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2020年6月8日中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

-世界中で目にしているコロナウィルスと不法から、何か良いものが出る事はあり得るのか- 
https://youtu.be/kpcKVQK1K5k 

ありがとうございます。皆さん、ガリラヤよりシャローム。ここには、世界中の様々な地域から見てくだ
さっている人たちがいます。アメリカ全土、英国からも、フィリピンからも…カナダからも、インドから、
オランダから、文字通り、世界中から見てくださっています。そして、私は超ワクワクしています。 

今週は控えめに言っても、非常に狂気じみた一週間でした。世界中、特にアメリカ合衆国ではもちろん。そ
して、これが今日のアップデートの大半を占めるだろうと思っています。というのも、信じようが信じまい
が、アメリカ合衆国というところは、何か全世界に大きな恵みをもたらしている場所です。また、世界中
の、非常に多くのものの大きな源でもあります。私は、アメリカで起きたことは何であれ、全世界に影響を
与えると思っています。私たちがこうして話している今でも、それを見ていますし、また、聖書の観点から
も、アメリカでこんにち起こったことは、イスラエルや中東に関連した聖書の預言が動き出す可能性がある
ことは間違いありません。ですから、ここ数日で起こったことに入って行きましょう。 

まず初めに、2日前にイスラエルは、シリアで新たな攻撃を行い、少なくとも12人のイラン民兵が殺されま
した。私たちは、イスラエルに向かって、民衆と武器をどんどん進めているアッヤトッラーとの戦いを彼ら
の戦闘開始日、“D-デー”のために、止めるわけにはいきません。さらにお伝えしますと、イスラエルはイラ
ンから向けられていたいくつかのサイバー攻撃の試みを阻止しました。これは、前回のアップデートで述べ
たとおり、これは、ここ数週間、我々が非常に重点を置いている事です。イランが、イラクやシリア、レバ
ノンでの立場を失いつつある事を理解し、従って、彼らはサイバー領域に移行しようとしているのを、我々
は目にしています。しかも、彼らはかなり上手くやっている事を認めざるを得ません。また、レバノンのイ
ランの代理人ヒズボラにも大きな打撃です。レバノンで暴動が続き、ハッサン・ナスラッラ―の写真がレバ
ノンの人々に焼かれています。私たちは、ヒズボラが「もはやこれまでだ」と悟っているのを見ています。
そして、彼らは自分の国民に向けて、実弾を使い始めました。 
みなさん、お聞きください。もし、ジョージ・フロイドに行われたことが残虐行為だと思うのなら…ひとこ
と言わせてください。あなたは、世界中で何が起こっているのか、全く分かっていません。そして、政権が
自国民を殺すという事が本当に何を意味するのか、あなたには、手がかりすらありません。アメリカで起き
たことは、それにも及ばないのです。彼らがフロイドにしたことは、恐ろしいことです。しかし、彼は聖人
ではなかったし、これは、無実の民間人を、政府が何とか黙らせようとして、襲撃したのではありません。 

さらに、皆さんにお伝えしますが、つい先日、イランから解放されたアメリカの元海兵隊員は、彼自身イラ
ン系で、イラン人によって人質として２年近く拘束され、つい先頃解放されました。勘違いしないでくださ
い。イラン人がツイートしたのは、これは、彼らを代表するイスラム教の善意の行為だ、と。それで、私は
思っていたのですが、「2年も拘留するのは、イスラムの善意の行為だったのか？」私はそれについては分
かりませんが、しかし、一つ確かなのは、イランが、そのようなことをしたのは、イランは、実際にそのよ
うなことをすれば、自分たちが利益を得ることを理解しているからです。そして、多分ワシントンから前向
きな回答が帰って来るかもしれないと。イランは、内外ともにうまくいっていません。フーシ派はうまく
いっていませんし、ヒズボラもうまく行っていません。彼らは、シリアでうまく立ち回れていませんし、イ
ラクでは、イラクの新首相と、うまくいっていません。イラン人は、イラクに入国するためにはビザが必要
です。つまり、まるでその国の地主であるかのようにイラクを歩き回っていたイランの将軍たちは、今で
は、入国するためにはビザの発給が必要です。ですから、彼らは、自分たちの周囲を理解し、彼らには酸素
が必要である事を理解して、ブラウン氏を解放することによって、トランプ大統領が彼らに酸素を与えてく
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れることを望んでいるのです。そして、トランプ大統領は、直ちにこう言いました。「イラン、今からでも
遅くはない。今すぐ交渉のテーブルに戻り、取引をしよう。なぜなら、私が再選されるなら、条件は変わ
る。だから、今すぐやったほうが良い。」彼らが、それをしないことはあなたも私も知っています。あなた
も私も知っての通り、これは、同じイラン人、同じアッヤトッラーです。ところで、イラン国民は素晴らし
い人たちだと思います。あの政権は酷く、あの政権は邪悪だと思います。中国の体制について感じるのと同

ひど

じように。国民は素晴らしいと思います。彼らの政権が邪悪なのであって、その邪悪な政権が、…邪悪の政
権が目指しているものについて、惑わされてはいけません。そして、今の時点で、デモをしたり暴動を起こ
している人たちは、それをする場所を間違っていると思います。なぜか？なぜなら、世界のその地域では、
彼らがそれを行うことができる自由の国だからです。本当の残虐行為が起こっている世界の他の地域では、
彼らはそれを行うことが許されません。彼らがそれをすれば、即座に殺されます。だから、考えてみてくだ
さい。 

しかし、皆さんには理解していただきたいのですが、イスラエルはヨルダン渓谷西岸の独自の入植地の併合
に向けて、前進することを決意しています。リベラルメディアであるマスコミは、彼らが最も得意とする事
をしているのであって、人々を扇動し、人々を過激化させ、その事に対して超激昂させ、炎上する感情を引

せんどう げっこう

き起こします。併合は、パレスチナ人にとって何も変わらないと思います。その理由をお話ししましょう。
パレスチナ人は一人たりとも、どこにも移されません。パレスチナ人が住んでいた場所に、実際にイスラエ
ル人が一人として連れて来られる事はありません。基本的にはイスラエルの入植地を、イスラエル領と宣言
するだけ。そして、ヨルダン川沿いのイスラエルの境界線を、イスラエルの領土と宣言するだけです。いず
れにせよ、我々がそこの主権者ですから。どちらにしても、イスラエルの軍事支配下です。…その多くは意
味論であり、その多くはある種の発言です。しかし、現実は、パレスチナ人は相変わらず腐敗した指導者を
抱え、同じ腐敗が相変わらず続き、彼らにとっては何も変わりません。だから、どうして彼らが反乱や何か
を起こすのか、その理由が分かりません。しかし、確かにアメリカで起こることは、中東に何らかの影響を
与える最大のものだと思います。聖書の預言は、アメリカが中心ではありません。そして、必ずしも欧州と
は限らず、中国とも限りません。聖書の預言のほとんどは中東に関するもので、そのほとんどが、イスラエ
ルに関するものです。しかし、私たちは世界中を見渡して、いくつかのことが起きようとしています。それ
は中東で起こる事に、大きな役割を果たします。それと、ユダヤ人に対して、イスラエルの地で、エルサレ
ムを中心に起こる事にも。だからこそ、重要な理由なのです。イスラエルで何が起こっているのかを見るこ
とは、クリスチャンにとって大切なことです。そして、私にとっては、世界中で何が起こっているのかを見
ることは、とても大切なことです。両者を一緒に、神の言葉に照らして、実際に何が起こっているのかを理
解するのです。 

では、はっきりさせておきましょう。私が心底信じているのは、今アメリカで起きていることは、文字通り
ゲームオーバーであるか、あるいは、アメリカにとって、ゲームが終わる前の神の最後のチャンスかもしれ
ません。それだけです。これを見ていると胸が張り裂けそうです。この政権は３年半の間、黒人コミュニ
ティを大切にし、すべてのマイノリティを大切にし、女性を大切にし、胎児を大切にし、イスラエルを大切
にし、クリスチャンを大切にし、重要なものを大切にしたのです。それが3年半経って、このような仕打ち

た

を受けているのを見ると、胸が張り裂けそうです。私には何が起こるのかも分かりませんが、一つだけ言え
ることがあります。11月にトランプ大統領が再選されなければ、中東が先に打撃を受けるでしょう。アメリ
カではなく。さて、なぜ私がそんなことを言っているかというと、今アメリカで起こっていることは、中東
に影響を与えています。ご覧ください。トランプ大統領がいなければ、アメリカ大使館は、エルサレムに移
転しなかったかもしれません。ドナルド・トランプがいなければ、ゴラン高原のイスラエルの主権は認めら
れなかったでしょう。イラン取引から撤退して、彼らが好き放題に爆弾を落とすのを止め、彼らがどんどん
攻撃的になり、どんどん裕福になって、周りのテロ組織に資金を提供するのを止めたのは、ドナルド・トラ
ンプのおかげです。ですから、皆さん理解してください。ホワイトハウスにいる大統領は、現実に、その影
響は中東全域に及んでいます。そのことを理解しておくことが重要です。就任前、ドナルド・トランプが大
統領としての一言を口にする前から、アンティファは、すでに街頭で、彼を大統領にさせないようにしてい
ました。ワシントンDCで行われた行進を覚えていますか？頭のイカれた人と狂人が、一堂に会して、どう
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にかして彼を追い出そうとする機会を、一つとして見逃さないようにしていたのを覚えていますね。よく思
い出してください。彼が当選した週は、暴力で始まりました。それは、偽のロシアの汚染文書と続き、それ
から続いて、ウクライナとの癒着、それが、偽の…偽の弾劾の試みとなり、それも同様に失敗しました。そ

ゆちゃく

れらすべてのことが失敗しただけでなく、真実が明らかになり、多くの欺瞞があることが分かりました。…
ぎま ん

実は、その間ずっと犯罪が犯されていたのです。トランプ大統領……失礼しました。犯罪を犯したのは、バ
ラク・フセイン・オバマ大統領です。トランプ氏が当選してから、大統領になってホワイトハウスに移るま
での2ヶ月間だったと思います。その後、中国がウイルスを放出し、最終的に、アメリカ経済をダウンさせ
ようとしましたが、これは、トランプ大統領が2020年の選挙に持ちこむ、ナンバーワンの資産であること
が分かりました。それでもし足りないなら、警察官の完全な狂気です。何らかの理由で前科者を捕まえて、
カメラの前で、皆の目の前で殺したのです。それがもちろん、今は差別問題の切り札で、今はアイデンティ
ティーの切り札です。言っておきますが、すべてが失敗しました。今度は、これも失敗に終わると思いま
す。それは、失敗するでしょう。なぜなら、現実からかけ離れ、事実からかけ離れていますから。そして、
それが長く続かない事は、経済が証明しています。つまり、株式市場が元に戻って急騰しています。またし
ても試みが失敗であった事が、皆、分かりますから。アメリカは、これよりも大きいのです。アメリカはこ
れよりも強いです。しかし、敵の企みが見えます。そして、郵送による投票が、また別の試みであることが

たくら

分かります。なぜなら、すでに投票用紙が送られていて、そのいくつかが、基本的に不正利用されることが
分かっていますから。そういったことがすべて起きているのですが、その副産物として、面白いものも見え
ています。 

副産物とは、何を意味するのかをお伝えします。まず、これを見てください。もし彼らが、コロナウイルス
のせいで教会に行けないと言って、皆さんを脅したとすれば、彼らは、もうそれができません。今、皆さん
は、教会に行くことができます。誰も、あなたには手を出さないでしょう。つまり、知事や市長が、数十万
人規模の集団集会を許すなら、彼らは、あなたが教会に行くことを許さないわけにはいかなくなります。そ
れがこの中から出てきた、一つの良いことかもしれません。第二に、私がまた、心の底から信じているの
は、これが落ち着くと、地元の黒人コミュニティが、今、完全に破壊されたものの後片付けをしています。
それは警察や連邦政府がしたのではなく、略奪者や暴徒、国内のテロリストであるアンティファが破壊した
ものです。今、彼らは、自分たちでもう一度考え直さなければなりません。彼らは、ここで何が起こってい
るのかを理解し、自問自答しなければなりません。「これが、本当に我々の望んでいたことなのか？」さら
に、皆さんに知っていて欲しいのは、結果として…これ、聞いてください。すべて現在起こっている事の結
果として、最新の世論調査、ラスムッセン・リポートによると、黒人有権者の41％が、実際にドナルド・ト
ランプ氏を支持していたことがわかりました。つまり、もし選挙が明日だったら、彼らは、トランプに投票
するということです。私の言っていることが分かりますか？民主党の筋書きの全て、ジョー・バイデンの発
言から始まり、「民主党に投票しないなら黒人ではない」という発言が全て崩壊しています。つまり、今、
彼らのコミュニティには、完全に破壊されたものしか残っていない事を彼らが理解した時、そこには自分た
ちの世話をする人が誰もいないことを、彼らは理解します。 

狂気は続いています。ミネアポリス市議会が、警察への資金打ち切りに賛成し、ニューヨーク市長がNYPD
（ニューヨーク市警察署）への資金打ち切りを宣誓して、NFL（全米フットボール　リーグ）が、これから
は国歌斉唱の時には、皆でひざまずくと言い、この完全な狂気全てのせいで、多くのアメリカ人、善良で、
勤勉で、法を守り、神を畏れるアメリカ人が、「これは私のアメリカではない」と言うようになっていま

おそ

す。私は心の底から信じています。トランプ大統領が「法と秩序」「法と秩序」「法と秩序」とツイートし
ている時、彼が基本的に言っていることは、「他の選択肢は何なのか？」「不法と混乱」「不法と混乱」こ
の二つの言葉は、大都市のダウンタウンなら、どこでも目にする現実です。こういったチンピラたちが行進
している場所は無法地帯であり、混沌としています。そして、トランプ大統領は言っています。「もし、そ
れが、あなた方の望むものなら好きにしなさい。しかし、法律と秩序を望むなら、私に投票しなければなら
ない。」基本的には、そういうことです。また、皆さんに知ってほしいのは、今起きていることの結果とし
て、それはコロナウイルスから始まって、今では、世界中で起こっているのは、ユダヤ人が、アンティファ
やブラック・ライブズ・マターの標的になり始めています。皆さん、おそらくご存知ないでしょうが、ブラッ
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ク・ライブス・マターは、本当に黒人の権利のための罪のない組織ではありません。実際には非常に邪悪な
ものであり、反ユダヤ主義的な行動は、彼らの活動の一部です。私が言いたいのは、もし私が間違いでなけ
れば…、2016年にブラック・ライブス・マターは、彼らの要求の全てを宣伝しました。彼らは、かなり興
味深い事を要求しています。ほとんどのアメリカ人が気づいていないと思いますが。…いくつか例を挙げて
みますと、すいません、不意を突かれてしまいましたが、例を挙げさせていただきますね。さて、これです。
「ブラック・ライブス・マターの要求」ファーガソン取引が公表されてから、2年後に公表され…すぐお見
せします…私にとってはかなり驚きです...ちょっと待ってください...なぜか、うまく行きませんが、もう一
度試してみます。私のフェイスブックに何らかの問題があると思うのですが、念のために今、チェックして
います。ええ、私のフェイスブックに問題があります。理由はよく分かりませんが、表示されません。今、
私のフェイスブックはすべて...これらは、私が前にお伝えしようとしたものです。技術的にも、霊的にも、
真実を抑圧しようとする攻撃が、あちこちにあります。私は、フェイスブックも、この背後にあると信じて
います。しかし、一つ言えることは、皆さん、彼らは、間違いなく、自分たちの街に警察が存在して欲しく
ないのです。そして警察への資金打ち切りは、言わせてもらえば、基本的に、殺し合いを許可することにな
ります。そういうことです。もしくは、その報いを受ける事なく、犯罪を犯すことを許す事です。また言え
るのは、数字を見る限りでは、偽の数字です。警察に殺害された非武装の人の数は、2019年、非武装で殺
害された黒人は9人です。オバマ大統領の時代には3倍とまではいかずとも、その２倍以上です。ちなみに、
白人に関しては、私の記憶が間違っていなければ、白人は19人殺されていると思います。それが足りないと
したら、この暴動の目的は、それではないということが分かるでしょう。それが全てではないのです。もし
黒人の命が大事なら、なぜ黒人警官を殺すのですか？ラスベガスなどで、略奪に行った際に？それだけでは
不十分だとしたら、さらに言いますが、なぜプランド・ペアレントフッド（家族計画連盟）に資金を提供す
るのでしょうか？彼らが殺す赤ちゃんのほとんどが、実際には黒人の赤ちゃんです。生まれてくることを許
されるよりも、堕胎される黒人の赤ちゃんの方が多いのです。これは、アメリカ国内で最大の黒人大量虐殺
です。ですから皆さんにお伝えしたいのは、偽装工作があるのです。 

しかし、また、私が言いたいのはコロナウイルスから始まり、こうした暴動に発展して、そして、これを聞
いてください。現在、25万人のユダヤ人が、今起きていることの結果として、イスラエルに移住することを
誓いました。聞いてください。アメリカのユダヤ人、フランスのユダヤ人、オーストラリアのユダヤ人、
ヨーロッパの他の地域のユダヤ人です。これらのユダヤ人は…、そして聖書的に、ユダヤ人は、自分たちの
土地に帰らなければなりません。聖書的に、こうならなければならないのです。聖書的に、イエスがご自分
の民のもとに戻ってくるために、そして、彼らが自分たちが突き刺した者を見て、彼らが嘆き悲しむ為に
は、（ゼカリヤ書12:10参照）彼らが、その土地にいなければならないのです。だから、私たちは興味深い
ことが起こるのを目にしていて、それは実際、コロナウイルスと、今、私たちの周りで起きている暴動との
致命的な組み合わせの結果です。それでさえ、すべてが動き出していることが分かります。私も先日ツイー
トしましたが、間違ってなければ昨日のことです。もし今、携挙が起こったら、私が個人的に知っている多
くのアメリカの役人、アメリカ政府の職員が携挙されるでしょう。ある意味でアメリカは、連邦政府のほと
んどを失うことになります。しかし残念ながら、多くのメガチャーチは携挙について、知りもしないでしょ
う。つまり、彼らは…そこでは、「義」は教えられていません。そこでは「罪」は語られていません。「悔
い改め」は彼らの教会では扱われてすらいないのです。...それが十分でない場合、こういった牧師たちは
今、群衆と一緒に行進し、そして、アメリカの黒人コミュニティに行われた社会的不正のために叫んでいま
す。…モーガン・フリーマンが、ドン・レモンとCNNに出演した時の事を思い出します。そして、ドン・レ
モンは、もちろん彼に尋ねます。「この不正について、どう思いますか？」そして、モーガン・フリーマン
は言います。「不正があるとは思わない。あなたと私がその証拠です。しかし、作りたければ、作れる。あ
なたと私が、アメリカが黒人差別をしていない証拠だ。」すると、ドン・レモンはショックを受けていまし
た。マジですか！私は今、ネット上で、非常にたくさんのヒーローを見ています。黒人の、保守派活動家
や、影響力のある人たち。キャンデス・オーエンスやデビッド・J・ハリス・ジュニア、...他にも、名前を忘
れましたが、他にも数人います。名前を忘れてしまいましたが、双子...ほら、私は、彼ら全員をフォローし
ています。彼らには、数字があり、彼らは理解しています。彼らは、癒され、彼らはこの人種差別の切り札
の恐るべき嘘から、救い出されたのです。彼らは、それが、彼らを抑え込むための民主党の道具だと理解し
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ています。彼らを抑え込み、彼らをコントロールして利用するために。ごらんなさい、ジョー・バイデンが
言いました。「私に投票しないなら、あなたは黒人じゃない。」それが、黒人の全目的だ、と言っているの
です。民主党に投票することだ、と。それだけです。あろう事か、あなたが違う意見を持つのは、あなたが
黒人ではないからだ！そういうことなんですよ。ほら、私に言えるのは、今の民主党は、あまりに邪悪が多
すぎて、それが大声で叫んでいます。 

さて、皆さんにお伝えしなければならないのは、私は、自分の心に恨みや怒りがないかどうかを、探ってい
ます。あるいは、愛を持たず、真実を伝えていないかどうか。なぜなら、こういった邪悪な人々を愛するの
はとても難しいですから。しかし、私はしなければなりません。私は、彼らを愛さなければなりません。毎
回、何かを投稿するたびに、または、何かを教えたり、ネット上や一対一で話す時、私たちは、覚えておか
なければなりません。私たちが愛をもって真実を語らなければ、相手に聞かせることはできません。そし
て、私たちは、彼らに真実を伝えなければなりません。ところで、聖書なしに真理を与えることは、決して
できません。神の言葉が真理ですから。イエスが真理であり、道であり、いのちです。オブラートに包んで
は、決して伝えられません。「私たちは皆人間だから…私たちがした事を申し訳なく…」良いですか？　何
で、自分が一度もしていない事を、謝る必要があるのです？そして、もし、あなたが差別主義者ならば恥を
知り、悔い改めなければなりません。それだけです。国全体のせいにしてはいけません。ほら、警官に殺さ
れる黒人よりも、黒人に殺される警官の方が多いと言いたいですか？私たちは「ブルー・ライフ・マター」
のデモ行進をしたことがありますか？私たちは、そんなことをしたことがありますか？いいえ。人々は、民
主党や、国内テロリストの代理であるアンティファが黒人コミュニティや、黒人を利用していることに気付
いていないのです。彼らは、それが最後のチャンスだと知っているから、そういう人たちを利用しているの
です。これで最後だから。どうにかしてドナルド・トランプを悪く見せて、11月に彼を置き換える、彼らの
最後のチャンスなのです。彼を、誰と置き替えるのですか？私は今、皆さんに尋ねています。ちなみに、私
は驚きません。私は驚きませんよ。もし、何らかの形で、ミシェル・オバマが、バイデンの切り札で副大統
領になるようにプッシュされていると聞いても。そして、何らかの形で彼女が采配するとしても。明らか
に、この男は采配することができませんから。テレビ番組ですら、采配出来ないのに。そうすれば、世界中
が、期待に胸を膨らませるでしょう。そしてもちろん、彼らはそれを祝うでしょう。私たちがこうして話し
ている間でも、彼女は、それに向けて整えられていると思います。ほら…驚愕です。ニューヨークタイムズ
でさえ、他の声を聞かせる者は誰でもクビになっています。私たちがこうして話している間にも、彼は今ま
さに解雇されています。彼らはトランプ大統領を倒そうと決意しており、「リベラルな包容力のある考え
方」の中で、他の声を聞かせないように、決意しています。私はあるポスターを見ましたが、驚愕でした。
あれは、皆さんには、お見せしたくないですが...でも...「我々は、バイデンと一緒にアメリカを再建する」
そして、倒れたアメリカの国旗があり、6人が…こちら側に3人、あちら側に3人が国旗を戻していて、言っ
ておきますが、そこにはユダヤ人とクリスチャン以外、すべてのものが見えます。イスラム教徒の女性と
か、ゲイとか、ネイティブアメリカンとか、黒人が怒っているのが見えます。そこには、すべてが見えます。
彼らはまるで、「我々は、マイノリティの切り札を使ってアメリカを再建する！」私は、本当にうんざりし
ています。これが、今起こっていること全ての煙幕になっていますから。でも現実に、私はその絵を見てい
て…お見せしたいのですが、今は無理です。ここにはありません。今日は、ネットを見ることすら困難なほ
ど多くの事があって、それをお見せできれば見せたいのですが、とにかく、驚愕なのです。 

そこで考えていたのですが、ユダヤ人がアメリカから出て行って、そして携挙でクリスチャンが連れて行か
れると、どちらにしろ、こういう人たちがアメリカに残るのです。私は、さっき思っていたのですが、どう
して、私たちは理解できないのか？今、私たちは、アメリカのための最後の土壇場を見ています。はっきり
と言っておきます。アメリカが内部から崩壊する時、ドブネズミもハツカネズミも、全てが中東で、その穴
から出てくるでしょう。そうすれば、ロシアとイランとトルコが計画していることを、実現するための青信
号となるでしょう。そしてイスラエルには、確実に、それを助ける人がいません。もちろん、神が、私たち
のためにいてくださいます。欧州は、横に立って、攻撃を批判するかもしれません。サウジアラビアは、横
で攻撃を批判するでしょう。エゼキエル38章が語っていますから。シェバやデダンやタルシシュの商人た
ち、およびそのすべての若い獅子たちが、イスラエルへの攻撃を批判します。（エゼキエル書38:13参照）
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しかし、誰も助けに来てくれません。誰も助けに来ません。神が、助けに来てくれます。もちろんです。
アーメン。なぜなら、神は、まだイスラエルを見放していませんから。 

聞いてください。土曜日、イギリスの人たちとズームミーティングをしました。毎週土曜日、私たちはあち
こちの国の人達と、ズームで会い、質問に答えています。その時、誰かが画面を占拠して、神を汚す言葉と
鉤十字を描いて、そしてもちろん彼は「ヒトラー万歳」と言いました。彼は、私に「ヒトラー万歳」と言っ
たのです。もちろんです。私はユダヤ人ですから。彼は、まだアドルフ・ヒトラーを賞賛しているグループ
に属していることを、私に示したかったのです。皆さん、理解しなければなりません。邪悪は今、世界中に
あります。言っておきますが、今起きている戦いは、「真実対嘘」の戦いです。「正義対堕落」それは「法
律対不法」それは「秩序対混乱」です。私たちが目にしている世界中の出来事は、今まで見たことのないよ
うな方法で、エスカレートしています。 

皆さんに言っておきますが、11月3日にアメリカで起こる事に、中東が真っ先に影響を受けることになりま
す。一つ言えることがあります。一つ言えることは、信者として、私は祈ります。もし、2020年の11月3日
にドナルド・トランプ氏が当選しないなら、私は、その前に、あるいはその翌日に、あるいはその日に携挙
が起こるようにと祈ります。なぜなら、一つだけ言えることがあるからです。11月3日に、民主党がホワイ
トハウスを占拠したらどうなるのでしょうか？彼らが、ホワイトハウスにいない今、やっていることから判
断すると、まず第一に、徹底的な敵対が起こるでしょう。キリスト教徒に対して、保守派に対して、イスラ
エルに対して、そして、世界中の勤勉で、法を守り、神を敬う人々に対して。良いですか、不法な人たちが
重要な立場につき、最終的に“不法の者”が支配する事を望むようになります。そして、トランプ大統領のよ
うな人が「法と秩序」とツイートするなら、彼は、不法の者ではないことが分かります。彼は、不法には興
味がありません。彼は、不法の恩恵を受けることはありません。皆さんには、今の状況を理解していただき
たいと思います。私は励まされています。イスラエルを守る主が、まどろむことも眠ることもないのを見て
いますから。世界中で起こっている、この混乱の最中にあっても。一つ言えるのは、神は完全に支配してお
られるということです。しかし、もしあなたが聖書を信じ、御霊に満たされ、新生した、メシヤの信者でな
いならば、この近い将来に、あなたにどんな事が起こるか、想像もつきません。私には、想像すらできませ
ん。ヨハネの黙示録が書かれた理由の一つは、教会が、それを経験しない事を知る為です。そして、教会が
それを経験しないように準備をして、真剣になるためです。また、私たちが人々に警告し、人々を準備さ
せ、励まし、希望を与え、互いに啓発するためです。これは私たちのためではない、と。しかし、繰り返し
ますが、これが、私が大患難前の携挙を信じる理由です。これが唯一、唯一の選択肢です。唯一、まだその
日、その時が分からない、たった一つのオプションです。もし大患難の真ん中だと思っていたら？日が分か
ります。なぜなら、大患難には年、週、月、日の数が決まっているからです。だから、真ん中にあるなら、
その日が分かります。もしそれが最後に起こるなら、その日が分かります。でも、患難前なら、その日が分
からず、その時が分かりません。そして、何が来るのかを知り、時代や季節を理解し、この世界がどこに向
かっているのかを理解していれば。 

ご覧ください。今読んでるのは「巡礼者の旅」です。これは2回目ですが、今の私にとって、より有意義だ
と思います。見てください。その人がどのように走っているか。クリスチャンという名の彼が走って向かっ
ている場所、その地は、彼が主と一緒にいるところです。涙も悲しみもない、正義のあの場所。彼は、それ
に向かって走っています。彼は皆を去りました。彼は妻を去り、子どもたちを去り、親友を去り、彼と同じ
道をゆく人も、行かない人も去って、彼はただひたすら続けました。もちろん、彼の家族が彼の後に続いた
ことは知っていますが、私が言いたいのはこれです。今、私たちは、静観して何もしないわけにはいきませ
ん。私たちは2つの選択肢があります。2つの選択肢です。これらの残虐行為のすべてに反対して発言し、そ
して人々に希望を与えるか、または世界のようになるか。残念なことに、どんどん多くの牧師たちが、自分
たちの教会を世界の残りの部分と同じように導いています。何に同情しているのですか？一度も起こってい
ないことに同情し、起こっていることを無視して、世界中の多くの場所にある、架空の組織的人種差別に同
情しています。しかし、アメリカでは、絶対にありません。何百万ドルも寄付している、スーパースターや
有名人は…人種差別がないからこそ、トップになれたことを知っている黒人芸能人たちです。人種差別があ
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る国では、彼らのいる場所にいることが許されません。人種差別がある国では、彼らの住んでいる所に住む
事は許されず、彼らがしている事をし、彼らがしている仕事をして、彼らが稼いでいるように、何百万も稼
ぐ事は許されていません。そして、面白いのは、彼らが、本当に地域社会を愛しているならば、どうして、
略奪者によって破壊された商売の復旧のために寄付をしないのでしょうか？いいえ。彼らが何をしているか
知っていますか？彼らは、国内テロリストの保釈金にお金を使っています。彼らは、国内のテロリストの保
釈金を払って釈放し、彼らがやっていることを続けられるようにしています。これは、狂気ではないです
か？これは、めちゃくちゃではないですか？でもね、終わりに向かって、物事がどんどん良くなっていくと
書いてある場所が、聖書の中に一箇所でもありますか？聖書に「この世界ではバラの庭がある」と書いてあ
る箇所を一箇所でも見せてくださいよ？「だから、心配しないでください？わたしはここに戻ってくるか
ら、あなたは、わたしの場所を用意しておきなさい？」いや、携挙の本質は、主が、私たちをこの場所から
連れ出す事です。この世に、試練の時が来ようとしているから。それが黙示録3章に書かれていることで、
携挙の本質は、私たちが、場所を変える必要がある点です。天国は私たちの家であり、主がそこに私たちの
ための場所を用意してくださっているからです。携挙の本質は、上にはもっと良い場所があるということで
す。なぜなら、この場所はますます悪化し、良くなることはないからです。そして、そうです。主が来られ
るまで、我々は征服し、従事しなければなりません。主の業を行う必要があります。私たちは、御父の業を
行わなければなりません。私たちは真理を伝え、人々に希望を与えなければなりません。しかし、一瞬たり
とも、ここが我が家だと思ってはいけません。違います！一つ言えることは、皆さん、私はこれまでにない
ほど、近づいていると感じています。 

さて、もし、トランプ大統領が、神の御心で、勝利するなら、アメリカは、さらに4年の恵の時が与えられ、
何とか、常識を実行する事が出来るでしょう。中東はまた、来たるべき恐ろしい戦争の前に、少し息をつく
時間が与えられるでしょう。しかし、言っておきます。トランプ大統領が、ホワイトハウスからいなくな
り、もし何かがあって、クレイジーな民主党が乗っ取るなら、はっきり言っておきますが、ゲームオーバー
です。それで、試合終了です。しかし聖書のどこに書いてありますか？「このような言葉でお互いに落ち込
みなさい？どうにかこの言葉を使って、人々を恐怖に陥れ、不安にさせなさい？」皆さん、私たちの仕事は、
世界を見て、私たちが何者で、私たちが何をすべきかを、世に決めさせるのではありません。私たちにはす
でに約束があり、計画があり、自分がどこへ行くかを知っています。私たちは、その日・その時を知らない
だけで、時と季節を知っています。私たちは、自分の行き先を知っています。私たちはそこにいる間に、そ
こで何が起こるのかを知っています。私たちは、黙示録を通して、私たちが上にいる間に、ここ地上で何が
起こるのかを知っています。そして、主とともに、この世界に戻った後、次に起こる出来事も知っていま
す。ごらんなさい、聖書には多くの希望があります。ヨハネの黙示録は、多くの準備ができていない人に
とっては怖いものかもしれませんが、しかし、それは信者の最大の希望です。なぜなら、悪人が裁かれるこ
とを知っているからです。正しい者が、連れて行かれることを知っています。不義の者が経験する全ての
事…自業自得だと思いますが、あなたは、それに関わらない事を知っています。そして、イエスとともに
戻ってきて、ここに降り立ち、千年王国で主とともに君臨し、支配するということを知っています。そして
黙示録で知っているように、最後には全人類が裁かれるのです。そして、神が新天新地を造られることを
知っています。唯一、その時、地球平面論者にもチャンスがあるかもしれません。今はありません。地球は
丸いんです。ごめんね。ほら、どこから見ても丸いんですよ。しかし、主が新天新地を造られるときは、私
には分かりません。その時には、チャンスがあるかも知れません。しかし、皆さんに言えることは、ヨハネ
の黙示録には、信者には多くの希望があり、信者ではない人たちにとっては、多くの恐ろしいニュースがあ
るということです。だから、私たちはそのことを知る必要があるのです。ほら、信者でない人は、どちらに
しても黙示録を読まないでしょう。でも、私たちにとっては、その人が何を経験するかを知る事で…皆さ
ん、これは、橋が途中で壊れているのを知っていて、車がまだ走っているのを見ているようなものです。
で、どうしますか？その車を止めて、橋が壊れてるって言いますよね。進んではいけないと。なぜなら、神
は、橋が壊れていることを皆さんに示されたからです。すべての車が、川であれ何であれ、落ちて行きま
す。そしてあなたは警告し、それは壊れているんだ！と伝える事が出来るのです。「私はそれを見たんだ。
そう書いてある。至る所でそれが見られる。聞きなさい！それはしてはいけない！」何か失うものはありま
すか？何人かは、背を向けるでしょう。ある人たちは、話を聞きたがらないでしょう。兆候があるのに。あ
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なたが彼らに言ったにもかかわらず、すべてが意味をなしているのに、彼らは続けるでしょう。皆さんにお
伝えします。これまでです。私たちは、イエスの時代以来、最も重要な時を迎えています。これがそうで
す。人々は私に言います。「あなたは聖書を教えていなさい。政治的なことにはコメントしないで！」私
は、政治的なコメントをしていません。私は、私を取り囲んでいる事にコメントしているのです。もし私
が、物事がある方向に進んでいるのを見るなら、それは私の義務です。私には、声を上げる義務がありま
す。一つ、私の心が痛む事があるとすれば、トランプ大統領が、こんなツイートをしていた時です。「サイ
レントマジョリティー（沈黙する大多数）」これが狂気の沙汰である事を知っている大多数が何も言わな
い。それから、声を上げている兄弟姉妹、保守的な黒人の人たちが、声を上げているのを目にしています。
私は、彼らのために祈っています。彼らが今、誰からも攻撃されているのを知っていますから。また、彼ら
は強いのです。彼らは真実を知っていますから。そして、真理はあなたを自由にします。私が皆さんに言え
ることは、「自分には、何の影響力もない」と言わないでください。神はあなたに口を与えました。今、あ
なたがこれを見ているなら、あなたは、パソコンや携帯電話を持っていて、多分、ソーシャルメディアがあ
るのでしょう？ソーシャルメディアを使ってください。主流メディアやマスコミを見てください。彼らはと
ても狂っていますが、しかし、彼らには大きな競争相手、ソーシャルメディアがあります。ソーシャルメ
ディアの巨人が、真実を弾圧しようとしているのも分かっています。でも！なんと！今のところ、私たちに
まだ残された、最後の…どれぐらいか分かりませんが、わずかな時間を使って、それに便乗し、真理を語り、
みことばを広めましょう。そして、人々に自分たちが罪人であることを認めるよう伝え、キリストを、メシ
アとして受け入れなければならないことを伝えるのです。そして彼らが理解し、信じなければならないこと
を人々に伝えましょう。そして、それだけです。他に道はなく、他に真理はありません。 

でも、あなたに伝えたいことがあります。私は、フェイスブックで知ったのですが、フェイスブックで、私
のフォロワーの大半がイスラム教国家、アフリカのイスラム教徒なのです。今、その人たちが私を見ている
なら、お伝えします。ユダヤ教が解決策ではないのと同じようにイスラム教も答えではありません。実際に
は、どの宗教も答えではありません。答えとなるのは関係性です。あなたは、知らなければなりません。
今、あなたがこれを見ているのは、神があなたに語りかけているからです。私ではなくて。私は何者でもあ
りません。しかし、神はあなたに知らせたいのです。あなたが今歩いていること、見ていること、経験して
いることはすべて、メシアの素晴らしい救いの知識に比べれば、全く無意味です。イエスは、クリスチャン
ではありません。神は、ユダヤ教徒ではありません。イエスはキリストであり、神は世界の創造主です。だ
から、何者であっても、どんな社会的階級や民族的背景、どんな宗教的背景であっても、それは、関係あり
ません。どんな宗教環境に生まれようと、関係ありません。神様は、あなたとの関係を望んでおられます。
神は、あなたを愛しておられます。主は、あなたがたのために、ひとり子をお与えになり、キリストにとっ
て、イエスにとっては、すべての命が重要です。イエスは、ユダヤ人のためだけに死んだのではありませ
ん。主は、ヨーロッパ人のためだけに死んだわけではありません。主は、白人のためだけに死んだわけで
も、アジア人や、黒人のためだけに死んだわけでもありません。主は、すべての人のために死んだのです。
そして、まさに、あなたがキリストを信じる者であるなら、すべての命が、あなたにとって重要です。実際、
あなたにとって大切なのは命です。胎児の権利のために戦うほどです。母親の胎内には、生きている胎児が
いて、それを誰かが殺し、解剖して切り刻もうとしていることを、あなたは知っていますから。あなたに言
います。神は、あなたが真理を知ることを望んでおられて、真理だけが、あなたを自由にすることができる
のです。しかし、あなたは、自分が罪人であることを認めなければなりません。あなたは、イエスを信じな
ければなりません。あなたは口で告白し、心で信じなければなりません。（ローマ人への手紙10:9～10参
照）そうするなら、あなたは救われます。それが唯一の方法です。そして、皆さんの一人一人が、できるの
です。影響を与えることができるし、声を上げることもできます。神は、あなたに賜物を与えてくださいま
した。神はあなたに、お尋ねになります。「わたしが与えた賜物と、資源と、時間を使って何をしたか？」
ちなみに天国にいるときは、裁かれて罰を受けることはなく、私たちは賞や王冠で報われるのです。天国に
いる時にいただける王冠は、他の何でもなく、信仰が基準です。信仰…。救われる為に、必死に頑張る必要
はありません。しかし、王冠のためには頑張らないといけません。忠実であり、忠実である所を見ていただ
なければなりません。それは大変なことです。それはバラの園ではなく、ピクニックでもありません。人
は、あなたを愛しません。そして、ユダヤ人なら、「ヒトラー万歳！」と言われます。黒人なら、ヘイトコ
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メント、白人なら、ヘイトコメント、アジア人ならヘイトコメント…どうでもいいですよ。あなたを嫌う人
は、常に十分存在します。ただ、知っておいて欲しいのです。神が生きておられるのと同じように、イエス
が真理であり、イスラエルが真実であるのと同じように、エルサレムが真実です。 
 

知っておいてほしいのですが…面白いものをお見せしましょう。見
えますか？西壁（嘆きの壁）のすぐそばにあった、通りの遺跡で
す。これはローマ時代の通りで、イエスが歩いた通りです。そして、
何とその通りの下をお見せしましょう。通りの下です。ご覧くださ
い。その通りの下で見つけたものを。私たちは、2000年前に作られ
た、この特殊なトンネルを発見しました。これは汚水のためのトン
ネル、街の下水のためのトンネルで、道路の下にありました。とこ
ろで、お見せしたいものがあります。その通りの様子を描いた絵画
のようなレプリカを見たのです。そして、私はその、通りの様子を
描いた絵画を、実際に私が通った小さなトンネルとくっつけてみま
した。すると、どうなったか見てください。見てください。イエス
が歩いた上の通りと、私が歩いた下のトンネル。見てください。イ
エスが歩かれた場所を、歩けるだけではなく、実際に、イエスが歩
いた場所の下を歩くことができるのです。そして、ユダヤ人の生活、
神殿の生活、大祭司の生活の証拠を見つけました。聖書に書かれて
いることは、すべて存在していたことが分かりました。その通りの
一部は、シロアムの池（ヨハネ9:1～7参照）から神殿の丘へと続く
階段です。私たちは、それを全部見つけたのです。全部そこにある

のです。エルサレムは、実在します。聖書は現実です。イエスは実在します。証拠を見つけましたから。こ
れは冗談ではありません。それは本物です。知っておいてほしいのですが、私が、人々をイスラエルに案内
するのが好きな理由の一つは、イスラエルを見てもらいたいからです。聖書を体験していただきたいので
す。これは、紙に書かれた何かの言葉ではないことを理解してもらいたいのです。それは現実です。私たち
は、イスラエルが生き返るのを見た世代です。私たちは、エルサレムがユダヤ人の手に戻るのを見た世代で
す。私たちは、エルサレムが首都として認められているのを見た世代です。私たちは、イスラエルの繁栄を
見ている世代であり、エゼキエル書38章にあるように、イスラエルの敵がイスラエルに立ち向かってくるの
を、見ている世代です。私たちは、不法の秘密が世界中で起こっているのを見ています。私たちはすでに、
世界中で反キリストの霊を見ています。すでに、世界中で新世界秩序の試みが行われています。何をため
らっているんですか？私たちは芯を整え、油を持ち、花婿が来る準備をしなければなりません。（マタイ
10:1～13参照）なぜなら、花婿は、ともしびに油を入れた者だけを連れて行くからです。 

お父様、みことばに感謝しています。約束してくださったことに感謝しています。今、これを見ている何千
人もの人に本当に感謝しています。怒っている人もいれば、悔しい思いをしている人もいるし、悲しい思い
をしている人もいることを、私は知っています。しかし、あなたは私たち全員があなたのみことばに頼り、
あなたの約束によって励まされるよう望んでおられることを、私は知っています。あなたは、あなたがお書
きになられたことに私たち全員が触発され、愛の中で真理を共有することを望んでおられます。お父様、こ
のアップデートを聞いた人の中で、まだあなたに告白していない人、自分が罪人であることを認めたことが
ない人、心の中で信じたことがない人、イエス様が主であることを告白したことがない人がいたら、今夜
が、その夜であるようにと祈ります。時間はありません。明日では遅すぎるかもしれません。 

お父様、みことばに感謝します。約束に感謝します。この全てをもたらす技術に感謝します。お父様に感謝
します。あなたにはご計画があり、あなたの知恵は、私たちの想像を超えています。お父様、状況が絶望的
で希望がなくても、私たちは、キリストのうちに希望を見いだすことができます。この世には患難がありま
すが、私たちは勇敢でいられます。あなたが、すでに世に勝たれたことを知っていますから。イエスの御名
によってお祈りします。アーメン。 

/9 10



BeholdIsrael 中東時事アップデート2020年6月8日

皆さん、聞いてくださってありがとうございます。毎週配信している、メルマガへのご登録を忘れないよう
にしていただきたいと思います。ホームページからご登録いただけます。 
私たちのアプリ「BeholdIsraelapp」をダウンロードして、すべての通知やアラートを受け取ることができ
ます。またYouTube、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでBeholdIsraelをフォローすることが
できます。 

最後にヘブル語で、アロンの祝福で締めくくりたいと思います。 

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6:24～26　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6:24～26　英語） 

すべての理解を超えた平和。イエスがよみがえられた時に、弟子たちに何度も言われた平安は、あなたがた
とともにあります。復活した主が与えてくださるその平和は、私たちが信じるだけで、あなたがたと私た
ち、一人一人に与えてくださるものです。そして、信じていなかったトマスでさえも、イエスの刺し貫かれ
た手や脇腹に触れることが許されたのです。イエスは、「わたしを見ないで信じる人たちは幸いです」 
と言われました。（ヨハネ20:24～29参照）主よ、感謝します。イエスの御名によってお祈りします。 
アーメン。 

ありがとうございます。God bless you!! 

ガリラヤより、シャローム！ 
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