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2020年2月11日 コロナウイルスに関して 特別アップデート
アミール・ツァルファティ
- コロナウイルスに関する緊急ライブ https://youtu.be/vX6B90CDF1k

では、コロナウイルスについて話しましょう。ほんの数時間前に、正式名称「COVID-19」を受けました。
「Co」は、“コロナ”、「V」は、“ウイルス“、「D」は、“病気”で、「COVIT-19」です。これが、このウイ
ルスの正式名称です。今からずっとさかのぼって、何が起こり、これがどう始まったのかを理解していきた
いと思います。
ということで、12月31日にさかのぼります。この時、初めて何かがおかしいと、中国が武漢市での肺炎の
いくつかの症例を、世界保健機関（WHO）に通報しました。そこは1100万人の港町で、湖北省の首都です。
ウイルスは不明でした。感染者の中には海産物の卸売市場で働いていた人々がいて、そこは翌日、すぐに閉
鎖されました。ですから、皆さん理解してください。
2020年1月1日、市場は閉鎖されました。ところで、これはコウモリや他の野生動物を置いていた市場では
ありません。それは海産物市場です。皆さん、私たちが話しているのは、まだ未知であり、まだ正体不明の
ウイルスです。いいですね？
次に1月5日、中国当局は、これが重症急性呼吸器症候群「SARS」の再発である可能性を除外しました。こ
のウイルスは少しそれに似ていましたが、皆さん、覚えているでしょうか？SARSは、2002年から2003年
の間に中国で始まり、800人近くが死亡しました。
1月7日、当局は新しいウイルスを特定したと発表しました。世界保健機構によると、この「新しい“新奇”」
は…、これは新しいものです。新しいウイルスは、「2019-nCov 新しいコロナウイルス」と名づけられま
した。そしてそれは、“コロナウイルス科”に属するものとして識別されました。コロナウイルス科について、
ひとつ理解する必要があります。これは、すでに知られているウイルスであり、哺乳類を攻撃しているウイ
ルスです。そして、それは呼吸器システム、上部を攻撃します。つまり肺です。だから、これは感染すると
咳と発熱が出るのです。そしてもちろん、全てが肺炎のように見えました。しかし、それは、これまでに見
たことがないウイルスによって引き起こされたウイルス感染症でした。ということで、1月7日。
そして1月9日。彼らはウイルスを1月7日に特定し、
1月11日、皆さん、中国はウイルスによる最初の死亡を発表しました。1ヶ月前に最初の死者、61歳の人が
最終的に屈して、死亡しました。彼は1月9日に亡くなりましたが、彼の死は、1月11日に中国によって報告
されました。1人です。1ヶ月前に1人。私がここで言おうとしていることを聞いてください。
そして、もちろん1月13日、最初の症例がタイで、中国国外での最初の症例が、武漢から到着した女性に出
ました。いいですね？
1月16日、日本が最初の症例について報告しています。市を訪れた人の症例を確認しました。これまた、武
漢を訪れて戻って来た人です。
1月17日、2番目の死者。1月です。聞いてください。1ヶ月前は、死者は2人だけでした。少なくとも、そ
れが中国が言っていることです。さて、これを見てください。これが内部告発の最初です。なぜなら、31歳
の医師が、何かが起こっていることに気づいたのです。彼が何かが起こっていることに気づいたのは、何百
人もの人々が病院に入院したためです。死者は2人以上いたと言わせてください。2人が死んだからと言って、
周りにひどい新しいウイルスがあるとは思わないでしょう。そして警察が彼の家を訪問したのです。彼らは、
彼が話すのを止めさせたかったのです。ここで私は、この話を外に出さないようにする中国の抑圧的な働き
に気づいたのです。そして、真実が出てくるのを許さない。さて、聞いてください。ソーシャルメディアの
時代には、それは不可能です。人々は病院にいて、フェイスブックを行いますし、記者たちがそこにいまし
た。そして、そこは混沌としていました。
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1月20日、中国が3人目の死亡を報告しました。ほら、聞いてください。20日前、中国が報告した死亡は、
たったの3人です。20日前。私がこれを言おうとしている理由は、皆さんが理解する必要があるからです。
3人の死亡のために、何百万人もの人々を隔離しません。3人の死者のために、5000万人近くの人を閉じ込
めることはありません。そして、それだけではなく、内部告発者は、誰も3人が死亡しただけでは何か奇妙
なことが起こっているとは考えもしないでしょう。次にこれを見てください。私は火葬場の職員や彼らが報
告している数字について、私が知っていることは伝えません。私は皆さんが理解できるように、続けて時系
列をお伝えします。
1月23日、武漢は事実上の隔離下に置かれました。さて、仮に1月22日に死者数が17人、感染者が550人以
上に跳ね上がったら、1月23日、航路と鉄道の出発が中断されました。そして湖北省の2つの都市について
も、同じ措置が発表されました。浙江省と赤壁市です。つまり、私たちが話しているのは、いいですか？そ
の時点で、ほぼ3000万人です。北京は旧正月のイベントをキャンセルしました。
そして1月25日から始まって、後の1月23日、世界保健機関組織（WHO）は言いました。「大流行は、ま
だ国際的な懸念の公共緊急事態と制定されていなかった」なぜ、彼らがそのように言ったのか分かりますか？
それは、彼らは中国政府から出された数字を信じていたからです。それが理由です。次に、これを見てくだ
さい。まだ終わっていません。
次に1月25日、旅行制限は湖北省のさらに5つの都市に課された。全体で5600万人に影響が及びます。その
後、一方、香港はウイルスの緊急事態を宣言し、旧正月の祝いをキャンセルして、中国本土との相互関係を
制限しました。
1月26日、死者数は56人に増加して、約2000件の症例が確認されました。説明しましょう。この時に、す
でに私たちは何か恐ろしいことが起こっていることを知っていました。
さて、時間の関係で、この後の全ての時系列は省略しますが、皆さんに次のことをお伝えします。最初の内
部告発の瞬間から…、その31歳の医師が何か恐ろしいことが起こっていることを全世界に伝え始めた瞬間、
その瞬間から、どんどん多くの人が病院から報告を始めたと言えます。そして、状況は制御不能になりまし
た。人々が家から引きずり出され、人々が、もはや誰にも見つけることができない領域に引きずり込まれま
した。基本的に、人が行方不明になったのです。しかし私たちが知った、最も深刻だったことを説明しましょ
う。
さて、私は、いま亡命中の中国の億万長者の言葉を引用したために、少し批判されました。彼は香港とロン
ドンに家を持っていますが、ほとんどの場合、ニューヨークに住んでいます。この億万長者は、政権の大敵
です。あちらでいろいろとあったことは分かっています。だから、あなたはおそらく、「この男はアジェン
ダを持っているのだから、彼が言うことを信じるな！」と言うでしょう。どうもご親切に。私は、実際に、
この男を調査しました。私は、彼について、いくつかのことを調べました。彼の発言や、彼が何者であるか。
実際、言わせてもらうと、彼について多くのことを言うことができます。しかし彼が中国の役人について非
難したことは、最終的に真実であることが判明しました。実際、彼が汚職と贈収賄で告発した2人の大モノ
役人が、ここ数週間で、彼らの仕事から解除されました。それから、もうひとつ言えるのは、この人は、お
金は必要ないのです。実際、彼が政府に対して話すたびに、彼は自分の家族を危険にさらしているのです。
まだ、そこにいる家族を。そのうちの何人かは、すでに刑務所に入っています。しかし彼は、何か大きな事
が起こっていることを理解します。さて、なにが起こったのか説明しましょう。この億万長者、彼の名前を
知りたいなら、この億万長者の名前は「郭文贵」（かく ぶんき/クオ・ウエンコイ）。非常に裕福な人で
す。ニューヨークの彼のマンションだけで7000万ドル近くでした。非常に裕福な人。中国の不動産から、
彼の財産のほとんどを築きました。何かが起こって、彼は中国の人々、中国政府から嫌われ、そしてもちろ
ん、彼は、はるばる国外に逃亡しなければなりませんでした。しかし、5万人以上の人々が死亡し、100万
人以上が感染していると彼が報告したとき、彼は湖北省の火葬場の所有者と、労働者の報告に基づいて報告
していたのです。湖北省には49の火葬場があり、通常は15〜20体の病気、または死者を処置しています。
しかし彼らは過去20日間に、毎日何百体もの死体を受けとりはじめました。過去20日間で、毎日、何百も
の死体です。彼らは24時間無休で働いています。そのために…、実際の証拠があります。気象アプリだった
と思いますが、いくつかの非常に疑わしい活動の証拠があるのです。何が起こったのか正確に説明しましょ
う。私はこの全てを、私のTwitterアカウントで報告していますから。基本的には、Windy.comと呼ばれる
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組織があって、彼らからのデータが、武漢郊外から大量の二酸化硫黄ガスが放出されていることを示しまし
た。一般的に、有機素材や物質の燃焼に関連するものです。そのレベルは、中国の他の地域と比較しても上
昇しました。そして、そこから読み取ることのできる唯一のものは、これらは死体焼却であるということ。
さて、説明しましょう。その後、いくつかのラジオインタビューがあって、私はそれを聞きましたが、地元
のニュースキャスターが、全ての火葬場の労働者と、そこの所有者と話していました。その中で彼らが言っ
たのは、「私たちは、もうこれ以上耐えられない。私たちは足もとから崩れ落ちています。皆、倒れていま
す。私たちは24時間無休で働き、毎日、何百もの死体があります」聞いてください。ザッと計算しても、彼
らがすでに燃やした数、彼らがまだ燃やしている数を…。ところで、私たちがこうして話している間にも、
彼らは、さらにどんどん燃やしていますよ？簡単に5万人の死者につながります。実際、台湾では、通常は
中国が公式に報告する数を示している、あるウェブサイトが、実際に、“誤って”実数を示しました。当時で、
死者数は、すでに3万人近くでした。何か恐ろしいことが起こっていることを、誰もが理解しています。
さて、内部告発者が最終的に死んだとき、病院は彼が死んだという声明を発表し、私は即座にそれを報告し
ました。人は、それはフェイクニュースだと私に言いました。「それはフェイクニュースだ！」「どうして
そんなことを言うんだ！」「なぜあなたは、そんなふうに不安をあおるんだ！」「彼は死んでいない」「中
国は否定している」「彼らは、彼がまだ生きていると言っている！」さて、皆さん、彼は死んでいました。
彼らはその話を抑圧しようとしましたが、最終的に、数時間後に彼が死んだことを認めました。そして、そ
のことが中国全体に、大きな騒動を引き起こしました。なぜなら、誰もが彼を英雄扱いしていましたから。
そして、彼がまだ生きているときに中国政府が彼を脅しただけでなく、彼が死亡したという話を抑圧した事
実が、彼らには許せなかったのです。いいですか？隠すものが何もなければ、真実を報告する人々、絶対に
医者を脅したりしません。それから、その人が死亡したことを報告したからといって、病院を脅すことはあ
りません。皆さん、私に言えるのは、まだまだ多くの証拠が現場にあります。ますます多くの証言、より多
くのビデオが出て来て、現在起こっていることに対して、中国政府が完全に制御を失っていることを示して
います。実際、この24時間は、全ての中で最も致命的でした。あなたは、彼らが物事を制御すると思うでしょ
う。物事は、いま落ち着いてきている、と。いいえ、いいえ。実際、事態はどんどん、どんどん、どんどん
悪化しています。
次に私たちが気づいたことの1つは、このウイルスは他のウイルスとは異なり、感染している人が、あなた
の隣に立っていなくても感染します。また、最も奇妙なことは、このウイルスは、感染してから最大で21日
間、たったひとつの症状も出ないのです。つまり、自分が感染していることさえ知らない感染者の側を歩く
ことで、何十万人もの人々が感染し、その症状が見られるのは1週間、2週間、または3週間後です。皆さん、
これはあなたが思っているよりも大きいです。死者数に関してだけでなく、それはまた全世界の経済に影響
を与えています。私たちは、いずれそれを見るでしょう。すでに携帯電話が不足しています。携帯電話、電
子機器の不足、中国から来ている、いくつかの原材料の不足、工場は製造工程が完全には戻っておらず、問
題があります。大きな問題があります。そして中国政府は、「1週間か2週間、3週間もすれば解決されるだ
ろう」と皆さんに言っています。実際には、世界保健機関（WHO）は、「18ヶ月後にワクチンを見つけた
ら感謝だ」と言っているのに。
皆さん、次はいよいよ、「だれがそのウイルスを作成したのか」「どうやってそのウイルスを手に入れたの
か？」繰り返しますが、ウイルスは、はじめは海産物市場で数人の労働者に感染した、と彼らは報告しまし
た。それが奇妙なことに、彼らが最初にウイルスの遺伝子を報告したときに、ウイルスを構成しているもの
の解析を、中国は3回変更しました。なぜなら、毎回、彼らが何かを書くたびに、つじつまが合わなかった
から。彼らが、“これはコウモリに由来する”という結論を持ち出したとき、彼らは海産物市場にはコウモリ
が全くいなかったということを人々に伝え忘れていました。ええ。たぶんコウモリは、以前のウイルスやひ
とつ前のウイルスの源だったのでしょう。しかし、これは間違いなく、そうではありません。実際、私は14
ページの文書を持っています。インターネットが、あなたに見て、知ってほしくないものです。そして、そ
の文書は基本的に、これが単に動物から来たウイルスである、と主張することの問題について告げています。
文書の名前は、「Brief summary of evidence of lab-made 2019-nCoV」（実験室で創られた 2019nCoVの証拠要約）です。さて、いいですか？私は陰謀論者ではありません。絶対に違います。しかし私が
とても興味深いと思ったのは、この特定の、非常に異なり、非常に奇妙で、そして非常に、非常に、非常に
よく設計されたウイルスが、武漢の街で始まったことです。ここは中国で唯一、生物兵器の研究所が2つあ
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る町です。研究所が2つ。また私に言えるのは、これが造られたものであるのかどうかということに関する、
その全貌。私は、中国の在米大使の次の発言を報告しました。彼は言いました。彼は否定しなかった…、駐
米大使。彼は、これが実験室で造られたウイルスであることを否定しなかっただけではなく、実際に、これ
がアメリカ製のウイルスである可能性さえ示唆しました。皆さんにお読みしましょう。
「駐米中国大使、崔天凯（さい てんがい / ツイ・ティエンカイ)は、CBSニュース“フェイス・ザ・ネイショ
ン”で、コロナウイルスが、中国の「生物戦争プログラム」から来たことを否定しなかった。代わりに、致
命的なウイルスが米国の軍事実験室から来た可能性があることを示唆した。もう一度言いますが、私は陰謀
論者ではありません。このウイルスは異なっています。このウイルスは、実際には、現在、香港の当局が可
能性を調査しています。なぜなら、同じ建物の異なる階にいた人が感染したのです。しかも、彼らのだれひ
とりとして、お互いに会っていません。実際、彼らは家を出ていないのです。そして当局は、現在、全ての
人々をその建物内に拘束しているのです。彼らはウイルスが建物の実際のパイプを通過した可能性が高いこ
とを認識しました。ウイルスがパイプを通過するなら、また、後で分かったのは、我々は実際にそれを報告
しましたが、多くの人が、それに興味を持っていました。「中国政府は、コロナウイルスが空気感染すると
発表した」それが何を意味するのか分かりますか？つまり、これはあなたがその人の隣に立っていなくても、
空気中にあるのです。その人が私のすぐ隣にいるか、または、その人が部屋の中に立っていてクシャミをし
て部屋を出たとして、その数分後にあなたが入ってくる。すると実際のところ、それに感染することが起こ
り得ます。事実、このウイルスは非常に強く、パイプを通過したり、表面にとどまっても死なないのです。
何分も、たぶん数時間でも死なない。これは異なるもの、私たちがまだ見たことのないものです。そして、
政府が数字に関して嘘をつくなら、彼らはまた、実際の情報に関して嘘をつくこともあり得るでしょう。私
は人を怖がらせるために、ここにいるのではありません。これは十分に怖いですから。実際、言っておきま
すが、これで即座に死亡している人たちのほとんどは、高齢者、または健康ではない人、もしくは免疫シス
テムに何か問題のある人たちです。免疫システムを高める最も簡単な方法の1つは、毎日ビタミンCを摂取す
ることです。これは、おそらく私がオススメできる最高のものです。これはナトリウムを含むビタミンCで
す。これがとても良い理由は、実際にスプーンですくって…、冷蔵する必要はありません。（粉末にしたビ
タミンC）スプーンですくって、ジュースや水に入れて、それを飲むだけ。それを1日に3回行う必要があり
ます。言っておきますが、これで免疫システムが向上します。そして、それらのことに影響を受ける可能性
が低くなります。実際には、そのタイプのウイルスだけでなく、空気感染するもの、呼吸器関連システム関
連のウイルスであれ、ほとんどの種類のウイルスに発揮します。もうひとつ言えるのは、これらのタイプの
病気は、聖書の観点から尋ねるなら、私たちは何を見ているのか？この病気の広がり、エボラ出血熱やコロ
ナウイルスなどの病気、これは終わりの時に起こる事の一部として、聖書が話しているパンデミック（疫病
の世界的流行）の予感に過ぎません。多くの人が、「ああ、これは聖書の預言だ」「これで終わりだ」と思っ
ていることを、私も知っています。しかし、ひとつ言わせてください。イエスは、ルカ21章11節で、終わ
りの日に関する、将来の疫病に言及しました。
大地震があり、方々に疫病やききんが怒り、恐ろしいことや天からのすさまじい前兆が現れます。
（ルカ21章11節）
そして、黙示録11章の2人の証人が、あらゆる種類の疫病で地球を打つ力を持つことを、私たちは知ってい
ます。黙示録11章6節。
この人たちは、預言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また、水を血に変え、
そのうえ、思うままに、何度でも、あらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。（黙示録11章6節）
黙示録16章に記載されている一連の最後の厳しいさばきの中で、7人の天使が7つの疫病をふるうことが分
かります。
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そこで、第一の御使いが出て行き、鉢を地に向けてぶちまけた。すると、獣の刻印を受けている人々と、獣
の像を拝む人々に、ひどい悪性のはれものができた。（黙示録16章1節）
したがって、1つのウイルスが非常に多くのダメージを引き起こす可能性があることが分かります。そして死
者数は、1つの国で、とてつもなく膨大になり得るのです。中国は13億6千人、約14億人です。そして、何
千人もの人々が死にましたが、それで国が崩壊することはありません。しかしこれは終わりの時、最後の最
後にそれが起こると、1つの疫病でどれほどのことになり得るのかを示しています。その時、世界人口の約
三分の一が殺され、死に、そして他に多くのことが起こります。また、伝染病の出現は、神の特定の裁きに
結びついているかもしれないし、結びついていないかもしれないことを思い出してください。しかし、それ
は単に、私たちが堕落した世界に住んでいることに関連している可能性があることも知っています。ご存じ
のように、神が世を創造されたとき、それは完璧でした。罪が世に入り、罪が後に人の腐敗につながりまし
た。その後、もちろん洪水が来て、そして当初の地球全体の生態系は、深刻な被害を受けました。そして病
気が始まり、人々の平均寿命はどんどん、どんどん短くなってゆきました。そして私たちは、これらすべて
の物事が、どのように起こっているのかを知っています。聖書は、被造物が神の御子の現れを、ただ待ち望
んでいる、と言っています。待ちこがれているのです。基本的に、起こっていることの下で苦しんでいます。
ご存じのように、みんな、緑の世界を探しています。彼らはただ、この世が堕落した本当の理由を認識して
いないのです。それは「罪」です。だから二酸化炭素の排出を減らしても、惑星の温度を0.5度下げるため
に、やりたいことを全て行っても…、やりたいことを何でもすればよい。しかし、もし、あなたが罪の問題
に対処しなければ、これはうまくいきません。ですから私たちはハッキリと見ることができます。私たちは
救いの保証と永遠の希望を持っています。十字架上で私たちのために流されたキリストの血のおかげです。
それを通して、私たちは、もはや死を恐れません。死は、もはや私たちを支配しません。しかし、皆さんに
知っていてほしいのは、いま、中国と他の26カ国で起こっていることは、中国国外での死亡例は、フィリピ
ンで1人、香港で1人だけかもしれません。しかし世界中で、さらに多くの人が死に始めるのは時間の問題
です。これは、私たちが考えているよりも大きいです。世界保健機関（ＷＨＯ）の責任者は、この病気の氷
山の先端さえ見ていないと考えています。世界保健機関（ＷＨＯ）が、中国からの数字は正確な現場の数字
ではないことを認識したとき、そのとき、彼らはすぐに非常事態を宣言することを決めました。そしてその
時、アメリカからの航空会社とヨーロッパ、イスラエルからの航空会社、信じられないかもしれませんが、
中国の親友である北朝鮮でさえ、現在、中国から完全に離れています。この地域周辺の他の場所は言うまで
もありません。中国は大変な時期を過ごしています。
しかし、とても肯定的なレポートで締めくくらせてください。聞いてください。いま起こっている全てのこ
とを通して、唯一、本当に輝く人々、ところで彼らはSARS（重症急性呼吸器症候群：2002年11月に中国
で発生して、2003年7月まで世界的に流行した）の時代でさえ、キリストの光を照らしていた同じ人々です。
クリスチャンです。皆さんにお伝えしたいのは、武漢市周辺や河北省周辺のクリスチャンの集団は、皆、黄
色い上着を着ています。私は、そこの牧師や宣教師から報告を聞きました。彼らは言っています。彼らは、
初めて当局から尊敬されている。警官がやって来て、トラクトやパンフレットを受け取っている、と。彼ら
は、それらの人々によって示されている思いやりを見ているのです。私はまた、中国の教会が何年も祈りを
嘆願しているという報告を受け取っていました。だれかが私に書いてくれたのは、中国のために熱心に祈る
ように世界中の信者を促すために、神が現在の、このウイルス問題を使用しておられる、と彼らは信じてい
ます。さらに伝えたいのは、あちらの教会が驚くべきことを示しました。歴史の中で、毎回、中国政府がキ
リスト教信仰を絶滅させると判断するたびに、神はご自身に人々を引きつけるために、驚くべき措置を使わ
れる。彼らが、私に書いてくれました。「私たちが最初にそこに引っ越したとき、私は多くの中国人信者と
知り合うようになり、そして地下教会に対する、私の祈り方全体が変わりました。彼らは、私が神に、彼ら
の政府を変えるように祈ることは望んでいません。彼らは私に、ただ神が彼らを強くしてくださるように祈っ
てほしいと頼みました。特に、彼らに強い後ろ盾が与えられるように」ですから、私たちはハッキリとそれ
を見ることができます。私は、これら黄色い上着の人々、黄色いスーツについて報告しました。皆さんに見
えるかどうか分かりませんが、
（https://twitter.com/divineusinc/status/1226785189356953610?s=21）
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保護のために黄色のスーツを着た黄色いクリスチャンは、武漢の街でも最も美しい色となっています。クリ
スチャンたちは、死が蔓延する場所で自らの健康を危険にさらして仕え、希望といのちを分かち合うことで、
これまで決して得ることのできなかった尊敬を得ている。ですから、全ての暗やみの真ん中、いまの中国の
暗い現実の中で、現場にいるクリスチャンたちを通して、神は美しいかたちで働いておられます。そして、
これらの兄弟姉妹は、私たちの祈りを必要としています。彼らは、あちらの通りで助けを提供するとき、自
らのいのちを危険にさらしたのです。彼らはまた、究極の犠牲を示しています。最も驚くべき犠牲。彼らは
迫害に関係なく、私たちの祈りが必要です。いまの、この全てにあっては、なおさらです。私は、この危機
全体を通して祈ります。神が、これを中国に許されたのも不思議ではありません。毎年、どんどん厳しくキ
リスト教を取り締まっている場所。神は、そのすべてが中国で起こることを許しています。そこでいまは、
クリスチャンたちが自由に福音を伝えています。なぜなら、政府はウイルスと戦いながらキリスト教と戦う
ことに興味すらありませんから。そしてキリスト教は、ある種、非常に奇妙な復興期を経験しています。人々
が公然と福音を分かち合い、トラクトを渡し、助けの手を差し伸べています。そして彼らは否定されておら
ず、押しのけられていない。彼らは敬遠されておらず、そして、当局によって軽蔑されていません。これは
本当に驚くべきことです。ですから、皆さん全員を励ましたいと思います。私が、全てのニュースをプッシュ
している理由は、1つに、いま起こっていることを私たちは無視すべきではなく、私たちはまた、自分自身
を守り、私たちが考えているよりも、はるかに大きな事が起こっていることを認識する必要があります。し
かしさらにお伝えしたいのは、この全てを通して神は働いておられます。そして私たち全員にとっても、私
まぬが
たちはハッキリと見ることができます。私たち信者にとって、私たちは何から免れるのかが見えます。大患
難の前に、私たちがここから取り去られるとき。どちらかといえば、私たちにとって、これは理解するため
のモーニングコールです。携挙は、それが差し迫っているだけではなく、それはまた、非常に祝福された希
望です。反キリストを避けるだけでなく、または第三神殿を避け、エゼキエル戦争を避け、そのような疫病
さえ避けるのです。いま、何千もの人々が死んでいるとすれば、その時（大患難の時）は、世界中で何百万
人もが死亡します。少なくとも、おそらく20億人以上です。皆さんが起こっていることに注意を払うよう、
私は、ただ祈り願います。それから、信じてください。私は物事を報告する前に、その信頼性と正確さを50〜
100回はチェックしています。
ツイッターで私たちをフォローしてください。Behold Israel
インスタグラムは、BeholdIsrael 一言。
ユーチューブ、Behold Israel
そしてフェイスブック、Behold Israel
起こっているすべてのことをお見逃しなく。私は、数日後に中東のアップデートを行うつもりです。中東で
多くのことが起こっていますから。しかし、これはコロナウイルスの特別アップデートでした。実際に何が
起こっているのか、多くの混乱があると思っていますから。そして私たちが周りに見ている、この悲劇から
出てくる良いことにおいては、神に栄光あれ！そして、私は皆さんに伝えたい。このアップデートを、でき
るだけ多くの人にシェアしてください。そしてビタミンCを1日3回取ってください。聞いてください。ビタ
ミンCは最も過小評価されているビタミン、過小評価されたサプリメントです。ビタミンCは、今日の食べ物
のどこにも見つけることができません。だから、とにかく摂取してください。私は、これがベストだと思い
ます。ところで、私は彼らの営業マンではありません。（ビタミンCの会社）私は、ただこれを使っている
だけで。ともかく、それを消費し、このすべてから、できる限り自己防衛してください。そして、最も重要
なことは祈りです。中国の人々のために。それと、向こうのクリスチャンが真実を宣べ伝え、多くの人がそ
れに応じるように。これは、この悲劇から出てくる最高のものです。さて、見てください。正直に言えば、
私は非常に多くのことを用意していたのです。でも、もう1時間くらい経っていると思いますから、これで
十分なはずです。
お父様、本当にありがとうございました。私たちはいま、世界を苦しめている疫病を調べることができまし
た。中国を苦しめ、少なくとも他の26カ国を苦しめています。お父様、私たちは、それがますます悪化して
いることを知っています。私たちは見聞きしています。そして、これは当局が私たちに言っていることより
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も、大きいことを理解しています。私たちは、これまで以上に中国の人々のために、とりなして祈りたいと
思うようになりました。そしてお父様、どうか、このパンデミックに対する解決法、治療、ワクチンをお与
えください。しかしお父様、あなたに感謝します。この全てを通して、あなたは、あなたの御言葉を伝えて
いるあなたの民を通じて、中国で働いておられます。そしてお父様、武漢の教会と湖北省の教会と中国全土
の教会のために祈ります。彼らは今、御言葉を宣べ伝えるために、前例のない機会が与えられています。お
父様、中国政府が、キリスト教は中国の敵ではないことを理解するように祈ります。おそらく、それは中国
の希望です。お父様、今とても怖がっている何百万人もの中国人のために祈ります。私は、彼らが希望を見
つけることを祈ります。彼らの政府にではなく、彼らの軍隊にでもなく、そして不敬虔なライフスタイルに
ではなく、彼らが信仰を通して、あなたに自身をささげますように。唯一、キリストだけを信頼して。そし
てお父様、このアップデートが、多くの人の心を祝福するように祈ります。そして、できるだけ多くの人に
共有されますように。あなたに感謝し、あなたを祝福します。
イスラエルの聖なる方の御名によって、イスラエルの地から、中国の上に祝福を、世界の他の国々に祝福を
祈ります。そして、私たちはあなたの御言葉が、決してむなしく戻って来ないように祈ります。それは出て
行き、送られた目的を達成します。あなたに感謝し、あなたを祝福します。
イエスの御名によって。
アーメン。アーメン。
皆さん、ありがとうございます。できるだけ多くの人と共有してください。大切です。
God bless you！
おやすみなさい。
ここイスラエルの死海から、シャローム。
さようなら。

メッセージ by Amir Tsarfati / Behold Israel :http://beholdisrael.org/
ビホールドイスラエル 日本語 YouTube チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCLcuvC6Mr63AqwiiXDkwRVQ
2020.02.18 (Tue)
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