
Behold Israel 中東時事アップデート 2020年1月28日

2020年1月28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 

- カリフォルニア・オレンジ郡より、バリー牧師と共にライブ - 
https://youtu.be/gA1wiP6cx6g 

(アミールさん/A）バリー牧師、今日は2つの主要なトピックについてお話しします。1つは、世界中に広がっ
ているコロナウイルスに関して起こっていること。そしてまた、「世紀の契約」についてもお話しします。
これはワシントンDCにおいて、今週の主要トピックですから。そして、もちろん中東全域、イスラエルとパ
レスチナの領土について。それらについて、お話しします。その前に、祈りから始めましょう。お祈りをお
願いできますか？ 

(バリー牧師/B）もちろん！お父様。あなたの御言葉と、御言葉が明確に告げていることに、心から感謝し
ています。イエス・キリストの栄光の現れを期待して生きることができます。キリストにあって死んだ者が
あげられ、そして教会が空中で主にお会いします。すべての詳細に感謝します。それによって私たちは慰め
と希望をもって、この人生に立ち向かうことができます。今日、私たちが話すことを通しても、あなたが、
さらに理解を与えてくださることを祈ります。 
イエスの御名で祈ります。 
アーメン。 

さて、始める前に、今朝、ある話を見ました。それは、ある意味、昨日話していたことの続編で、不法の人
が権力を握ることを可能にするのに必要なレベルの技術。ご存じのように、グローバルな商取引システムは、
手、または額に印をつけることで管理されます。それが、まさに先週、The Wall Street Journal（ウォー
ルストリートジャーナル：国際的な影響力を持つ経済新聞）で見たのは、アマゾンが、“ハンドウェーブ（手
振り）テクノロジー”を調査しているというニュースです。商品の代金を支払うために。 

(A)なんてこと…。では、ただ店に現れて、こうするだけですか？（手を振る） 
(B)デバイスの前で手を振る。 
(A)そして、それが何かを読む？ 
(B)手にある何か。 
(A)指紋、または… 
(B)そう。 

(A)何かは分かりませんが、すごい…。ほら、それが私たちが行く先であり、それは、さらに精巧になる一
方です。そしてダニエルが言うように、知識は増加します。だから私たちは、それらのものを見るでしょう。
それでは、「世紀の取引」から始めましょう。それが今日の目的ですから。しかしその前に、数時間前にア
メリカ大使館に、数発のロケット弾が発射されたことをお話しします。このうちの3発はバグダッドの大使
館に着弾し、1発はカフェテリアの建物に命中しました。この地域からの報告は、ほとんどありません。あ
る種、状況は… 

(B)停戦？ 
(A)意図的な不明瞭さ…。 
私たちに言えるのは、米軍のヘリコプターが、この複合施設に着陸して、周りからは人々を避難させている
ように見えています。ただ、彼らが負傷者や死者を避難させているかどうかは分かりません。私たちが聞い
ているのは、誰も殺されなかったということ。 

(B)初期の報告では。 
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(A)はい、それらは最初の報告です。負傷者がいたのか、それとも大使館の職員の避難に過ぎないのかは分
かりませんが、しかし、ヘリコプターは複合施設に着陸し、人を乗せてから離陸しました。そしてイラクの
バグダッドにある米国大使館で、多くの騒ぎが起こっています。誰がそれをしたのか、何が起こったのか、
そして反応はどうなるのかを見てみましょう。私に言えることは、イラクの路上でデモが再開したというこ
と。そして、元々はイランの駐留に反対していた指導者、シーア派の指導者ムクタダー・アッ＝サドルが、
ソレイマニの死後、彼はイランに来て忠誠を変え、イラクに戻って、「アメリカ人を追い出す必要がある」
と言いました。いま彼は、それを覆して言っています。「これらのデモを止めなければならない」そして基

くつがえ

本的に、アメリカに反対してデモを行っている大勢の人々に、それらを中止するように呼びかけています。
彼は地元の人々が、実際に反アメリカである以上に反イランであることが見えたからです。彼はバグダッド
やイラクの他の都市で、市民の支持を失いたくないのです。そして、何があろうと、すべての面でアメリカ
に敵対して、いくらイランが必死にがんばっても、地元の人々は、まだデモを行っています。アメリカの駐
留に反対してではなく、実際にはイランの支配に反対して。 

(B)少し前に言ったように、誰も犯行声明を発表しないのは興味深いです。通常、アメリカやイスラエルに
対する行動がある時は、いつでもだれかがすぐに飛びつこうとしますが。ISISのような。つまり、ISISはす
べてを自分の手柄にします。だれかの車が高速道路でパンクすれば、我々がそれをした！と。それが何もあ
りません。沈黙です。いま話していることを疑問に思うべきです。路上でのこのデモの原因、または終了の
命令について。これを行っている200万人以上の人々は、アメリカへイラク駐留からの立ち退きを要求して
います。そして大使館や、そのほかのすべてのものを空けるように。現地で何が起こっているのか、私たち
がまだ認識していない何かがあるのか考えなければなりません。または、彼らが伝えられている、軍事機密
情報は何か？「これについては黙っておいた方が良い。手の内を明かしてはいけない」 

(A)本当に。そして、彼らは常に言えるのです。これは組織のようなものであって… 
(B)あるフランスの集団の何か。 

(A)ええ。いま、バグダッド上空での米空軍の激しい活動について、多くの報告を受け取っています。これも
また、時が来れば分かります。現在、向こうは真夜中です。というか、もうすぐ朝です。そして今夜、バグ
ダッドは静かではないことを伝えておきます。そして、もしだれかが殺されたら、何が起こるか分かりませ
ん。確かなのは、ロケット弾がバグダッドにある米国大使館のカフェテリアの建物に命中した、という事実
です。そして明らかに、そのために米国のヘリコプターが複合施設の近くに着陸し、そこから人々を避難さ
せています。それが負傷者であるかどうかは分かりません。しかし、それは起こったことの1つです。繰り
返しますが、イランとイラクの腐敗した政府に対する、すべてのデモが再開されました。現在、ベイルート
のレバノンでデモが再開されています。抗議者は、この新しい政府の策略を支持していません。彼らは、イ
ランの｢タコ｣であるヒズボラが、まだ国を支配し運営していることを理解しています。そして、中東は静か
ではありません。そして興味深いのは、ほとんどのアラブ諸国は、「世紀の契約」の来たる発表について、
非常に静かです。彼らは、それに関わりもしません。中東のトップの問題であるパレスチナの問題は、現在
最も重要性の低い問題の1つです。単に地域全体の政権の運命が危機に瀕しているためで、だから彼らは、
パレスチナ問題に対処するつもりはありません。バリー牧師、おそらくご存じでしょうが、私たちがトラン
プ大統領が発表しようとしている和平協定について話すたびに、教会内から、基本的に警告の声が上がりま
す。「トランプが反キリストだ！この和平協定が7年間の和平協定だ！それはイスラエルに損害を与える！」
とかなんとか。これについては、どうですか？ 

(B)ええと、その一部は、あなたにとってもそうであるように、私にとっても謎です。トランプが確立した数々
の実績の後です。ご存じの通り、米国大使館のテルアビブからエルサレムへの移転。エルサレムは、イスラ
エルの永遠の首都であるという宣言。聖書が述べているように、主は神の御名を永遠にそこに置かれました。
主は永遠にそこにいます。大統領が西壁を訪れた最初の現職大統領であったという事実。他の米国の代表者
がそこを訪れたことはありますが、イスラエルの高官によって護衛されたのは、これは過去には珍しいこと
です。通常、米国の代表者が西壁に行ったとき、彼らはイスラエルの大統領なしで、ひとりで行きました。 
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(A)そして、米国大統領、現職の大統領は、そもそもそこに行ったことさえなかったのです。 

(B)ええ、だからこのすべてを見て、私は、その結論に達するのは、ちょっと奇妙だと思います。①これは
イスラエル国家との7年間の契約であり、②トランプ大統領はエルサレムを分割しようとしている、と。全
くワケが分かりません。 

(A)ワケが分かりません。 

(B)それでも、テーブルの反対側でのこれらの要求は、パレスチナ当局によって、すでに行われています。も
し東エルサレムに行けないのなら、我々はパレスチナ当局を解散する。これは… 

(A)今日、アッバスが言っていました。「パレスチナ自治政府を解散する！」 
(B)彼は、まだ取引を見てもいないのに。（笑） 

(A)しかし、彼はずっとそう言っています。でも、ひとつ言えるのは、明日ワシントンDCで差し出される提
案は、アメリカ政権がイスラエルとパレスチナの和平交渉のテーブルに置いた中でも、最高の提案です。パ
レスチナがそれに同意しないことは間違いありません。トランプ大統領は、パレスチナに問題があることを、
すでに理解しています。したがって、彼は、彼らがそれに応じるために4年与えるつもりです。これは、「よ
し。明日までにやらなければ取引は終わりだ」というのではありません。「これが、あなたが得ることので
きる最高だ」ちなみに、彼らに4年を与えることで、彼は再選され、大統領職の中で、それが実行されるの
を期待しているのです。ところでパレスチナは、彼が再選されないのを待っている。彼らは、彼がすべての
候補者に負けていることを示すCNNの統計を本当に愛していました。 

(B)前回同様。 

(A)ええ、まさに。面白い。つまりCNNは、彼が民主党側の4人の候補者のすべてに負けるだろうという世
論調査を示しているのです。 

(B)まあ、だから彼らはよく「三日月ニュースネットワーク」と呼ばれるのです。彼らは正確な事実を把握し
ていないようです。ただ面白いことにアミールさん、これらすべてのことを見て、起こっていることを見る
ことで、それにパレスチナ当局から出てくる典型的な反応を見て、それでも、あの結論に到達するのです。
大統領は、どういうわけか、突然？ただイスラエルを放棄するだけで、ものすごい180度の方向転換ですよ。
それが、その結論に到達するとは、奇妙どころではありません。しかし、これらのことに加えて、あなたが
よく言っているように、時代を見ています。私たちの国の歴史の中で、最も親イスラエル派の大統領です。
私の心は、常に創世記12章3節に戻ります。イスラエルを祝福する国々は神に祝福されるという事実。それ
が、この国が、驚くべき、信じられないほど低い失業率である理由です。この国の失業率は50年、60年で
最低。私たちは繁栄しています… 

(A)中絶率… 

(B)ええ、中絶率は実際に激減しました。しかも1970年にRoe v.Wade以来、初めての低下です。 

（Roe v.Wade：ロー対ウェイド事件 アメリカが、州国憲法修正第14条が女性の堕胎の権利を保障してい
ると判示し、人工妊娠中絶を規制するアメリカ国内法の大部分を違憲無効とした1973年のアメリカ合衆国
最高裁判所の判決） 
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(A)それから、過剰借越は、以前のどの大統領よりも、はるかに少ない。全くないわけではありませんが、
かじょうかりこし

しかし、それは以前の前大統領ほど早く増加していませんよね？ 

(B)ええ、 

(A)これは非常に素晴らしいです。ほら、私はそれがどこから来るのか分かりません。しかし毎回、いたる
ところで多くの人が、その騒ぎをなんどもなんどもなんども繰り返します。イスラエル人として、私は言え
ます。この大統領が、いかに親イスラエルであるか。私たちは、とても驚いているのです。ときどきイスラ
エル人が頭をかいているのです。「これは現実だろうか？」つまり、現実であるには、あまりにも素晴らし
すぎるのです。そして、私はイスラエル人として感動しています。しかしまた私に言えるのは、問題は、神
の人々が、聖書が反キリストについて私たちに告げていることを本当に研究していないことです。反キリス
トは、間違いなく、美しい女性と結婚している人ではありません。しかも彼はアメリカ合衆国のリーダーで
あり、イスラエルの友人です。反キリストは、何か新しい、新興世界統一政府のようなものを興します。彼

おこ

はイスラエルを差し出す人です。聖書がダニエル書の中で述べているように、彼は平和の契約を結ぶのでは
なく、それを増加します。彼は、ヘブル語で「ve-hig-bir」。「ve-hig-bia」とは、増し加えるという意味
で、これは何かイスラエルにとって良く、すばらしかったものを、彼がさらにそれを良くするのです。そし
て私の目には、さらに良くなるというのは、神殿の山の神殿に関係するはずだと思います。なぜなら、誰で
あれ米国大統領とのあらゆる取引において、だれひとりとして、イスラエルが神殿の丘に神殿を建てること
は許されないでしょう。直面しましょう。それはいまの最も親イスラエル派の大統領でさえ、起こらないで
しょう。彼らがやろうとしていることには限界があります。イスラム教が大きく、強く、活発で、活気のあ
る宗教である限り、確実です。彼らはそこから離れます。しかし、認めましょう。反キリストがそれを増し
加え、より壮大にします。神殿は、後に彼が本性を見せる場所ですから。そして、彼が神殿に入るためには、
まず神殿を建てる許可が必要です。それについて、どうですか？ 

(B)それに加えて、無法の者（「不法の人」第2テサロニケ2章8節）は教会が取り去られない限り、権力を
握ることができないという事実。そして、決してあり得ないのは… 

(A)トランプ大統領。 
(B)トランプ大統領。 

(A)人々が彼を反キリストであると関連付けることすら、私には想像できません。しかし1つ私に言えるのは、
はい、反キリストは、たぶん、すでにこの世界にいるでしょう。その確率は非常に高い。私たちは、私たち
の携挙がもうすぐだと本当に信じているので、いま私たちは、その日その時を知りません。しかし私たちは、
その後に起こる事の兆候が見えます。すでに、それらが見えています… 

(B)かの日が近づいているのが見えます。 

(A)ヘブル書10章で述べられているように、かの日が近づいている。これが、まさにその理由です。これが
まさに、私たちが非常に注意する必要があると思う理由です。神の御言葉から始めるだけでなく、聖書に基
づかない結論に飛びついてはいけません。人々が間違った人を指しているのと同じように、そして、どのく
らいの人が、ブラッドムーンが何らかのものを提供すると考えたでしょう。または日食や、あるいは黙示録
12章の天のしるし。神の御言葉に精通していない人々によって、これらが使用されるのを私たちは何度も見
ています。彼らは兆候と不思議だけを探します。したがって、それらのことが起こり、時間が経ち、何も起
こらなかった時に、彼らはとても失望するのです。私たちの周りのすべてのものを見て、どうして失望する
でしょうか？私たちは励まされています。私たちは励まされています。「Proximity（接近）カンファレンス」
が、「Proximity（近接）」と呼ばれるのは、 

(B)近接の定義は、時または場所の近さです。 
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(A)はい。だから私たちは、間違いなくどんどん近づいています。 

(B)そうです。あなたがブラッドムーンについて指摘してくれて良かった。それについて話すことがたくさん
ありますから。だれかが、この、しばらく続いたブラッドムーン熱について否定的なことを言う時、月が血
のように赤くなる、太陽は荒布のように黒くなると、ヨエルが言ったのを覚えておく必要があります。した
がって、これらの2つのものがペアになるまで、月は無関係です。また、これはサインです。 

(A)そして、それは患難時代です。だから、神の御言葉を研究することが重要なのです。間違った時や、間違っ
た人に結論づけて、熱狂的に飛びつかないために。もう一度、皆さんに、はっきりと言っておきます。「世
紀の契約」は、ダニエル書の契約ではありません。ハッキリさせましょう。パレスチナが、それを受け入れ
るかどうかさえ分かりません。私に言えるのは、何が起こっても、イスラエルがもう少しで受け入れる前だっ
た他の以前の申し出よりも、イスラエルにとっては10倍優れています。そして、それを拒否したのはパレス
チナでした。考えてください。イスラエルは、それよりもはるかに劣るものを、ほとんど受け入れていまし
た。ありがたいことに、それを拒否したのはパレスチナです。パレスチナが10倍もすぐれたものを拒否した
場合、それ以上…、私は、彼らがこの契約に従うことはないと確信しています。そして、言っておきますが、
彼らはCNNに非常に励まされています。CNNは常に、トランプは負ける、トランプは負ける、弾劾が迫っ
ているという世論調査を見せていますから。そしてパレスチナは、イラン、ベネズエラ、おそらく中国やロ
シアと一緒に、彼らはトランプ大統領が、次の選挙で負けることを期待しているのです。そうすれば、彼ら
は皆、自分たちの陰謀に戻ることができるから。パレスチナは、再びすべてを要求するでしょう。イランは
取引を再開するでしょう。そしてもちろん、アメリカは共産主義、社会主義など、私たちがすでに知ってい
る、すべてのものの前にひれ伏すでしょう。 

(B)興味深いことに、パレスチナ解放機構の長が出て来て、これを｢世紀の詐欺｣と呼びました。複数の記事
が語っています。これは選挙目的のためである。有利になるために。ネタニヤフは、トランプのタイミング
と同様に、明らかに2020年には重要です。しかし私は考えていたのですが、これがうまくいっていて、滑
稽です。彼らも何かを利用すれば良いのに。それが政治家のすることです。彼らは選出されましたが、これ
は大きな問題です。イスラエルに対するアメリカの態度は大きな問題であり、選挙で問題にされるべきです。

(A)ご存じの通り、1995年11月、イツハク・ラビンが暗殺されました。その数ヶ月後、シモン・ペレスが
ネタニヤフに対抗して首相に立候補しました。ビル・クリントンは当時大統領で、ビル・クリントンは、後
のインタビューで、米国がシモン・ペレスの選挙での勝利を支援したことを公然と認めました。ところで、
彼は負けました。それがネタニヤフの最初の首相当選でした。ともかくポイントは、民主党は決して言うこ
とができません。「選挙に何らかの影響を与えるために、他の国際問題をあえて利用するな！」と。確実に、
クリントンは言えない。ビル・クリントンは、カメラの前で、1996年のイスラエルの選挙に干渉したと認
めました。ちなみに、彼らは、またそれをやりました。オバマは、ネタニヤフの対抗馬を数回援助しました。
そして失敗した。彼らは、トランプのことが好きではないのと同じように、ネタニヤフが好きではありませ
ん。同様に、ブレグジット派の人々がジョンソンを愛していて、反ブレグジット派は、彼を憎み…、私たち
はカンファレンスで、それに言及しましたが、これら3人は、グローバリズムに反対しています。 

(B)そうです。 

(A)私が間違っていなければ、ジャン・マーケルさんが、それを示していたと思います。さあ、認めましょう。
ボリス・ジョンソンとベンジャミン・ネタニヤフ、そして確実にトランプ大統領に対する敵対は、前代未聞
です。そしてネタニヤフとトランプは、彼らがとても強力なので、誰もが彼らを弾劾、もしくは何とか彼ら
を刑務所に入れるか何かしようとしています。私はそれを信じませんし、あなたもそれを信じないように祈
ります。しかし、これもまた、そのうちに分かります。3月2日はイスラエルの選挙です。11月3日だったと
思いますが、合っていますか？ 
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(B)第一火曜日のあたりです。 

(A)ええ、何日であれ、アメリカで選挙が行われます。言っておきますが…、火曜日でしたか？ということ
は、火曜日なら3日、11月3日です。 

はい。皆さん、以上です。 
「世紀の取引」が発表されます。イスラエルが入植地から避難することはないと、前もって伝えることがで
きます。イスラエル国によってさえ公式に認められていない、孤立した小さな点から。たぶん、それらがい
くつかありますが、パレスチナに西岸の60％以上が与えられることはない、と言っておきます。以前の取引
の内容では、それは約95％でした。あなたはご存じですね？それだけでなく、ヨルダン渓谷はイスラエル
の支配下に置かれ、周辺全体の軍事的責任はすべてイスラエルになります。ハマスは、ガザで武装解除する
必要があります。ガザとヨルダン川西岸の間にトンネルができます。イスラエルにとって、真実であるには
あまりにも出来すぎで、確実にパレスチナにとっても、考慮するだけでも、あまりにも悪すぎです。しかし
実際には、仮に何か機能するものがあるとすれば、それが機能する可能性がある唯一のものです。これは少
なくとも、すべての悪の中でも共に生きようとするイスラエルの意思であり、パレスチナは、彼らが｢ノー｣
と言う限り、何も得ません。しかし、彼らが何かに「はい」と言うなら、これはイスラエルが一緒に暮らす
ことが出来るひとつのものに対して、彼らが「はい」と言うということであり、最終的に、それで前進する
ことが出来るようになります。 

(B)まあ、彼らが｢ノー」と言う理由は、彼らの究極の目標がイスラエルの絶滅だからです。許容できるもの
は何もありません。でも紙の上では、彼らは彼らの国を要求します。私が思うに、アッバスは、実際には67
年以前の境界線が必要であり、東エルサレムを彼らが所有することが必要であると述べています。しかし、
彼らは西エルサレムも望んでいます。彼らはイスラエル国家、そして明らかにそこに住んでいる人々の排除
を望んでいます。とにかく、ユダヤ人に関する限り、そうです。 

ただアミールさん、私はあなたに尋ねたいことがあるので、話題を切り替えさせてください。 
ミカ書に、「アッシリア」という肩書きの男について言及されていますが、このために多くの人々が、実際、
反キリストはイスラム教徒の指導者であると考えています。しかし、少し異議を唱える正当な理由があると
思います。ちょっと説明してもらえませんか？私は、いつもそれを聞いているので…。 

(A)まず第一に、私が間違っていなければ、私が反キリストについてのメッセージをしたのは、あなたの教
会だったと思います。そこで私は、ミカ書のその聖句について言及しました。「アッシリア」ミカ書5章5節
です。 

平和は次のようにして来る。アッシリヤが私たちの国に来て、私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこ
れに対して七人の牧者と八人の指導者を立てる。（ミカ5章5節） 

この預言は、705年から681年まで統治したアッシリアの王、セナケリブによって成就したと言えます。そ
して、もちろん、もうひとつあって、エゼキエル28章の「ツロの王」もまた、しかしその全部が…、そのツ
ロは、エゼキエルの預言の後に、二度滅ぼされています。王の裁きが、当時、文字通り、自分は神のようだ
と確信していた王にあったことが分かっています。ちなみに、多くの指導者は、自分たちが神だと思ってい
ました。ナポレオンでさえ、そう思っていて、私はあのカンファレンスでのメッセージで、それを証明しま
した。ナポレオンは、彼と彼の前でひざまずくユダヤ人とのコインを鋳造しました。彼は、おそらく彼に法
律、またはそのような何かを渡しているのです。それから、マクロンが水の上を歩いている、このような画
像でさえ、この男が神のようだと暗示しようとしています。ポイントは、「アッシリア」はつじつまが合い
ません。なぜなら、それは完全に成就されたミカ書の預言ですから。それが理由です。アッシリア、はい、
しかし、それは成就しています。 
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(B)そこから、あなたが以前言及したことについて話すための扉が開かれると思います。ダニエル11章が、
反キリストについて語っています。そして聖書のいたる所で類型論が使用されており、イエスの型も、たく
さんあります。モーセはイエスの型でした。ヨシアはイエスの型でした。モーセは、エジプトに象徴される
世俗から人々を救い出しました。 

(A)ヨセフも型でした。 

(B)ヨセフは、主要なイエスの型で、彼自身の家族によって拒絶され、後に彼の家族と再会した。ただ、反
キリストの型がありますが、それはアッシリアではなく、セナケリブでもありません。実は紀元前2世紀の
アンティオコス・エピファネスと、彼がしたすべて、至聖所の祭壇で豚を屠ったり、あらゆる忌むべき事を
行いました。それらの1つを、あなたが先ほど指摘していましたが、私がここに話を持って行きたかった理
由は、これです。アンティオコスには王座に座る権利がありませんでした。彼は無名から成り上がったので
す。そして、あなたが言ったように反キリストは生きています。私もそう思います。しかし、彼は必ずしも
政治家とは限りません。彼は、必ずしも「ああ、あの人なら知っている！」「ああ！彼が候補者としてふさ
わしい！」というような人物であるとは限りません。しかし、彼は無名のところから成り上がって、外交を
通じて世界を欺き、占領するでしょう。そして、これには教会が邪魔をしないように取り去られる必要があ
るのです。私たちは、明らかに聖霊の力によって世に浄化と保存の影響を与えていますから。ですから、こ
れがすべて起こると、「世紀の契約」よりも大きな取引が行われることになります。そして、それは7年に
なるだろう… 

(A)そして、それは増加です。 
(B)はい。 

(A)「ve-hig-bir」について話すとき…、よく聞いてください。それはヘブル語です。こんなことを言ってす
みませんが、私はヘブル語をよく知っています。そして、その言葉は… 

(B)キング・ジェームズ訳ですね？ 

(A)人々は言うのです。「それはキング・ジェームズ訳？」いいえ、ヘブル語です。キング・ジェームズでな
く、英語でもなく、ギリシャ語でさえありません。ヘブル語で、ダニエル書の「ve-hig-bir」は、増加を意
味します。「ve-hig-bir」は、何かの音量を上げたり、頻度、強度を上げるときの言葉です。すでに契約の
どこかに入っているかもしれません。それを、彼は来て、もっと壮大なものにします。トランプ大統領がし
たこと、彼がした最大のこと、認めましょう。それは、エルサレムがもう交渉に上らないようにしました。
そこはイスラエルの首都だ。大使館をエルサレムに移す。東エルサレムと西エルサレムで業務を行っている、
すべての総領事館を廃止する。それはもうない。大使館が1つ。首都が1つ。それはイスラエルの首都であり、
これで話は終わりだ。彼がしたことは素晴らしい。彼がしたことは信じられない。彼は、エルサレムをユダ
ヤ人の首都として認めることの第一歩を踏み出しました。そして次のもの。増加要素は、壮大でなければな
りません。そして私が言ったように、私は疑っています…。見てください、私は預言者ではありません。あ
なたは知っています。しかし聖書を見れば、彼は神殿に入りますから、神殿がなければなりません。 

(B)もちろん。 

(A)そして彼は、途中でそれをします。そのため、十分な時間が出来ます。建設される神殿の前に契約が交
わされ、そして彼はそこに入って、開設します。そして、たぶん彼は言うのでしょう。「ところで、私は新
しい神だ。私はここに立っている」そして、もちろんそのことで、ユダヤ人は逃げ出します。それが最終的
に、彼らが、荒野で神が彼らのために準備した場所で過ごす1260日です。 
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(B)そうです。この神殿が、常に暗示されているのは興味深いことです。それは聖書の中で認められている神
殿ではありません。その中で起こることを見てください。荒らす忌むべきことが行われます。イエスは、そ
れを説明されました。しかしダニエルでさえ、この出来事が起こることを語っています。反キリストは、自
分が神であると宣言します。それは言及していませんが、彼は最も神聖な場所にいると言っています。それ
が建設段階になるとか、これには時間がかかる、とは言及していません。だから、それは常に暗示されてお
り、あなたはポイントを突いていました。いくつか…、いつだったかは分かりませんが、私たち両方が話し
たカンファレンスで、反キリストがやって来る神殿の建設を、なぜ私たちは支援したいのかということが、
本当に心に残ったのです。 

(A)それについて、多くの疑問がありますが、それが彼らがしていることで、神殿の丘運動を支援します。彼
らは神殿研究所、新しい神殿のためのすべての働きをサポートしています。しかし見てください。確かにテ
サロニケ人への手紙は、彼が神殿に入る、と告げています。そしてそこに座り、自分自身を神と宣言する、
と。しかし、それは“神”の神殿ではありません。彼は自分を神として宣言します。これはクリスチャンが支
援したり、その一員になることを、最も避けるべきものだと思います。 

では、次に行きましょう。ですから、「世紀の契約」について理解しました。トランプは反キリストではあ
りません。これはダニエル9章の契約ではなく、パレスチナが、おそらくそれを受け入れません。全く心配
する必要はありません。そして、彼らがそれを受け入れられるよう、トランプは4年間の扉を開きました。
いずれ分かります。私は、そこまで心配していません。 

しかし今日、多くの人々が心配しているのは、新しいパンデミックです。それは、中国の武漢で始まりまし
た。ちなみに、この場所は、他でもなく中国が生物兵器研究所を置いている所です。これだけある市の中か
ら、この場所です。それでイスラエルのある人たちは、もしかすると、この拡大には何かが関係しているの
かもしれない、と考えています。 

(B)ええ、まあ、私たちは大患難期に疫病等が起きることを知っています。生物戦争は目新しいものではな
く、中国には、それに専心して熱心に取り組んでいる人々がいます。彼らは、さまざまな細菌を兵器化して
います。過去に聞いたことがありますが、実際に炭疽菌の使用に関連する出来事があります。そのほかに

たんそきん

も、生物学的または化学的に生成された物があります。そして、この点で特に興味深いのは、あなたとジャ
ンさんが、先週の木曜日の“World News Briefing”（バリー牧師のニュース番組）に出演されましたが、私
が朝起きて、コロナウイルスに関する記事を読み始めたとき、死者は7人でした。私たちが番組を行った時
には、死者は11人。そして今日、死者56人です…。 

(A)そう報告されています。 

(B)ええ。そう報道されている。別の話では、この地域で働く看護婦が、「感染者は9万人いる」と実際に言っ
たのです。そして、今朝、興味深いものを読んだのです。死者の数が指数関数的に増加しているだけでなく、
中国の疫病対策センターが、潜伏期間から感染する、と報告したのです。 

(A)つまり、症状は見られなくても、すでに人に感染する可能性がある、と？たとえば、自分が病気だと知
らず、あなたが病気であることを、だれも知らず、あなたが人々と接触し、あなたは彼らにうつす。あなた
は自分が感染していることすら知らず、彼らは、あなたが感染していることすら知らない。基本的に、中国
から来た人、武漢市から来た人は誰でも、基本的に容疑者です。ただ、分からないだけ。さて、ところでオ
レンジ郡で最初の症例が出ました。 

(B)現在、3人です。 
(A)現在、オレンジ郡で3件。 
(B)アリゾナに2件あります。 
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(A)2人のイスラエル人が、中国から戻ってきて入院しました。しかし少なくとも3件のうちの2件は、何も
見つかりませんでした。3件目については定かではありませんが、彼らはそれを必死で調べています。しか
しオーストラリア、ヨーロッパ、マレーシアでも事例があり、香港でも事例があります。あそこは旧正月で
す。つまり、今は、中国人が最も多く移動する時期です。それが一年の内で最も敏感な時期に、そのような
ウイルスに感染し、拡散している。これがどのようになるのか、私には分かりません。しかし、それがどの
ように始まったのかを調べるのは、興味深いと思います。 

(B)ええ、それについて言えば… 
(A)これは動物ウイルスです。 

(B)ええ、これはコロナウイルスで、通常の風邪もその部類に入ります。しかしまた、動物関連で言えば、
このウイルスは、人間に感染する可能性があります。最初の犠牲者は、水産物市場の労働者でしたから。非
常に多くの人が、ここから拡散したと信じています。加えて中国は、豚インフルエンザに対処しているとこ
ろで、何百万頭もの豚を屠殺しなければなりませんでした。食肉製品に関する限り、これは中国の主食です。
ですから、ここに比較的早く死に至る、この豚インフルエンザに動物が感染していて、そして、それらは実
際、世界の他の地域でも発見されています。しかし、主に中国で。そして今、同じタイプのウイルス、コロ
ナウイルスです。これは触れて感染する他の多くの病気のように、何かに触れたその手を口に入れて感染す
るものではありません。これは空気感染します。まだ正確には把握されていませんが、現在、人から人へ感
染した症例が確認されています。彼らは、おそらく水産市場から始まり、それから今度は人から人への感染
に移行したと信じています。そして今度は、疾病対策センターなどから、これが大流行の可能性があるとい
う話が出てきました。 

(A)実際に、私は看護師たちが粒子マスクを着けている動画を見ましたが、もし、その看護師が正しくて、
すでに9万人がそのウイルスに感染していることが確認されている場合、その街で、それがどれほどの猛威
をふるっているか想像できます。人口わずか数百万人のその街が、現在、夜間外出禁止令の対象となってい
るのです。車でさえ移動が禁止されています。つまり、いくつもの都市です。旧正月に、人口何百万人もの
都市が閉鎖されているのです。完全に閉鎖です。50～100㎞離れた都市でも、完全に閉鎖されているのです。
イスラエル人が、あちらから報道していましたが、信じられませんでした。生活が停止しているのです。 

(B)ええ、その影響も。①事実、人々が移動できないので、それが経済に影響を与えます。そして生き物の
輸出もありません。彼らは動物や競技動物など、何も輸出することが出来ません。 

(A)彼らは近隣諸国からの多くのものが必要です。言い換えれば、ある人にとっての災害は、別の人にとって
の機会になり得る。今や、中国に供給できることを、多くの人が喜ぶでしょう。良いですか？聖書が告げて
いる終わりのときの兆候の1つは、もちろん伝染病で、神は、それを「疫病」と呼んでいます。しかし「疫
病」とは何か？伝染病です。 

(B)伝染病は、疫病として容易に翻訳できます。 

(A)そのとおり。私たちは戦争や戦争のうわさを見ているか？見ています。疫病を見ているか？見ています。
偽りの教え、偽預言者、偽メシヤを見ていますか？見ています。地震がありますか？火山を見ていますか？
それ以上です。ところで、トルコで地震がありました。 

(B)はい、ありました。 

(A)マグニチュード7近く、かなりの数が死亡しました。数日前のそのトルコの地震は、イスラエルで感じら
れました。テルアビブで、トルコでの地震を感じました。火山があります。タール火山が噴火したとき、私
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たちはフィリピンにいました。ところで、同時にその2週間の間に、世界中で40以上の火山が噴火し、日本
とメキシコでも、同じ2日間で3つの火山が噴火しました。つまりこれは産みの苦しみの話で、自然災害が
あり、それから疫病について話しました。戦争と戦争のうわさについて話し、偽の教え、偽メシヤ、偽教義
について話しています。私たちがフィリピンのある都市にいたとき、その街のフィリピン人の牧師が、自分
は「神に召された神の子である」と宣言していました。そして、世界中で100万人が彼に従っているのです。
彼は、自分が「神に任命された神の子である」と主張していて、イエスは御父の立場に移されました。さら
には、彼がイエスを御父としての地位と、任命された神の御子としての地位から蹴り落としたそうです。ア
ポロ・キポロイ牧師は現在、自分自身も、「任命された父」であると自称しています。いいですか？それは
私たちにとって奇妙に聞こえますが、地元の人々は、それを受け入れています。そこのクリスチャンでさえ、
彼らはそれを笑いますが、同時に、それはここにあり、彼らの何人かは“園”を訪れ、ダバオの“新しいエル
サレム”を見に行きます。私にはビックリです。 

(B)まあ、私たちがカンファレンスで話したように、ご存じのように、欺きが起こり、それから惑わしが起
こります。それが、今日私たちが見ているものです。そして、ローマ書が告げている、無知な心が暗くなる
ことや、そのほかのことが、今日明らかになっています。繰り返しますが、これらすべてのことが私たちに、
患難時代を指し示しています。しかし、私たちは携挙が大患難の前に起こる事を知っています。そうでなけ
ればなりません。ところで昨日、質問に答えられませんでしたが、「携挙が患難前に起こり、患難中期では
ないという証拠は何ですか？」多くの人々が、少なくとも彼らの心の中で、神の御怒りは中間で始まると信
じていますから。大いなる、そして恐ろしい主の日。しかし、第1テサロニケへの手紙5章9節が、私には決
定的な答えです。「神は、私たちを御怒りに会うようには定めていない」7年全体が御怒りですから。 

(A)ダニエルは、それを非常に明確にしています。ヘブル語でzaam。zaamは、御怒りを表す言葉です。 

(B)したがって、私たちが怒りに会うように定められておらず、7年間の契約全体が御怒りの時であるなら、
私たちが、その時にここにいることはあり得ません。 

(A)まさに。昨日、私たちが解説したように、患難前携挙説のみが、「その日その時は、だれも知らない」
という議論を保持できます。大患難の長さを、私たちは正確に知っていますから。そのハーフタイムがいつ
であるかを、私たちは正確に知っています。もし、ハーフタイムがいつ終了するかが分かっているなら、そ
の日その時が分かります。しかし私たちは、それを本当に知ることができません。だから、その前でなけれ
ばなりません。 

(B)ええ。聖書は、大患難の長さや期間を私たちに知らせるために、多大な努力を払っています。それは7週、
70週の内の最後の7週です。1260日、42ヶ月と呼ばれます。それを回避することは出来ません。そう告げ
られているのです。「その日、その時は分からない」というのが、唯一、携挙に添えられている時間です。 

(A)そのとおり。さて、バリー牧師。私たちは多くのことを話したと思います。多くのことが起こっています。
私たちイスラエルは昨日、イラク国境のデリゾール、アル・ブカマル地域で、シリアを攻撃しました。そこ
にある、イラン民兵のいくつかの基地を破壊しました。それについて記事があります。そして、Behold 
Israelには、Twitterアカウントがあり、私はおそらく1日3～4回、そのようなことが起こったときにツイー
トしています。それは私たちのFacebookページのBehold Israelに自動的に投稿されます。ですから、最新
情報を常に入手できます。繰り返しますが、ソレイマニの殺害は、イスラエルがシリアとイラクで、イラン
と戦う試みを止めませんでした。しかし最大の話は、米国大使館がバグダッドで3発のロケット弾に見舞わ
れたことです。ロケット弾の一発は、バグダッドの米国大使館のカフェテリアに落ちました。ヘリコプター
が複合施設に着陸し、人々を避難させました。そこで何が起こっているのか正確には分かりません。私たち
は状況を監視していますが、興味深いものになるでしょう。彼らは今、トランプ大統領を試して、その反応
を見ようとしています。彼は何か行動するか、戦うのか、誰を攻撃するのか？明らかにロケット弾を送った
のはイランではないので、イランに行くことはできません。多くのことが試されるでしょう。ハマスがイス
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ラエルにやっているように。彼らはガザからロケット弾を発射するとき、いつも、他のだれかがそれをした
と言います。皆さん、これが起こっていることです。 
しかし良い知らせは、主がもうすぐ来られます。そして良いニュースは、キリストに希望があるということ
です。彼は平和の源です。彼は希望の源です。彼は安全の源です。彼は王の王であり、主の主です。彼は、
私たちの罪から私たちを救ってくださったメシアです。そして、彼は来て、私たちを贖ってくださる、と聖
書は告げています。この体から、この世界から。（ローマ人への手紙8章28節）もちろん、私たちは、その
日を楽しみにしています。聖書は告げています。「二度目は、罪を負うためではなく…」（ヘブル9章28節）

非常にエキサイティンなものをお見せしたいと思います。この本の著者である私は、最新の本『The Day 
Approaching』の初版を受け取りました。私の本がすでに手元にあり、とても興奮しています。ハーベスト
出版社が、私たちのカンファレンスに来て、私に自身の本をくれました。しかし、この本のエキサイティン
グなことは、学習ガイドがあるのです。これ自体が別の本になっています。しかし、これは本で語っている
トピックを勉強するのに役立ちます。両方とも当社のウェブサイト、または、TheDayApproaching.orgで、
すでに予約注文頂けます。すでに印刷されていますが、まだ発売されていません。ちなみに、この本を最初
に入手できるのは、2月29日のマイアミ・カンファレンスです。「Awaiting His Return」カンファレンス
があり、私たちはそこでメッセージします。それとハーベスト出版社。正式な日付は3月2日、または3月3
日ですが、彼らは数日前に、カンファレンスで本の発売を開始します。マイアミで開催されるカンファレン
スに参加する人は、その場で購入できます。 
というわけで、「Day Approaching」とスタディガイドが、マイアミ・カンファレンスから揃います。また、
バンクーバー・カンファレンスは、5月23日に開催され、ダラス/フォートワースは5月30日です。バンクー
バーでは、バリー牧師、ジャン・マーケル、そして、おそらくジャック・ヒブスが来れると思います。 

(B)それは、よかった！ 

(A)彼はダラスと混合していたのです。私たち4人で、バンクーバーのカンファレンスを行います。それから
一週間後、テキサス州の人々のために、ダラス/フォートワース地域に伺います。これらのカンファレンスは、
すべて当社のウェブサイトにあり、その内のいくつかは登録受付中です。ダラスは、来週、または今から数
日後に、オンラインで公開されます。皆さんのお越しを本当に待っています。しかし私たちは、主が最初に
来られる方を願います。そうすれば、こういったカンファレンスをする必要さえありません。素晴らしい。
では、お祈りで終わらせて、また、アロンの祝福でも締めくくりたいと思います。 

(B)お祈りの前に。これは本当に素晴らしい本です。私には大まかな草案を読む機会がありました。3月まで
待てない方は、『The Last Hour』を読んでください。こちらもまた本当に素晴らしい。これはアミールさ
んの最初の本です。これらを手に入れることを強くお勧めします。Amazonで『The Day Approaching』
を予約してください。または、待てない場合は、『The Last Hour』も入手してください。これもそこにあ
ります。それでは祈りましょう。 

お父様。私たちは、あなたがあなたの御言葉を通して私たちに語ってくださることに感謝しています。あな
たは、私たちの将来の相続の保証として、あなたの御霊を与えてくださいました。そして、主よ、あなたが
弟子たちに言ったように、御霊の臨在は、私たちの中にいる助け手は、私たちの思いの中に、イエスの御言
葉を呼びかけます。そして主よ、私たちはそれらの御言葉の中の、あなたが、私たちのために場所を準備し
に行ってくださったことを感謝します。そしてあなたは、私たちをご自身で迎えに戻って来られます。あな
たのいるところに、私たちもおらせるためです。ですから、これらのことに感謝します。もし、「内部機密」
という用語を使用できるなら、私たちには、たくさんのものがあることを感謝します。出来事の時系列に関
する、正確な位置を調べて見つけることが出来ます。私たちには日も時間も分からなくても、かの日に近づ
いているのを、ハッキリと見ることができます。そのことに私たちは感謝し、あなたに栄光を帰します。あ
なたに感謝と敬意を示します。 
イエスの御名において、お祈りします。 
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(A)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) 

平和の君であり、平和の主であられる方がお与えになる平安が、今、そして永遠に、ここでも、そしてどこ
でも、あなたに平和を与えられますように。 
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した。 
God bless you！ 
インスタグラムでフォローしてください。BeholdIsrael 
フェイスブック Behold Israel 
ツイッター Behold Israel 
ユーチューブの公式チャンネルは、Behold Israel 
そしてもちろん、ウェブサイトから、ニュースレターとディボーションに登録してください。
beholdIsrael.org 

ありがとうございました。 
We love you！ 
God bless you！ 
南カリフォルニアのオレンジ郡より、シャローム。 

(B)シャローム。 
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