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特別アップデート：イスラエル第三選挙 
アミール・ツァルファティ 

-イスラエルの選挙についてライブ- 
https://youtu.be/sXCWzQ0V8d8 

シャローム、皆さん。アミール・ツァルファティです。イスラエルのガリラヤよりライブです。素晴らしい素晴らし
い時間の後、フロリダ州マイアミから戻ってきました。文字通り、私は一日そこに滞在しました。金曜日の夜にそこ
に着陸して、土曜日は一日中講演。そして、日曜日の午後に私は空港に向かって、飛行機に乗って家に帰りました。
そして、文字通り空港から家に帰って、着替え、シャワーを浴びて、すぐに家族と投票に行きました。そこから、私
たちは息子の15歳の誕生日を祝い、それからテレビにくぎ付けになりました。もちろん出口調査が公開されるまで。
私の家族が、昨夜予定していたアップデートに対して抗議したので、私はそれを今日に変更することを決めたのです。
ご理解いただき、ありがとうございます。それでは、始めましょう。 

昨夜、3回目のイスラエル…実際には、昨日、イスラエルで3度目の選挙がありました。私たちが3度目の選挙に至っ
た理由は、政治的に行きづまっているからです。これは、どちら側も政府を形成するために必要な61議席を持ってい
ないからで、それが何を意味するのかを説明します。2つの異なる表も表示します。それを見れば、複雑なイスラエ
ルの政治システムを理解していただけると思います。アメリカや世界の多くの地域のものとは異なり、私たちは議会
制民主主義です。つまり、特定の人物には投票せず、私たちは議会に投票します。通常、最大政党の指導者に、イス
ラエルの大統領が政府を形成する権限を与えます。問題は120人の議員で議会が形成されているとき、政府を形成す
るためには、少なくとも61議席が必要なのです。なぜか。なぜなら、政府を支持するためには、少なくとも61票が
必要だからです。議会で何らかの投票がある場合、特に不信任投票は、彼らが政府を倒すことができることを意味し
ます。だから、政府に賛成票を投じる61人の手が必要です。それがなければ、決して機能することはできません。も
ちろん、わずか60未満で、厚かましくも議会の前に出ることは可能ですよ？しかし、おそらく数日以内に失敗するで
しょう。だから、それを行う意味はありません。 

　では、今の時点での票数を説明しましょう。今から画面上
に表を出します。今の時点の結果がご覧頂けるでしょう。こ
れが、まだ最終結果ではない理由を説明しましょう。まだ数
えられていない票が、約40万票以上あります。これは本当に
本当に大きな違いです。皆さん、チョット待ってください。
（ヘブライ語）私の幼い息子に話しました。この後、彼と一
緒に皆さんにお見せしたいものがあるのです。さて、ご覧の
通り、リクード党、（グラフの一番左）ネタニヤフの党は基
本的に36に達しました。すべてを数える頃には37になるかも
しれない、と言う人もいます。相手はネタニヤフの代わりに
自分たちが首相になりたかった政党で、彼らは32議席に達しただけです。（左から2番目）つまり、彼らはもはや最
大の政党ではないことを意味し、政府を形成するために指導することさえできません。そして共同リストが15議席あ
ります。（左から3番目）これは、イスラエルのすべてのアラブ政党の共同リストです。それは4つの主要なアラブ政
党で構成されていて、今年初めて議会で強力な影響力を得るために手を組んで、1つのリストを形成しました。そして、
彼らは15議席に達しました。これは前例のないことです。前回からアラブは実際に、私が間違っていなければ、投票
率が10％上昇して、前回の59％から、今回は69％が投票に来ました。これは非常に大きいです。と言うことで、そ
れについて話しています。そして、イスラエルの超正統派の党があって、そのうちの1つは10議席（左から4番目）、
別の1つは7議席（左から5番目）です。それから極左の党が7議席（左から6番目）です。そして、アビグドール・リー
ベルマンの政党があって、これが、あらゆる問題のタネなのですが、それが7議席（左から7番目）です。それから、
右翼政党が6議席（グラフの一番右）。さて、皆さんはおそらく混乱しているでしょう。そこで、別の表をお見せし

 / 1 7

https://youtu.be/sXCWzQ0V8d8


BeholdIsrael 特別アップデート：イスラエル第三選挙2020年3月6日

たいと思います。それを見れば、ここで起こっていることが、より理解で
きるかもしれません。ということで皆さん、この円グラフが示している現
在の状況を見てください。右翼は59議席しかないことがはっきりと分かり
ます。リクード、超正統派、右翼、それらを一緒に入れた場合、彼らは59
議席にしか達しないのです。（円グラフの青色）一方、イスラエルの左派
は39議席にしか過ぎず、彼らに15のアラブの票（緑）を追加すると、すで
に、はるかに大きなものになります。そして、アビグドール・リーベルマ
ンの7票を置くと（オレンジ）、彼はネタニヤフの首席補佐官でしたが、今
は彼の最大のライバルです。何らかの理由で、彼はイスラエルを好む以上
にネタニヤフを憎んでいて、おそらく第4回選挙に持ち込もうとしています。
これが私たちが今立っている位置です。はい、ベンジャミン・ネタニヤフ
は、昨夜、前回の選挙からの大きな復活に関しては、地滑りの勝利を治め
ました。彼は前回の31議席から、今回は36、37議席に達しました。彼は
間違いなくイスラエルで最大の党のリーダーです。ですから、ネタニヤフ
が何らかの政府の次の首相である事は間違いありません。問題は、彼が政
府を形成するために、さらに2票必要だということです。そして、私たちが

望み、祈っているのは、一日の終わりまでに…、ところで、明日の終わりまでに、まだ数えられていない40万票全部
が数えられます。これは入院中の人々の票、そして刑務所にいる人々の票、それから兵士の人々の票です。それから、
隔離されている4千人のイスラエル人の票があります。これはイタリアから来た飛行機に乗っていた人々で、そのフラ
イトで、少なくとも1人がコロナウィルスの陽性反応を示していたので、乗っていた人全体が自宅で自己隔離されるよ
うになりました。私たちは彼らといっしょにリスクを冒すことはせず、彼らには投票用に別のブースを用意して、そ
のうちの4千人が現れました。ポイントは…コロナウィルスについては、後で話しますが、イスラエルは、家の近所
にある所定の投票所に来なかった人々の票のすべてを数えるために時間がかかっていて、私たちは、それを持ってい
ます。 
ところで、皆さんにお見せしたいものがあるのです。と言うことで、ネタニヤフは、昨夜勝利しました。そして、私
の幼い息子イーロンは、今朝、学校に行きました。私たちはとてもリベラルな街に住んでいて、この街のすべての人々
は左翼か、もしくはアラブ人でなくても、アラブ政党に投票します。だから、私の幼い息子が学校に行って、今日は
プリムのパーティがありました。みな、だれかほかの人や何かの格好をします。そこで、私の幼い息子は、たぶん彼
の父親（アミールさん）がドナルド・トランプについていろいろと話しているからでしょう。彼は学校に行き、まず
友人が彼に対立してきました。彼はネタニヤフを支持する、そして彼の家族はネタニヤフに投票したと、彼が言った
から。だれもが、それを快く思わなかったのです。ところが、その後、皆が自分の衣装を着たとき…、ここにおいで。
この幼い息子を見てください。（ヘブライ語）この幼い息子は、ドナルド・トランプです。これを見せてあげよう。
オッケー。（イーロン君はドナルド・トランプ氏のお面をつけています）彼は、学校で唯一のドナルド・トランプで
した。そして、彼は、なぜ皆がそれをなんとも思わないのかが分かりません。私たちは、私たちのこの街では、非常
に異なる家族です。私たちは保守派で、ドナルド・トランプが大好きです。彼はイスラエルの偉大な友人であり、聖
書を信じる者にとっても偉大な友人ですから。そして、彼は聖書に適った素晴らしい政策を持っています。そして、

かな

私たちはベンジャミン・ネタニヤフを愛しています。彼は偉大な指導者であり、イスラエルを愛する保守派であると
信じています。この二つのために、私たちの街のこの近所で、私たちは全く人気がありません。しかし、この幼い息
子は非常に勇敢な少年です。彼はそのすべてを受けとめ、恐れません。「皆に何か言いたい？」（ヘブライ語）（彼
は首を横に振っています）ということで、イーロンでした。皆さん、覚えているでしょうか？彼のためにお祈りをお
願いしました。彼は2週間前、ひどい病気でしたが、ありがたいことに、完全に回復しました。今は元気です。皆さ
んに感謝します。 

とにかく、表に戻りましょう。今、ご覧の通り、イスラエルは明日までには分かるでしょう。これらの2つの必要な
座席を獲得できるか、または3つのオプションの一つは、一つの選択肢は、国家統一政府を形成すること。これは、
第二政党が、最初の政党と一緒に座って、大きな政府を形成することを意味します。これにより、ヨルダン川西岸、
ゴラン高原、ユダヤ、ヨルダン渓谷、そのすべてを併合することができ、そして、世紀の取引を実施することができ
ます。もうひとつの選択肢は、左派政党の一部が右派に寝返り、政府を形成するのを助ける。そして3番目のものは、
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信じられないかもしれませんが、選択肢の一つで、選挙の第4ラウンドです。これはほとんどあり得ないようで、空
想のように聞こえることも分かっていますが、これは今日のテーブル上のオプションです。ですから、繰り返します
が、私の祈りは、来週までにネタニヤフが後2議席見つけるか…、まだ数えられていない40万票の中に、それがある
か。それとも、もうひとつの私の祈りは、2人が寝返って、ネタニヤフの側に移動することです。私は、国家統一政
府が機能するとは思いません。反対側が、何があってもネタニヤフを取り除くことにのみ興味がある、と私は信じて
いますから。そして、ネタニヤフはそれを許しません。だから、我々が国家統一政府になれば、政府はすぐに解散す
るでしょう。私は、最初の2つのオプションを好みます。これが現在の私たちの状態です。 
これで皆さんが理解されたことを願います。確かに、ネタニヤフが勝ちました。はい、彼は今イスラエルで最大の政
党の指導者です。はい、それは素晴らしい復帰でした。はい、彼はそれを、彼の人生の中で最も甘い勝利と呼びまし
た。そして、はい、それは信じられないほどでした。そして、私たちは昨夜、とても喜び、本当に幸せでした。しか
し繰り返しますが、61票を獲得するまで、ついに政府ができた、とは言えません。そして、ようやく私がもっと重要
だと思うこと。ようやく、歴史的な機会を進めることができます。ユダヤとサマリヤのすべてのイスラエルの居住区、
ヨルダン渓谷と死海の北部の一部のすべて、そのすべての併合。それはもちろん、世紀の取引の一部です。このよう
なことは、イスラエルが1948年に設立されて以来、決して、一度もありません。すべての取引は、私たちにとって恐
ろしいものでした。この取引は、おそらく私たちが受け入れることができる唯一のものです。紙面上で「パレスチナ
国家」と言っている事実を、私は好むか？いいえ。私は、それが国家になると思うか？いいえ。前にも言ったように、
私は思いません。しかし繰り返しますが、ユダヤとサマリアに住んでいる、すべてのユダヤ人が自分の家にとどまる
という事実。パレスチナが、他の国と国境を共にしないという事実。そこから彼らが武器やテロリストなどを密輸で
きないように。そして、イスラエルが初めて、すべての周辺に認識された国境を持つという事実。そして、私たちは
ついに「平和のために土地」という、この質問を取り除くことができるのです。そして、我々は「平和のための繁栄」
を進めます。そうすれば、もちろん物事は良くなります。 
さて、皆さん、理解する必要があります。私は、この“平和”が、平和をもたらすとは思いません。つまり、私たちは
今、ここにいる人たちと大きな調和を保って、永遠に生きていくとは思いません。しかし私は、これは、私たちがよ
り多くを得て、何も与えない機会だと思います。だから、私は「さあ、やってください」と言っているのです。これ
は、私たちが平和と引き換えに土地を与えない、初めての計画です。私たちは、実際、平和のために土地を得ていま
す。だから私は、これは素晴らしいと思います。うまくいけば、実行されるでしょう。しかし、それは左派や自由党
よりも右翼に傾いている政府がある場合にのみ、可能です。それが今の状況です。ベンジャミン・ネタニヤフは、昨
夜、地滑り的勝利を収めました。再び、最大政党の指導者、イスラエルの無敗の首相と言うことに関しては。しかし
繰り返しますが、我々は投票の最終結果を得るために、あと1～2日のあいだ、待っています。そして、もし61票にな
らない場合は、ほかの取引に取り組むことになるかもしれません。この問題が解決できるかを確認するには、数週間
から数ヶ月かかる場合があります。 

もうひとつは、コロナウィルスです。ご存じの通り、77カ国がその影響を受けています。私が報告するたびに、それ
はほとんど倍増しています。私がボブ・コペニー牧師と一緒にアップデートをしたときには、ほんの30カ国ほどでし
た。現在は、世界中で77カ国、または領土です。世界保健機関（WHO）が、たった今、情報を発表して、彼は言い
ました。「コロナウィルスは…」ーこれを、よく聞いてくださいー　「インフルエンザよりも致命的である。しかし
ながら、終息可能だ」言い換えれば、正しい手順を踏めば、拡散を止めることができる。彼らはそう言っています。
コロナウィルスに関する良いニュースは、その猛威によって死亡するのが、非常に限られた年齢層であること。です
から、その年齢層を優先的に、より良い治療を施し、彼らがこのウィルスに晒されないようにすることに焦点を当て

さら

ることができます。コロナウィルスで死亡する人々のほとんどは、既往歴を持つ人々と、65歳、70歳以上の人々で
す。ですから、それが分かれば、これらの人々により良い対処ができます。しかし皆さんに知ってほしいのは、コロ
ナウィルスは、健康上のリスク以上に世界中の経済にとって、大惨事です。私は、問題は、パニックとそして透明性
の欠如だと思います。中国とイランの側からの透明性の欠如のために、だれもが非常に警戒しています。 
さて皆さん、説明させてください。それは中国の武漢から始まり、中国から東南アジアに広がっています。それがど
ういうわけか、シーア派の聖地、イランのコムに到達し、そこで大流行し始めました。しかし、彼らは患者第一号を
見つけていないのです。だから、だれがそれを持ち込んだのか、どこから来たのかが分からないのです。なぜなら、
いったん、だれがそれを持ち込んだかが分かれば、すぐに彼がどこにいたか、だれと会ったのかをさかのぼり、これ
らの人々のすべてを隔離することができます。患者第一号が分からない場合、それはイタリアにも当てはまりますが、
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そうすると、この非常に伝染性の高いウィルスと戦うのは難しいです。ですから、今の状態を見てください。中国は
アジアに影響を与え、イランは中東に影響を与えている。それがイランであることに感謝です。なぜなら、だれもイ
ランに行って、イスラエルに戻る人はいませんから。だから、これは私たちの問題ではありません。私たちが抱える
問題は、日本に停泊しているクルーズ船、「ダイヤモンドプリンセス」から来たふたり、または3人のイスラエル人で
す。彼らが最初で、我々のところにある他の9つの症例は、イタリアから戻ってきた人々です。だから、イスラエルは
ウィルスを持っていません。イスラエルには、ここでほかの人に感染させている人はいません。そして、イスラエル
で隔離されているすべての人々は、イタリアからの飛行機に乗っていた人や、日本の横浜の船から来た人々です。 
さて、イスラエルは世界で最も厳しい国のひとつで、コロナウィルスに対して特別な予防措置を講じています。した
がって、ここでは広がっていません。私たちは、ここで人から人へと感染していることは、聞いていません。ここで
非常に少数の症例がありますが、彼らはとても協力的でした。彼らは協力して、自分たちがどこで誰といたのかを伝
え、一般の人々がすべてを理解するようにしています。それは私たちの選挙に影響を与えませんでした。私たちは世
界中で起こっているコロナウィルス・パニックのまっただ中で、世界で初めての選挙です。現在、イスラエルは、フ
ランスから来る人々も止めるべきだろう、と考えています。どうやらイタリアから、ヨーロッパ中に広がり始めてい
るようで、アメリカの症例のほとんどは、中国やイタリアから来た人からのものです。ですから、大流行の主要な中
心点が3つあります。中国で始まり、イランでは、イランはアラブ界に感染しています。 
ところで、イラン議会の副議長は、本日、23人の国会議員が感染していると発表したばかりです。女性の権利、女性
問題担当の副大統領も感染しています。非常に重要な政府高官は、感染しただけでなく、死亡しました。それはすべ
て、コム市で始まりました。イランのコム市にはモスクがあって、そして非常に奇妙な、ある習慣といいますか、そ
のモスクで彼らが行っているのは、そこに来た人々が、モスクに入るゲートとカギをなめるのです。文字通り、彼ら
の舌でなめる。それがコムに行くイランの若者たちの一部で流行となって、そこにコロナウィルスがあるという観点
から、彼らは「我々はアッラーを信頼している！」と言って、カメラを回して、すべてをなめるのです。私は絶対に
感染していると思いますが、そのカギとゲートをなめています。そして、彼らはもちろん、フェイスブックか何かの
ライブでそれを行います。本当に、神が人々に頭脳を与えたとき、彼らはどこにいたのか、私には理解できません。
彼らは、おそらくアイスクリームか何かに並んでいたのでしょう。しかし、一体全体、どうすれば、そんなことがで
きるのでしょう。とにかく、イラン人がいま、中東のほとんどを感染させています。それを、私は先日、皆さんにお
伝えしようとしたのですが、イランはいま、彼らの歴史の中でかつてなかったほどに孤立しています。イランは先週
の金曜日、アヤトッラー政権の40年間で初めて、祈りを中止しました。先週の金曜日、どのモスクにも公的な祈りは
ありませんでした。いま、あそこで何が起こっているのか理解していますか？ですからポイントは、イランはかつて
ないほどに孤立していて、そのすべては、その政策のためでもなければ、またはそのインチキのためでも、テロ支援
や攻撃、空爆のためでもなく、小さな微小ウィルスのためです。これは驚きです。 
繰り返しますが、イタリアでも患者第一号は特定されておらず、したがって、彼らは手がかりがなく、何をすべきか
分かりません。それが影響を与えていて…。それはロンバルディア郡で始まりました。ミラノのある場所です。そし
て、イタリア北部全体。しかし、いつの間にかローマに広がり、いまではナポリや全国のほかの場所に広がりました。
問題を説明しますと、イタリアは世界で最もツアー客が訪れる国のひとつで、そして、彼らは患者第一号が誰かわか
らないため、観光地を訪れている観光客たちは（微小ウィルスに）晒されているのです。多くの人が呼吸し、そして

さら

彼らはレストランに行き、観光地や教会、その他の場所に行きます。そして、そこで何が起こっているのか、誰が誰
に感染し、何に感染しているのか、何も知らないので、多くの人々は自分たちの国に帰ります。そうして彼らは知ら
ずに、ほかの人に感染させているのです。 
コロナウィルスに関するもうひとつのこと。これは、私がこれが人工ウィルスだと信じる理由ですが、これは最大27
日間の、最長の潜伏期間を持つウィルスであるということです。そして、それはまた実際に想像をはるかに超える、
超伝染性のあるウィルスです。ここで私たちは、世界がそれを理解するのに長時間かかった、ものすごい大流行の中
にいます。しかし、あなたが見ているのは、その影響を受けている世界中の経済です。さて、人々が私に尋ねます。
「アミールさん、コロナウィルスに関して、イスラエルに行くのは安全ですか？」さて、言わせてください。イスラ
エルは、コロナウィルスに関して、世界で最も安全な場所の1つです。なぜか？私たちは、ここでだれがそれに感染し
ているのかを正確に知っています。また、私たちは、その人がどこから来たのか知っています。だから、私たちは彼
らがどこにいたのか、誰と会ったのかを追跡することができ、これらの人々はすべて隔離されています。したがって、
イスラエル人はそうではありません。我々は10～12しか症例がありません。そして、私たちはそれらのすべてを知っ
ています。私たちは、それらのすべてが、どこから持ち込まれたかを知っています。繰り返しますが、それはイタリ
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アから来たか、中国から来たか、もしくはクルーズ船からです。そして、いままでに彼らと接触した人々のすべてを
隔離しています。ところで、彼らは誰も病気になりませんでしたが、我々は、念のために彼らを隔離したのです。だ
から、イスラエルはおそらく、何千人もの人々がコロナウィルスを持って歩き回り、その人たちが感染していること
さえ知らないと言うことができない、唯一の国です。なぜなら、私たちは誰が、いつ、どのように持ち込んだかを正
確に知り、しっかりと対処していますから。はい、私たちのツアーは続行しています。実際、大きなツアー団体がイ
スラエルにやって来ます。私たちは、それに対して何の問題もありません。たぶん、私は、アメリカやヨーロッパに
滞在して仕事をすることのほうが、イスラエルにいるよりも恐れるでしょう。東南アジアは確実に。私がマイアミか
らイスラエルに到着したとき、私はここで安堵のため息をついていました。ここでは非常に安心安全であることを知っ
ていますから。あちらでは、誰がイタリアから来たのか、だれがそれを持ち込んでいるのか、そういったことが全く
分かりませんから。だから、人々から尋ねられますが、「コロナウィルスがあるので、イスラエルに行くのは危険で
すか？」私は言います。「イスラエルよりも、あなたがいま住んでいるところの方が、もっと危険だと思います」 
と言うことで、皆さん全員に、そのことを伝える必要がありました。ここは超安全です。それと、私は敵が非常に多
くの人々に、それらの恐怖を植えていると思います。なぜなら、彼はイスラエルに来ることで得る祝福を盗みたいで
すから。明日、私はテネシー州から来る皆さんをお迎えします。ところで、昨夜のハリケーンの恐ろしい被害に、テ
ネシーの人たちと共に心を痛めています。定かではありませんが、竜巻だったと思います。少なくとも、幼児が死体
で発見されたことは知っています。ともかく、壊滅的な被害を受けた地域の、被災前と被災後の写真を見ましたが、
本当にひどいです。 

また、シリア北部の状況についても、少し話したいと思います。皆さん、私たちはすでにそれについて話しました。
2018年の終わりに、と言うより、このことから始めましょう。シリアの内戦が始まったのは、シリア南部で、実際、
イスラエルの国境からそれほど遠くない、ダラア市および、その周辺の他の都市です。そしてシリアが、何とか反乱
軍を取り囲み、その後、ロシアが来て、何が起こったのかというと、彼らは反政府勢力に安全な通路を許可したので
す。はるばるシリア北部のイドリブと呼ばれる場所まで。トルコ国境から、さほど遠くない大都市です。後援者であ
り、スンニ派の守護者であるトルコは、シーア派のシリアの兵士と、そこにいる民兵からスンニ派の反政府勢力を守
りたくて、そこでトルコは、黒海のすぐそばのロシア、ソチで取引を仲介しました。そして、その取引は、トルコが
イドリブの飛び地を担当して、その周りに独自の前哨基地を持つ、というもの。そして、それらの人々を守り、彼ら
の世話をします。イランとロシアは二歩後退し、独自の安全地帯です。もちろん、シリア軍はそこに行くことが許さ
れませんでした。さて、シリア軍が反乱軍のすべての中心を押さえた後、彼らはロシアと一緒に決意します。「我々
は、そこに反乱軍の島を置いておきたくない。我々は、あそこにもうひとつのガザや、コソボや何かを造りたくない。
だから、これはソチ協定に違反するが、我々は可能な間に侵入して、占領し、彼らを片付けよう」まあ、トルコはそ
れを認める気がありませんでした。トルコは、週末に大きな犠牲者を出しました。私は、チューリッヒ空港から特別
アップデートをしましたが、トルコの兵士約５０人が、ロシアの砲撃で実際に殺されました。ロシアは、もちろんシ
リア空軍を非難します。シリアは言います。「いや、我々は、あちらに飛行機は飛ばしていない」とにかく早い話が、
エルドアンはとても怒り、彼は２日前に「スプリングシールド作戦」を始めました。彼は現在、イドリブ地区に、数
千もの戦車と装甲車を送り込んでいます。しかし初めて、皆さん、UAV（無人飛行機）、大きなドローン、殺人ドロー
ンが、いま、この全体の中で、主要なプレーヤーです。イスラエルは横からそれを見ています。私たちは、トルコの
UAV（無人飛行機）とロシアのUAV（無人飛行機）を見ているのです。つまり、戦争はF-16戦闘機とスホーイ戦闘
機から、劇的に変化しました。ところで、トルコのF-16戦闘機が、シリアのスホーイ27戦闘機（Su-27）を撃墜し
ました。これはロシア製で、とても古いものです（1986年頃、ロシアで運用開始）。実際に飛行機は、まだそこに
あります。いまでも、別のシリアの飛行機が撃墜されましたが、私たちがいま見ているものの多くは、UAVドローン
（無人飛行機）です。これは将来の戦場です。皆さん、私たちはそれを見ていて、トルコ軍が技術的にいかに進歩し
たかということに、かなり驚いています。そして、私たちはメモを取ります。それだけ言っておきます。 

さて、私が話したかったことは、ほとんどお伝えしたと思います。繰り返しますが、ひとつ説明しましょう。昨夜の
ネタニヤフの勝利で、とても幸せですが、私が皆さんにお祈りをお願いするなら、奇蹟的に、これから2日間で、最
後の40万票を通じて、右翼にさらに2議席が追加されるようにお祈りください。そして来週までにイスラエルで保守
的な政府を開始、または形成するために前進できるように。 
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最後に皆さんにお伝えしたいのは、マイアミでのカンファレンスが、信じられないほど祝福されました。何百人もの
人々が現れました。また、私が伝えたメッセージのひとつは、「地球の人口削減の悪魔的な策略」です。そして、私
はそこで多くのことを説明しました。私が言及したことのひとつは、もちろん「ワクチンのわな」です。それはアメ
リカだけでなく、世界中のすべてにあります。しかし、アメリカでは巨大です。カンファレンスに来た人の中で、最
前列に座ってたのは、ウェイクフィールド博士でした。ウェイクフィールド博士は、映画「Vaxxed」を製作した人物
です。V-A-X-X-E-D。彼は、ワクチンの詐欺を暴露した、素晴らしい英国の医師です。彼は、それがいかにひどい
かを見て、これに加わるつもりはなく、それを暴露しました。話せば長くなりますが、数週間の内に、私はウェイク
フィールド博士をお招きして、彼が発見したことを聞きたいと思います。しかし、それだけでなく、ほかの問題につ
いても詳しく説明します。私が思うに、グローバリストの議題、そしてグローバリストの世界統一政府、カバルは、
私たちの世界に注入しています。信じられないかもしれませんが、文字通り、ここで人口を減らすためです。私たち
は、ほかの多くの主題について話します。 
ところで、私は、コロナウィルスは人工物であると信じています。そして、私は、これが人口を減らすひとつの手段
だと信じています。私は、彼らが、これ以上、自らの意図を隠しているとは思いません。それについても話します。
後期妊娠中絶についても話します。結婚の混乱についても話します。結婚の再定義、性別の混乱についても話します。
気候変動についてもお話しします。信じられないかもしれませんが、気候変動は結婚を減らし、子どもをあまり産ま
ないように呼びかけています。地球を清潔に保つために。言っておきますが、私は創世記1章からすべてを通して、神
が私たちに言われたのです。「生めよ。ふえよ。地を満たせ。地を従えよ」ところが、私たちは非常に多くの意地悪
く、恐ろしいことで人口を減らそうとする悪魔の意図を、いかに見ているか。我々はまた、それらにも取り組みます
が、ただ皆さん、メッセージはすぐに編集して、ご覧頂けるようにします。前後を編集して、インターネットにアッ
プロードします。ですから、カンファレンス全体だけでなく、近いうちにオンラインでメッセージそのものをご覧頂
けるようにします。今日、私たちは私の新しい本『TheDayApproaching』が発売になりました。Amazon.comで、
ご購入可能です。お知らせメールを受け取っていない方は、おそらく私たちのニュースレターを受け取っていないか
らでしょう。BeholdIsrael.orgからニュースレターを入手するか、ニュースレターを登録してください。毎週、私の
ニュースレターが届きます。また、ひとくち聖書ディボーションや、他にもいろいろあります。よし。私はすべてを
お伝えしたと思います。これ以上は長くしたくありません。聞いてくれてありがとう。 
では、アロンの祝福で終わりましょう。 

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) 

コロナウィルス・パニックのまっただ中で、あらゆる戦争と戦争のうわさの中で、そして竜巻とハリケーンや疫病の
中で、すべての理解を越える平和、平和の主からしか得ることができない平和。主はまた、真実だけではなく、道だ
けではなく、いのちでもあります。そして、彼は私たちが死ではなく、いのちを尊重し、死ではなく、いのちを大切
にし、死ではなく、生を促進することを望んでおられます。主は、地球の人口を減らすことは望まれません。彼は、
すべての人が、イエスの救いの知識に至ることを望んでおられます。 
彼の御名によって祈ります。 
アーメン、アーメン 

ありがとうございます。Iloveyou!Godblessyou! 
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インスタグラムで私たちフォローしてください。BeholdIsrael　フェイスブックもBeholdIsrael、ユーチューブも
BeholdIsrael　そしてツイッターは、BeholdIsrael 

God bless you!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 
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