だ。彼は、あまりにも多く、こういった出来事を取り仕切っ
ている」そして、興味深いのは、ここ、私たちの国で、多くの激動が起こっていることです。ご存じのよう
に、アメリカは明らかに、トランプやそのほかの理由で二極化しています。しかし今、我々は問題を抱えて
います。レーダー上に4つの大使館があることや、標的リスト、そのほかを彼が上院に言わなかったためで
す。だからまるで、彼の行動全てが監視下に置かれているようです。それが肯定的であろうと、彼が我が国
を守っていようと、問題ではない。そして、私は人々も理解する必要があると思います。ひとつに、米国で
も、どこか他の国でも、だれかが大使館に行けば、彼らは主権領土にいるのです。受け入れ国がその大使館
に入って、誰かを取り出すことができません。それは他の国を侵略するのと同等です。ですから、彼らがア
メリカ大使館を攻撃したとき、彼らはアメリカ合衆国を攻撃していたのです。つまり主権領土を攻撃すると
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いうのは、宣戦布告です。だから、この、トランプが戦争を始めようとしているという全貌は、実際には、
戦争は、我々の大使館を攻撃し、大混乱を生み出すように働いたイランが始めたのです。あなたは、番組の
最初に非常に面白いことを言いました。ソレイマニが、アリに歓迎されている絵について。私は、イラン人
がシーア派であるという区別をすることが重要だと思うのです。そしてシーア派は、アリの信者を意味しま
す。そしてスンニ派とシーア派の違いは、スンニ派が最も厳格な聖職者、最も教育を受けた聖職者、イスラー
ムの頭であるべき人物だと信じているのは…、 

（A)アブバクル 
（B)はい、そしてシーア派は、それは家族の一員であるべきだと信じています。 
（A)モハメッドの血筋 

（B)そう。ですから、シーア派イスラームと一緒に、第12イマームのために、何か大惨事が起こるか、また
はマフディが戻ってきて、この大惨事を解決する、本当の解決策をもたらすという、終末論があります。そ
してイランの国全体が、そのシステムの下で教育されているので、通りで人々が言っていないかどうか、疑
問に思わなければなりません。「これらの人々は、ものすごく狂っていて、何らかの世界大戦を始めようと
している。我々は立ち上がって、それを止めなければならない」繰り返しますが、イラン人の側になにかの
動機付けの可能性、物事をエスカレートするために他の国々をあおることは、彼らの信じるものに伴う働き
です。 

（A)はい、私は完全にあなたに同意します。イスラエルでも、我々が最近気づいたのは、ヘビの頭を切ると、
実際、あなたはそれから恩恵を受けるのです。前回のガザでのエスカレートを覚えていますか？イスラエル
が、イスラム・ジハードの頭を倒したのが原因です。ガザのイスラム・ジハードの指導者。そして、彼らは
数発のロケット弾を連射し、それだけです。ハマスは、イスラム・ジハードと協力することすらありません
でした。彼らは恐れていたので。「分かった。イスラエルはいま、別のゲームをしている。彼らが我々も追
いかけて来ては困る」つまり、ヘビの頭を切れば、報われるのです。ただ茂みの周りを叩くのではなく、必
要なことをするのです。世界は常にあなたを批判します。オバマがビン・ラディンを殺したとき、彼は議会
の承認を求めず、彼はやりました。当時共和党も民主党も立ち上がり、拍手を送った。つまり、それがあな
たのするべきことです。今日私たちが見ているのは、ビン・ラディンと、アル・バクダディを合わせてもま
だ、はるかに危険な人物です。 

（B)その通り。 

（A)それでも議会の民主党の図々しさと言えば、「承認を求めず、そんなことをするとは！」と言っていま
す。もし民主党がそれを知っていたら、彼らは次の2つのうちのどちらかを行うことを、あなたも私も知っ
ています。ほら、ジョン・ケリー（米民主党の上院議員）は、イランのザリフ外務大臣の友人です。彼は、
彼にそれを言ったでしょう。しかし、彼らはそれをメディアに漏らし、メディアが残りを行います。そして
CNNは言うでしょう。「さあ、アメリカは、あれやこれをやるつもりだ！」そして、もちろん意外性があり
ます。私にひとつ言えるのは、私はトランプ大統領にアドバイスをすることができます。どこであろうと軍
事活動について民主党と相談してはいけません。あなたが意外性を失うことになりますから。そして、あな
たの国の人々は、あなたがあなたの国のために行う仕事を妨害するでしょう。 

（B)それは知恵でした。古いことわざのように、カードを上着の近くに置いておけ。 

（A)イスラエルがやらなければならないなら、もしイスラエルの首相が野党と協議しなければならないなら、
ところで、これもまたアラブ人で構成されています。もし我々が、パレスチナ側のテロ組織の最高指導者を
取り除くことで彼らの許可を求めなければならないなら、もちろん、我々は何もできないでしょう。イスラ
エルの国会議員が、実際にパレスチナのテロ組織と直接関係していることを我々は知っています。私たちは
事実として、それを知っています。だから私たちも同様に、決してそれをしません。そして、トランプがそ
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れをしなかったことを嬉しく思います。そして私は、彼が再選される可能性は非常に高いと確信しています。
ただ、私たちはそのために祈らなければなりません。そのために祈らなければなりません。私は、そのため
に祈っています。私たち全員が、それを祈らなければなりません。ソレイマニの死の結果は、実際にトラン
プを強くしたと思います。しかし長期的には、民主党はその哀れな試みで完全に暴露されたと信じています。
国自体の安全と尊厳を失ってでも、なにがなんでもトランプを破壊しようとする試み。そして、私は政治的
人物ではありません。私はアメリカ人でもありません。南カリフォルニアのアメリカ人牧師が、「祈りなさ
い。トランプに投票しなさい」と言うのと、イスラエル人がそんなことを言うのとでは違います。私にひと
つ言えるのは、バーニー・サンダースや、ジョー・バイデン、エリザベス・ウォーレンが率いるアメリカな
んて、想像もつきません。バカげたピエロの集団です。つまり、彼らは他のだれよりもアメリカ人に恥をか
かせているのです。それから…。 

（B)はい、私たちの間で、一時期、洗脳が起こっていました。大学レベルで。今、我々が目にしているのは、
これらの人々が全て立ち上がり、ほら、地位には、その地位の権力と影響力があります。そして、もちろん
政治的知識の拠点がハリウッドにあります。彼らの意見は、他のだれよりも重要だと思っているようです。
しかし真実は、私たちは本当に私たちの若者の多くは、アメリカをバッシングするように洗脳されてきたの
です。本当に、全てが平等でなければならないと考える平等主義で教え込み、そして、我々の国の多くの民
主党の指導者たちと同様に、私が国連で見た、最も滑稽なものの一つは、それは、イスラエルが彼らに対し
て取る行動に関して、その反応が不釣り合いなため、イスラエルがしばしば批判される点です。少なくとも
彼らの心の中では、まるで紛争において、唯一の公正な戦争とは、それぞれの側が、全く同じ数の人を失う
戦争であるかのように。それはバカげている。どうやって勝利を治めるのか？どうやって？ 

（A)それだけでなく、失礼ながら、もしあなたが私と戦争を始め、テロを私に仕掛けるなら、あなたは、私
たちより多くを失うことを知っておいた方が良い。さて、それは勝利の考え方です。あなたの方が、より多
くを失った。 

（B)それが、勝利の方法でしょう。 

（A)まさに、その通り。さて、バリーさん、そろそろ時間切れです。もう45分近くです。あなたがフィリピ
ンで伝えた非常に超タイムリーで重要なメッセージを、今週中に、別の番組で扱うかもしれません。もう一
週間、一緒にいますから。そして私は間違いなく「普遍主義」「キリスト教普遍主義」について、もっと質
問したいと思います。彼らが自身をそう呼んでいます。そして、それは良いニュースなのか、それとも悪い
教義なのか。基本的に、あなたがそう言いました。 

（B)そうです。 

（A)今週の後半に、それについて話します。しかし、ほとんどのものを伝えたと思います。イスラエルは、
わずか数週間で再選挙に入ります。アメリカは、11月の初めに選挙です。2020年は、信じられない年にな
るでしょう。皆さんにはシートベルトをしっかりと締めて、準備をしてほしいと思います。備えてください。
キリスト教徒として、私たちは上を見なければなりません。たしかに、私たちの贖い、この世からの私たち
の体の贖いは、ローマ書が告げている通り、 

私たちが信じたころよりも、今は救いが私たちにもっと近づいているからです。（ローマ13章11節） 

これらのことが起こり始めたなら…（ルカ21章28節） 

我々は、これらのことを目にしています。国は国に敵対するのを見ています。私たちは、全てのこれらの産
みの苦しみ、地震や疫病、火山を周辺の至るところに見ています。私たちは中東の不安を見ていて、私たち
は中東で同盟が起こるのを見ています。それは間違いなく、エゼキエルの戦争に向かっています。そして、
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私たちが見ているものは、もちろん、教会内の、激しい背教です。それは、あなたが話した、「キリスト教
普遍主義」の一部です。 

さて、お祈りで終わりましょう。私はアロンの祝福を祈ります。皆さん、Behold IsraelをYouTube、フェ
イスブック、ツイッターでフォローしてください。インスタグラムは「BeholdIsrael」の一言です。バリー
さん、あなたのソーシャルメディアを教えてください。 

（B)一般的に、全てが私の名前です。インスタグラムでフォローできますし、フェイスブックでもフォロー
することができます。私のフェイスブックは２つあって、あなたと同じように、公人のページを持っていま
す。皆さん、ページを「イイネ」してください。そしてフォローすれば、私たちがそこで行う全ての更新を
見ることができます。私のYouTubeチャンネルは、実際、私たちのラジオ番組と同じ名前で、“The Truth 
About God,” 

（A)“The Truth About God,”は、YouTubeチャンネルです。 

（B)私の名前を入力するだけで見つけることもできます。しかし繰り返しますが、私たちは一般的なニュー
ス番組にすぎません。毎週４つの４分間のプログラムを行います。ただ、本当に世界で起こっている事柄を
短く更新します。それに関する解説はありません。背後に政治的な冷やかしやアジェンダ、動機のないニュー
ス記事です。そして、もちろん全てのメッセージは、そこに投稿され…、 

（A)すばらしい。 
（B)教会で伝えられます。 

（A)ということで、私たちのウェブサイトBeholdIsrael.org それから、BarryStagner.comです。 
また、Instagramもフォローできます。「BeholdIsrael」一言。または、「BarryStagner」そして、
YouTubeチャンネルに関しては、「Behold Israel」と「The Truth About God」。「The Truth About 
God」はバリーさんのYouTubeチャンネルの名前です。ウェブサイトを通じてニュースレターに登録すると、
毎週、バリーさんと私のディボーションが届きます。私のメッセージから抜粋した、「ひとくち聖書」に基
づいて、バリーさんが恵み深く美しいディボーションを書いていて、週に一度、それを配信しています。そ
して、もちろん週に一度届くニュースレターがあります。ミニストリーに関する全てのものだけでなく、最
新のニュース。ぜひ、ご登録ください。どうもありがとうございます。バリーさんお祈りください。それか
ら、私はアロンの祝福で終わります。 

（B)主よ、私たちに与えられている情報に感謝しています。人生と経験に関する、あらゆるものを与えてく
ださったことに感謝します。その日が、盗人のように私たちを襲うことはないと私たちに言ってくださり、
感謝します。なぜなら、私たちは暗やみや夜の子どもではないからです。私たちは昼の子どもであり、した
がって、光です。そのことに私たちは感謝しています。主よ、私たちは、あなたが私たちにおくびょうの霊
ではなく、力、愛、そして健全な霊を与えてくださったことに感謝します。したがって、これらのことが、
私たちを揺るがすことはありません。しかし私たちは、かの日が近づいているのを見て、愛の良い働きをか
き立てられなければなりません。主よ、私たちは、この時代に生きていることに感謝しています。私たちは、
あなたの教会のためにあなたが戻って来られる日が差し迫っていることを期待します。瞬くうちに、超自然

またた

的に私たちは栄光の体に変えられ、私たちは、永遠にそれを楽しみます。そのことだけでも、私たちは「主
イエスよ、早く来てください」と言います。あなたが、まだイランや世界中の他の場所で魂を救っておられ
ることを感謝します。昨日、教会でキリストを信じた方々に感謝し、彼らの祝福を祈ります。そして、この
週末、全ての礼拝を通じて、あなたの教会に追加された人々のためにも、また、真実を分かち合う世界中の
忠実な聖徒たちのためにも、今日の時間をありがとうございました。そして、私たちが皆、イエスが「道、
真理、命」であることを緊急に伝えられるよう祈ります。そして、父に来る唯一の道です。 
イエスの御名によって、これらのことを祈ります。 
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アーメン。 

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) 

平和の主である、平和の君からのみ得ることができる、全ての理解を越える平和、今も永遠に、どこでも平
和を与えることができる方、イエスの御名によって祈ります。 
私たちの救い、イエスの御名によって祈ります。 
アーメン。 

ありがとうございます。バリーさん。いつものように、楽しかったです。一週間の間に、より多くのライブ
を一緒に行います。私たちが一緒にいるこの機会を利用します。そして、間違いなく世界を苦しめている「キ
リスト教普遍主義」について話したいと思います。しかし、ここフィリピンのマニラですら、私の親友の何
人かは、その罠に落ちました。だから…。 

感謝します。God bless you！ 
皆さん。シャローム。 
アメリカにいる人は、おやすみなさい。 
イスラエルにいるなら、おはようございます。 
オーストラリアにいるなら、こんにちは。 
グッダイ？ 

（B)グッダイ 

（A)また、お知らせします。 

God bless you！ 

バイバイ 
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