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2020年3月8日 中東時事アップデート
アミール・ツァルファティ
- イスラエル選挙・コロナウィルス・シリアでの戦争 https://youtu.be/TxgWaK2t7YI

シャローム、皆さん。アミール・ツァルファティです。ここ、エルサレムの私の部屋からライブです。
残念ながら、壁の外にある景色は美しいですが、インターネット接続が外ではあまりよくありません。配信が何度も
途切れては、外でしても意味がありませんから、妥協して、屋内のここから行わなければなりません。
今日は、お話しすることがたくさんあります。コロナウィルスと、イスラエルに関することから始めましょう。米国
がついに目を覚まし、理解しました。これはパンデミックです。何百人という人数の話です。もしくは何千、それが
何万となって、数百万人にまでなるかもしれません。しかし、私たちが覚えておかなければならない良いニュースは、
そのウィルスの死亡率が、過去の他のウィルスよりもはるかに低いということです。また、60歳未満の人は、コロナ
ウィルスで死亡する可能性が1％以下です。また、60歳以上でも健康であれば、死亡率はとても低いです。ですから、
このウィルスの大きな問題は、65歳以上の高齢者…。私は65歳が高齢とは思いませんが、私が言いたいのは、65歳
以上で過去に医療的な問題のある方、免疫の弱っている人が、最も打撃を受けている一部だということです。そして、
今の時点でイタリアは、イタリア人の25％が隔離されています。国全体の25％が、彼らの家、彼らの通り、彼らの街
を離れることができません。彼らは彼らの家でさえ、部屋に閉じ込められています。それ以上に、イタリアの軍最高
司令官も陽性反応を示しました。また、イタリアの政党の指導者のひとりが陽性反応を示したことも分かっています。
このタイプのウィルスは、一般人と特別な人との区別がありません。とにかく、そこら中に広がっています。それは
今、おもに地球の北半球を攻撃しているように見えます。単純に、今が冬の時期だから。今は冬で、このウィルスは
低い温度の時に、はるかに活発です。しかし29℃を越えると、文字通り、このウィルスは死滅します。そのため、暖
かい国ではアジアでも、アフリカでは確実に症例がはるかに低いのです。
さて、さらに皆さんにお伝えしますと、イスラエルでは25〜28の症例がありますが、これは、スイスの症例のわず
か10％です。スイスはイスラエルと同じくらいの大きさです。ですから、イスラエルは、ここで本当によく国民の世
話をしています。私たちはすべての症例を知っており、彼らの世話をしています。また、彼ら全員が、ヨーロッパか
ら持ち帰ってきたのだと思います。イスラエルが、すでに西ヨーロッパからの人々の入国を禁じているのは、まさに
このためです。中国、シンガポール、香港、マカオ、日本、韓国以外に。つまり、西ヨーロッパです。その結果、多
くの航空会社、ルフトハンザドイツ航空、スイス、オーストリア、エールフランス航空、アリタリア航空、その他の格
安航空会社のイスラエルへの飛行を停止しました。ただ、それはイスラエルが危険なためにイスラエルへの飛行を停
止したのではなく、イスラエルが、それらの国々から来る人々に14日間の隔離を求めたため、彼らはイスラエルへの
飛行を停止したのです。それが問題です。私たちイスラエル人は、私たちが持っているすべての症例が、西ヨーロッ
パから戻ってきた人々であることを認識しています。たぶんイタリアで始まり、イタリアから非常に急速に広がった
のです。信じられないかもしれませんが、皆さん、今、100カ国以上の異なる国に、コロナウィルスの症例が出てい
て、死者も出ています。イタリアだけでも過去24時間にわたり、死者数は100人から250人に増加しました。24時間
以内に133人の新たな死者が出ており、これは間違いなく、その国の非常事態です。イタリアは、ヨーロッパで最も
高齢社会のひとつです。それが本当に本当に難しい理由で、多くの病院はお粗末な状態で、彼らのシステムは、その
ようなことに対して準備されていません。また、感染しているという事実が認識されていない、多くの症例があると
信じています。そういうわけで、比例して、あちらには他の部分よりも多くの症例があるように見えます。また、皆
さんにお伝えしたいのは、イスラエルが検討している措置です。さて、注意深く聞いてください。今、私たちは、世
界中の特定の場所から来る人々を止めているだけです。それが今や、世界中に広がっているように見え、つまり、100
カ国以上の話しです。たぶん…、私の言うことを、よく聞いてください。たぶん、明日までにイスラエル政府が決定
するでしょう。首相と保健大臣は、初めて、私はこれまでの人生で、そのようなものを一度も見たことがありません。
イスラエルは初めて、14日間の自己隔離を経なければ、どの国からの外国人の入国も禁止します。言い換えれば、「あ
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なたが来たいのなら、歩き回る前に、14日間は部屋を出ないでください。」もちろん繰り返しますが、まだ、そうで
はありません。しかし問題は、いま、アメリカではワシントン州で大流行しています。ニューヨーク州とカリフォル
ニア州で起こっていることを見ています。フロリダ州でも、ますます多くの症例が見られます。そして、私たちはア
メリカ人のほとんどが、検査さえされていないと信じています。彼らが自己検査用のキットをもっと取得すれば、そ
の瞬間から…、ちょうど先ほど、400万個の検査キットが、この24時間以内に配布されると聞きました。そうすれば、
数字はもちろん、数万、またはたぶんさらに急増します。しかし、繰り返しますが、説明したいと思います。健康な
人であれば、これは致命的なウィルスではありません。このウィルスが主に攻撃するのは、それ以前に何らかの他の
合併症を持っている人々や、免疫システムがそれほど強くない年齢の人々です。そのため…、多くの人々が私を批判
しているのは知っていますが、言っておきます。免疫システムを高めることは決して決して間違っていません。つまり、
より多くのビタミンCを取る。より多くのビタミンCを摂取することは、もちろん最もシンプル、もっとも簡単で、最
も安価に備える方法です。とにかく言っておきます。事実、多くの医者が私に同意しているだけでなく、それを行い、
健康を維持することに何の問題もありません。もし観光客としてこの1週間かそこらの内にイスラエルを訪れようと
思っているなら、飛行機が飛んでいるか、利用航空会社に問い合わせるとよいでしょう。私は1、2週間以内に、この
すべてが終息し始めると信じています。私がそう思う理由は、気温がどんどん暖かくなっていて、春が近づいていま
すから。イスラエルでも、現在、数日中に熱波が予想されています。そして、それはまさにこの広がりを止めるため
に必要なものです。世界のあの部分が、どんどん暖かくなる頃、ウィルスは絶滅するでしょう。私は、これがそれほ
ど長く留まるとは思いません。私はそれに関する多くの情報を読んでいますが、それはまるで…、おそらく、ピーク
はまだ先にあるでしょう。しかし、それはレベルアップして、そしてスローダウンするでしょう。
さて、イランやその他の場所で、極端な症例について報告されています。しかし良いニュースは、中国では、もはや
上昇しないところに来ているように見えます。水平線、または場合によっては減少し始めているところもあります。
中国は今、この状況を封じ込めることに成功しました。実際、世界中の他の場所では、報告される死者が増えていま
す。しかし、もはや中国ではありません。だから、それは非常に、非常に良いです。非常に良いことです。これらは
良いニュースです。どうやら、私たち全員が、一定の期間、公共の場所に行くのを避けなければならない現実に慣れ
る必要があります。私たちは公開イベントを持つことを避ける必要があります。私たちは映画館に行くのを避け、混
雑した場所に行くのを避ける必要があります。学校に行くのは避け、仕事に行くのは避ける。皆、自宅で仕事をして、
子どもたちは自宅で勉強し始めるようになるでしょう。それが今起こっているので、私はそう言っているのです。イ
タリアでは、すでに、すべての教育機関を閉鎖しました。もちろん、中国ではずっと前にそうしました。日本でも、
それをしました。韓国でも、それをして、いくつかのアラブ諸国でも、すでにそれが行われたことを知っています。
そして、イスラエルでさえ、私たちはその日のために準備ができています。この状況を封じ込めるために、学校、大
学、幼稚園を閉鎖しなければならない時のために。世界中の他の多くの国でも、そうなるかもしれません。
繰り返しますが、私が思うに、非常に良い状態になる前に、少し怖いことになるでしょう。実際、私は、個人的には、
み
今日、以前よりも対処が簡単であると信じています。なぜなら、10万人を診た後、私たちはウィルスについての多く
のことを知っています。そして我々は、すでにそれと戦うために取り組んでいます。しかし、たとえ私たちが感染し
ていても、感染している人のほとんどは、自分たちが感染していることさえ知りません。検査を受けた人たちだけが
知っています。しかし、感染していることが分かっている人々と接触した何千もの人は軽い症状が出て、そして症状
は消え、彼らはそれから回復しました。だから、繰り返しますが、我々はバランスよく物事を見る必要があります。
インフルエンザでは、世界中で、より多くの人々が死亡しています。しかし、それで経済、国、交通、旅行ビジネス
や、それらすべてが停止したりしません。私たちは多くのパニックを見ていて、私たちは多くの騒ぎを見ています。
私たちは、この全貌に関するメディアの誇大宣伝を多く見ています。ええ、人々は死に、人々は病気になっています。
しかし繰り返しますが、どちらにしても、世界中で人々がさまざまな病気になり、死亡しています。これは確実に、
最も致命的な病気ではありません。全く違います。だから私たちは、正しい割合で物事を取る必要があります。です
から、皆さんどうか、まず第1に落ち着いて、パニックにならないようにしましょう。残念ながら、メディアは非常
にお粗末な仕事をしています。そして、政府に何らかの極端な措置を取ることを推し進めます。私はそれに取り組む
最善の方法は、もちろん、ある程度大規模な集会を止めるなどして、それを封じ込めることだと信じています。そう
すれば、数日または数週間の内に、物事は落ち着いてくるでしょう。私たちは、それを知っています。私たちは、そ
のすべてを読んでいます。私たちは、それが効果的であるのを見ています。ほら、それが中国でいま有効であれば、…
他でもなくそれが始まった場所です。それは、世界中のどこでも効果的なはずです。それがどのように始まったかに
ついては話すつもりはありませんが、私はまだ、これが人工ウィルスだと信じてます。私に同意する必要がありませ
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んが。しかし、いまの問題は、どのように対処するか？いまの問題は、どのようにそれを封じ込めるか？いまの問題
は、いつ、これが終わるのか？非常に多くの専門家は、天気が暖かくなるにつれ、これに苦しんでいるすべての国は、
いま、かなり寒いので、この事態から大きな救済を見るでしょう。ということで、コロナウィルスとイスラエルにつ
いて、4月または5月のツアーをキャンセルするという、急いで絶望的な決断を下さないように、お勧めします。これ
は数日、数週間の問題です。イスラエル自体が、皆さんに来るべきかどうかを知らせると信じています。ですから、
私たちは、皆さんの決定を待つ必要はありません。違う言い方をしましょう。これは、もはや、あなたが決断する必
要はありません。皆さんが来られるかどうか、私たちがお知らせします。それだけです。さて、繰り返しますが、私
は今、ツアー団体と一緒にここにいます。私たちは、かけがえのない時間を過ごしています。問題はイスラエルでは
ありません。問題は、私たちがイスラエルから遠ざけたいのです。そして私たちが「来るな」と言う時、それは、こ
こが危険だからではありません。ここに来る皆さんの場所が危険だと思うからです。私たちは、ここにそれを持ち込
んでほしくないのです。それが理由です。だから、いったん「来てもよいですよ」と言えば、それはイスラエルが終
息したからではありません。すべてが、ここでは素晴らしいです。おそらく、皆さんの来られる場所も同じくらいに
良くなれば、皆さんを私たちの国に入れても安全だと感じます。ということで、繰り返しますが、イスラエルは25の
症例、さらに2人が検査されれば、おそらく27の症例です。しかし繰り返しますが、それは、私たちが世界中の国々
で聞いている数百人、数千人、数万人に比べて非常に少ない数です。皆さん、私たちは非常に多くの国について話し
ています。ヨーロッパのほとんど、ブラジルでも、アルジェリアも、もちろん、アフリカも。もちろん、コスタリカ
も加わりました。バングラデシュも、いま、入っています。また、カンボジア。ですから、かなり多くの症例が出て
います。しかし、それまでです。皆さん。私はそう信じています。繰り返しますが、これまで以上に多くのビタミン
Cを摂取することで、免疫システムを助けてください。そして、健康的なライフスタイルを保つのです。そうすれば、
あなたの免疫システムは、間違いなくこのウィルスを退治することができます。繰り返しますが、他の問題がない限
り。何度も言いますが、私はそれで駆け引きはしません。何らかのかたちで、免疫システムが損傷している場合は、
さら
これ（コロナウィルス）に晒されないように、十分注意してください。
では、別のトピックに移りたいと思います。イスラエルの選挙の結果について、お話しします。皆さんの中の何人か
は、少し前に見ているかもしれない驚き、全く異なるだれかが政府を率います。ベンジャミン・ネタニヤフではあり
ません。私たちは、先週それについて話しました。イスラエルの選挙は、ベ
ンジャミン・ネタニヤフが最も多くの票を獲得して終わり、彼の政党は、最
大の党です。しかし、あるものをご覧いただきます。私たちのシステムを理
解するのに役立つでしょう。はい。いま、皆さんにお見せしているのは、こ
のイスラエルの選挙の最終的な結果の表をご覧ください。右側に青がはっき
りと見えますが、これは保守的な陣営、右翼です。つまり、36席を持つネ
タニヤフの政党です。これは、右翼、“ヤミナ”です。“ヤミン”は「右」。そ
れが6。そして、次に9席と7席で、これは超正統派の政党です。しかし、彼
らはシオニストです。彼らはイスラエルに住んでいます。彼らは投票し、彼
らの多くは軍隊に従軍しました。ということで、保守的な右翼シオニストの
人々を全部合わせて、58議席。「シオニスト」とは、ここで、この国土に対するユダヤ人の権利を信じる人のことを
意味します。さて、反対側では、私たちが見ているものを見てください。「カホール・ラヴァン」、「青と白」、彼
らは首位を失い、いま、彼らは33議席です。それから、連帯候補があります。皆さん、連帯候補とは、いくつかのア
ラブの政党で、15議席です。そして、イスラエルの極過激左派の7席があります。全部合わせて、彼らは55議席しか
持っていません。ネタニヤフのほうがより多くを持っているようですね？下にある、一切れのケーキを見てみましょ
う。「イスラエル ベイティヌ」「イスラエル我が家党」これは、アビグドール・リーベルマン率いる、ロシアからの
新しい移民の政党です。彼は、伝統的に常にタカ派で、アラブの議題に反対し、左派の議題に反対して、彼はいつも
右翼でした。これが、何が起こっているのかだれも理解していない理由です。アビグドール・リーベルマン、指導者
リーバーマンは、イスラエル・ベイテイヌの指導者です。私は名誉毀損で自分自身を危険にさらすつもりはありませ
んが、しかし、私は言います。彼はイスラエルの政治の中で、清潔、正直からは、最もかけ離れた人物です。警察が
彼に関して多くのことを握っており、司法制度が彼に関して多くを握っています。しかし、彼は明らかにネタニヤフ
が匿名で、彼と彼の子どもたちに詐欺、物事、金銭などを誤って扱ったとして苦情を申し立てたと非難していて、そ
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して彼は、ネタニヤフが個人的に彼を悩ませていると信じています。したがって、彼はネタニヤフと一緒に座りませ
ん。
さて、あなたは「ちょっと待って！」と思うでしょう。「彼は右翼だ」「まあ、彼はネタニヤフが好きじゃない。し
かし、確実にこの男が、アラブ人とこの極端な左派と手を組むことはないでしょう？」問題は、私たちはそのことに
ついて完全に間違っているのです。ネタニヤフに対する彼の憎しみは、イスラエルシオニストを維持し、イスラエル
を保守的に保つという彼の意思よりもはるかに大きくて、私たちがいま見ているのは、彼がネタニヤフを追い出すこ
とだけを願って、彼は手を組んで、55議席に彼の7議席を追加しようとしてます。そして、62対58で過半数を得て、
彼らが政府を形成できるように。想像できますか？左翼、右翼とアラブ人が一緒になって、イスラエルに敵対する政
府を形成するのです。ユダヤ人国家としてのイスラエルに反対。イスラエルの首都としてのエルサレムに反対。イスラ
エルの領土としてのゴラン高原に反対。そして、西岸地区のイスラエルの居住区をイスラエルのものとすることに反
対。というのは、これらは手を組むことさえ検討するための、アラブ国会議員の要求ですから。だから私たちは、イ
スラエルの政治で、これまでに見たことのないものを見ています。そして、それはもちろん、ひとつの目的のためだ
けに、反対の人々と手を組むこと。個人を首相の座から追い出す。それは、私たちにとって、それが起こっていると
さえ信じられないことです。ベンジャミン・ネタニヤフは、私たちの歴史の中で最高の首相です。それはまるで、私
の目には…皆さん、理解してください。私は別の視点から物事を見ます。なぜなら、私は周りで起こっていることを
理解していますから。私はまた、ここで起こっていることは、すべて霊的な意味を持っていることを理解しています。
信者としては、私は自分が生きている現実から信仰を切り離すことはできません。私は個人的に皆さんに言います。
多くのアメリカ人も私に同意されるでしょう。それは、米国でも起こりますから。霊的な戦いがあります。悪魔的、
サタン的な、極悪非道の攻撃があります。正しいものに対して、良いものに対して、そして、理にかなっているもの
に対して。皆さん、私は、こんな事を言っているなんて信じられません。我々は、アラブ党の党員を認めるのです。
彼らはテロを支援し、イスラエルをユダヤ人国家として認めない。彼らは、イスラエルの権利を認めない。エルサレ
ムの旧市街でさえ認めません。彼らは、私たちの土地の大部分において、イスラエルの権利を認めません。そして、
ほとんどの場合、彼らはまた…、聞いてください。この政党の元党員のひとりは、2006年の戦争中にヒズボラを助
けました。彼はヒズボラの工作員に、電話でロケット弾を撃つ場所のポイントを教えようとしたのです。彼は、イス
ラエルの国会議員です。彼はアラブ政党の一員として議会に座り、そして、彼は私たちの敵を助けました。私は、イ
スラエルの安全保障に関する最も敏感な会議に、彼らが座っているという事実を理解することさえできません。イス
ラエル軍の元司令官である3人の元将軍が、私たちの未来を、そのような人々の手にゆだねようとするなんて信じら
れません。私は、これが悪い夢で、すぐに目が覚めればよいのにと思います。しかし残念ながら、私たちの生きる時
代は、悪魔、極悪非道、サタンが人々の思考を占領しています。イスラエル人が、それに同意するなんて信じられま
せん。「青と白」の有権者のほとんどは、それに賛成さえしていないようです。しかし、私たちがいま見ているのは、
ネタニヤフに対する憎しみ、これは全く意味をなしません。そして、彼がやっていることすべてに対する憎しみです。
トランプ大統領との友情、そして、世紀の取引を推し進める彼の意図も含めて。それによって我々は、ついにヨルダ
ンとの国境に沿って、そして、もちろんユダヤ人の住む西岸地区やすべての場所における主権を持てるのです。その
すべてが今、大きな危機に瀕しています。そして、そのすべては「ポストｰシオニスト」と呼ばれる、イスラエルの狂
信者たちのおかげです。彼らはもはや、国土におけるイスラエルの権利を信じていません。これは、私がアメリカの
極左で見るのと同じです。アメリカの極左では、リベラルで革新的な考え方で、彼らはアメリカが偉大になる権利が
あるとは信じておらず、アメリカには「自由の国」と呼ばれる権利がないと考え、アメリカは資本主義でもなければ、
無限のチャンスがある国でもない、と。彼らはアメリカを変えたいのです。かつてのソビエト連邦のように。かつて
のベネズエラのように。そして、キューバのように。彼らは、それらの場所から来た人々にさえ、耳を傾けません。
彼らは、それがどれほどひどいかを証言することができるのに。ほら、リベラルな革新主義者であることは、精神状
態だというとき…。私は「精神疾患」と言いそうでしたが、それは、私が悪い言葉を使っているのではありません。
それは、すべてが全く意味をなさないからです。全くつじつまが合いません。社会主義が世界中で何をしたかを見る
と、一体全体、どうすれば、あなたは今持っているものよりも、社会主義を好むなんて言うことができますか？ネタ
ニヤフが、過去10年間にしたことを見た時、一体全体、どうすれば、あんな人たちに投票して政府に入れることがで
きますか？彼らはエルサレムを首都とすることに反対し、彼らはヨルダン渓谷、西岸のユダヤ人が住んでいる場所、
ユダヤとサマリア、そしてもちろんゴラン高原に対する私たちの主権に反対する人たちです。全く意味が分かりませ
ん。私には、全くワケが分かりません。私は、彼らが失敗することを願って祈ります。私は、その失敗のために、も
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しもう一度選挙があったなら、だれも彼らに投票しなくなるように願い、祈ります。なぜなら、ベニー・ガンツがア
ラブ人と手を合わせることによって、やっていることは、彼の約束に違反しているのです。彼は基本的に、自分の民
との約束を破っているのです。選挙の数時間前、彼は、自分は決してアラブ人と政府を形成しないと人々に約束して、
選挙の数時間後、彼が負けたのを見た時に、「私は、彼らと政府を形成するつもりです」と言います。なんと哀れな。
なんと低俗な。なんて悲しいんだろう。ということで、これが私たちの現状です。言いたくありませんが、過半数の
票を獲得したネタニヤフ、ネタニヤフは、実際に最大の党の指導者です。しかし反対側が、政府を形成するかもしれ
ません。それは、彼らが大切にしているのは、すべてがイデオロギーではなく、彼らの原則でもなく、彼らが自分た
ちの有権者にした約束でもなく、イスラエルの首相官邸から、彼を追い出すことだけだからです。そして、イスラエ
ルの首相事務所から彼を追い出すこと。彼が出た瞬間、彼らは満足するのでしょう。それは個人的なものであり、そ
れは悪魔的、それはサタン的です。私は、それが起こらないことを祈り願っています。しかし、もしそうなっても、
私は驚きません。それが起こっても、私は椅子から転げ落ちません。
私にひとつ言えるのは、エゼキエル戦争に従って、敵がイスラエルを攻撃するためには、イスラエエルは弱くなくて
はなりません。イスラエルは分裂しなければならない。イスラエルは準備ができていません。イスラエルは、もちろ
ん繁栄していなければなりません。過去10年で、私たちが持っていたもののために。しかし、何らかのかたちで敵は、
確信を持って私たちに攻め込むのです。何らかの弱点があることを知って。だから、私は完全に驚きません。ほら、
私は自分自身に言い聞かせる必要があるのです。皆さんも、思い出されることを願います。私たちの国籍はここには
なく、それは天国です。それが私たちの場所です。それが私たちの最終目的地です。
こういうわけで、もしあなたが、キリストとともによみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。
（コロサイ3章1節）
これはもちろん、コロサイ人への手紙第3章です。私はいつも、自分自身にそれを言い聞かせなければなりません。
そうでなければ、私は今ある全てのものを見て、発狂してしまいます。
次に、シリアとトルコの国境で起こっていることに関して、アップデートします。まず、シリアでの戦争は、すでに11
年目である事を思い出してください。100万人以上が死亡しました。皆さん、思い出してください。それが始まった
とき、関与したのはイランでもロシアでもトルコでもなく、それはアサド大統領に対する大衆の反乱であり、彼自身
の国民によるものでした。しかし時間が進むにつれて、混乱が支配していたので、外部からの要因がそれを利用しま
した。それは、イラクで形成されたISISでした。それが、イラクとシリアの両方に侵略し、イスラーム国を創設しま
した。そして、もちろん、それを利用してシーア派イスラム教をさらに西に向かって進めたのは、イランでした。そ
して、もちろん…、トルコは気づいたのです。「ちょっと待て。我々が一番避けたいのは、クルド人が反乱を始め、
独立宣言することだ」そして、その時、ウラジーミル・プーチンが決めたのです。数年前です。
「分かった。そろそろ超大国が足を踏み入れる時だ。もし、アメリカが何もしないなら、ちょうどよい。私が足を踏
み入れたい」
ウラジーミル・プーチンが、足を踏み入れました。彼は、シリアに数機の戦闘機を飛ばし、数日間のうちに2機の戦
闘機が22機になり、そして、当時50人だった兵士が、1万人になりました。それで不十分なら、彼は、ロシアの精鋭
軍から「ワーグナー」と呼ばれる民間軍を募集しました。彼らは、もはやそこで従軍していません。彼は、彼らを集
めました。彼ら全員が、ソーシャルメディアのアカウントを持つことを一切認められず、輸送されました。他の人が
知っている公式の輸送機ではありません。皆さん、ロシアは、戦争に終止符を打つためにシリアに入りました。そし
て、シリアの復興と平和の実を楽しむために。彼らは、アサド大統領に言いました。
「私たちが、あなたの国で望むものを、あなたが私たちに与えるならば、私たちはあなたを助けます。我々は、あな
たのガスがほしい。我々は、あなたの石油を求める。我々は、あなたの国を復興したい。我々は、あなたの都市とあ
なたの経済を回復するための、美味しい契約がしたい。我々はまた、我々の軍事基地、海軍基地、空軍基地を求める。
そして、我々が支配する。あなたは大統領として留まっていてもよい。しかし、我々が“事実上”の支配者になろう」
さて、皆さんに理解してほしいのは、平和をもたらすために、ロシアは、アサドに言いました。
「反乱軍のすべての孤立地帯に、彼らを送り込もうじゃないか。そして、彼らに安全な通路を与えよう」
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そして、彼らをバスに積み込み、シリア北部のひとつの地域に連れて行きました。それは、300万人のスンニ派イス
ラム教徒が住んでいる、イドリブの飛び地です。昨年…実際には2018年末に、エルドアン、プーチン、ロウハニは、
黒海のロシアのソチで会談して、イドリブを、国の他の部分から避難した、すべての反乱軍の飛び地にすることに決
めました。そして、トルコがそれらの人々の後援者になりました。トルコは、スンニ派の擁護者となったのです。ト
ルコは、とにかくスンニ派世界の指導者としての地位を回復したいと考えています。それはシリア、そしてロシアと
イランの利益に役立ちました。戦争がある限り、「我々はその世話をしたくない」そして、一度、国の残りの部分が、
多かれ少なかれ制御されると、その後は、だれもソチ協定を気にかけず、ロシアは、シリア、イラン、ヒズボラを支
援して、イドリブの飛び地を攻撃しました。彼らは移動して来て、村々や町々を占領、そこでエルドアンが気づいた
のです。
「ちょっと待て。おまえたちはこのことに違反していて、私はここで間抜けに見える。私は、実際、ここで弱く見え
ている。私は、私を信頼した人々を守るために、ここで何もしていないように見える」
だから、エルドアンはもちろん反撃を開始しました。その後、もちろんロシアは爆弾を投下し、彼の兵士の33人が死
亡しました。そして、彼は攻撃を開始。つまり、制御不能です。この10日間を通して流血の大惨事です。モスクワで、
エルドアンとプーチン両首脳の首脳会談が行われる前に、皆さん、非常に屈辱的な設定がありました。トルコの代表
団は、ある部屋の中にあるロシアの将軍の彫刻の下で待っていて、それがオスマン帝国（その後継が、現在のトルコ
共和国）の最大の敵だったのです。そのような物の下に立たされる時は、いつでも、そのことが、多くを語っていま
す。エルドアンは、ウラジーミル・プーチンとともに停戦に達したと思われますが、それは48時間以上続きませんで
した。私たちが、今日、こうして話している間に見ているのは、より多くの戦車、より多くの兵士、より多くの弾薬、
より多くのUAV（無人航空機）の流れです。アメリカは、つい先ほど、イドリブに関するソチ協定を回復するトルコ
の探求を指示する、と発表しました。私たちは、今後数時間、たぶん数日のうちに、暴力の新しいラウンドが始まる
と信じています。だから、トルコは準備をしているのです。なぜなら、彼らはシリアとイランを追い出したいですか
ら。
そこで、私はひとつのことで締めくくります。ヒズボラには「ラドワン」と呼ばれる精鋭部隊があります。彼らは反
乱軍の手に落ちた街を引き継ぐために、そのうちの100人以上の数をイドリブの地域に送り、彼らは、何とかそれを
行いました。しかし皆さんにお伝えしますと、トルコの｢上空援護」の元、反乱軍が空から攻撃を始めた時、ロシア
軍兵士は逃げ出し、イラン兵は逃げ出し、シリアの兵士は、最初に逃げ出しました。そして、ヒズボラの精鋭部隊は
そこに残され、トルコの砲火と反乱軍の砲火によって、惨殺されたのです。それは大きな裏切りでした。ヒズボラは…
というより、レバノン政府はトルコに頼みました。「おい、発砲をやめろ。少なくとも、向こうから死体を引き取ら
せてくれ」それが、この数日間で行われたのです。ただ…、ムスリム自身の間に信頼はありません。そこで何が起こっ
ているのかというと、イスラム教徒が、今、シリア北部でイスラム教徒を殺しているのです。私たちは、エルドアン
が中東のスンニ派の間で、ますます人気が高まっているのを見ています。彼はシリアで、スンニ派の救世主のようで、
したがって、スンニ派は彼に拍手を送り、賞賛します。そういう事です。皆さん。対処するなら、トルコは、なんの
ためにイスラエルに攻め込むのか？覚えておいてください。トルコは、「我々はスンニ派イスラームを代表して戦う」
という旗を掲げ、イランは、「我々はシーア派イスラム教を代表して戦っている」という旗を掲げ、ロシアが掲げて
いるのは、「我々はシリアの平和を回復するために戦っている」そして、私たちが私たちに属していると信じている
ものを略奪するため。なぜなら、「我々は、この地域に多くをつぎ込んだから。だから我々は、少なくとも、そこか
らできる限りを取り返したいのだ」
ですから、我々はここで起こっていることを見ています。聖書の中では、一度もイラン、トルコ、ロシアは偉大な友
人であるべきだと言っていません。唯一、私たちが聞いているのは、彼らがイスラエルを攻撃するために一緒に来る
ということ。それが私たちが知っていることです。彼らは素晴らしく友情を温めるのではありません。全く違います。
実際、彼らは今、戦っています。そして、彼らをまとめる唯一のものは、もちろんイスラエルに攻め込むことです。
私はイスラエルが弱くなる瞬間を心配しています。あまりにも弱いため、彼らはそれを利用し、それを行います。し
かし私は、それが私たちの力ではないことを、主に感謝します。そして、それは私たちの周りの他の国の力でもあり
ません。それは、主である神ご自身が、私たちのために戦われ、神であることを証明され、そして最終的に、戦いに
勝利されます。ですから、つまりのところ、皆さん、神が完全に制御されています。イスラエルの政治で起こってい
ることに関して、神がコントロールしています。コロナウィルスで起こっていることに関して、神が制御しています。
皆さん、イタリアの4分の1が今、隔離されています。黙示録は、世界の人口の4分の1は、大患難の間にそのような
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もので死ぬと伝えています。だから、私たちが今見ているものは、たいしたことではありません。それは、世界が経
験しようとしていることの予感に過ぎません。私たちが、もはやここからいなくなる時、私たちが、ここから出る時。
それによって、私たちは励まされるべきです。神は、このような大惨事から、神の子どもたちを救われるのです。私
たちは、今後始まる事がらを味わっています。つまり、世界は、とてもひどい時代を経験するのです。だからこそ、
私は人々に言うのです。ほら、今は人々が嫁いだり、めとったりしている時です。これはノアの時代です。大患難の
間、人々はそのような穏やかでリラックスした生活をしていません。災害につぐ災害です。大惨事につぐ大惨事にな
ります。預言者ダニエルと、もちろんエレミヤの両方が、イスラエルについて話す時、そのような悲劇や大惨事はこ
れまでになかった、と言います。イスラエルの歴史の中で、そしてもちろん、世界の歴史の中でも。ということで、
今起こっていることを見て、
A.神が本当の問題から私を救い出してくれることを知り、喜びが与えられる。
しかし、それはまた私に理解を与えます。世の中で起こる事は、すでに現れつつある。そして、人々はそれが起こり
得るという事実を認識しなければなりません。それは起こります。そして、それが起こる時、私たちが今見ているも
のよりも、はるかに大きくて、激しいです。神は、コロナウィルスを完全に制御されています。それは絶滅するでしょ
う。それは、気づけば終わっています。再び戻って来るかもしれません。ほら、隔年ごとに、ウィルスが蔓延します。
私たちがここで見ているものは、非常に感染力が強いです。私たちは、かなりの早さで、それが世界中に広がるのを
見ています。しかし繰り返しますが、はるかに多くの人が、これとは異なるかたちで死んでいます。また、シリアで
起こっていることは、すべてが完全に制御されているのを見てます。いいですか？私はだれも死んでほしくありませ
ん。しかし、彼らが殺し合うことを選択するなら、私は介入しません。私は、介入しようとするつもりもありません。
ほら、イスラエルは、破滅をもたらさないために、援助できることは何でもしています。それが、まるであちらで関
与しているすべての政府が、ロシア、トルコ、イラン、そしてもちろんシリアでさえ、彼らはお互いを殺すことに非
常に才能があります。彼らは、イスラエルが彼ら全員に対して行った以上に、互いを殺し合っています。そして、そ
れは構わないようです。彼らは、それでよいのです。だから、ほら、神は完全に制御されています。信者として、あ
なたはこれまで以上にそれを理解する必要があります。人々は今、あなたを見ています。人々は今、あなたに注目し
ています。人々は今、理解しようとしています。もし、あなたがずっと説教してきたこと、神の平安、神への信頼、
神の愛について、あなたは、それを歩むのか、それとも話すだけなのか？これらの暗い日は、クリスチャンにとって、
これまでで最高の時間です。いまこそあなたが実際に人々に希望をもたらすことができる時、人々に慰めを提供でき
る時です。聖書は、第2コリント1章で述べています。
私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神がほめたたえられますように。神は、どのよ
うな苦しみのときにも、私たちを慰めてくださいます。こうして、私たちも、自分自身が神から受ける慰めによって、
どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。
（第2コリント1章3節から4節）
イエス・キリストへの信仰によって、神が私たちを慰めてくださるのなら、私たちは、私たちが受けた同じ慰めを通
して、人を慰めます。今は素晴らしい時です。福音を分かち合う、素晴らしい時間。人々は今、より耳を傾けます。
すべてが素晴らしい時はどうですか？だれも、神について聞きたがりません。物事が厳しい時、人々はより耳を傾け
るのです。今が私たちの光を照らす時です。イエスは弟子たちに言いました。もちろん、最初に彼が言ったのは、「わ
たしは世の光です」そして、彼は「あなたがたは世の光です」と言われました。燭台、メノラは机の下ではなく、高
い所に置いて光を提供する必要があります。今は、私たちが慰めと希望を提供する時です。すべての理解を越える平
和について話すこと。そして、人々に「ゴスｰピル（錠剤）」を与えるのです。これは最高の治療法です。コロナだけ
ではなく、世界の大きな問題、罪に対して、ですから「ゴスｰピル（錠剤）」です。（ゴスペル/福音 ゴスｰピル/福音
を渡す)
神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びる
ことなく、永遠のいのちを持つためである。（ヨハネ3章16節）
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それは非常にシンプルです。あなたは、まず自分が罪人であることを理解し、信頼しない限り、天国に入ることはで
きません。あなた自身が自力でできることは、全くありません。しかし、神は、彼の恵みによって、道を提供されま
した。
私たちはみな、羊のようにさまよい、おのおの、自分かってな道に向かって行った。しかし、主は、私たちのすべて
の咎を彼に負わせた。（イザヤ53章6節）
これは、もちろん私が主に導かれた章です。新約聖書を一節も読まずして、私はイエスの信者になりました。信じ難
いかもしれませんが。私を主に導いた章は、イザヤ書の53章でした。私は今、それを読んでいます。その一部は、こ
う告げています。
私たちの聞いたことを、だれが信じたか。主の御腕は、だれに現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠
の地から出る根のように育った。彼には、私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見ば
えもない。彼はさげすまれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔をそむけるほどさげすま
れ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みをになった。だが、私たちは思っ
た。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は、私たちのそむきの罪のために刺し通され、私
たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって、私たちはいやされた。
私たちはみな、羊のようにさまよい、おのおの、自分かってな道に向かって行った。しかし、主は、私たちのすべて
の咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが、口を開かない。ほふり場に引かれていく小羊のように、
毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。しいたげと、さばきによって、彼は取り去られた。
彼の時代の者で、だれが思ったことだろう。彼がわたしの民のそむきの罪のために打たれ、生ける者の地から断たれ
たことを。
（イザヤ53章1節から8節）
神は解決策を提供されました。彼（イエス・キリスト）は、私たちのために死んだのです。あなたは、もう戦う必要
はありません。あなたは決して十分ではありません。詩篇53編は言います。
神は天から人の子らを見おろして、神を尋ね求める、悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。ひとりもいない。
（詩篇53編2節から4節）
ですから、私たち人間は、創世記3章から始まって、そして、確かに創世記6章を読めば分かります。イエスがいなけ
れば、私たちは永遠に死んで失われていたでしょう。しかし、希望があります。コロナには希望がある。政治的混乱
への希望がある。どこででも、物理的な戦争や戦いに希望があります。そして、彼の名前はイエスです。
お父様、私たちはあなたのみことばに感謝します。あなたの御言葉は真実です。この真理によって、私たちを聖め別っ
てください。世界中のどこでも、だれでも、これを見ている人が動かされ、あなたの御前に来るように、そして自分
は罪人であることを告白しますように。そして、あなたの赦しを願いますように。聖霊を心に招きますように。そし
て、キリストを信じますように。神の奇蹟的な誕生を、罪のない人生を、彼の死、苦しみの死を、そして驚くべき復
活を。毎日生きる力を与えてくれる復活です。
彼の御名によってお祈りします。
アーメン。
ということで、皆さん、ありがとうございました。
皆さん、私の新しい本「The Day Approaching」が発売になりました。amazon.comでご購入可能です。アマゾン
でご購入されると、トップ100のベストセラーに押し上げられます。素晴らしいことです。
また、皆さんにお知らせです。バンクーバーとダラスで、私たちのカンファレンス「Awaiting His Return」があり
ます。ダラスは売り切れです。バンクーバーは、もうすぐです。ヨーロッパでの予定の前に、コロナウィルスで事態
が悪くなると、いくつかキャンセルする必要があります。しかし、私は安全な場所を訪れるために、最善を尽くしま
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す。そして、差し迫るイエスの来臨について、それから、聖書の預言に照らして、中東とイスラエルで起こっている
ことを理解できるように、メッセージします。私は、とても、とても、とても興奮しています。私たちは恐れるべき
ではありません。恐怖は私たちのものではなく、私たちは克服者であるべきです。
beholdIsrael.orgから、ニュースレターにサインアップしてください。
私のツイッターのアカウントは、Behold Israel インスタグラムは、BeholdIsrael
Israel そしてYouTubeも、Behold Israel
ありがとうございます。
今日、世界中のすべての女性の皆さん、「国際女性の日」おめでとうございます。
続けて、私たちのためにお祈りください。私たちは、あなたのために祈ります。

フェイスブックは、Behold

では、アロンの祝福で締めくくりましょう。
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)
すべての理解を越える彼の平安。平和の主である平和の君だけが与えられる平安。
彼の御名のもと、私たちは祈ります。
アーメン。
ありがとうございます。
エルサレムからGod bless you！
シャローム！

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
2020.03.14 (Sat)
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