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2020年2月16日中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

-シリアでのイスラエルの攻撃・全前線でのトルコの失敗・コロナウイルス・イスラエル選挙- 
https://youtu.be/TS0H5ivFKV4 

シャローム、皆さん。アミール・ツァルファティです。ガリラヤの自宅より、ライブを行っています。 
2月のツアーとツアーの間の1日中休みです。先日のイスラエル・ツアーの参加者100人は、いま帰路についていて、
私たちはイスラエルで、もっとも素晴らしい時間を過ごしました。そして私は明日、カリフォルニアのイーストアナ
ハイムから新しいグループをお迎えします。私の親友ボブ・コペニー牧師と、彼の奥さんのベッキー、そして教会の
人々と一緒に過ごすのがとても楽しみです。 

では、過去1週間に起こった非常に少数の、しかし非常に重要な事柄に対処したいと思います。ほんの数日前に行っ
た私のアップデートは、コロナウイルスに関してでした。多くの人が実際にそれを見ました。ほぼ50万人が、このアッ
プデートを見て、私は、それがどのように始まったのかを説明しました。しかし私たちが話している間に、より詳細
な情報が発表されました。中国政府が本当にそれについて知ったのは、いつなのか。彼らは、いつこの全てについて
知ったのか。明らかに、彼らは、数日後にはすでに大惨事を知っていました。しかし、一般の人々がそれについて知っ
たのは、ずっと後です。後でそれについて話しますが、いまはダマスカス郊外にある、いくつかのイランの標的に対
するイスラエルの攻撃から始めたいと思います。私のところにどんどん入ってくる報告が、実際にそこで非常に興味
深いことが起こったということを語っています。 
ほんの数時間前にイリューシン機（輸送機）で届いた武器を破壊しただけではなく、これはIl-76（イリューシン76
大型ジェット輸送機）、テヘランからダマスカスまで飛び始めたロシア製の貨物輸送機で、私たちは明らかにそれに
気づいたのです。しかし私が触れたかったのは、殺害されたであろう人物たちのうち、幾人かのアイデンティティで
す。イランは何も言っていませんが、私たちはそこで何か大きな事が起こったということを知っています。そして私
たちは、5人のシリア人と4人のイラン人がいたことを知っています。そして4人のイラン人の中には、おそらく2人の
イランの将軍がいました。1人は、レダイ・モハマディ将軍です。彼は基本的に、ダマスカスの地域でイラン革命防
衛隊の軍隊の全動員を担当していました。そしてもうひとりは、シリアの全てのイラン軍の武装担当であるハッジ・
フセイン将軍です。このふたりの将軍は、ダマスカス郊外で、イスラエルのF-16戦闘機での非常に興味深い精密照準
爆撃によって殺害されました。皆さん、イスラエルのF-16は、ゴラン高原の上、イスラエルとレバノンの領空にとど
まり、そして彼らは実際にターゲットだけではなく、彼らに向かって発射していたいくつかのシリアの対空砲を破壊
しました。そのすべては、ほんの数日前に起こりました。そこからイスラエルは継続して、イランの定着と、もちろ
んダマスカス経由でのヒズボラの武装を止めるために動いていることが分かります。皆さん、ソレイマニの死と共に、
ハッサン・ナスラッラー（ヒズボラの議長）は、イランと中東の全てで再び最も支配的な人物になりつつあります。
実際、彼はちょうどテレビ放送を行って、それが、とても興味深かったのです。イランのテレビは、実際にロウハニ
の生演説をカットしたのです。そして、ハッサン・ナスラッラーの演説に切り替えましました。そのことから、ナス
ラッラーが、再びとても重要な人物になりつつあることが分かります。ソレイマニが支配的な人物であった間はずっ
と、彼は、そうではありませんでした。イランは、まだソレイマニの死後、全ての破片をつなげる方法を見つけよう
と格闘しています。問題は、ソレイマニが彼の頭の中に全てを持っていたことです。全てが小さな手帳にあって、彼
が国民と軍隊、そして指導者と司令官の間で組み立てた、全ての異なる取引を誰も知りませんでした。そして、彼が
唯一、それらの全ての断片をつなげていたのです。そして彼が死んだら、これらが何であるのか、誰も手がかりを持っ
ていません。そしていま、もちろんそれらを試して理解するのは、とても難しいでしょう。イランはまた、非常に悪
い状況にあります。彼らは、ますます制裁を感じていますから。米国からの制裁の拡大です。それに石油価格。彼ら
が実際に何かを得ることができる唯一のものは急落し続け、彼らは非常に悪い状況にあります。そして、私たちは中
東全体にそれを見ることができます。また、イランの支援を受けた民兵は、シリア北部で打撃を受けています。スン
ニ派の反乱軍が、そこで打撃を受けていることも知っています。そこから現在、シリア北部で起こっていることにつ
ながります。悲劇に続く悲劇です。 
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私は、あちらで起こっていることを見てきました。皆さんが知っているかどうかは分かりませんが、シリアが抱えて
いた最大の問題の1つは、スンニ派の反乱軍です。それが、基本的にアサド政権軍には悪夢だったのです。そして、
ロシアの支援のもとで、全ての異なる飛び地から全ての反乱軍を追い出し、そして北に転送するための取引が仲介さ
れたのです。スンニ派が平和に、または少なくとも安全に住むことができる独立した領域のような1つの領域に。そ
の取引を仲介したのは、トルコ政府です。その契約は、2018年の初めに 黒海
の側、ロシアのソチで署名されていました。 

では、基本的に私たちが話していることをお見せしましょう。いまから画 面上
に表示するのは、シリアの国全体の地図です。それほど多くは残っていま せん。
しかしご覧の通り、それは間違いなく異なる勢力、異なる人々の間で分 割さ
れています。そして、ハッキリと見ることができます。クルド勢力は、ユー フラ
テスの向こうは全て、その制御下にあります。アメリカは、あちらの石油 とガ
ス田に関しては特に、彼らを助けています。それからユーフラテスの東は、 ご覧
の通り、その地域の周辺全てを、アサドが多く支配しています。しかし、 ずっと
北東へ上ってください。トルコとの境界には、実際、3つの主要な色があ ること
が分かります。そして、色は次の通りです。まず青緑があります。トルコ軍と反乱軍が青緑で、それ自体が国境にあ
ります。しかし、さらに下には緑が見えます。オリーブ色と言いましょう。この領域は、反乱軍と反乱軍の保有地域
内の非武装地帯です。ここが、まさに私が話している場所です。アサドと彼の軍隊が、入ることも占領することもで
きない領域を作成することで合意されています。皆さん、ご覧ください。この大きな領域は、この全体が、どのよう
に複雑であるかを示しています。さて皆さん、理解してください。あの薄緑の領域の周り全体に、異なる12のトルコ
の前哨基地があります。そして、彼らの赤い領域には、イランとロシアの前哨基地が、それぞれいくつかあります。
皆さん、スンニ派イスラム教徒は、トルコ、イラン、ロシアに囲まれています。つまり、これは冗談の始まりのよう
なものです。おそらく皆さんが理解していないであろう事の1つの問題は、アサドが、その飛び地を占領しようと決
意したことです。彼は自分の国内に、別の国を作成することはできません。そして、ロシアが彼を助けています。彼
らがしたことを見てください。ここ数年、彼らはすべてのスンニ派の反乱軍を1つのエリアに集め、そしていま、彼
らは反乱軍を惨殺しているのです。彼らは主要道路M5を占領し、そしていま、病院や民間人の上に樽爆弾を落として
います。そしてもちろん、それはエルドアンが認めることのできないことの1つです。彼の威信に関わります。彼は、
スンニ派がそこに住めるように取引を仲介した本人です。そして彼は、彼らを守ると約束したのです。もちろん、中
東では合意はありません。少なくとも、“ごろつき”や、テロ国家との行為は、決して信用できません。だからこそ、
パレスチナとのいかなる合意も、署名される紙の価値すらないと思います。しかし、私が皆さんに見てほしいのは、
この状況、トルコの大統領が何百台もの戦車や装甲車を送っている理由、そして地上だけではなく、空中でも交戦し
ました。この1週間、反乱軍、あの緑の地域に住んでいる人々、彼らはアサドの軍隊に属していたヘリコプターを2機
撃墜しました。ロシア人の死傷者が出ていて、イラン人の犠牲者があり、トルコ人にも犠牲者が出ました。そして皆
さんに理解してほしいのは、ロシア、トルコ、イランが同盟国のように見えても、実際には、そうではありません。
彼らはイスラエルに関すること、そしてイスラエルへの攻撃となると、手を組むでしょう。それは間違いありません。
彼らは一見、いまシリアで起こっていることに対処をしている3つの主要な国です。しかし彼らはお互いを愛しておら
ず、彼らはお互いを好きではありません。実際、ロシアとトルコは反対側にあり、トルコやシリアだけでなく、リビ
アでもロシアとトルコは反対側にいます。ロシアはハフタル将軍を支持していて、彼は石油採掘のほとんどを支配し
ています。だからこそ、ロシアは彼の味方なのです。そして、トルコは国連によって課された政府を支持しています。
そうすれば、彼らは何らかの同盟を組み、イスラエルが、西ヨーロッパまで建設中の東地中海パイプラインの流れを
止めることができますから。だから皆さん、ロシアとトルコは、いま、全く仲が良くないことが分かります。どちら
かといえば、ポンペオ長官が、彼はトルコと協力して、シリアのトルコ軍に対する攻撃に適切に対応している、と発
表したばかりです。だから言い換えれば、アメリカはトルコに対して、その忠誠心、あるいは彼らの側に着く意思を
示しているのです。そして基本的に、そのことでロシアが少し危惧しています。なぜなら舞台裏では、シリア対トル
コだけではなく、アメリカ対ロシアですから。そしてロシアは、ますます多くの武器を送っています。しかし彼らは、
武器を空輸しているイランに見せかけて、それをやっています。 
さて、我々イスラエルとしては、イランの武器の出荷のように見えるものはいっさい容認できないので、私たちはそ
れを破壊しました。そのためにロシアは私たちに激怒しています。私たちが破壊したのは、彼らの武器ですから。そ
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こで彼らはイランの手法を使用して、それを行っています。実際、私たちが気づいた1つの手法は、飛行中のロシア
の飛行機の下にロシアの貨物機を飛ばします。そして、彼らがイラクの国境を渡ったときに、突然、覆面貨物機が別
の方向に進み、そして、ロシアの飛行機は継続します。 
私たちは、あちらで興味深いことがたくさん起こるのを見ています。皆さんに知らせたいのは、大統領のエルドアン
は、本当に大変な中にいます。次から次へと死傷者を出しているので彼は困っており、敗北に次ぐ敗北をリビアでし
て、そしてシリアでは、基本的にトルコ通貨は、ほとんど最悪の状況にあります。そして、それで不十分というなら、
彼がスーダンにつぎ込んだ全ての資金は、基本的に捨てられます。スーダンの元軍司令官、アル・バシルが今、国際
刑事裁判所に引き渡される予定ですから。そして基本的に、スーダンの新体制は、イスラエルと関わっているのです。
だから見ての通り、トルコはオスマン帝国の復活の夢が炎上するのを見ているのです。それで彼らはより激怒して、
そして、それで彼らは私たち（イスラエル）に対してさえ、より激怒しています。パレスチナ自治政府がこれまで以
上に弱いために、彼らは本当に内部からイスラエルに害を与えることができないだけでなく、外からもイスラエルに
害を加えることができません。なぜなら、ロシアは、この時点ではイスラエルに敵対していませんから。そしてイス
ラエルは、今でもアフリカのスーダンと仲良くしています。そしてトルコは理解しています。リビアでは、ハフタル
将軍がはるかに強く、したがって、東地中海パイプラインを何らかのかたちで止めるための国連政府との同盟は、実
際には機能しません。そしてトルコの大統領は、この時点で、本当に怒っている。 
イスラエルが、シリアのイラン資産に対して継続的に攻撃をしている事へのイランの不満は言うまでもありません。
ソレイマニの殺害に、いっさい報復できなかったときにイランの弱さが暴露されたのは言うまでもありません。そし
て、トランプ大統領は、国内外で次々と勝利しています。ベンジャミン・ネタニヤフは、国内外で次々に勝利してい
ます。国内では、イスラエルは2019年最後の四半期に、4.8%の成長を発表しました。全世界が崩壊しているとき、
イスラエルは2019年最後の四半期に4.8%の成長です。これは信じられないことです。ですから見ての通り、イスラ
エルは繁栄し、その敵はますます激怒しています。そして繰り返しますが、いつも言うように、エゼキエルが説明し
たイスラエルに対するこの攻撃は、イスラエルが非常に繁栄しているために起こるのです。だから私たちは今、この
特定の状況が起こっているのを見て、驚くべきではありません。 

中東はまた、コロナウイルスの到来に向けて備えをしています。イスラエルは、とても保護されています。イスラエ
ルは一件もコロナの症例がありません（2020年2月16日時点で）。私たちは実際に、コロナに関しては世界で最も
慎重な国です。説明しましょう。他の国がしていないこと。イスラエルは到着する人全員に要求しています。イスラ
エル人でさえ、です。中国だけではなく、タイ、シンガポール、香港から到着した人々は2週間隔離されます。それ
を行う国はありません。世界の他の国々では、隔離は中国にのみ適用されます。イスラエルは、これらの他の国で中
国人と接触した可能性のある人たちに対してさえ、危険を冒しません。コロナウイルスに感染したイスラエル人は2
人か3人いますが、彼らは日本にいます。クルーズ船があって、横浜港に入港中の「ダイアモンドプリンセス」という
クルーズ船です。ところでそのクルーズ船が、このコロナがいかにウイルス性があり、いかに簡単に感染し、どれほ
ど危険であるかを露呈しています。なぜなら、本質的に、彼らが数日前に横浜に入港したときに、たった15件程度（感
染者）でした。今はいくつあると思いますか？350件。10％です。その船に3500人の人がいて、その船の人々の10％
が感染し、そのことから、このウイルスがインフルエンザではないことが分かります。これがインフルエンザほど危
険ではないと言っているのを聞くと、私は非常に怒りを覚えます。これはデタラメです。インフルエンザより、ずっ
と危険です。インフルエンザにかかって、自転車に乗り、頭痛を起こして倒れ、ただ死んだ人はひとりもいません。
インフルエンザのために都市を閉鎖し、1億人を隔離した国など、ひとつもありません。 
ここから中国で起こっていることについてお話しします。中国政府は、何が起こっているのかを知っています。そして
彼らは、中国の人々が知るずっと以前に、何が起こっているのかを知っていました。もちろん、全ての警笛が鳴り始
めたのは、病院にいた31歳の医師が、12月30日（2019年）に、その病院に入院している患者の中にSARSの症例が
いくつかある、というメッセージを書きました。もちろん、彼はそれが新しいものだとは知らなかった。武漢の海鮮
市場で何かが起こっている、と。そして、彼は上司から叱責されましたが、そのときに、全てが漏れました。しかし、
まだ誰も認めず、誰も言わず、誰もそこで何もしなかった。しかし、その直後、中国の旧正月が始まった1月中旬に、
すべてが悪化したのです。皆さん、理解してください。中国の人々は、一年間、一生懸命に働いて、新年が来ると2～
3週間、時には4週間の休暇を取るのです。その時に彼らは全てのお金を使って、そしていたる所に旅行をします。こ
れは一年のうちで、彼らにとって最高の時期です。そして中国政府にとって、旧正月の間に、いかなる公共の集会も
完全に禁止することは容易ではありません。さて、習主席は、今日、彼が1月5日からコロナウイルスについて知って
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いたことを認めました。もし、その時に彼らが人々に、もう集まってはいけないとさえ言っていたなら、どれだけの
ことを免れたか想像できますか？知っていましたか？武漢の町で、5日の数日後に、巨大なパブリックディナー（新
年祝賀会）が開催されました。すでに、それで数百、さらには数千人が感染している可能性があります。当局は言い
ました。「我々は知っていた。しかし、我々は中央政府から何かを行うようにとの指示を受けなかった」ひとつ言い
たいのは、状況がとても悪いことに政府が気づいたとき、彼らは閉鎖し始めました。都市だけではなく、都市内の広
場も。そして広場内の近隣、近隣内の区画。そして区画内では建物全体、建物全体内のフロア全休。そしてフロア全
体の中で、多くの場合、次々のアパートが封鎖されました。協力しない人は家から連れ出され、そして、いくつかの
ケースでは、その場で射殺されました。あれはねつ造ビデオだったと言われていますが、中国の人々を銃撃する中国
の警察の様子でした。私は、あのビデオはねつ造だったと思います。だから、私は、あれを削除しなければならなかっ
たのですが、問題はビデオの後半の部分で、それは、ビデオの最初の部分と何の関係もないものでした。この大流行
を止めるために、当局によって恐ろしいことが行われていると、私は心から信じています。それはパンデミックにな
りつつあります。 
皆さん、理解しなければなりません。ガザのハマスでさえ、起こり得ることに対して準備しています。パレスチナ人
が留学先の中国から帰ってくるかもしれない。アメリカが準備していることも知っています。カナダも。私はカナダ
から報告を受けましたが、あちらの軍事部隊は最高の警戒警備態勢です。そして、カナダ全土の軍事基地の全てが、
現在、閉鎖しています。他の国からも多くの報告を受けています。しかし皆さんに知ってほしいのは、その全ての始
まり方に関しては、いまだに非常に疑わしいです。なぜなら最初、彼らはコウモリについて話し、その後、彼らは蛇
について話し、そして、彼らは魚について言いました。しかし、1つ確かなのは、このようなウイルスは、これまで
に見たことがないという事。 
私が非常に興味深いと思ったのは、何人かの著者が書いた、ある本があるのです。1981年、彼は本を書き、その本
のタイトルは…。その本をお見せしましょう。『TheEyesofDarkness（闇の目）』という本で、彼の名前は、ディー
ン・クーンツです。彼が1981年に本を書いたとき…。これはフィクションです。彼は、もともとソ連で作られた人工
ウイルスについて書いていました。そして、そのウイルスの名前は、「Gork-400」。全てがソ連についてでした。し
かし、ソ連は1991年に崩壊し、その後、彼は彼の本の中で名前を変更して、そして、すでに1996年、彼のペーパー
本には、全く異なるものが含まれています。彼はGork-400を、皆さん、「武漢-400」に変更しました。そして、彼
は実際にこう書きました。「李陳という名の中国の科学者がおり、彼は、10年来で最も危険な中国の新生物兵器につ
いての報告書を運んで、米国に亡命した。それは、武漢市街のrDNAラボで開発されたため、「武漢-400」と呼ばれ
た。そして、それは、その研究所センターで作成された人工微生物の400番目の実行可能な株だった」彼がそれを書
いたときには、武漢の研究室は、まだそこになかった。研究所は数年後に建てられ、そして、あのウイルスは、その
研究所から出て来た可能性が非常に高い。これが何年も前に書かれたことは、かなり驚くべきことです。そして、そ
れが書かれたときに、「武漢-400」は、生きている人体の外では、1分以上生存できない、と書かれています。つま
り、それが炭疽菌や他のウイルスや微生物のように、対象物や場所を、永久に汚染できないことを意味します。そし

たんそきん

て期限が切れると、「武漢-400」は、死体の温度が華氏86度（摂氏30℃）を下回ると、すぐにその人の中で消滅す
る。この全ての利点が分かりますか？基本的に彼が言っていることは、1種類のウイルスが何百万とまでいかずとも、
何千人と感染させることができるということです。しかし、それは即座に大量殺害するものではありません。それは、
ただ移動し、14～21日間、体内に潜伏期間があります。だから、本当にそれを消沈することはできません。閉じ込
めることはできません。それは、まさに移動しているので、消去することはできません。今のところ、ウイルスに感
染している国は、約29カ国です。私の言葉を聞いてください。ほんの一週間ほどで、35カ国になるでしょう。そして、
次の一週間には、50カ国になるでしょう。中国人が移動しましたから。旅行した人のほとんどは、他の人と接触して
います。私が間違っていなければ、今日、台湾で死者が出ました。その台湾の症例は、中国人を乗せたタクシーの運
転手でした。皆さん、それだけです。だから想像できるでしょう。 
さて、多くの人々から聞かれるのは、 
「アミールさん、では、あなたはどう思いますか？」 
「なぜ、こんな事が起こり得ると思う？」 
この世界には、ある種の人々がいることを思い出してください。彼らは、グローバリストを越えています。彼らは、
私が秘密結社「カバラ」と呼ぶものです。彼らは地球の人口を減らすという彼らの意図、彼らの計画を決して隠しま
せんでした。ジョージア・ガイドストーンを見てください。私は、今日、それをツイートしたと思います。しかし私
が思うに、これらのガイドストーンを建てたのは、フリーメイソンの一団です。 
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これはジョージア・ガイドストーン。私が話していることを、お見せしたいと思
います。これらのガイドストーンは、このような立場を取っているのです。これ
らは石です。いいですか？さて、米国ジョージア州にあるこれらの石には、いく
つかの言語で、いくつかの碑文があって、そして、これらの人々の可能性のある
目標としてそこに書かれた1つは、「自然と永続的にバランスを取るために、人
口を5億人以下に維持する。」誰が1994年にそれを作成したのか？誰が作ったの
か？これはデンバーにある、ほかのものです。これは94年に彼らが彼らの空港を
作成したときで、別のものです。ただ皆さんに知っていてほしいのは、この特定

の集団は、彼らにできる限りのことをしているのです。彼らは人々を殺すために、ワクチンを使用しています。彼ら
は人を殺すために、ウイルスを使用しています。彼らは人々を殺すために、技術を使用しています。彼らは人々を殺
すために、質の悪い食べ物を使用しています。良質な食料を食べたいなら、多くを支払う必要があります。それを買
う余裕がないなら、良質のものは食べません。だから早く死ぬのです。彼らは、あなたに非常に悪い教育を受けさせ
ます。彼らはあなたの教育、教育機関で、基本的に非常に悪い教育を受けさせ、非常に極端な過激派にします。そし
て今度はアメリカ全土、基本的に世界中に5Gネットワークが導入されようとしてます。これは4G電波の強度の何千
倍です。ある人は1500倍だと言い、またある人は、15000倍だと言っています。これは、ただのアンテナではあり
ません。これは、ほぼ全ての建物、他のすべての看板にアンテナが置かれるでしょう。全てのレストラン、そして多
くの場合、全ての車にも。車が互いに通信し始めますから。多くの人が、そのことを心配しています。なぜなら、こ
れが新たに数年後、人々の間で大きな病気を引き起こすことになれば、どうなるでしょうか？皆さん、思い出してく
ださい。ある人、またはある集団が、「我々は地球の人口を減らす」とか「維持したい」と言ったときに、いいです
か？現在、75億人です。そして彼らは目標である5億人を達成するために、文字通り70億人を抹消したいのです。そ
のためには、基本的に死を楽しむ必要があります。なんとか戦争を作り出す必要があります。戦争の両側を煽る必要

あお

があります。ある人たちは早まって、アメリカが中国のウイルスと関係しているかもしれないと言っています。もち
ろん、それはバカげています。しかし、それだけで中国人に、アメリカが何か関係していると思わせることができる
のです。そして、すべての地獄の火蓋が切って落とされます。何が起こったのかというと、これらの一族、これらの
要因が、彼らの目標を達成するために、両側を煽っているということです。そして皆さん、彼らは本当に死を愛し、
彼らは人生を愛していないと言うことができます。ご存じのように、いのちを与えるのは神です。そして、神は常に
私たちに「いのちを選べ」と言います。そしてもう一方の側、神を憎む人々、神を愛する人を憎む人たち、彼らは創
造的な方法で、「死」に名前をつけるでしょう。彼らはそれを「チョイス（選択）」と呼び、毎年、何百万人もの胎
児を殺すとき、彼らはそれを「プロチョイス」と呼ぶのです。あなたは、それを「殺害」とは呼びません。あなたは、
それを「死」と呼びません。そしてあなたは、それを「殺人」と呼びません。あなたはただ、それを「プロチョイス」
と呼ぶのです。それが簡単ですから。あなたはそれを「女性の権利」と呼びます。そして何が起こるのかと言えば、
彼らが革新的に見える。彼らはリベラルに見え、理解しているように見えるのです。そうして彼らは、非常に多くの
人々に訴えかけるのです。しかし結局のところ、常に死があります。結局のところ、常に彼らはいのちを選ばず、彼
らはいのちを与えず、彼らはいのちを奪い、彼らは死を選ぶ。これはおそらく、私が目にした最初の兆候です。これ
は悪魔的、サタン的で、間違いなく神のものではありません。 

ということで私たちは今、そのすべてが起こっているのを見ています。そして皆さんは思っているでしょう。現在、
集中した働きがある。非常に多くの人々を殺すためにウイルスを作成し、非常に多くの人々を殺すワクチンを作成し
ている。いいですか？地球上のほとんどの人が知りませんが、ただ単にビタミンCを摂取するだけで、世界中のほと
んどの病気から守られるのです。彼らは単にそれを知らない。そして興味深いのが、大富豪やカバラに深く関連して
いる人たちは、全員がそれを知っているのです。彼らは皆、摂取する量を正確に知っています。彼らは皆、知ってい
ます。ところで、これはとてもシンプルで、とても安価です。そして、彼らはあなたに知られたくないのです。彼ら
はあなたにできるだけ多くの薬物を摂取させ、あなたが完全に薬物中毒になることを望んでいます。必ずしも本物の
麻薬ではなく、薬に。いいですか？大統領トランプが米国で今やろうとしていることの1つは、薬、または医療品を
ムダに高額にしている策略を暴くことです。そうして彼らは、まず、あなたが完全に依存するようにして、それから、
彼らはそれに対して高額を請求します。そして、もし、あなたにそれを買う余裕がないなら、あなたは単に死ぬので
す。ほら、私が言っているのは、私は行く先々で見ているのです。私の人生の中で少なくとも過去10年、15年間に、
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私が「啓蒙されたもの」と呼ぶものの集中的な働き、基本的に非常に多くの人のいのちを奪い、人生を破壊すること
によって乗っ取る働きです。残念ながら、それは楽しまれ、栄光を得ており、いま、彼らのポケットに入っている非
常に多くの政治家によって歓迎されています。彼らは、それらの政治家たちの多くのスキャンダルを握っています。だ
から、これらの政治家たちは、ただ彼らの音楽に合わせて踊るでしょう。彼らは、最初にこれらの一族によって承認
されない限り決して承認されず、彼らが望む地位を得ることは決してできません。今の米国の現在の政権は、その集
団にとっては大きな、大きな、大きな事故です。そして今、米国で政府の立場にある、新生し、御霊に満ちたキリス
ト教徒の数は、前代未聞です。そして、前例のない悪魔の攻撃が、今、それらの全てで繰り広げられています。ジャッ
ク・ヒブス牧師と私の友人である”FamilyResearchCenter”のトニー・パーキンスは、今日、教会でそれについて話
しました。ハッキリと見ることができます。明らかにワシントンDCと全ての政府機関のキリスト教徒が、米国で地位
を保持しようとしている場所では、大規模な悪魔的な活動があることが分かります。そしてそのために、基本的に世
界中で。このように、私たちは多くの悪を見ています。私は何度も言ったと思いますが、終わりに近づくにつれて悪
が増加します。義は敵になり、キリスト教徒は標的にされます。それは、非常に非常に明白です。この世界はクリス
チャンにとってどんどん良くなっていると思う人がいるなら、その考えにお別れしたほうがよい。ここは私たちの家
ではありません。これはまさにイエスが言ったことです。 

また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。わたしのいる所に、あなたがたをもおらせるためです。 
（ヨハネ14章3節） 

彼がそう言われたのは、この世がどんどん狂っていき、より悪魔的、よりサタン的になっているからです。この世の
君が誰であるのか、もちろん私たちは知っています。そして私たちが挙げられるとき、もちろん、その時、黙示録12

あ

章が告げていることを見ます。竜が地球に投げ捨てられるとき、もちろん最終的に彼が非常に多くの奇跡を行い、残
虐行為を行う7年間の後に、彼が1000年間、底なしの穴に投げ捨てられることを私たちは知っています。もちろん、
私たちは1000年の間、キリストと共に支配します。しかし、その後、彼は1000年の期限が切れた後、短い期間に解
き放たれます。そして彼は、全諸国を欺くために出て行き、加わる者の数は海辺の砂のようである、と聖書は告げて
います。そして、それはもちろん最後の最後が来るときで、神がその白い裁きの御座をもたらし、人々が裁かれます。
ご覧の通り、キリストが地上で肉体的にも霊的にも1000年統治した後、この世界で悪魔の存在なしの1000年間の後
に、彼は閉じ込められます。彼が解放されるそのわずかな時間に人々が再び彼に加わるなら、その時は、たぶん永遠
の苦しみは、結局のところ彼らにとって、正義であり、当然の裁き、判決です。ただ、皆さんに言いたいのは、私た
ちが見る良いことは、患難を通して、その痛み、その苦しみを通して、多くの人々がキリストに至るということです。
私は、それがイランで起こっているのを見ています。私は中国で、いま起こっていることを見ています。私は今、多
くの異なる紛争領域で起こっているのを見ています。皆さん、シリアの人々のためにも祈ってください。現在、数百
万人ではないにしても、数十万人がイドリブに閉じ込められています。一方で、彼らは、北のどこにも行けません。
しかし、その一方で、彼らはロシアとシリアの飛行機や戦車によって破壊され、砲撃されています。野蛮な活動がそ
こで起こっています。本当に信じられないほどです。私は毎日、それを見ています。それは、とてもとても悲しいで
す。そして私たちは、これらの人々がキリストを見つけ、贖われるように祈る必要があります。肉体的でなければ、
少なくとも霊的に、彼らが置かれている束縛から救われるように。少なくとも、彼らが永遠のいのちを持っているこ
とを知るように。少なくとも、この世界が彼らの家ではないことを知るように。本当に恐ろしいですから。あちらで
子どもたちに起こっていることは特に…。 
さて、かなりのことに触れました。15日後、イスラエルは、皆さんご存じのように、選挙に入ります。皆さん、ネタ
ニヤフ首相のためにお祈りください。暗やみの力は、ここの政治的な領域でも必死です。私はとても警戒しています
が、全ての保守的なイスラエル人が投票に現れるならば、ネタニヤフは61議席を確保するチャンスがあると言ってお
きます。私はマイアミ訪問を切り上げる予定です。私はマイアミに行って、土曜日のカンファレンスで話します。文
字通り金曜日に着陸し、土曜日に話して、そして出発します。本当は日曜日に話す予定でしたが、私はそれを切り上
げて家に帰ります。そうすれば私は、月曜日に着陸して、投票することができますから。そして、もちろん私の息子
の誕生日に出席します。とにかく皆さんにお伝えしたいのは、正しい方法で投票するのは、あなたの権利だけではな
く、非常に重要な義務です。また、アメリカの皆さんも11月の初めに同じことをされるように呼びかけます。とにか
く行ってください。私はネタニヤフとトランプの間に、多くの類似点を見ています。そして言えるのは、もし、保守
派全員が彼らに投票した場合のみ、唯一、彼らの両方に勝つチャンスがあるのです。他のシナリオでは、彼らにはで
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きません。リベラル派の数は非常に大きく、そして彼らが組織をだます方法は、とても詐欺的で、本当に驚愕します
から。ただ、投票場に保守派が肉体的に現れるだけ、そして封筒に投票用紙を入れて、箱に投票用紙を投じる。それ
が物事がうまく行く唯一の方法です。ですから、皆さんに呼びかけます。私は、ここでそれをします。皆さんも、そ
ちらで同じようにしてください。 
私はマイアミで話します。そこで、フロリダの全ての人々に呼びかけます。礼拝の、神のみことばの学びの素晴らし
い時間を持ち、中東と世界で何が起こっているかを聖書に照らして理解したい人は、2月29日のカンファレンスに来
てください。ウェブサイトよりサインアップすることができます。beholdIsrael.org 
または、私が間違っていなければ、CalvaryMiamiBeach.com　まだ、数百の座席が残っています。カナダ、バン
クーバー。そしてダラス・フォートワース、5月のカンファレンスは、両方とも、あっという間に埋まっています。で
すから参加ご希望の方は…、ダラスは受付を開始してから1日以内に800人がサインアップしました。座席は1500席
しかありません。ですから、お願いします。できるだけ早く席を確保してください。 
私の本『TheLastHour』を、まだ入手していない方は、ご購入可能です。しかし、2週間後にマイアミで、ついに私
の2番目の本『TheDayApproaching』を発表します。それと学習ガイド『TheDayApproaching』も一緒です。ご
希望の方は、すでにオンラインでご注文可能です。beholdIsrael.org　3月の初めに出荷します。 
繰り返しになりますが、ありがとうございました。全ての感謝します。 
5月と11月のツアーに、いくつかの空きがあります。参加ご希望の方は、tours@BeholdIsrael.orgに連絡して、座席
を確保してください。また、「パウロの足跡」ツアーにも、空きがあります。アテネ、エペソ島を含む他のギリシャ
諸島へのクルーズツアーです。ですから、これもまた、ご連絡ください。tours@BeholdIsrael.org 
18歳から26歳までの若い成人の母親または父親、祖母または祖父の方は、6月のツアーに、皆さんの若者をお迎えし
たいと思っています。それは人生を変える経験です。特に学校で霊的に多くの攻撃を受けている人たちを私たちは迎
えて、ただ彼らを聖書で養い、土地を見て、神のみことばを学ぶことによって、彼らに10日間の集中的な弟子入りプ
ログラムを与えたいと思います。それについてもご連絡ください。私たちは世界中の恵まれない地域で、その余裕が
ない人のためのオプション、奨学金を用意しています。たくさんの方が寄付してくださったおかげで、基本的に100
人の若い成人のうち、50人が私たちの費用で来られる基金が与えられました。皆さん、ありがとうございました。 
私たちは、これまで以上に祈る必要があります。邪悪な者たちは、近ごろ本当に活発です。多くの人々が中国や世界
中で命を失っています。特にシリア、および他の場所でも。私たちは、彼らのために祈る必要があります。そして私
たちは、福音が宣べ伝えられるように祈る必要があります。そして地元の教会が、迫害が少ない時間、そして、彼ら
のあらゆる労苦に対するさらに多くの実を楽しむことができるように。私は武漢から届いた報告を見ましたが、地方
自治体や政府当局者が、皆クリスチャンと話すだけでなく、彼らからトラクトをもらっているのです。それは非常に
驚くべきことです。私は武漢の教会のために祈りの呼びかけを投稿しました。武漢の教会では、メンバーの多くが感
染したか、何らかのコロナウイルスの影響を受けましたから。祈りの呼びかけは、皆さん、500万人以上に届きまし
た。そして、Facebookで、35,000以上が共有されました。これは驚くべきことです。シェアしてくださり、感謝し
ます。彼らのために祈ってくださり、ありがとうございます。彼らと一緒に立ってくださり、感謝します。今、私が
話している間にも、信じ難いですが…、私はそれを知りませんでした。私は、その翌日、イスラエルのラビたちがコ
ロナウイルスの危機のために祈りと断食の日として発表することを知らずに、祈りを呼びかけました。そしていま、
エルサレムの西壁には何千人ものユダヤ人が集まって、そして、この状況のために祈っています。彼らが私のことを
聞いたのか、だれかから聞いたのかは分かりませんが、1つ確かなのは、祈りの必要性と緊急性は、今、増大してい
て、これまで以上に増しています。本当に皆さんにお祈りをお願いします。 

では、このアップデートを、アロンの祝福をもって終わりたいと思います。 
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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) 

世界中の多くの人々が持っていないその平和。それは、全ての理解を越える平和です。 
あなたが世界のどこにいても構いません。あなたはその平和を持つことができます。 
平和の君によってのみ与えられるその平和。 
ここでも、永遠に、そしてどこでも、今より永遠に。 
そのすべてを、平和の君の御名のもとに祈ります。 

イェシュア、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。フェイスブックで私たちをフォローしてください。BeholdIsrael 
ユーチューブもBeholdIsrael 
インスタグラムは、BeholdIsrael一語です。 
そして、ツイッターでBeholdIsrael　私はいつもツイートしています。 
たくさんの人たちがいますから、できるだけ多くの人々に、このアップデートをシェアしてください。 
ありがとう。 
ガリラヤから、God bless you！ 
そしてシャローム。 
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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 

2020.02.23(Sun)
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