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2020年2月8日 中東時事アップデート with Barry Stagner 
アミール・ツァルファティ 

- シリアでのイスラエルの攻撃・イドリブ・イラン・中国でのコロナウイルス - 
https://youtu.be/U7hDM2Xvb4g 

(アミール)：シャローム、アミール・ツァルファティです。バリー・スタグナー牧師と一緒に、中東時事アップデート
です。今日は、いくつかの問題についてお話をしたいと思います。シリアでのイスラエルの攻撃から、ガザで起こっ
ていること、シリア自体でイドリブの一部、北部を攻撃しているトルコとイラン/シリア/ロシア軍との間で起こって
いること。また、イランで起こっていることについても話します。それと、コロナウイルスについても話します。コ
ロナウイルスは、中国当局が世界に伝えているものよりも、はるかに大きく、また、広がっています。しかも急速に
広がっています。死者の数は、彼らが言っている数の、たぶん50倍以上でしょう。中国自体からの情報がたくさんあ
りますが、これは世界に広がってほしいものではありません。私たちがこれまでに見た何よりも、はるかに致命的で
すから。それについても話します。では、そこから始めましょう。 

バリー牧師、数日前…、あなたは、私の住んでいる場所を知っていますね？私はイズレエル渓谷に住んでいますが、
私の家からほんの数マイルのところに、F-16（戦闘機）のラマト・ダヴィド空軍基地があります。そして私が離陸音
を聞いたのは、午前1時でした。私はまだ、時差ぼけと戦っています。これは25日間で3番目の時差ぼけで、だから
簡単に目ざめるのです。そして私は、午前1時に離陸音を聞いたのですが、午前1時に離陸音を聞くというのは、定期
的な訓練や何らかの練習ではなく、定期飛行でもありません。通常、それは何らかの、極めて重要なものです。確か
に20分後、ダマスカス周辺の防空システムが、すでに稼働していたと聞いています。今回、イスラエルのF-16戦闘
機は、シリア空域に入らないように、とても注意していました。そしてゴラン高原の上空から、彼らはロケット弾を
発射し、実際に、大きなダマスカスのいくつかの地域へ、最近イランがもたらしたものの多くを破壊しました。空軍
基地のシリアの司令官、空軍基地の総司令官が、そこで30人以上の外国民兵と一緒に死亡し、そして多くのダメージ
を与えました。数時間後にロシアが出て来て、イスラエルがシリアの旅客機を危険にさらしたと言いました。それは、
はるかイラクからやって来て、ダマスカス国際空港に着陸する途中だったところ、着陸をラタキア空港に変更しなけ
ればならなかったのです。ええ、ロシアはそれについて不満です。ということで、バリーさん、私たちはシリアでの、
イスラエルの活動が継続しているのを見ています。そして私たちは言っています。「ソレイマニの死で、イスラエル
が、ダマスカスとその周辺に塹壕を築こうとするイラン民兵と戦うのを止まることはない」そして私たちは皆知って
います。ダマスカスについて聖書が述べていることを、記憶をよみがえらせ、思い出すことが出来ますか？ 

(バリー牧師)：さて、イザヤ17章1節は、ダマスカスは滅ぼされ、廃墟になると告げています。そして本質的に、そ
れは都市でなくなることを意味します。 

ダマスコに対する宣告。見よ。ダマスコは取り去られて町でなくなり、廃墟となる。（イザヤ17章1節） 

ご存じのように、シリアの人々は、ダマスカスが世界で最も古くから人が住んでいる都市であると主張します。さか
のぼること、約4500年。それが廃墟になるのです。そして、これは明らかに、非常に短い時間で起こります。だから
私たちは、常に地平線上にそれを見ています。しかしアミールさん、あなたがいま共有したことに関して、他に興味
深いと思うことの一つは、最近のことです。もしかすると、私たちはプーチンとネタニヤフ、ロシアとイスラエルの
間で起こっていることを見て、「まあ、物事はうまくいっているようだ」と言うかもしれない。ところが、ここでロ
シアが言っています。実際にモスクワから出て来た告発では、「イスラエル人が商用飛行機を使用して、その陰から、
これらのシリアのターゲットを攻撃している」そして、基本的にこのように言って、非難しています。「彼らには人
のいのちの価値よりも、彼らの目的の方が重要なのだ」この種の告発をすることで、私たちに伝わってくるのは、表
面的には物事がうまく言っているように見え、あたかも素晴らしい関係であるように見えても、2つの国の間には、
常に断ち切れない本心があります。そしてそれは、連合を組んで共にイスラエルに攻め込むロシア、ペルシャ、リビア、
スーダン、そのほかのすべての国々との関係です。 
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(アミール)：ええ。完全にあなたと同意します。ウクライナの旅客機をイランが撃墜したことに対して、ロシアがそ
れほど厳しく言及しなかったことは、興味深いと思います。面白くないですか？彼らはウクライナの旅客機を撃墜し
たのに、ロシアは、これよりもはるかに寛容でした。さて、私は多くの人々に説明したいと思います。「世紀の取引」
に関する、あらゆる騒ぎはナンセンスです。「世紀の取引」は、決して実施されませんから。あなたも私も、決して
パレスチナ国家にならないことを知っています。ところで、トランプはそれを知っていて、イスラエルもそれを知って
いて、パレスチナもそれを知っています。だから、彼らはあんなに反対するのです。これは、彼らにいかなる国家も
与えませんから。しかし問題は、「世紀のディール」から残されたものは、アラブ・スンニ派の世界が木から降りる
ために、トランプ大統領が与えた“はしご”です。彼らがパレスチナの大義のために立ち、戦うために上った高い木か
ら降りるために。彼は基本的に言いました。「ほら、二国計画と500億ドルの援助だ」交渉の余地はない。そしてア
ラブ諸国は言っています。「そうだな。これは良い計画だ。これは私たちが協力できる計画だし、さあ、イスラエル
と話をしよう」そして、計画が明らかにされた瞬間から、スーダンの指導者がネタニヤフと会い、彼と夕食を食べて、
彼と一緒に笑い、そしてテルアビブに出入りする外国の旅客機が、スーダンの空域を使用できるようにする契約を、
彼と締結するまでに何時間かかったか。スーダンです。あなたが数分前に言ったこと、「今のところロシアの関心は、
イスラエルと一緒にいること。または、イスラエルと何らかの友好関係を持つことだ」それは今、まさにスーダンで
見ているものです。スーダンの指導者は、ちょうど言いました。「今のところ、我々にとっての利益はイスラエルに
敵対することよりも、イスラエルと一緒にいることのほうだ」彼らは皆、目を覚まし、パレスチナの大義を支持した
ことで得たものは、頭痛以外の何ものでもないことを理解したのです。実際に、イスラエルと協力していれば得られ
ていた多くのことを逃しました。そして非常に大胆な動きで、スーダンの指導者たちが決定したのです。「そうだな。
私は国民の世話をしなければならない」そして、ここに平和計画があって、ここに和平協定がある。ここに二国解決
策があります。「よし、今、イスラエルと話をしよう」だから、トランプが提供した二国解決策は、決して機能しな
いことを誰もが知っていて、決して実施されないことは、誰もが知っています。誰もが知っている。唯一、機能する
のは、イスラエルが土地を併合することです。そしてアラブ世界は、今は、私たちの友人です。これらが私たちが目
にしている出来事です。そして、それらは聖書の預言を完璧に興じています。 

(バリー牧師)：ですから、これはかなり驚くべきことです。特に、あなたがスーダンで言及したことを考えると、
ちょっと不思議だと思うのは、スーダン政府の決定は、基本的に理解して、「いいか、米国からの資金と援助を活用
しようとするなら、イスラエルを通さなければならない」そして大統領は、非常に明確にしています。「イスラエル
の敵は、米国の敵でもあると見なす」だから、私たちの関係は、引き続き深まり成長する。さらには…、ほら、スー
ダンは、イスラエル侵略に参加するのです。私は、そのことは大患難の最中だと信じていますが、しかし、ここで彼
らは理解しています。繰り返しますが、彼らには米国のサポートが必要なため、米国と友好関係を築く必要があるの
です。本質的に彼らは駆け引きをしているのです。これらがルールですから。そして、これがトランプ大統領が確立
したものです。 

(アミール)：まさに。スーダンの大統領が公然と認めていることは、驚くべきことだと思います。彼がネタニヤフと
夕食を食べ、彼がネタニヤフと笑い、そして彼がネタニヤフとスーダンの利益について話したことを。つまり、これ
がどれほど歴史的で、それがどれほどすばらしいものかを私たちは理解していますか？それが、私たちはまだパレス
チナ国家について話していますか？つまり、「世紀の取引」全体で、誰もが同意する一つのこと。それは、これがパ
レスチナ国家につながることは決してないということです。イスラエル人がこの取引に満足しているのは、それがパ
レスチナ国家につながらないことを知っているからで、パレスチナ人がこの取引について怒っているのは、これが、
決してパレスチナ国家につながらないことを知っているからです。そして、パレスチナ人にウンザリしているアラブ
世界は、彼らに国家を与えないので、この取引に満足しています。しかし、テーブルの上にオファーがあります。交
渉の余地はない。そして要するに、私はいつも言いますが、この取引は、パレスチナ人を現実に戻したということで
す。ほら、イスラエル人は西岸地区に住んでいる。彼らはエルサレムを所有しています。彼らはヨルダン渓谷のヨル
ダンとの国境にいます。つまり、前進したいのなら、この現実を受け入れる必要があります。彼らはどこにも行きま
せん。だから、イスラエルからより多くの土地を取ることについて話すのもやめよう。イスラエル人は、すでに彼ら
がいる場所から移動しないから。いいですか？過去20～25年の間に2度、イスラエルから土地が取られたのです。1
度は、オスロ協定を動かすために、イスラエルの居住地を撤退されたときです。そして2回目は2004年で、ガザから
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の撤退です。そして、私たちがそれをやったどちらとも、全く平和をもたらさなかったのです。だから、新しいアプ
ローチは、もはやイスラエルが撤退したり、移動したり、誰にも土地を与えたりしないことです。そういうことです。
私は、それを説明しようとしているのですが、人は理解しないのです。「世紀の取引」は、パレスチナ人にもっと多
くを“与えない”ことを意図しているのです。より多くを与えるのではなく、より多くを与えないためです。つまり、
どこであろうと、イスラエルがいる場所にイスラエルは留まる。私たちは何も解体していません。そして、どちらか
と言えば｢世紀の取引｣は、アラブ世界に、イスラエルとの関係を温めさせ、私たちの祖先の祖国の一部におけるイス
ラエルの主権をさらに強めるように傾いています。今まで、世界はそれが私たちのものであることを認識しませんで
した。しかし1つ確かなことは、それがパレスチナ国家にはつながらないことを、誰もが同意しています。ですから、
“東エルサレム”と“二国解決策”という2つの用語を使用していますが、どちらの場合も、これらの用語はエルサレムや
パレスチナ国家について、本当に話すために使用されていません。これらはただ、アラブ世界のために苦い錠剤を少
し甘くするためにのみ使用されています。見てください。バリー牧師、アメリカ合衆国大統領が世界に伝えています。
エルサレムはイスラエルのもとに留まる。そして2日後、スーダンの指導者は、そのことについてユダヤ人と話したがっ
ているのです。 

(バリー牧師)：はい。 
(アミール)：歴史的です。 

(バリー牧師)：はい。驚きです。アーヤトッラー・アリ・ホメイニーが出てきて言いました。「この“世紀の取引”全
体に、仮にポジティブなものがあるなら、それは“世紀のスラム”であり、パレスチナの窮状を国際舞台にもたらした
ということだ」そして本当に何がなされたのかというと、パレスチナ人は、一度も何に対しても同意したことがない、
という事実が暴露されました。2000年を振り返ってみても、西岸地区の95％を彼らに与えようとしたエフード・バ
ラックのオファーがありますが、彼は、彼らに西岸の95％を与えるつもりだったのです。東エルサレムも同様に。し
かし彼らは、その申し出を拒否しました。彼らには東エルサレムを得たり、二国家の解決策を持つという意思があり
ませんから。彼らの意図は、パレスチナ人によってのみ占められている一国家解決です。イスラエルのための場所は
ありません。 

(アミール)：まさに！ 

(バリー牧師)：ええ。ホメイニーは正しかったと思います。それは、パレスチナのスタンスを国際舞台に提示しまし
た。それは肯定的な光ではありません。それは否定的な光の中にあります。 

(アミール)：まさに！取引に反対している人を見てください。誰が取引に反対しているか？民主党。トランプ大統領
と議会に手紙を書いた100人の民主党員は、彼らはそれに反対である、と言いました。イラン、トルコ、ハマス、パ
レスチナ解放機構。つまり、このグループは世界で最高のものではありません。ところで、パレスチナの指導者のひ
とりは言いました。「ネタニヤフが、もはや首相に選出されない場合に限り、パレスチナとイスラエルとの間の緊張
は下がるだろう」あなたの側で、おなじみのセリフでしょう？アメリカでも皆が約束していますね？唯一、トランプ
が大統領にならなければ、事態は良くなる。 

(バリー牧師)：はい、それが私たちが見ているものです。そして、これは両国で起こっています。それに興味深いこと
に、この国の、この特定の部分が、最後の日に世界の注目の焦点になるのです。イスラエルの主な同盟国は、もちろ
ん米国です。そして両国の指導者たちは、どちらも両国の政治の場の内側にいる人たちによって弱体化されています。
虚偽の告発が行われたり。そしてアミールさん、1つ聞かせてください。以前、私たちの会話の中で…、アップデー
トの中だったと思いますが、あなたが言及したこと、ネタニヤフに対する告発について。こんな言葉を使用するのは
イヤですが、彼らはコミカルでした。権力の乱用やそのほか、彼に対して投げつけ、告発していた内容はバカバカし
いものでした。同じレベルのものが、ここでも私たちの大統領に対して行われています。だから、たぶん私自身のた
めに、その内容を思い出させてください。 
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(アミール)：ネタニヤフは、彼の友人のひとりからもらった、シャンパンと葉巻のために告発されています。つまり、
彼らは、彼がそれを報告すべきだったと考えているのです。この男（ネタニヤフ首相）、私は、彼が首相になって以
来、一晩として何事も起こらずに眠ったことがないと思います。だから、彼がシャンパンを一杯飲む必要があるなら、
彼にそれを「飲むな」なんて偉そうなことを、私には言えません。特にそれが彼の友人が彼に与えたシャンパンなら、
なおさらです。私たちはシャンパンを飲み、葉巻を吸った事で、首相を裁判にかけるのですか？私たちの頭は大丈夫
ですか？ 

(バリー牧師)：それは贈り物だったのです。 

(アミール)：ええ。友人からです。ちなみに彼は見返りを一度も得ていない。第2に、彼らが言っているのは、ネタニ
ヤフがメディアで彼の友人から肯定的な報道を受けた、と。ひとつ言いたいのは、ネタニヤフ首相と彼、そして彼の
家族以上にバッシングされているイスラエルの政治家は、ひとりもいません。これは、良いですか？彼らが、彼らに
尋ねたとき、「みんな、これまでイスラエルで、誰か、肯定的な報道のために裁かれたことがありますか？」彼らは
言いました。「いいえ、これが前例です」つまり、「これを前例にするつもりです」イスラエルの歴史の中で、肯定
的な報道を得たことで裁かれた人は誰もいませんでした。つまり、それは贈収賄、肯定的な報道です。しかし、彼は
何も受け取らなかった。しかし彼らに尋ねるなら、「それで何に基づいているのか？それは、以前にもあったのか？」
彼らは、「まあ、我々は、これを前例にするつもりだ」だからネタニヤフに関しては、それは前例でなければなりま
せん。良いでしょうか？聞いてください。だれかが私にこっそりと教えてくれたのは、彼らは今、トランプに対して
新しいことに取り組んでいる。面白くないですか？青と白のリーダー、ベニー・ガンツは言いました。「明日、ネタ
ニヤフに対して別の訴訟を起こすつもりだ」見てください。彼らは、自分たちが失敗したと分かると、何かが成功す
るまで、何度も何度も何度も試みます。正直なところ、アメリカとは異なり、イスラエルでは、イスラエル人がそれ
を信じました。真実を言えば、ネタニヤフが3月2日の選挙後に政府を形成できるようにするには、奇蹟が必要です。
彼の状況は、全く良いとは思えません。そして率直に言って、トランプも奇蹟を必要としています。そして、その理
由は・・・彼はスタジアムを埋め、大きな成功を収めています。そして彼は何年もの間で、おそらく最高の大統領で
す。それでも、残念ながらカリフォルニアとニューヨークの両方で、大多数の大衆が洗脳されています。そして何か
に投票するために…、ほら、ニューハンプシャー州の民主党員の60％が言いました。これ、聞いていますか？彼らは…

(バリー牧師)：それは聞いていません。 

(アミール)：彼らが本当に言ったのです。彼らは「トランプが再選されるよりも、流星が地球を直撃する方が良い」
何を言っているのか分かりますか？彼らの憎しみは悪魔的です。それはイスラエルでもあります。私は、私の人生で
そのようなものを見たことがない、と言わざるを得ません。一度も見たことがない。ネタニヤフには奇蹟が必要です。
私は祈ります。ご存じの通り、私たちの神は奇蹟の神です。私は、主からそれを取るつもりはありませんが。しかし
政府を形成するために61議席を得るには、奇蹟以外あり得ません。残念ながら、状況は良く見えません。前回、良く
なかったのと同じように。 

それでは、バリー牧師、次の話題ですが、アメリカは、イスラエルを分割したり、エルサレムを分割したりするため
に裁かれる、と人々が言っています。私は、何か面白いなと思いました。すべてのユダヤ人に、「だれひとりとして、
彼らの家から撤退させない」と言う人、そして、「エルサレムは、分断されることのないイスラエルの首都である」
と宣言している人。面白いことに、イスラエル人が気に入っている平和条約は、それを差し出した本人が国土を分割
したと非難されているのです。しかし多くの信者が、文脈から切り離しています。ヨエル書3章（新共同訳：ヨエル書
4章）は告げています。 

見よ。わたしがユダとエルサレムの捕らわれ人を返す、その日、その時、わたしはすべての国民を集め、 
（ヨエル3章1節) 

もちろん、イエスが戻って来たときです。そしてこれ、見てください。 
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彼らをヨシャパテの谷に連れ下り、その所で、彼らがわたしの民、わたしのゆずりの地イスラエルにしたことで彼ら
をさばく。（ヨエル3章2節） 

彼らが何をしたのか見てください。 

彼らはわたしの民を諸国の民の間に散らし、わたしの地を自分たちの間で分け取ったからだ。彼らはわたしの民をく
じ引きにし、子どもを遊女のために与え、酒のために少女を売って飲んだ。（ヨエル3章3節） 

これが「世紀の取引」ですか？私たちは、ものすごい出来事について話していることを理解していますか？ローマ人
が（西暦）70年に行ったことや、反キリストが大患難の時期に行うようなこと、それが、私たちが話していることで
す。ユダヤ人を彼らの土地から追い出し、自分の間で土地を分割し、そしてユダヤ人を支払いとして売る。こう言っ
たことのために、国家が裁かれるのです。そして、これらは以前に行われたものであり、将来行われます。しかし、
これは「世紀の契約」ではありません。彼は、実際にユダヤ人が彼らの土地に住むことを許しているのです。彼らに
以前よりも多くの土地を与えたり、エルサレムを彼らの首都としてその主権を認めたり、その他すべて。だから、私
たちは言葉を定義するときに、非常に注意する必要があります。 

(バリー牧師)：はい。私はヨエル書を数えられないほど見てきましたし、受け取ってきました。しかし、誰も私にテ
キストメッセージや電子メールを送ってきません。ヨエル書3章1節（新共同訳は4章1節）が告げている『その日、
その時』とは、ヨエル書2章が告げていることを指していて、その時、 

太陽はやみとなり、月は血に変わる。（ヨエル2章31節） 

これは、黙示録6章の成就です。だから明らかに、これは大患難時代です。ゼカリヤ書14章にも、同じことを告げて
います。都が分断される時、その日に、神はエルサレムに敵対して集まった全ての国に対して戦われます。そして、
アミールさん、私たちはまだ異邦人の時代にいることを指し示すのも重要だと思います。ご存じのように、神は、彼
の民を集め、故国に戻されました。70週目に再びイスラエルの国に直接対処するために、神は、それらを準備してお
られます。ついに再臨の時、彼らは、 

自分たちが突き刺した者、わたしを仰ぎ見、ひとり子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激し
く泣くように、その者のために激しく泣く。（ゼカリヤ12章10節） 

そして、あなたが話していた、2004年の出来事を認識することが重要だと思います。つまり、それはある意味、土地
が分断されることをイスラエルが許可したということです。その時、彼らはガザ地区を与え、そして、そこから自分
たちが撤退したのです。しかし2004年を見れば、イスラエルの軍隊は、今や世界で8番目に強く、イスラエル経済は
世界第8位です。私は、これは神の怒りではない、と言いたい。それは間違いなく祝福された国、神が神のみことば
を成就しておられる国家です。だから、繰り返しますが、これを見て、聖書によって聖書を解釈するならば、もちろ
んパレスチナ人は、イスラエル国家のどの部分にも権利を持っていません。もちろん、彼らは神が割り当てた地理的
境界内の権利を持っていません。そして突然、この取引が、反キリストによってなされる契約と同等に扱われていま
す。そしてそれが国、私たちの国、あなたの国、これらの他のすべてのものに壊滅的な結果をもたらす、と。しかし、
聖書が語ることに耳を傾け、神の御怒りをもたらす土地の分割に注意すれば、それは大患難の時期のエルサレムに関
することです。そうすれば、終末論や終わりの日に関する理解が、より解釈できるでしょう。 

(アミール)：バリー牧師、今、話を聞いていて、ジャレッド・クシュナーの発言に関するニュースの投稿を思い出し
ます。「ここ数日で増加している暴力の責任は、アッバスにある」それに対する、すべてのコメントは。「ジャレッ
ド・クシュナーが反キリストだ！」だから私は考えていて、「なぜ、そう言うのですか？」と聞くと、彼らは言いま
した。「彼は不気味に見える」そこで私は考えていたのです。いったい、いつから反キリストは、あなたにとって不
気味に見える人物になったのか？彼は敬虔なユダヤ人であり、アメリカ合衆国大統領の義理の息子です。（大統領は）
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グローバリズムと戦っている最大の戦士です。そして反キリストは、グローバリズムの最大の産物です。だから第1に、
というか皆さん、1つ理解する必要があります。彼がトランプ大統領に代わって和平協定を結んでいるという事実。実
際、彼はイスラエルが望むものをイスラエルに与えました。彼はイスラエルに、イスラエルが望んでいたものを与え
たのです。地図に関して、エルサレムの維持に関して、居住地の維持、そういったすべてを。実際、私たちにとって、
ジャレッド・クシュナー以上に良い仲介者はありません。ただ私が思うに、ここで、彼と反キリストとの間に類似点
が、どこにありますか？ほら。もし、私たちは、ここにいて反キリストを見ることはないと信じているなら、彼は反
キリストではありません。そしてまた、私に言えるのは、反キリストは、このジャレッド・クシュナーよりも、はる
かにカリスマ的です。ひとつ言わせてください。私には理解ができません。なぜクリスチャンが…、何よりもまず、
だれかが｢平和｣と言うたびに、彼らは、それが史上最悪のことだと考えます。そして、すぐにこれを引き出してきま
す。見てください。平和は、すべての信者がそのために努力し、その中に生きたいと思うべきものです。実際、聖書
は私たちに、指導者のために祈るように告げています。私たちが平和で静かな一生を過ごすためです。（第1テモテ2
章1節から2節）それが1つ。 

そこで、まず初めに、このことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために
願い、祈り、とりなし、感謝がささげられるようにしなさい。それは、わたしたちが敬虔に、また、威厳をもって、
平安で静かな一生を過ごすためです。（第1テモテ2章1節から2節） 

次にイスラエルに関しては、反キリストがイスラエルと結ぶ取引では、彼らが神殿を建てることを認めるのです。そ
の取引は、これまでユダヤ人たちに提供されたどの取引とも、はるかに異なり、はるかに大きいです。ですから、私
たちは本当に、非常に注意する必要があります。そして私たちは、あなたと私、それから、いま私たちを見ているす
べての人も、そうであることを願いますが、私たちは、ここにいて、反キリストの台頭（のし上がってくること）を

たいとう

見るべきではないことを覚えておいてください。だから、私たちは、ここにいて7年間の条約が署名されることすら
見るべきではありません。神殿は絶対です。第三神殿がエルサレムに建つのは、絶対に見るべきではない。そう思い
ませんか？ 

(バリー牧師)：はい、アミールさん。私たちは大患難の時期に何が起こるかについて、すべての詳細を知りません。
誰が何であるか。連盟国家権力が興るとありますが、黙示録17章は、彼らはまだそれを受けていないと告げていま

おこ

す。だから、すべての役者が誰になるのか、国際的な境界が反キリストによって再び敷かれるのかどうが、私たちに
は分かりません。私たちが知らないことがたくさんありますが、私たちはここにいるつもりはないので、知る必要は
ありません。あなたが良いことを言っていましたが、ある人たちが言ったという事実について、「まあ、彼を見てく
ださい。彼は気味が悪い」ほら、最後の晩餐で、イエスといっしょにテーブルの周りに座っていたとき、誰もユダが
裏切り者であることを知らなかったのです。だから、「不気味に見える」ことを、裏切り者を識別するしるしとして
見るのは、実際にところ、それは反キリストとは正反対です。彼は饒舌で、人々は彼に従うのです。黙示録は、全世

じょうぜつ

界が彼の後に従い、彼を崇拝して、彼にひれ伏すと告げています。だから、私は｢不気味に見える」事が、本当に反キ
リストになるための資格だとは思わない。 

(アミール)：まさに。私が皆さんに言及したい もうひとつのことは、ソレイマニが1月3日に殺されて以来、イランは、
誰もが考えていたよりも、ずっと弱かったことが明らかになりました。また、イランは米国によって抑止されていま
す。したがって、すべてのネズミが今、穴から出て来ています。そしてシリアでは、エルドアンが、いまだかつてな
かったほどに強く感じていて、シーア派民兵の継続を許さないだけでなく、今は反撃しています。さて、私たちが今
見ているもの…、私は、私のチャンネルと、ここイスラエルの私の諜報社会を毎日見ています。私は文字通り、何百
もの戦車、装甲車、および航空機が、国境を越えてくるのを見ています。さて、これはバッシャール・アル・アサド
が、「私は自分の領土でイランを認める」と言っているイランとは異なり、アサドは世界に言っているのです。「私
はテロリストが私の領土に入ることは認めない！」しかし、トルコはシリアを通って侵攻しました。彼らは、ますま
す多くのスンニ派の反乱軍を、この地域に連れて来ています。彼らは、自分たちの兵士を連れて来ている。そしてつ
い先週、トルコ兵が数人殺された事件がありました。ところで、殺された中には、ロシアの兵士もいました。シリア
の兵士の話ではありません。彼らは毎日、大量に殺されています。それが、トルコの兵士が殺されたときに何が起こっ
たのかというと、エルドアンは激怒してF-16戦闘機を送り、彼は16のシリア軍前哨基地を破壊して、そして、あそ
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この兵士を100人以上殺したのです。そして、すぐに全世界に報告。「彼らは私の兵士を8人殺したが、私は向こうで
100人近くを殺した」そして、ソレイマニが死んで以来、彼はずっと自分自身を強化してきました。なぜならイラン
は …繰り返しますが… はるかに弱いからです。さて、もうひとつ、バリー牧師、私たちが見ているのは、イランは
世界が決して同じではないことを理解しています。ソレイマニの死後、原油価格がまだ50ドルなら、つまり、だれか
がすでに彼らの市場シェアを取ったことを意味します。そういう事です。そして、もしイランが生産に戻って来るな
ら、見てください。イランが生産していないときに50ドルです。イランが生産に戻って来るならば、まず第一に、彼
らは市場を失っています。第二に、あまりにも多くの石油があると価格はさらに低くなり、生産の価値がないかも知
れません。イランは今、非常に、非常に困難な状況にあるのです。内側からも外側からも。想像するしかできません
が、イスラエルを攻撃する事は、マフディや他の者のために場所を準備するなど、他の理由の中で、彼らが拠り所を

よ

見つけるひとつです。そう思いませんか？ 

(バリー牧師)：これらのすべてのものをひっくるめて、ひとつ私たちが知っているのは、権力を持っている者たち、アー
ヤトッラーのように、ある地位についている者たちは、権力にぶら下がる事に関心があって、そして、彼らがそれが
滑り落ちるのを見る時、多くの場合、彼らが地位を守るために、最も過激になるのを目にします。私たちはイランの
人々を見てきましたが、その中で20歳代の人たちの失業率が、約40～45％です。そして、これが国民に、重要な人
口問題を引き起こしています。私が最後に聞いた数字は、40歳の約65～70％を押し上げていたと思います。家族を
育て、生計を立てようとしている世代です。ですから、町中を大きな不安が襲っているのです。だから、権力が滑り
落ちているのに気づいたとき、多くの場合、その人が過激な行動を取るのを目にします。イスラエルを攻撃するといっ
たように。そしてアミールさん、あなたが話している間、私は考えていましたが、ものすごく奇妙じゃないですか？
イスラエルの北の国境、この侵略点に、エゼキエル38章と39章で、それぞれの地理的地域によって指名されたすべて
のこれらのグループが到達しているのです。ロシアが関与していて、ペルシャが関与しています。スーダンとリビアが
関与しています。しかし、シリアに関する言及はありません。そして、あなたが いま言及した事から、私はそこにト
ルコを思います。侵略において主要な役割を果たす彼らが、いま、基本的にリビア内に立ち向かい、自分たちが地中
海地域の石油の流れをコントロールしていると言っています。少なくともこの部分、アクセスとすべて。ですから、
イスラエルの侵略材料の側面があり、戦利品と略奪物を取るために来ます。抗議してそれを言う国々が、いま、どん
どん整ってきています。そしてトルコは、兵士の損失と、その性質のものの損失のために攻撃的になり、だから繰り
返しますが、この来たる侵略の可能性を推し進めている別の前線があって、過去に述べたように、私には、これが大
患難の最中に起こる何かのように見え、注目に値すると思います。だから、もし私たちが大患難の時期に起こる出来
事の発展を見ているなら、それが近づいていて、私たちは、すぐにここから出ていく事を意味しています。 

(アミール)：ええ、まさに。さて、私がニューハンプシャーについて言った事を覚えていますか？ 繰り返しますが…、
ありました。ニューハンプシャー州の民主党員の62％が、「トランプが第二期を獲得するよりは、人類滅亡の方が良
い」と言っている。見えますか？ 

(バリー牧師)：なんて事を… 

(アミール)：さて、次に、それ以上に私が言いたかったのは、バリー牧師、コロナウイルスについて少し話しましょ
う。あなたと私は、初日から同じ意見でした。これは小さな事ではありません。小さな事なら、何百万人もの人々が
いる都市を隔離しません。現在、5000万人以上の中国人が隔離されています。つまり、彼らは街や彼らの家を離れ
る事さえ許されていません。これは、ずっと大きいです。ところで、内部告発者、中国人の32歳の眼科医か何かです。
忘れましたが…。彼は眼科医でした。それは確かです。彼は、基本的に次のように言った人物です。「みんな、ここ
に新しいウイルスがある。しかもそれは殺人的なウイルスだ」警察は彼を脅し、「話すな」と言いました。残念なが
ら、彼自身が感染して、2日前にウイルスに屈しました。さて、私が「彼が死んだ」と報告したときに、誰もが私を
攻撃して言いました。「これらはフェイクニュースだ！彼はまだ生きている」いや、病院が、彼が死んだと報告した
のです。当局は彼が死んだと報告した病院に怒っていて、だから、彼らは実際に言ったのです。「いやいや。彼はま
だ生きている」彼らの内部告発者の死に対する反応の仕方で、彼らが実際の数字に関して、実際にどのように行い、
どのように物事をねつ造するのかが分かります。実際の数字は、50倍の数だと言う人もいます。さて、次は現在、ほ
とんどなくなっている産業の話です。つまり、航空会社は、いま何百人ものパイロットを解雇しています。クルーズ
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客船、クルーズ船は、完全に空になりました。誰もクルーズ船に乗りたくありません。つまり、日本だったと思いま
から

すが、横浜の海岸にクルーズ船があって、ウイルスはいま、クルーズ船の中で広がっているのです。65人か66人が、
すでにウイルスを持っていて、悪化する一方です。ニューヨーク市の前に別の症例があります。別の船、カーニバル
船が入れません。クルーズ船は、ウイルスがより速く、より簡単に広がる場所になりつつあります。聞いてください。
これは大きいです。はるかに大きいです。それはヨーロッパ中に到達していて、米国にあり、カナダにあります。そ
れはアジア全土にあり、ロシアに到達しました。そして数字は、死者は中国のみ。香港の1件と、フィリピンの1件と
は別に。ただ、私は考えていますが、仮にそれが中国だけだったとして、他の場所はないと仮定しましょう。中国だ
けでも、何人の人が死ぬか想像できますか？中国だけってどういう意味か？中国は国であり、そこには人々がいます。

(バリー牧師)：10億人。 

(アミール)：まさに！そして…、私の言う事をよく聞いてください。私は祈ります。この流行とパンデミックを通して、
人々がキリストについて聞いて、立ち返りますように。なぜならこの時点で、政府は、同時にキリスト教とウイルス
と戦う事は望んでいないと思います。何か知っていますか？ 

(バリー牧師)：はい。台湾ニュースがちょうど先週、興味深い事を報告していました。「テンセント」と呼ばれる持
ち株会社があって、彼らがコロナウイルスについて、実際に報告したのです。そして、彼らが明らかに漏らした数字
は、154,023の感染があると伝えました。そして24，589は、中国のメディアによって実際に報道されている600と
は、ほど遠いです。そして、これは、すぐに下げられました。そして今は、彼らはこのレポートによる何らかのダメー
ジをコントロールしようとしています。つまり、これらはとてつもない数字であって、あなたが数字について50倍は
あると言及していたのと同じ領域です。私が最後に見た数字は、死者589人だったと思います。しかし実際の数字は、
中国の会社によると、これまでのところ24,589です。 

(アミール)：だれかが報告していたのは、毎日100個の遺体収容袋が満たされているとの事です。毎日、100袋が満
たされている。そして彼らは、それらを火葬している。ご存じの通り、それが取り除くための最良かつ最速の方法で
すから。だから想像できるでしょう。今で、もうすぐ2ヶ月です。本当に死んだ人の数が想像できるでしょう。とこ
ろで、それは私たちが想像するよりも速く広がっています。そして、たとえそれが中国内だけであっても…、私はそ
こにとどまっていないと信じていますが、これは巨大です。これは巨大であり、これは終わりの時を特徴づける疫病
の一部であると、私は信じています。だれかが言っていましたが、もし、コロナウイルスが止まらなければ、それは
さらに強くなって戻って来る。しかも、「強い」というのは、死は2.5%ではなく10％、それは壊滅的です。考えて
みてください。世界の人口が死ぬ事を考えれば、それは聖書の割合です。 

(バリー牧師)：はい。そのようなものは何でも、本質的に生物学的なものです。それらが複製されるとき、すべての
複製周期に変異があります。そして、一連の複製の後、あなたの言うとおり、最近は、それが殺されたり治療したり
できないかたちで戻って来ます。そして、基本的にいくつかの、潜伏をしていたか、もしくは存在しなかったものが、
再び表面に上がってきます。なぜなら、それらが突然変異してきたからです。今、私たちは、これらの抗生物質耐性
菌を世界中に見ています。これは、イエスが言われた終わりの日の疫病や伝染病と一致します。これがそうです。イ
エスが使った言葉は、伝染病とも訳す事ができ、それは、私たちが見ているものです。そして、これに関して私が特
に心配しているのは、感染者が潜伏期間中に伝染する点です。言い換えれば、潜伏期間は約12日～14日とみなされ
ていますが、しかし、何の症状もなく伝染する可能性があります。では、どうやって知るのか？ 

(アミール)：自分は健康だと思っているときに伝染する可能性があります。当局は、あなたが健康だと思っていて、飛
行機から降りる事ができ、健康そうに見え、体調が良いと感じていて、病院もあなたが健康だと思うでしょう。それ
が、数日以内にあなたは健康ではなくなる。そして、あなたはすでに、かなりの数の人々に感染させているのです。 

(バリー牧師)：はい。だから彼らは、船や都市を隔離しているのです。 
(アミール)：はい。しかも、 
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(バリー牧師)：だれがそれを持っているのか分かりません。 

(アミール)：温州（浙江省）は現在、都市のリストに追加されています。つまり、5000万人の中国人が隔離されて
うんしゅう せっこうしょう

いるのです。人々はそれを理解していません。アメリカの西海岸の全人口が、彼らの家に閉じ込められるのを想像で
きますか？町中に出て行く事は、許可されていません。業界について考えてみてください。経済について考えてみて
ください。その国の経済だけでなく、世界の他の国々の経済を考えてください。今、どれくらいの企業が、通常中国
から来る材料がなくて立ち往生しているか知っていますか？それは、全世界の経済に影響を与えるでしょう。それは、
すぐに終わるものではありません。 

(バリー牧師)：はい。これらを見ていて…、生産の損失を聞く、とあなたは言いましたが、クルーズ船業界では人々
が海岸に到着したとき、それが何を意味するか。これは、単に地元領域で起こっている事を、はるかに超える経済的
影響を与えます。そして繰り返しますが、これを見て、“エゼキエル侵略”の最後の動機付け全体で、経済がどれだけ
の役割を果たすかに気づけば、私たちは、世界貿易が反キリストによって厳密に監視されるようになる事を知ってい
ます。全世界のシステムの売買は、手や額にしるしがあるかどうかによって決まるのです。これらすべての要素、ま
たは少なくともそれらの前駆体（前段階のもの）が見えています。疫病、地質学的出来事、財政的な争い。興味深い

ぜんくたい

事に、それを実現するメカニックの一部は、世界にあります。そして基本的に、それはすべて試験管上で実行されて
います。 

(アミール)：はい、今日聞いた最高のニュースをお伝えします。インスタグラムで、メッセージを受け取りました。
皆さんご存じのように、『Last Hour』（ラストアワー：最後の時　邦訳未発表）という私の著作があって、これは
私の最初の本です。そして、ある人から頂いたメッセージが、「こんにちは、アミールさん。最近、ルーマニア版の
“Last Hour”を読んで、ひとりの男性が救われた事をお知らせします。God bless you！今夜のアップデートを楽し
みにしています」彼が言うには、彼はたくさんのキリスト教の本を読んだが、結局のところ、これが彼の人生を変え
たそうです。そういうわけで、この本が、そのルーマニアの男性のためだけに出版されたのだとしたら…。ところで、
私たちがそれについて聞くのは、これが初めてではありません。主よ、感謝します。そして、私はただ、皆さんに思
い出してほしいのです。新しい本、『The Day Approaching』（邦訳未発表）も予約できます。これはすでに出来
上がっていて、それに付属して学習ガイドがあります。しかし、今月末にマイアミで開催される私たちのカンファレ
ンスに来れば、この新しい本が、すでにご購入頂けます。私は、こういったメッセージを受け取る事ができて、とて
も幸せです。ご存じの通り、私は悪いメッセージをたくさん受け取ります。私は泣き言を言って、文句を言っている
のではありませんが、ご存じの通り、あなたもまた、私たちは、毎日オンラインで攻撃されています。誰もが私たち
の事をターゲットにして、何でも投げつけて良いと思っています。だから、こういうメッセージを受け取るのは、と
ても嬉しいです。きっと、あなたにも、あなたの本に関してありますよね？ 

(バリー牧師)：何かがだれかの役に立った事を知るのは、嬉しいです。私のところにもだれかから連絡があって、介
護施設にいる年配の女性が亡くなったと。そして、救急隊員が彼女を蘇生させようと到着したときに、彼女は胸に私
のディボーション本である『Body Builders』を持って、ベッドに横たわっていたそうです。彼女は、神の偉大さを書
いた本を読んでいたのです。はい、神が私たちを召され、だれかの人生に影響を与える事を行う力をくださった事を
知るのは、励みになります。他のすべての事を、ただ適切な場所に置く。 

(アミール)：これを入手ご希望の方は、すでにTheDayApproaching.comに予約注文できます。すでに入手可能で
す。また、書店にもあって、3月2日からは、アマゾンまたはバーンズ＆ノーブルから出荷されます。バリー牧師、私
は今月末にマイアミであなたと一緒に伝道するのを、とても楽しみにしています。向こうで何を話すか決まっていま
すか？ 

(バリー牧師)：ご存じのように、非常に多くの事が起こっています。まだ、どう伝えるか考え中で、あちらに行った
ときに、最新の情報を正確に、ベストのかたちで伝えるために、ニュースを見ています。しかし、聖書の預言に関す
る事であるのは確実です。実際、昨日の牧師と指導者のためのカンファレンスで、私が伝えたメッセージにしようか
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と考え始めています。そして、私が教えた中のひとつの部分、黙示録19章10節に、もう少し焦点を当てようと思って
います。 

イエスの証とは預言の霊である。（黙示録19章10節） 

近くなったら、まとめます。 

(アミール)：私はまだ、「ディールの何が問題か？」というメッセージを伝えるべきかどうか、議論中です。それと、
中東に平和をもたらすための努力について言及するか、私たちがクリスチャンとして探し求めなければならないもの
は、正確には何なのか？しかし、もうひとつは、私が実際に今取り組んでいるメッセージで、「鉄と粘土と今日の世
界」というタイトルです。もちろん、ネブカドネザルが見た幻に対する、ダニエルの解き明かしについてです。ダニ
エル書2章の、鉄と粘土の足について。確実に、ブレグジット（イギリスの欧州連合離脱のこと）、英国のEU離脱を
踏まえて、私たちは、間違いなくヨーロッパが、これまで以上に分断されているのを見ています。一方で国が撤退し、
他方ではイスラム教徒の移民が入り込み、内側から国を分割しています。ですから、それにも取り組んでいて、私が
今取り組んでいるもうひとつのメッセージは、「いのちの木」です。多くの人が覚えておらず、理解していませんが、
神は決して、一度もアダムとイブに、「いのちの木を試してはいけない」と言った事はありません。そして、「いの
ちの木」が、アダムとイブにとって受け入れられなかった唯一の時間は、彼らの罪の後です。そして、彼らがエデン
の園から追い出されたとき、御使いは、彼らがいのちの木に触れてはいけないので、戻って来れないようにしました。
だから、メッセージは「いのちの木」が、私たちのためにそこにあったのに、いかにして私たちは他のものを求めた
か、そして、私たちがもうそれを取る事が出来なくなって以来、私たちはそれに対処してきた事についてです。人々
は永遠に生きたいと思っていますが、罪の結果として生きる事はできません。しかし黙示録21章に現れる、「いのち
の木」とは何か？そして、箴言が語った「いのちの木」とは何か？非常に多くの事が起こっていて、それらはかなり
かなり驚きです。ですから私は、そこにも触れるかもしれません。バリー牧師、バンクーバーで別のカンファレンス
があります。それと、ダラス/フォートワースでもうひとつ。あなたと一緒に、伝道でいっぱいの一年間を、私は非常
に楽しみにしています。 

(バリー牧師)：アーメン。私もです。本当に素晴らしい時期に生きています。今週のあなたの「ひとくち聖書」は、今、
信じられないような事が起こっているのを思い出させました。ずっと以前に書かれた事が、私たちの目の前で繰り広
げられるのを見ています。そして、あなたが言ったようにアミールさん、私たちは、多くの否定的なコメントや電子
メールを受け取りますが…、でもね、ほら、私たちは“しるし”の時代に生きているのです。そして、これらすべてが
私たちの周りで起こっています。光栄な事ですよ。私たち全員が話すべきことは、イエスがすぐに来られる、という
事です。 

(アミール)：はい、まさに、その通り！それから、主が来られるまで、私たちは従事する必要があります。そして、
私が非常に政治的主張に賛成であるひとつの理由は、それが聖書的だからです。従事するひとつの方法は、指導者た
ちが傷を受けないようにする事です。そして、聖書の値と同期する事。私たちは私たちの側で、それを行う事ができ
ればと思います。しかし皆さん、それはあなたの手の届くところにあります。そして、私はアメリカのすべての福音
派に、トランプ大統領に投票するように呼びかけます。私は、あちらでの他のオプションを見ていますが、私が目に
したものに、恐怖を感じています。私は、私が親トランプ派であると伝える事は恥ずかしくないし、私はアメリカ人
でもありません。人々は私を政治的だとか、トランプは私の偶像だと批判しますが、トランプは私の偶像ではなく、
政治家です。私は、彼がイエスであるとは思っていません。私は、決して彼がメッセージする教会に行くつもりはあ
りません。私は、彼に、誰かをキリストに導く事ができるとは思いません。彼は私のアイドルではありません。しか
し、神が目的があって一時の間、彼を置かれたのだと私は思います。そして、彼は米国のために素晴らしい事をやっ
ています。私たちは、それを見ていますから。ご存じのように、学校に祈りを戻し、胎児の世話をして、彼がやって
いる事は、たくさんあります。宗教の自由を守り、家族が再び認識されるようにし、そして、イスラエルのために立
ち、反ユダヤ主義と戦えるようにしている。良いですか？私たちは、こんな大統領を見た事がありません。キリスト
教徒ではないのに、非常に多くのキリスト教の価値観のために戦っています。私は、誰であれ、それらのキリスト教
の価値観のために戦う人を擁護します。そして今のところ、私たちは民主党がそれを失った事を知っています。今や、
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彼らの発言だけでなく、彼らのふるまいによっても、それを見る事ができます。つまり、一般教書演説の印刷された
コピーを、全世界の前で引き裂くというのは、これは子供じみているのを通り越した声明です。これは、「私は何で
も好きな事をする」という声明です。「私は何をやっても良い」これは信じられない、信じられない。私たちは今ま
で見た事がないものを見ています。これまでに見た事がない。私にとって、今の時代に生きていると言う事、私は、
他のどの時代よりも今を選びます。 

(バリー牧師)：はい。あれは大統領の署名が入った大統領文書でした。そして実際には、その性質の文章を破壊する
事は違法です。その行動のために、ナンシー・ペロシの取り調べを始める動きがあります。しかしアミールさん、昨
日、私たちの友人ジャック・ヒブスさんが、私が話した同じカンファレンスで話していて、彼は、本当に煽るような

あお

事を言いました。私は米国でオンラインで見ていましたが、私が「いったい、どんな感じだった？」と彼に尋ねたら、
彼は、こう言ったのです。彼はギャラリーの中にいたので、「ああ、素晴らしかったよ！」と。そして彼は言いまし
た。「しかし、このすべての周囲で起こった事は、さらに良かったよ」彼は、イエスを愛する私たちの国の政治家と
の関わりについて話していました。そして、彼らの机の上には彼らの聖書があって、彼らはそれを読み、学んでいる
と言うのです。そして、彼はまさにその事実について話していて、聖書預言の潜在的目的のひとつは、何らかのかた
ちで世界のシーンから超大国が取り除かれて、そして、私たちの希望は、教会の携挙のために私たちの国が滅びる事
です。そして、彼のポイントは、絶対にそれがワシントンDCに壊滅的な影響を与えるという事です。なぜなら、非常
に多くの神を恐れる素晴らしいキリスト教徒たちが関わっていて、それがさらに分断を深めているのです。私は、そ
れこそが、世界が聞く必要のある希望のメッセージだと思いました。 

(アミール)：だれかが今日のツアーで私に尋ねました。「一体全体、これほどの親イスラエル政権がありながら、ア
メリカが、エゼキエル戦争でイスラエルを見捨てるなんて、どうして理解できますか？」だから、私は彼に言ったの
です。「携挙はどうですか？」私は彼に言ったのです。つまり、携挙が今起こった場合、そこには、もはや政権はあ
りません。そして、私は民主党が引き継ぐと確信していますし、彼らはイスラエルに関する事は、すべてを取り消す
でしょう。そしてイランに関する事、それから文字通り、聖書的でない事は、すべてを復活させるでしょう。だから、
もしこの政権が、まもなく私たちと一緒に携挙されるなら、アメリカはイスラエルを裏切るだろうと考える事に、何
の問題もありません。それが私の第一希望です。それからまた、イスラエル人として言わせてもらうと、私はそれが
エゼキエルの戦争の前に起こる事を望みます。その戦争の時、そこにいたくありませんから。これは大変な戦争です。
皆さん、ありがとうございます。私たちは今日、多くの事をカバーしたと思います。もう1時間以上経っています。ツ
アーに参加ご希望の方…、ツアーは素晴らしいです。現地で聖書を学びます。5月のツアーに少し空きがあります。何
か問題があってキャンセルしなければならない人が出て、5月のツアーに少し空きがあります。
tour@BeholdIsrael.org　または、Donalee@BeholdIsrael.org　までお問い合わせください。そして、空いた席を
確保してください。バリーさん、あなたの教会がイスラエルに来ますね？来月でしたか？違う？ 

(バリー牧師)：はい。 
(アミール)：はい。そして？ 

(バリー牧師)：月末までです。とても楽しみにしています。はい、CCTustin.orgに行けば、まだいくつか空がありま
す。 

(アミール)：バリー牧師と私のツアーに参加したい方は、CCTustin.org 
(バリー牧師)：はい、そのページでお申し込み頂けます。 

(アミール)：はい、国は美しく、ガリラヤ湖の水位は上がりました。すべてがキレイな緑で、とても青々としていま
す。ところで今、アーモンドの花が全国で満開で、とてもキレイです。ぜひ、来てください。ほら、敵はあなたを怖
がらせたくて、そして、すでにここにいる人々は、いつのものように、ツアー中の最大の敵は過食である事を、今、
理解しています。それが最大の危険です。皆さん、私たちのツアーにぜひご参加ください。ツアーのほとんどは売り
切れましたが、いくつかの座席が残っています。ご連絡ください。バリーさんのツアーも、CCTustin.org　ぜひ、皆
さんにご参加頂ければと思います。以上だったと思います。そろそろ終わりにしましょう。アロンの祝福をもって、
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締めくくりたいと思います。バリーさん、ご家族と素晴らしい安息日をお過ごしください。私は寝ますから。もう午
後9時を過ぎていますが、私は今日の午前4時から起きています。では、アロンの祝福で、皆さん全員の上に祝福をお
祈りします。 

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) 

彼のシャローム、すべての理解を上回る平和、和平案ではなく、取引でもなく、しかし平和の主である、平和の君に
よる本当の平和が、今も永遠に、ここでもどこでも与えられますように。 
私たちは皆、平和の君、イェシュア、イエスの御名のもとに祈ります。 
神の民はすべて言います。アーメン、アーメン。 

(バリー牧師)：アーメン。 

(アミール)：皆さん、ご視聴頂きありがとうございます。バリーさん、いつものように、このアップデートであなた
と一緒にいるのは喜びです。一緒にやるとずっと楽しい。こうすると、私たちは、より創造的になると思います。そ
して、人々は、そこからより多くを得ると思います。次が、いつになるのか分かりませんが、おそらく、今日から1
週間後、あなたも空いていて、また一緒に行う事ができればと思います。さて、何かを言うことはありますか？ 

(バリー牧師)：ええ。喜んで。 
(アミール)：最後に何か言いたいことはありますか？ 

(バリー牧師)：視聴者の皆さんにお伝えしたいと思っていたのは、私たちの間にズレがあって、すみません。私たち
の音声の間に遅延があります。私は、ここアメリカ側であなたと一緒にいるだけでなく、花が満開の土地で、そして
春の後半にはここで。 

(アミール)：はい。繰り返しますが、 
(バリー牧師)：それとガリラヤでも。楽しみにしています。 
(アミール)：はい、アーメン。 

もう一度、ありがとうございます。God bless you！ 
ガリラヤからシャローム。 
さようなら。 
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