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2020年5月10日中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

-イスラエルの新政府・世界中で起こっている欺き・その他- 
https://youtu.be/N_FjJmXOW-w 

 
イスラエル･ガリラヤより、シャローム。そしてこんばんは。アミール･ツァルファ
ティです。ガリラヤからライブ配信しています。ここ24時間以内にイスラエルが、再
びイランの標的を攻撃しました。シリアとイラクの国境に近いところです。私が何度
も言っている、アルブカマルという都市です。この町がどこにあって、どんな町なの
かをわかるようにお見せしたいと思います。ご覧の通り、イスラエル側の左に地中海
があって、それからヨルダン、その上にシリアがあります。そして、アブカマルはイ
ラクとの国境沿いにあるシリア最大の都市です。まさに、そこでの話です。イランは
イラクに物を密輸し、そしてイラクから国境を越えてシリアに物を密輸しています。
イスラエルへの攻撃に備えて、そこにいる民兵を養うために、そして、最終的にはレ
バノンのヒズボラも養って、同じ事をさせるためです。ですから、イスラエルは、ヨ
ルダン地域やシリア側のゴラン高原、それにレバノンといった隣接している部分だけ
に対処しているのではない事が、お分かり頂けるでしょう。しかし必要な時には、
我々は真新しいF-35(ステルス戦闘機)を使って、文字通りヨルダンの上空を飛行して北上し、東に向かって攻撃して、
基地に戻って来ます。そして、それが、まさに昨夜の出来事です。実際には、攻撃の波は二回ありました。そして最
高なのは、イランの民兵の本部を破壊した事です。それは、ここ24時間のうちに建設されたばかりです。彼らはここ
数週間の間に多くの攻撃に苦しみ、いくつかの本部を再建する必要がありました。そしてようやく建設にこぎつけま
したが、我々が再び攻撃して、破壊してしまいました。我々は、他にもいろいろと破壊しました。レーダーシステム
を破壊しました。他にも、運び込まれていた物を破壊しました。さて、水曜日、我々は恐らく、レーダーシステムを
破壊するために他の手段を使いました。昨夜はF-35で本部を破壊し、そして、これが7回目の攻撃です。水曜日の1
回を数えると、ここ2週間半～3週間で8回目の攻撃となり、これはかなりすごい事です。という事で、あちらで、そ
ういう事があって、それからイラクを横断して…すぐにシリアに戻って、2日前に非常に興味深いことが起きたので、
あとでそれについてお話ししますが、でもその前に、イラクまで行ってみましょう。 

1年半以上の政治的混乱の後、ついに、イラクの前大統領が、国民不安のために実際に辞任した事を覚えています
か。イランの民兵が、イラクに関与していた事が原因です。イラク人は民兵を嫌っています。彼らはイラクがイラン
に変わる事のデメリットを見抜いています。イランはイラクから搾取しています。イランがイラクを必要としている

さくしゅ

のは、基本的にイランがイラクの物を売っているからであって、ですから、その市場をイランは非常に必要としてい
ます。しかしイランはまた、イラクをイランに変えたいと思っています。そしてそれが、イラク人が迷惑しているこ
との一つです。そして、数ヶ月間の首相不在後、ついにムスタファ･アル･カディミと呼ばれる首相が登場しました。
ムスタファ･アル･カディミは国家情報部の最高責任者だった人物で、最近まで、ISISとの戦争で、米国の諜報機関と

ちょうほう

非常に密接に協力していました。実際、彼はアル･バグダディに関する情報を米軍に提供する事にも協力しており、ア
メリカの味方として知られています。それこそが、米国国務省が新大統領として、文字通り彼を受け入れ、支持を
誓った理由です。また、イラン政府も「書面上では」彼を支持しました。しかし、彼らはすでに、この男の何かがお
かしいと気づいています。彼はアメリカ側に傾き過ぎていて、それはイラン人が好まない事です。この真新しい首相
の全貌が、イラクの国家主義者にとって追い風となって、昨夜、出て行って、イラク全土でイランが支持するシーア
派民兵の本部の数十を燃やしました。という事で、イラン人が忘れたいと願った夜でした。あちらの本部の多くは、
完全に焼け落ちました。彼らは、どうにかしてそれらの中に侵入して、放火する事が出来たのです。それまでです。
その事が、イラク人が、どれだけイランが自国に深く関与している事に迷惑していたかを物語っています。という事
で、それがイラクで起こり、イランでは、さらに東に行くと、イランは、より多くの衛星を宇宙に送る事を誓ってい
ます。言っておきますが、今回彼らが送った衛星の大きさは、つまり私たちが話しているのは小さな物体で、カメラ
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の解像度が、グーグルアースより酷いのです。何も良い事はありません。私たちが気になるのは、彼らが送ったもの
ではなく、彼らが宇宙に届く技術を開発した事、しかもそれを我々の目と鼻の先でやったという事実です。彼らが人
工衛星Noor-1を送って以来、数週間、アメリカとイスラエルはそれを懸念しているのです。もちろん、今は彼らの衛
星は何の意味もありませんが、彼らは、すでに宇宙開発計画を立てています。 

さて、次はシリアにお連れしましょう。非常に、非常に仰天する話、というより、かなり驚くことです。つまり、皆
さん、おそらく彼は、最も重要なバシャール･アル･アサドの補佐の一人で、ハリド･アル･アバウドという57歳の男の
話です。実際、彼は、アサドが何かを言いたい時の「アサドの口」として知られています。皆さん、信じられないか
も知れませんが、アル･アバウドは5月7日に自身のフェイスブックページに長い記事を書きました。彼は実際に…お
聞きください。プーチン大統領を脅しました。プーチン大統領を脅して、実際、彼は、「我々シリア人はロシアを必

おど

要としていない」と言い始めました。「ロシアは、シリアの本当の同盟国は、イランとヒズボラである事を理解する
必要がある。我々にはロシアは要らない」と。「ロシアがアサドを政権から追い出そうとすれば、実際に我々はプー
チンを追い出す事ができる。実際に、クレムリンの回廊に火をつけることが出来る」皆さん、聞いてください。この
ようなものは見た事がありません。私はイラクや、シリアやイランの話もして来たし、もちろんロシアの関与も話し
て来ました。アサドがシリアの大統領でいられる日は、そう長くないと思われます。プーチンが彼らの信頼を失った
結果として、今後数週間のうちに、そこから脱出の道を示したとしても、私は驚きません。そして、おそらく、これ
が我慢の限界でしょう。出来る事なら、皆さんに記事を全部お読みしたいですよ。これは本当に、そんな話は聞いた
事がありません。今のシリアのように、アラブの国がロシアに話しているのを見た事がありません。これは非常に注
目すべき事です。ですから、シリアで何が起きているのかを話しました。シリア北部では今、ラマダンを祝っていま
す。そして、イドリブの人々はイフタールを食べています。毎晩、断食が明けると、彼らは自分たちの家の瓦礫の上

がれ き

でそれを食べ、ロシアとシリアの政権が、彼らに何をしたかを世界に知らしめます。 

トルコのスルタン･エルドアンは、シリアの反乱軍を勧誘し続けています。ハフタール将軍の軍と、国連が設立した
リビア政府との間のリビア内戦を煽るために、彼らをリビアにまで送り込んでいる事が分かっています。そして、エ

あお

ルドアンが彼らの事を支援しているのも知っています。ですから、その地域全体で起こっている、非常に興味深い事
を見ています。そして、それらの国の指導者の中には、もしかしたら、そのうちの何人かが取り除かれるかも知れま
せん。そして最終的には、トルコやロシア、もしかしたらイランさえも、あちらを占領し、向こうでショーを展開し
ます。 

レバノンの状況をお話しします。レバノン情勢は悪化の一途をたどっています。市民の不安が続いているのが分かっ
ています。ヒズボラがボロボロになっています。お金がないのです。彼らの評判はもう良くありません。人々は、そ
こで起きている事を彼らのせいにします。実際にレバノンの女性が「イスラエルとの戦争があれば良いのに」と言っ
ているのを聞いた事があります。すると人々は彼女に尋ねます。「なぜそんな事を言うのですか？」すると彼女は言
いました。「イスラエルとの戦争があった時だけ、世界は実際に私たちが直面していることに注目してくれるから」
言い換えれば、彼女がイスラエルとの戦争を望んでいるのは、イスラエルが嫌いだからではなく、国際メディアが、
すぐに取材に来る事を知っているからです。でもアラブ人と自分たちの戦争は誰も報道しない。なぜなら、それは報
道する価値がないから。つまり彼らは、イスラエルをバッシングし、イスラエルを非難して、イスラエルに敵対する
人を弱者にする為に、イスラエルが写真に写る時だけやって来ます。それが理由です。彼女はトリックを学びまし
た。彼女がイスラエルとの戦争を望んでいるのは、そうすれば、彼女が助けを得られるからです。信じられない事で
すが、私はいつもそんな事を聞いています。本当にびっくりします。 

皆さん。お伝えしたい事があります。水曜日、イスラエルはついに、1年以上の政治的混乱の後に、新政府に宣誓す
る事になります。皆さんベンジャミン･ネタニヤフが第5次政権を組む事になります。彼は、すでにイスラエル史上最
長の首相の座についています。これはローテーション政権ですから、かなり違うものになるでしょう。彼が18ヶ月
間、首相を務め、対抗馬のベニー･ガンツが、次の18ヶ月の間、首相を務めます。これは国民統合政府です。そして
最後に、彼らはまた、それぞれ8～10ヶ月の間務めます。いつまで続くのか分からないですが。しかし幸いな事に、
敵は、外側から見て、実際イスラエルが団結しているのを見ています。つまり、過去3回の選挙戦のライバル2人は、
あんなに激しく争っていたのに、その2人のライバルが、今ではパートナーとなっています。ですから、これは良い事
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です。もう一つ、皆さん、注意してください。もう一つは、イスラエルが今後数週間のうちに併合を発表します。ヨ
ルダン渓谷、死海の北部、そしてユダとサマリア全てのイスラエルの入植地。聖書では「イスラエルの山々」で知ら
れる場所です。皆さん、現在、「国際法」によれば、この土地は私たちのものではありません。それが、数週間後に
は正式に私たちのものになります。すべてはトランプの和平計画の支援を受けての事です。今では誰も話していない
ように見えますが。興味深い事に、駐イスラエル米国大使が、次のような事を言っているのを聞きました。彼は述べ
ました。「数週間後には、イスラエルはおそらく、ユダとサマリアの入植地を併合するでしょう。それはイスラエル
のものです。私たちは、ノーともイエスとも言いません。彼らがそれを望むなら、それで構いません」しかし、彼は
イスラエル人に伝えたかったのです。「聞いてください。あなたがたはパレスチナ国家を心配する必要はありませ
ん。紙面上では、“パレスチナ人が自分たちの国家を持つならば、あなたがたの入植地を併合する事が出来る”と言っ
ているように見えるが…」フリードマン駐イスラエル米国大使が語った事に注目してください。ところで、彼がそう
言っているのを私は何度も聞いた事があります。彼は言いました。「イスラエルは…」彼は、イスラエル人に言った
のです。「パレスチナ国家は存在しない･･･」いつまで？ここに注目です。「パレスチナ人が、カナダ人になるまで」 
言い換えれば、ここは中東です。そして我々がパレスチナ人に求めている事は、彼らのパレスチナ人としての性質、
アラブ人としての性質、中東人としての性質のために、彼らには行う事すら出来ないのです。トランプ和平案が要求
するものを全て遵守するには、彼らはカナダ人にならないと出来ません。テロリストの家族にはもう金を払わないと
か、学校ではもう扇動しないとか、イスラエルの破壊を求めないとか。これらを止める事は、彼らには出来ません。
私の言っている事が分かりますか？彼らには無理なのです。ですから、皆がトランプ和平案を攻撃し続けましたが、
トランプ和平案は、パレスチナ人よりもイスラエル人の方にずっと有利なのです。イスラエル人は、要求されたり許
可された事は、全てすぐに行います。しかしパレスチナ人は、求められている事を全て行う事が出来ず、また行いま
せん。そのために、我々は、彼らの国家に対する野望を持って前進する事が出来ないのです。しかし、それが人には
理解できません。私たちはシオニスト政府を持とうとしています。2000年前からの歴史の中で初めてです。イスラエ
ルは初めて、合法的に入植地を所有します。ユダヤとサマリア、イスラエルの山々がある先祖代々の故郷です。それ
と、エリコ地区のあるヨルダン渓谷や、もちろんギルガルや、その他全ての地域。それとエン･ゲディに向かって、死
海北部。だから皆さん、ご理解ください。これはイスラエルにとって非常に良いニュースです。しかも我々は、その
確立を数ヶ月後に見ているのではありません。数週間の話です。皆さんが、それを理解しておくのは超重要です。 

さて、私は…これは…イラクとシリアとレバノンの話をしましたね。トルコとリビアとロシア、そしてもちろん、イ
スラエル政府についても少し話をしました。しかし、コロナウィルスのヒステリーと、世界的な欺瞞に移行しましょ

ぎま ん

う。いま重要な事だと思います。さて皆さん、深呼吸をしてください。これから何度も深呼吸しなければなりませ
ん。これから数分間で、何が起こっているかを理解するに当たって、脳内に多くの酸素が必要になります。まず最初
に、メディアやソーシャルメディアで聞いていると思いますが、イリノイ州のボビー･ラッシュ議員が提案した下院決
議があります。民主党議員である彼が提出した決議案は、6666。面白い名前ですね。明らかに、「6」は人間を表す
数です。だからここでは、人間が全てです。それは「TRACE」と呼ばれていて、「TRACE」は基本的にトラッキン
グの事ですが、ちょっと前に私はツイートしたばかりなので、正確にお伝えします。良いですか、それは、追跡し、
はい、すみません。「全員を検査し、追跡し、接触する」皆さん、連邦政府ではなく、アメリカの知事たちは、知事
たちが今、非常に、非常に高給を約束して、地域から地域へ移動する機動隊を募集しています。そして、彼らがもし
一軒の家でコロナウィルスの事例がある事を知ったり、聞いたり、そう考えるなら、先程も言ったように、彼らは全
員を検査し、追跡して、連絡しなければなりません。これを見てください。彼らは言いました。その件についての記
者会見も観ていましたが、家族から引き離す必要があれば、強制的にそれを行うと、彼らは言っています。彼らが
言っていたのは…繰り返しますが、これが下院決議案6666です。通過するかどうかは分かりませんが。一つだけ私
に言えるのは、彼らは、人を検査し、その人がコロナウィルス陽性の場合は強制連行されるのです。さて、どれだけ
理不尽か見てください。その人がもし自分の家にいるなら、家の中の人全員が、すでに感染している筈です。これは

はず

感染力が非常に高いウィルスですから。第二に、一旦その人を家から取り除けば残りの人たちを治す事はありませ
いったん

ん。第三に、その人をどこに連れて行くかは、その人の利益になるように、彼らが決めると言います。びっくりしま
せんか？私たちの“利益”の為に、どれほどの事が行われて来たか。あたかも我々が、あまりにもバカで何も決められ
ないかのように？ちなみに、それらの検査は何の意味もありません。コロナウィルス患者ではないのに、実際に陽性
と判定された人がどれだけいるか知っていますか？なぜか知っていますか？コロナウィルスはウィルスの一族で、す
でに多くの人が持っているのです。インフルエンザやSARS、MERSなどのワクチンの中に、ウィルス自体が入ってい
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ましたから。抗体を持たせるために、実際のウィルスを注射したのです。多くの人がそのウィルスを持っています。
自分がウィルスを持っている事を知らないが、それはそこにあります。ただ、コロナウィルスを持っていて、陽性で
あっても、COVID-19に罹っているとは限りません。あなたが今、それを患っているというのではありません。でも

かか わずら

彼らは、あなたを家から追い出して、あなたに好き勝手な事が出来る全権利を世界中に持っているのです。狂気に満
ちています。良いですか？私が見たある動画では、オーストラリアの母親が、この全てに抗議していて、彼女は看板
を掲げて、黙ってそこに立っていたのです。そこへオーストラリアの警察が来て、母親を連行し、逮捕して、泣き叫ぶ
彼女の5歳の子を、彼女から引き離したのです。全ては何のために？看板を持って立っていたからです。彼らは、息子
から母親を引き離したのです。なんと非現実的なことでしょう！こんな事は、見たことがありません。ご覧くださ
い。これはたぶん――この映像は――反キリストの時代に、世界がどのように見えるかの予兆です。私たちは、ほ

よちょう

ら、信者として、私たちには関係のないホラー映画の予告編を見ている事を認めざるを得ません。私たちは予告編を
見ているだけですが、これは非常に、非常に憂慮すべき事です。 

ゆうりょ

さて、もう一つお見せしましょう、少なくとも私にとっては、かなり警戒すべき事です。数日前、2日前、テスラの創
業者イーロン･マスクは次のような事を言っていました。「“ニューラリンク”と呼ばれる脳内チップの会社、(これは
彼の会社です)が、高い可能性で、1年以内に人工知能であるAIを人間に移植する」実際、1年以内に脳内に移植する
そうです。さて、ネタニヤフが言った事を、多くの人が誤解していたので、後でもう一度、彼が言った事を引用しま
す。でも、この話をしましょう。脳内チップを移植するための動きは、すでにそこにあります。ちなみに、誰も彼に
ダメだとも、それは良くないとも言いません。彼はそれを実験しています。人体での実験は非常にすぐに、恐らく1
年以内に開始されるでしょう。それはすでに、何かになっているでしょう。良いですか？私が言いたいのは、これは
SFです。こういうものが出てくる新しい時代に突入しています。そして、これがなかなか面白くて、これらの事は、
私たちが最終的に反キリストによって目にする事、二人の証人でさえ、超自然的な出来事を裏付けるもので、つま
り、今の私たちにとっては、かなり仰天な事ですが、しかし近い将来、人々は違うように理解します。もう慣れてい
ますから。 
もう一つ、明確にしたい事があります。数日前、私は押し出されるようにして、私が気になっていた事をお話ししま
した。ベンジャミン･ネタニヤフが、子どもたちにセンサーをつける話をしていた件です。そして、動画でも言ったよ
うに、私はチップの移植の話はしていませんし、IDとかでマーキングする話もしていません。その発想が、何らかの
理由で彼の頭をよぎった、と言っただけです。では、私に説明させてください。最後まで聞いてください。ベンジャ
ミン･ネタニヤフが言ったのは、基本的に「150万人の子どもたちが学校に戻るときに、一体全体どのようにして2者
の間、または2メートルの社会的な距離を保つ事が出来るだろうか？　我々が検討するものとして、我々が車に付け
ているようなセンサー、モービルアイとか、買収されたイスラエルの会社の･･･」どの巨大会社が買収したのか定かで
はありませんが・・・とにかく、どういう事かと言うと、車にセンサーが付いていて、他の車に近づき過ぎるとブブー
と音が鳴るのです。彼が言っていたのは、その事で、他の子に近づき過ぎるとブブーと音が鳴って立ち止まるよう
に、という事です。だから必ずしも、チップや何かを移植するというのではありません。腕時計か何かのように、身
に着けるセンサーかも知れません。ともかく、他人に近づき過ぎないよう、どうにかして子どもたちに注意喚起する
という考えです。しかし、私が言いたかったのは、我々は、COVID-19の医学的な解決策を見つける話はせず、想像
力の中で、我々がすでに考え、思いを巡らしているのは、技術的な解決策です。理解してください。我々は、COVID-
19が長期的にある事をすでに受け入れ、群衆をコントロールするためには、技術的な手段が必要だという事を、すで
に受け入れています。そして、これがまさに、この全貌の発展です。武漢研究所がウィルスを放出したのは、間違い

ぶ か ん

ありません。誰がそれについて正確に知っていたのかは、まだ不明ですが。製薬会社でさえ、密かにこの全てに絡ん
ひそ

でいなかったかどうか、私には定かではありません。彼らはこの全体の中で最大の利益を得ているパートナーですか
ら。しかし、私に言えるのは、それが放出された事。そして、もう一つ私に言えるのは、中国は何も言わなかった。
中国は全ての備品をため込み、そして、人から人へ感染するという重要な情報を公表しませんでした。そして間違い
なく、非常に伝染力が高いことを言いませんでした。そして、これらの数字と情報が出てきた時には、時すでに遅
し。武漢から何千人もの中国人が北イタリアに飛んだのです。イタリア北部から、それはすでに西洋社会、ヨーロッ
パ、そしてアメリカにやって来て、後は周知の通り、数週間のうちに、190カ国以上でそのようなケースが発生して
いました。非常に興味深い事に、我々は、いくつかのものを見ているのです。皆さん、まず第一に、マスコミが生み
出しているヒステリーを見ています。第二に、私たちは欺瞞を見ています。COVID-19ではないケースをCOVID-19
として報告し、数字を高く見せて、狂乱、パニックを生み出し、それを煽っています。面白い事に、アメリカの保健
当局のトップレベルの人たちが、最初はそれを、何も大したものではないと考えていたように見えるのです。おそら
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く、ウィルスを拡散させるための時間が必要だったからでしょう。その後、彼らはそれについて超、超狂乱し、神経
質になりました。そして、何十万人もの人が死んだとか、そういう事を言いました。アメリカの数字は…実際のコロ
ナウィルスによる死亡者の公式数字は、彼らが報告している数字の半分であり、それから、私たちには証言がありま
す。良いですか、それはもう秘密ではありません。医者も看護師もそう言っています。私たちは非常に多くの人から
聞いています。間違った数字が報告され、間違った治療が人々に施されている、と。看護師が何かものを言うと、別

ほどこ

の部署、別のユニットに移動させられるのです。彼らはそこに留まる事が出来ません。皆さん、人々が意図的に殺さ
れているのを私たちは見ています。では、その理由をご説明しましょう。COVID-19の患者1人につき、1万3千ドル
が各病院にメディケアから支給されます。人工呼吸器を使っている人には、1人につき3万9千ドル。皆さん、彼らは
患者をICUに入れて、必要なくても人工呼吸器を着けているのです。良いですか。私は、多くの医者や看護師の話を
聞いています。医療分野でも、まともな人は何かがおかしいと理解しています。何かとんでもない事が起きている、
と。それだけではありません。イタリアでさえ、あるイタリアの国会議員はこう言っています。「イタリアでは、報
告された死亡者の3分の2ではないにしても、半分以上がコロナウィルスではない事が分かっている」どこの場所で
も、家庭で誰かが死亡すれば、死因はコロナウィルスだと報告していたのです。一番簡単です。つまり、彼らは、そ
の人が抱えていた他の問題や、あまり優れていない医療制度のせいにする事を非常に恐れたのです。だからコロナ
ウィルス。それが一番手っ取り早く、一番簡単な方法で、未知のウィルスのせいにする事が出来る、それだけです。 

皆さん、お伝えしたい事があります。何かが、非常にずれています。今度は反対側が来て、その反対側は、それ以上
に怖いのです。良いですか。ショーを運営している人たち、少なくともショーを運営しようとしている人たち、つま
り地球上で最も裕福な人たちの話です。そして、私が話しているのは、実業家と銀行家と大物の非常に小さなグルー
プの人たち、彼らはバカではありません。ちなみに、彼らは前にもそのような扇動をしようとして失敗しています。

せんどう

今回は、上手くやったと言わざるを得ません。それが功を奏して、ついに全世界を手中に収め、やりたい事を何でも
こう そう

出来るようになったのです。しかし、これを見てください。私たちはまた、新しいドキュメンタリーや新しい映画、
ビデオが出て、この全てがデマである事を証明するのを見ています。ファウチ博士や他の人たちの疑惑を暴露する映
画･･･ところで、私は、ジュディ･ミコヴィッツやその他の人たちの情報、私は、彼らの言う事のほとんどを信頼して
います。彼らの言う事は、実際に正確です。皆さんも確認する事が出来ます。ただ、ひとこと言わせてください。こ
ういう映画や映画製作者が言うことに騙されないでください。ほとんどの場合、彼らはクリスチャンではありませ

だま

ん。大体の場合は、ドイツの哲学者であるヘーゲルが使い、話していた種類のもので、これはイルミナティの最高戦
術です。そして、これを見てください。テーゼ(命題)があり、アンチテーゼ(反対命題)があり、合成があります。事例

めいだい

があって、反対の事例があって、その両方を和解させるようなものを作る。私が思うに、非常に高い可能性で、人々
を感染させて楽しんでいる同じカバールが、彼らが将来押し進めようとしているワクチンの必要性が最大限に増大す
るのを見て、楽しんでいます。そして同じ者たちはまた、みんなに「ほら、何もない。全部デマだ」と言い、反対側
を推し進め、それであなたは抗議に行ったり、戦ったりするのです。覚えていてください。彼らは双方に働きかけ
て、最終的に彼らが踏み込んで、全く新しいもの、全く違うものを導入出来るよう、混沌とした現実を生み出してい
るのです。それを理解しておく事は重要です。良いですか、皆さんは、ここを見分けなければならず、聖霊が必要な
のです。私が心から信じているのは、この頃は超簡単に昼夜問わず動画を見たり、FacebookやYouTubeやTwitterの
投稿を見たりしていて、ものすごく簡単に陰謀論だけに捉われ、そして、いつの間にか映画や映画製作者の言葉を全

とら

部信じてしまいます。全てを見極めません。皆さん、理解しなくてはなりません。これらの映画製作者は、クリス
チャンではありません。非常に多くの場合、実際に「Plandemic」の件では、あの人はニューエイジで、第三の目を
信じていて、ダライ･ラマの大ファンです。彼はとても…、違う種類です。さて、常に危険性があります。今や彼があ
なたを捕え、彼は、あなたに別のコンテンツを押し付ける事が出来るのです。そしてあなたは信じます。なぜなら、
あなたは知っていますから。「ほら、彼は”プランデミック”を作ったんだ！だから、この人は良い人に違いない！」
次に、皆さん理解してください。ベルリンでは、何十万人ではないにしろ、ともかく現在ベルリンで起こっている抗
議の写真を私は持っていますが、そこでは、誰も社会的な距離を置くことを実践していません。そして、実際、見え
るかどうかわかりませんが、これは昨日のベルリンからのものです、皆さん。これは正気の沙汰ではありません。私
が何を言いたいのか、お分かりでしょうか？誰も自分の身を守っていません。さて、ご覧の通り、この人たちは、全
てがデマである事を証明するために、そこに居るのです。そうする事で、彼らはさらに混乱を助長しています。です
から皆さん、私たちは理解せねばなりません。敵は、欺瞞の種をまきたいのです。そして、ここで私たちは実践せね
ばなりません。単に見極めるだけでなく、理解してください。 
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私たちは常に、唯一、決して私たちを欺かないものに走らなければなりません。それは聖書です。あなた方を決して
あざむ

欺く事のない唯一の方、それは神です。イエスは道であり、真理であり、そしていのちです。主イエスは決して嘘を
つきません。主は決してあなたを欺くことはありません。実際、主はあなたに言ったほどです。主は私たちに言われ
ました。「この世にあっては苦難がある」(ヨハネ16章33節)　素晴らしい、バラ園でハイキングなどあり得ませ
ん。そして、パウロがテモテに宛てて書いた、テモテへの手紙第二3章にはこう書いてあります。「終わりの日に
は、困難な時代が来る事を、承知していなさい。」(1節)　皆さん、危険な人たちがいる、危険な時代。彼らはお金
のため、プライドのため、欲望、傲慢のためにあらゆる事を行います。私たちは、それが約束されているのです。し
かし、私はいつも、その後に書かれている事に皆さんを戻したいと思っています。私たちが理解しておく事は、非常
に重要です。パウロは、困難な時代や、危険な人について話した後、彼はまた、神の人と神の言葉について語り、そ
して言っています。「けれどもあなたは、学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がだれから学
んだかを知っており…」(14節)　分かりましたか？パウロはテモテに言っているのです。「その時、あらゆる事を目
撃しても、心を正しく保ちなさい」そしてもちろん、「聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義
の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられた者となるためです。」(16～
17節)　これはテモテのためだけではありません。今日の私たちのためでもあります。そして、このような理由か
ら、私たちは2つの事を思い出さなくてはなりません。私たちは、忘れてはなりません。神は何が起こるかご存知で
した。つまり、黙示録はファンタジー本ではありません。それは未来からの書で、神の恵みによって私たちに示され
たのです。だから、私たちは、何が起こるかを知っています。そして神は言われます。「見なさい。これが将来の世
界の様子だ。」「こういう事が起こる。」大患難が起こり、反キリストが出る。しかし、それから神は、約束して、
言われました。引き止めるものが取り除かれるまで、彼は出て来られない。神は、それを私たちに約束しておられる
のです。いいですか？　そして、私たちは覚えておかなければなりません。コロサイ人への手紙3章に最も重要な事を
与えられています。 

こういうわけで、もしあなたがたが、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。そこ
にはキリストが、神の右に座を占めておられます。あなたがたは、地上のものを思わず、天にあるものを思いなさ
い。(コロサイ3章1節-2節) 

ここで起きている事だけを考えていれば私たちの心は折れてしまいます。なぜなら、現実を見れば、双方が多くの誤
報と多くの混乱と多くの欺瞞を提供していますから。しかも世界的に騙されている。そして、敵は喜んでいますよ。
彼は嘘をつき、それを煽って、危険だと言ってみたり、ウィルスは存在しないと言っている。それから、政府があな
たを狙っていると言ったり、政府は存在しないと言ったり。ほら、そして神の人は言っているのです。「一体どう
なってるんだ？」そして、聖書が告げています。見よ。すべて予見されている。困難な時代とは、こういう事です。
だから「地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい」天にあるものとは何ですか？父なる神の右手に座してお
られるイエスです。主は私たちを連れに来られ、主は私たちのために場所を用意しておられ、主が私たちに栄冠を与
えてくださり、主が裁きの御座で私たちに報酬を与えてくださるのです。主は花嫁と婚宴を行われ、主は私たちと一
緒に戻って来て、統治し、君臨されます。これらが、私たちが心を向けるべき事です。この世の事にだけ思いを馳て

はせ

いると、頭がおかしくなるでしょう。 

そして皆さんに覚えておいて頂きたいのは…、2日前に私は、息子のアリエルと別のビデオを完成させました。前回
はアルマゲドンでしたが、今回はカルメル山に行ってきました。キションの奔流の谷と、イズレエル。そして預言者

ほんりゅう

エリヤの話をして、それからアハブとイゼベルの話をしたのですが、私は、そこに非常に多くの類似を見ました。と
ころで、そのため、私たちはそれを　”時代を超えたエリヤの日々”　と名付けたのです。そこで、皆さんに伝えたい
事があります。エリヤは御言葉を知っていました。彼は神の道を知っていました。彼は御霊を知っていました。彼は
神の霊を持っていたのです。聖書は、第二ペテロ1章20-21節にこう書いています。預言は決して人間の意志によって
もたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが、神からのことばを語ったのだからです。“決して”、私的解釈
ではありません。そしてエリヤがした事は全て聖霊の力であって、彼はスーパーヒーローでもスーパーマンでもあり
ません。彼は感情を持っていて、彼は怒り、彼は恐れ、彼は落ち込んだのです。そしてまた彼は肉体的にも強くて、
精神的にも強く、霊的にも強かった。彼は全てを持っていました。しかし、一つだけ理解しておかなければならない
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のは、エリヤの時代の指導者は腐敗していました。エリヤの時代の指導者は、専制政治でした。そしてエリヤの時代
の指導者は、間違った事を推進して、神を完全に脇に置いていたのです。そしてエリヤは、真実のために立ち上がる
根性を持っていました。彼は、たった一人だと思っていましたが・・・時に、私たちも周りで起こっている事を見て、
自分だけ、たった一人だと思う事があります。しかし、神は言われます。「見なさい。あなた一人じゃない。バアル
にひざをかがめなかった者を、数千人残しておいた。」あなたの街にも、あなたの国にもいます。ちなみに、彼らは
同類です。そして、私はあなたに伝えたい事があります。私たちが取り去られる前に、まさにエリヤがそうだったよ
うに、私たちも、地上でのエリヤのようにならなければなりません。そして私たちも真理のために立ち上がり、悪に
立ち向かい、悪から逃げなければなりません。そして、理解しなければなりません。世の霊はイゼベルの霊であり、
アハブの霊であり、欺瞞と汚職と誘惑と操作と支配の霊で、あなたを支配しようとしているのです。彼らは、あなた
のお金を狙い、あなたの所有物を狙い、あなたの思いを欲しがっています。そしてもし、あなたが渡さないなら、彼
らは、自分たちの好む心と脳を作るものをあなたに移植する事が出来るのです。これらの事は、私たちの周辺、至る
所で起こっています。そして、私たちには、聖書の中に素晴らしい手本がある事を思い出さなければなりません。私
は、エリヤが連れて行かれたという事実が大好きです。二人だけ。イエスを除いて、死を見なかったのは二人だけで
す。ちなみに、イエスは死を見られました。しかし、二人は死を見ずに生きて天に召されたのです。エノクとエリ
ヤ。エリヤは、死を見ずに生きて天に召された唯一の預言者です。そして彼は苦しんで、迫害されて、落ち込んでい
ました。だから構わないのです。私たちには感情があります。しかし、彼は…彼は知っていました。彼がここにいる
時間は少ない。彼は真実のために立ち上がらなければならない。ただ家でじっと座って、取り去られるのを待ってい
るだけではいけない、と。そういう事です。私たちがするべき事は、それです。真実のために立ち上がる。ところ
で、彼がした事は、神の御言葉を伝えただけです。彼は人々を、主のもとへと導いていたのです。彼は主のことを
人々に伝え、彼は人々が主のもとに立ち返るよう祈っていました。だから、ここで起こっているすべてにおいて、私
たちがするべき事、しなければならない事は、それは、もちろん人々を主に導くことです。エリヤのように、ここか
ら連れ出される前に。もちろん、彼が連れ去られた方法と、私たちが取り去られる方法には、大きな違いがありま
す。もちろん、彼が連れ去られた事は、誰もがわかりました。戦車や馬や、火と雲とすべてのもので。私たちの時
は、シュン！と、ここから出ていきます。それまでは御父の仕事をしようではありませんか。という事で、多くの事
を見て、話してきました。本当に多くの事が起こっています。 

最後に祈りをもって締めくくりたいと思います。もちろん、皆さんに覚えておいてもらいたいのは、私は、これらの
事を2冊の本に全部書いています。“The Last Hour”と“The Day Approaching”私たちのウェブサイト
BeholdIsrael.orgで入手する事が出来ます。Twitter、Instagram、フェイスブック、YouTubeでフォローしてくださ
い。「BeholdIsrael」です。皆さん、是非とも…なぜなら、私たちは今、FacebookとYouTubeで、ある程度検閲さ
れています。ですから、是非ともニュースレターを登録してください。万が一、私たちがそこから消えても、まだ連
絡が行きますから。私たちのウェブサイトBeholdIsrael.orgからご登録いただけます。 

という事で、最後にアロンの祝福です。 

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24-26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24-26節/英語) 

その平和は、この世のどこからも得られません。神からのみ、平和の君、平和の主、私たちの平安、イエスからのみ
来る平和を、主が、ここででも、どこにいても、今も永遠に与えてくださいます。 
イェシュアの御名において、主の御名によって、私たちは祈ります。 
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アーメン、アーメン 

ありがとうございます。 
I love you ! 私たちのために、続けてお祈りください。 
私たちは、皆さんのためにお祈りします。 
神の祝福がありますように。 
そして、おそらく2週間以内に、「時代を超えたエリヤの日々」を公開します。 
ありがとうございます。 

God bless you! 
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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 
                                                                                                         2020.05.16 (Sat)
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