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2020年9月23日 中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

-和平合意とグローバリストによる自由に対する戦争について- 
YouTube:2020年9月23日中東時事アップデート 

今晩ここに来られたことを、光栄に思います。人類史上最大の訓練の一部になった気分はいかがでしょ
うか？全世界が、一つの国際組織の音楽に合わせて踊らされるというのは、バベルの塔以来、一度もありま
せん。これは興味深いことです。ご存知のように、彼らは長い間、あらゆることを試してきました。気候変
動、テロリズム、その他多くの事で、彼らは世界を怖がらせ、彼らがそれに反応して、世界が一つの権威に
従えば、それまでです。そして9.11のようなテロが起こる度に、もしくは気候変動の度に…実は、気候は毎
年変化していることに誰もが気付いた日には…、それから、もちろん私は、ある事を知って、かなりショッ
クを受けました。皆さんは、ご存知ないかもしれませんが、アメリカは実際に、武漢の研究室での大きな研
究に資金を提供しています。そうなんです。皆さん、前政権で何百万も払ったんですよ？そして、もちろ
ん、このウイルス全体が放出されました。いつ、どのようにして作られたのかには触れませんが、研究室で
作られたウイルスであることは間違いありません。そして、それが放出されてからというもの、私たちの生
活に影響を与えています。そして、これを全部見ると、かなり驚愕です。そんな中で、毎日、私の耳に鳴り
響いているのは、「引き止める者、引き止める者…」それで、私はちょっと…、引き止める者がどうしたん
だろう？　と。それが、皆さん、私は今晩、ここに立って、そして今、目の前で引き止める者を見ています。
つまり、皆さんは、死ぬほど恐れて、家に閉じ込もり、一緒に神を礼拝したり、聖書の命令通り集まる事を
しない？いいえ！そして、これは注目すべきことです。驚くべき時代になってきたと思います。イエス・キ
リストの時代以来、私たちの世代が見ているように、これほど多くの預言が成就しているのを見た世代はあ
りません。残念ながら、非常に多くの人々がそれを理解しておらず、それに気づいていません。 
 

　数時間前、緊急速報がありましたが、国連の米国大使が、アラブ・ニュースネッ
トワークアル・アラビヤに他の国が一両日中に、イスラエルとの和平協定に署名
すると語りました。これは、ほんの数時間前のものです。ちなみにそれは今日、
私が受け取った情報と関連しています。ネタニヤフの閣僚会議の最中、実際に、
緊急の電話があって、閣議を抜け出し、それはイスラエルのコロナウイルスの戦
いとは関係なく、いくつかの国際的な開発に関してです。今は、次に誰なのか定
かではありません。モロッコか、サウジアラビアか、オマーンか、カタール。カ
タールは、それには関わらないと思います。彼らは、実際にトルコやハマス、イ

ランと連携してイスラエルの、スンニ派との同盟を阻止しています。でも、状況を見ていると面白いです。
誰が思いましたか？サウジアラビアについて、一つお見せしましょう。テロへの資金提供においては、イス
ラエルの最大の敵です。ちなみに、それはアメリカの最大の敵でもありました。皆さんが、好むと好まざる
とに関わらず、9.11事件の資金のほとんどは、サウジアラビアから来ていました。そして、昨日の2つのツ
イートを見ていると、画面をご覧ください。これらはイスラエル外
務省、基本的には、イスラエル国家の、昨日のツイートです。一つ
は、「第90回サウジアラビア建国記念日に、サウジアラビア王国の
指導者と人々に、最高の賛辞と祝福の言葉を捧げます。神が、あな
たがたとともにありますように。」そしてもう一つは、「イスラエル
国民は、サウジアラビアの90回目の建国記念日をお祝いいたしま

/1 14

https://youtu.be/apRnXrHXzZw


Behold Israel 中東時事アップデート 2020年9月23日

す。」見てください。さらにイスラエルは、ヘブライ語のビデオをアラブ語字幕付きで公開して、サウジア
ラビアを祝福しています。さて、字幕を見る時は、注意してください。YouTubeは、彼らが私の名前を翻訳
するとき、アミール・ツァルファティと聞くと、本当に、”a meal so fatty”（とても脂肪の多い食事）と入
れています。（笑）どういう事ですか？（笑）しかし、繰り返しますが、これは昨日イスラエル当局によっ
てツイートされたばかりです。実際、今日の国連総会では、サウジアラビアの国王が、久しぶりにそこに立
ち、イランが中東を不安定化させ、イエメンを不安定化させ、レバノンを不安定化させ、イラクや周辺諸国
を不安定化させていると非難しました。そして、これは、今にも死にそうな王にとって非常に大胆な動きで
す。彼はサウジアラビア、中東で、今、新しい風が吹いているということを理解しています。 
 

 そして、ここ数日、目にしている、もう一つ心が痛むのは、レバノ
ンです。このレバノンの写真をご覧ください。これは、レバノンか
ら逃げる人々の写真です。これらレバノンの人たちは、理解してい
るのです。「ヒズボラやイランが、私たちの生活から消えない限
り、私たちの国は、本当に、すぐに消えてしまう。私たちは素晴ら
しい、美しい、国として消えていきます。」そして、人々は船に乗っ
て、キプロスとヨーロッパに向かって航海しています。「ここから出
してください。とても悲しい。」次をご覧いただければ分かります
が、実際、これは動画でお見せできれば良いんですが、無理なら結
構です。これは、基本的に、昨日爆発した巨大な家です。なぜ？そ
れは、ヒズボラがレバノン南部の家の三軒に一軒を、武器の工場と
武器の保管場所にしていて、国民は安全ではないのです。おそらく、
これは事故でしょうが、ヒズボラは、これはガソリンスタンドだと
主張しました。ええ、確かに。家です。2日前、レバノンの大統領
は、次のように述べました。「レバノンは…」彼の言葉を聞いてく
ださい。「新しい政府が形成されなければ、レバノンは地獄に直面
する」そうアウン大統領は警告し、言いながら彼は泣きました。し
かし問題は彼の方です。ご存知のように、彼はヒズボラと連携して
います。これが、イスラエルの北側で起こっている事です。 

イスラエルの北東にはシリアがありますが、シリアという国は、もはや存在しません。あちらでは、数
多くの外国が介入していて、混沌としています。ちょっとイランを見てみましょう。イランの通貨、実際、
雑巾同然です。1米ドルあたり29万リアル。1ドル＝29万リアル。彼らは、途方に暮れています。彼らは、
もうどうして良いか分かりません。でも、きっと、彼らには考えがあるのでしょう。なぜかというと、彼ら
は全資金を使って、新型ドローンを４機作りましたから。その一つを、昨日発表しています。だから、彼ら
は、お金の使い方を知っているのです。ただ、国民には行かないだけで。非常に悲しいことです。ところ
で、彼らは、これらのドローンが非常に優れたカメラを搭載しているところを見せ、そして昨日、イランの
テレビでは次のような映像が放送されました。米空母ニミッツの4種類のデジタル写真を見てみましょう。
それは今ペルシャ湾にあります。解像度をご覧ください。写真や他の船もご覧ください。彼らはこれを、国
営テレビで映しました。もちろん、アメリカを辱める為です。それでも足りなければ、通貨の切り下げとい
えば…いいですか？　私はメッセージに向けて、立件しています。これは、この後話す内容の導入に過ぎま
せん。現在の全状況の、背景を理解していただきたいのです。 
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 トルコ、私は彼を”スルタン・エルドアン”と呼びますが、彼についてお話しましょう。今のトルコ経済
がどうなっているか見てみましょう。ほら、「トルコ経済は、第2四半期に歴史的な収縮に苦しむ」と書い
てあります。11％の減少ですが、1米ドルあたり8トルコリラ以上です。エルドアンが選挙に勝った時は、
なんとか、それを3.3リラにしました。それが今では、8リラ以上です。だから、トルコは必死です。彼らは

色々と必死になっていますが、そのうちの一つはエネルギー源を見つけ
て、ガソリンタンクを満たし、もちろん、国民のポケットを満たすことで
す。そして、彼らは、いたるところで試しています。彼らは黒海で、天然
ガスの大発見をしたと主張しています。何も発見されていません。何も見
つけられませんでした。専門家は何もないと言っていて、彼らは、人を招

いて、それを確証する事をしていません。ここで興味深い事が起こっています。そこから、トルコで起こっ
ている事に繋がり、イランで何が起こっているのか、レバノンとシリアで何が起こっているのかに繋がりま
す。リビアなどの他の場所では、状況はさらに悪化しています。リビアの首相が辞任したのは、トルコのス
ルタンに国を売って協力したからです。それで彼は戻ってきて、辞職したんです。リビアはバラバラに引き
裂かれています。スーダンも非常に微妙な状況です。皆さん、エゼキエルは、今生きていて38章を書いて
も、2800年前に書いたのと同じくらい正確でしょう。正確な国と、一緒に攻めてくる意図を正確に言及し
ています。しかし、エゼキエルが語った、間もなくイスラエルに攻め込む国々は、一つだけ問題があって、
それは、彼らが、安全で、安心で、豊かなイスラエルに侵攻する必要があるということです。安全で、安心
で、そして繁栄するイスラエル。そして、そのために、神は別の方法で動いておられるのです。 

次に来るものを、スクリーンでご覧いただけますが、もちろん、アブラハム合意です。聞いたことがあ
りますか？彼らは、イサクやヤコブ合意と呼ばないように細心の注意を払っていました。（笑）もちろん、
それは、和解できる人の選択肢を制限することになります。アブラハム、ほら、それは非常に…実際、創世
記17:15-19をお見せしたいと思います。 

「また神はアブラハムに仰せられた。『あなたの妻サライは、その名をサライと呼んではならない。そ
の名はサラとなるからだ。わたしは彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。わたしは彼
女を祝福する。彼女は国々の母となり、…』 

それから、覚えていますか？ 

『…わたしは彼女を祝福し、彼女は（何？）国々の母となり、…もろもろの民の王たちが彼女から出て
来る。』（15節） 

アブラハムはひれ伏して…」そして、皆さんは思うでしょう。「そして、神を礼拝した！」いいえ。彼
は顔を伏せて笑ったのです。「笑った。そして、心の中で言った。」そして私はここが大好きなんです。私
たちはいつも、心の中で思った事は、神には聞こえないと思っています。ご覧ください、聖書はそれを記録
しています。誰かが聞いたんです。ほら、マンガでは、”吹き出し”が出るように。ですから、明らかに神は
聞いておられました。アブラハムの独り言を。 
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『百歳の者に子が生まれるだろうか。サラにしても、九十歳の女が子を産めるだろうか。』（17節） 

そして、アブラハムは神に言った。ほら、これは彼が独り言を言ったのです。 

『どうか、イシュマエルが御前でいきますように。』（18節） 

すると神は、「もしもし？今はイシュマエルの話はしてないよ。」イシュマエルは結構。われわれは他
の誰かについて話しているのだ。」 

「神は仰せられた。『いや、あなたの妻サラが、あなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサク
と名付けなさい。…』（19節a） 

ほら、神は基本的にこう言われています。「いいかい？こうなるよ。彼女の話を聞いて、彼女とするべ
きことをするんだ。彼女は息子を産む。」 

『…あなたはその子をイサクと名付けなさい。わたしは彼と、わたしの契約を立て、（何？）それを彼
の後の子孫のために永遠の契約とする。』（19節b） 

あらら。今、非常に多くの置換神学の教師が言っています。「おい！どうしてこの節を引用しなくちゃ
ち か んしんがく

いけないんだ？ここから、”永遠の”を削除してくれないか？」 
少し前に、ホワイトハウスのこの写真を見ました。美しい写真で
す。ネタニヤフ首相、アラブ首長国連邦とバーレーンの外相、そして
もちろん、ドナルド・J・トランプ大統領がそこに座って、彼らは歴
史的な契約に署名しています。どうして歴史的な契約かというと、理
由をお話ししましょう。イスラエルが署名した和平協定で、イスラ
エルが誰にも何も与える必要がないのは、これが初めてです。平和

の為の平和、力による平和。そして、それは興味深いことに、ネタニヤフ首相は、スピーチの中で、詩篇29
篇の一節を引用して、締めくくったのです。彼は言いました。 

「主はご自分の民に力をお与えになる。主はご自分の民を平安をもって祝福される」（詩篇29:11） 

彼は、それをヘブライ語で言いました。それが、私たちの気持ちです。さて、即座に、クリスチャンが、
サイバー惑星のいたるところで言いました。「これは悪い取引だ！トランプ大統領はイスラエルを分裂させ
ている。彼はエルサレムを分割している。彼は反キリストだ！」皆さん、「平和」という言葉が、多くのク
リスチャンにとって、なぜそんなに悪い言葉なのか、私には分かりません。イスラエルで戦争が起こったら
彼らは心配し、イスラエルとの平和があるとき、彼らは心配します。はっきりしてください。我々は戦争か
平和かを問わず、ある時点で生きなければなりません。しかし、「平和」は悪い言葉ではありません。実際、
聖書は、偽りの平和と真の平和について語っています。しかし、平和それ自体は悪い言葉ではありません。
偽物の平和が出て来ます。私はそれを理解していますし、私もそう思います。しかし、反キリストの偽りの
平和と混同してはいけません。それは、我々が、すでにいなくなってから来るのです。この和平を仲介した
アメリカ大統領は、この国が建国されて以来、最も親イスラエル的な大統領です。お聞きください。そうで
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す、ダニエル書の9:27は、私も理解しています。私は同じ聖書をヘブライ語で読んでいるので、なおさらで
す。彼は言っています。 

「彼（反キリスト）は一週（7年）の間、多くの者と堅い契約を結び、半週の間、いけにえとささげ物
をやめさせる。」 

つまり、いけにえとささげ物に、終止符を打つのならばエルサレムには、すでに神殿があるはずです。 

「忌まわしいものの翼の上に、荒らす者が現れる。そしてついには、定められた破滅が、荒らす者の上
に降りかかる。」 

もちろん、これは大患難時代の一場面です。もちろん、これは…信じてください。COVID19は大患難
ではありません。これは何でもありません。皆さんは、大患難が何であるか知りたいですか？黙示録をお読
みください。それは私たちの行く末とは関係ありません。実際、私が言おうとしていることは、それがずっ
と耳に鳴り響いているのです。引き止める者、引き止める者…では、なぜそうなのでしょうか？第一テサロ
ニケ5章には、その偽りの平和についての別の記述があるからです。 

「兄弟たち。その時と時期については、あなたがたに書き送る必要はありません。主の日は、盗人が夜
やって来るように来ることを、あなたがた自身よく知っているからです。人々が「平和だ、安全だ」と言っ
ているとき、妊婦に産みの苦しみが臨むように、突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決して
できません。」（1節から3節） 

これは、反キリストの偽りの平和が、いかに人々の不意を襲うかを告げた記述です。それだけではあり
ません。いいですか、平和とは、実際には神が私たちに祈るように命じているものです。実際、エレミヤ書
6章では、偽りの平和が将来的に起こると言っています。 

「彼らはわたしの民の傷をいいかげんに癒やし、（何？）平安がないのに、『平安だ、平安だ』と言っ
ている。」（14節） 

エレミヤ書8章11節、 
「彼らは、わたしの民の傷を簡単に手当てし、平安がないのに、『平安だ、平安だ』と言っている。」 

ですから、私たちには偽物の平和が来るのが分かっています。それについては間違いありません。しか
し、本当の平和もあるのです。実際、ローマ人への手紙12章18節はこう言っています。 

「自分に関することについては、できる限り、すべての人と平和を保ちなさい。」 

エレミヤ書29章では、エルサレムに言及して、彼は言います。 

「わたしがあなたがたを引いて行かせた、その町の平安を求め、その町のために主に祈れ。その町の平
安によって、あなたがたは平安を得ることになるのだから」（7節） 
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詩篇122：6では、「エルサレム（あるいはイスラエル）の…」（何？） 
戦争のために祈れと？いいえ。 

「エルサレムの平和のために祈れ。『あなたを愛する人々が安らかであるように。…』」 

第二テサロニケ3:16、「どうか、（何の主？戦争の主？）…」いいえ。 

「どうか、平和の主ご自身が、どんな時にも、どんな場合にも、あなたがたに平和を与えてくださいま
すように。どうか、主があなたがたすべてとともにいてくださいますように。」 

ヨハネ16:33、イエスはこう仰います。 

「わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたが、わたしにあって（何？）平安を持
つためです。あなたがたは、世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。わたしはすでに世
に勝ったのです。」 

ですから、平和には2種類あると理解しています。しかし、私たちの周りでは、戦争も起こっています。
平和があり、戦争があります。 

中東で起こっていることを、お見せしたいと思います。多くの方は気づきもしません。それは、静かな
エネルギー戦争と呼ばれています。しかし、最初に、我々が持っているエネルギーの平和をお見せしましょ
う。昨日の見出しです。5日前ではなく、20日前でもありません。昨日です。「イスラエル、エジプトとヨ
ルダンに300億ドル相当の天然ガスを売却へ」私の言ってることが分かりますか？シリアは崩壊し、レバノ
ンは崩壊し、イスラエルは、ヨルダンとエジプトに天然ガスを売っています。この2ヶ国は、1948年に我々
を破壊したかったのです。この2ヶ国は、1967年に我々を破壊したかったのです。エジプトは1973年に、
我々を破壊したかったのです。今は、我々は、彼らから稼いでいます。それらの国々との間には、平和があ
ります。進行中のビジネスがあります。それで足りなければ、ちょうど今年の初めに、ギリシャ、イスラエ
ル、キプロスは、東地中海のガスパイプライン契約に署名しました。皆さんは、理解できないかもしれませ
んが、エゼキエル戦争は、これが全てです。それはパレスチナ人についてではなく、イスラム教についてで
もありません。それは、エネルギー以外の何物でもありません。それは彼らが来て分捕り、かすめ奪い、略
奪したいものについてです。イスラエルは、数兆立方フィートの天然ガスを発見し、今では、ギリシャとキ
プロスとの契約に署名しました。このパイプをご覧ください。パイプはイスラエルからクレタ島を通って、
キプロス、ギリシャ本土、イタリア、西ヨーロッパへと通じています。すでに試掘されているガス田もあれ
ば、今まさに試掘中のガス田もあることが、よく分かります。 

そしてトルコは、あちこちでガスを探していますが、見つけることができないでいます。そして、潜水
艦やF-16や軍艦に護衛させて調査船を送り込みますが、何も見つかりません。突然、その調査船はエンジ
ンを失い、修理に戻らなければなりませんでした。うーん。ですから、これは、エネルギーの平和です。し
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かし、エネルギー戦争を見たいですか？エネルギー戦争をお見せしま
しょう。人々、聖書学者の最大の謎の1つ。「何が原因でロシアが参
戦するのか？」ロシュはエゼキエル書に、ペルシャとゴメル、そして
こんにちのトルコである、トガルマの家の指導者として言及されてい
ます。何が原因で、ロシアがはるばる引きずり出されて、最終的に、
イスラエルに侵攻してくるのでしょうか？これをご覧ください。

「ノード・ストリーム2と呼ばれるガスパイプラインは、ドイツとロシアを結んでいるが、実際にはヨーロッ
パを分断している。」実際、アメリカの上院議員が、アメリカに隠れて、取引が行われていることを発見、
そしてNATOのほとんどの国が、この、ほぼ完成していた取引を暴露して、すべてが停止してしまいまし
た。ある大統領が、アンゲラ・メルケルのところに行って、こう言ったからです。「ロシアと対立するNATO
の側につくのか、ロシアにつくのか、どちらかを選びなさい。しかし、私がNATOに資金を提供し、同時に
ロシアと取引することを、期待してはいけない。」ちなみに言っておきますが、ロシアはお金のためだけに
やっているわけではありません。毎回、ロシアが圧力をかける必要がある時、彼らが、圧力をかける為に必
要なのは、ただ、ガスを閉じるだけ。それだけです。ウクライナ人にもやったし、ヨーロッパ人にもやるで
しょう。それがロシアのやり方です。ここに依存関係を作って、それで終
わりです。それで、アメリカはヨーロッパに言いました。「本当にガスが
必要なのか？問題ない。イスラエルに行きなさい。半額だ！」ちなみに、
これは既存のパイプで、緑色のパイプは完成間近のノード・ストリーム2
です。あと、ガス管だと99％完成しても、最後の1％が完成していない
と、ガスは流れません。プーチンはすでに、自分の懐から何兆ドルものお
金をガスプロム（ロシアの天然ガス企業）につぎ込んでいて、もちろん今は怒っています。 

それでも足りなければ、地中海をご覧ください。ほら、ギリシャとエジプトが協定に調印しました。ト
ルコとリビアが協定に調印しました。これは、これを横切っています。私が見ているものが見えますか？戦
争です。これが、私たちがここで見ているものです。トルコはリビアに言っています。「地中海のルートを
分けよう」ギリシャはエジプトに言いました。「”我々の”地中海のルートを分けよう」そして、その全てはt

６世０、東地中海のパイプを塞ぐためです。面白いですね。これ
は…アンティファではなく、BLMでもありません。これによって、
エゼキエル書38章となるでしょう。分かりますか？皆さんは、注意
をそらされています。あまりにも多くのナンセンスがあり過ぎて。
ナンセンスですが、それほどナンセンスではありません。私はイス
ラエル人として見ています。ほら、私は好き放題なことが言えま
す。私は共和党や民主党の党員ではありません。私はアメリカ人で

もありませんし、私はアメリカ人になりたくもありません。私は、アメリカ人になりたいとは思いません。
私は自分の国が大好きで、私はイスラエル人です。しかし、言わざるを得ません。私の国から私たちは皆さ
んの政治を見ていて、そして、私たちは、皆さんのことがよく分かりません。ちょっと待って。言いたいこ
とがたくさんあります。私はここへ、正式に皆さんの気分を害する為に来たんです。待って、私が見ている
のは…ちなみに、私だけではありません。知り合い全員が、世界中で今、見ています。最後の砦が、この国
が崩壊して、ベネズエラ以外の何者でもない国になる直前である様子を。 

さて、これをご覧ください。お聞きください。こんにちのアメリカで何が起こっているのか、本当によ
く勉強していれば、何も新しいことはないことが理解できるでしょう。皆さんの学校や大学は、何年も前か
ら学生にマルクス主義や社会主義の教化を始めています。ほら、それは、”フランクフルト…フランクフルト
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学派と呼ばれていて、基本的には、フランクフルトから始まりまし
た。とても素敵で、気楽で、よく噛み砕かれたマルクス主義。そし
て、ヒトラーが権力を握って、彼らを追い出し、彼らはニューヨーク
に移り住んで、そこから至る所の大学で活動を始めました。皆さん、
ご存じの通り、大学では10年勤めた教授は解雇できないという法律
が、皆さんにはあります。だから実際、自分の言いたいことを何でも
言うことができます。私の友人が、皆さんの大学の授業を記録してい
るので、私は知っているのです。それが彼らの仕事です。そして彼ら

は、それらの教室で何が言われているかを知っています。目的の勉強以外は何でもあり。教化、教化、教
化。1969年、ヒラリー・ロダムという若い学生が、ある論文を書きました。ご覧ください。これが彼女の
論文です。『“ただ闘争あるのみ”：アリンスキー理論の分析（“The r e I sOn l y t h eF i g h t ”：
AnAnalysisoftheAlinskyModel）』論文全体が、ソール・アリンスキーに関してです。誰もこれには、本
当に注意を払っていませんでした。数年後、まず、彼女がアーカンソー州のファーストレディになり、そし
て、もちろんアメリカのファーストレディになった時、誰もが、こ
の論文に注目し始めました。そしてもちろん、彼らは自問自答しま
した。「この、ソール・アリンスキーとは何者だ？」1972年に「過
激派のルール」という本を出したのと同じ人物か？次のような言葉
を言ったのと同じ人物か？「絶望はそこにある、今、我々が、中に
入りこみ生傷に不満を擦り込んで、根本的な社会改革へと駆り立て
るのだ。」これは、その著書に詳細を書いたあの男と同一人物なの
か？まず第一に、 
「1.（何を？）分割して征服。」 
「2.スケープゴートを作れ。」 
「3.混沌とした状態を作り出し 
「4.それを運動にする。」 
「5.政治の悪口を言い、敵を嘲笑する。」 
「6.敵について誤報や嘘を広め、彼が決して行っていない事を非難する。」 
「7.重要なのは『もの』ではない。重要なのは、他でもなく革命だ。他のすべては誤魔化しに過ぎない。 
　　それは、マルクス主義者の好都合な隠れ蓑だ。」 
「8.権力を掌握せよ。（seizepower）」ちなみにseizepowerとは”乗っ取り、絶対に手放さない”と　　　　 
　　いう意味です。マルクス主義が乗っ取った国はどこも彼らは絶対に手放しません。 
「9.あなたの理念に沿った警察力と軍隊を作れ。」 
「11.本を燃やし、言論の自由を検閲、排除せよ。」人々は聖書を燃やします。FacebookもYouTube

もTwitterも、今や、あなたの発言の一つ一つを検閲しています。 
「12.誇張された架空の敵からの、継続的かつ差し迫る脅威を作りだせ。」誇張？COVID？誇張？　市

長の一人が数字を修正して、ここで数字を捏造したと聞きましたよ？ああ、臭いですね！エルサレム 
にまでずっと臭ってきましたよ。数字を捏造しないでください！ 
「13.選挙結果の不正操作。」郵送投票は、そうするのに最適です。「地方自治体が、IDを求めないよ

うにする。」 

私は、ここで投票しないかと誘われたのですよ？冗談ではありません。私は、「トランプ-ペンス
2020」と書いたマスクを着けていて、「私がアメリカ人だったら、これに投票している」と言ったら、あ
る人から「投票しに来てください。」と言われたんです。だから私は「私は投票できませんよ。」と言った
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ら、彼は「もちろん、できますよ。」と言うのです。だから「どうやって？」と言ったら、彼は「お見せし
ましょう」と言いました。皆さん、ここは州によっては誰でも投票できるんです。「選挙結果の不正操
作。」私は、民主党の政策を読んでいるのでしょうか？よく分かりません。私は政治家でもありません。私
は、ここで立候補するつもりもありませんが、私は、ニューヨークが好きなんです。少し前までは、ずっと
ニューヨークが好きでした。それが、ワケの分からない市長が登場してというか、どうなってるんでしょ
う？ 
 

それから…　この男を見てください。さて、それは彼が若い頃で、
こちらは、今の彼…何でも良いですが、こちらは、ウォーレン・ウィ
リアム・Jr、彼は、キホーテセンターの為に働き、ニカラグアのマ
ルクス・レーニン主義支配政府、サンディニスタ民族解放戦線に強
烈に支持され、そして、彼はもちろん、ビル・デ・ブラシオとして
知られる、現在のニューヨーク市長です。彼はまた、「いつか、ア

メリカの大統領になりたい」とも発表しています。お聞きください。私はただ、皆さんにお伝えしたいので
す。もはや、隠されてもいません。アジェンダは、そこに出ています。そして、私が「引き止める者」と言
えば、ここにいる皆さん全員を見ています。そして、私は自問自答しています…繰り返しますが、私は政治
家ではありません。私はここへ、聖書を持ってやって来ました。この後、皆さんは、たくさんの聖句を聞く
でしょう。しかし、皆さんにお伝えしたいことがあります。我々は、イスラエル人として、誰が大統領にな
るのか、気になります。なぜでしょう？　それは、誰であれ大統領執務室に座る人物が、中東の和平取引を
仲介しているからです。そして誰であれ、大統領執務室に座る人物が、大使館をエルサレムに移します。そ
して誰であれ、大統領執務室に座る人物が、ゴラン高原をイスラエル領として認識し、そして、西岸のイス
ラエル人居住区はすべてイスラエル領であると認めています。そして、大統領執務室に座る人物が、現在の
私の国の、私の将来を決めるのです。ちなみに、それは、昔からずっと同じです。大帝国の王や支配者が、
最終的に、ユダヤ人の歴史の中で非常に重要な決断の背後にいるのです。ネヘミヤに、エルサレムと神殿と
都を再建することを許したのは、誰だと思いますか？皆さんは、誰でもそこに座る人物には、大きな意味が
あることを、理解しているはずです。しかし私は、ここに霊的戦いがあると感じています。 

聞いてください。若者と牧師のイスラエルツアーのための募金活動の食事の真っ只中に、ルース・ベイ
ダー・ギンズバーグ裁判官死去のニュースが入って来ました。数時間後には、人々がカメラに向かって叫ぶ
動画を目にする事は分かっていました。思った通り、それらは出て来て一人の女の子は、悪魔のように金切
り声をあげて…これ、聞いてください、カメラに向かって叫んでいました。彼女は、ギンバーグ裁判官の話
をするのではなく、彼女の伝説について、話すのでもなく、彼女は、アメリカのことや、未来のことそういっ
た事は、何も言いません。彼女が何を言ったか、ご存知ですか？彼女は言いました。「これで中絶が廃止さ
れる！私は生まれて来たくなかった。中絶して欲しかった！」お聞きください。彼女が怒っていたのは、胎
児の殺害が止められる事に対してです。それに対して彼女は怒っていて、悪魔のような姿で、こんな風に拳
をふり上げて、叫んでいたのです。それが、今ではアメリカ中に広がっています。霊的な戦いです。そして
それは、皆さんの戸口にあります。そこで、私は考えています。彼女は若い女性です。彼女は瞬時に計算し
たのです。この判事の死は何に等しい？「中絶の合法化を阻止」それが彼女の心の中にあったのです。そこ
で、私は思っています。敵はとても愚かです。敵は、”引き止める者”が働いていることを理解しているので
す。”引き止める者”が、働いています。そして、ここから引き止める者を取り除く唯一のものは、教会の携
挙です。他には何もありません。エペソ人への手紙6章 
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「悪魔の策略に対して堅く立つことができるように、神のすべての武具を身に着けなさい。私たちの格
闘は血肉に対するものではなく、（何？）支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また（どこの？）天上
にいるもろもろの悪霊に対するものです。（11節～12節） 

サタンはまだ、私たちの上の領域にいます。まもなく、彼は、地に投げ落とされ、大患難中に地上で活
動を開始します。私たちは、彼に場所を明け渡し、私はそれを「おおいなる交換」と呼んでいます。そして、
面白いことに、イザヤ書54章にはこうあります。 

「あなたを攻めるために作られる武器は、どれも役に立たなくなる。また、さばきの時、あなたを責め
立てるどんな舌でも、あなたはそれを罪に定める。これが、主のしもべたちの受け継ぐ分、わたしから受け
る彼らの義である。――主の御告げ」（17節） 

第一ペテロ5章8～9節、 

「身を慎み、目を覚ましていなさい。あなたがたの敵である悪魔が、ほえたける獅子のように、食い尽
くすべきものを探し求めながら、歩き回っています。堅く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご
承知のように、世にあるあなたがたの兄弟たである人々は同じ苦しみを通って来たのです。」 
（8節～9節） 

第二コリント人10章3～5節で、パウロは言います。 

「私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は、肉の物
ではなく、神の御前で、要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは、さまざまの思弁と、神の知識に
逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべてのはかりごとをとりこにしてキリストに服従させ、…」 
（3節～5節） 

ほら、恐ろしい戦争が起こっています。しかし、それは霊的なものです。そして今のアメリカは、世界
中の私たち全員にとっての見本のようなものです。私たちは、ここで起こっている事を見ています。ここは
最後の砦です。皆さん、聞いてください。もし、この政権が11月3日に倒れれば、波及効果は世界中で感じ
られるでしょう。間違えないでください。何千万人もの人々が、皆さんが正しい決断をするように、ひざま
ずき、祈っています。それほど重要なのです。第一ヨハネ4章4節、 

「子どもたちよ。あなたがたは神から出た者です。そして彼らに勝ったのです。あなたがたのうちにお
られる方が、この世のうちにいる、あの者よりも力があるからです。」 

そしてなんと、敵はそれを知っています。彼らは、とても恐れています。教会が…、ほら、飛行機は満
員です。飛行機は満員で、教会は空っぽです。本気で考えてみてください。金属管に、ぎゅーぎゅー詰めの
人達、あの小さなウイルスが出入りするのを、決して絶対に止められないものを、身に着けている。お聞き
ください。そして、彼らは皆さんに言うのです。「ウィルスは、とても礼儀正しいので、皆さんが、飲食す
る間は待ってくれますよ。」ウィルスは待ちます。「終わった？ゲップしてください。あなたを攻撃します
から。」食べたり飲んだりし終えて、マスクを元に戻したら、またパニックになりなさい。食べてる時は、
リラックス！ほら、彼らは信じられないような方法で私たちの心を弄んでいるのです。皆さんにお伝えしま
す…ほら、私は信じられないような事を目にしているのです。説明させてください。私の愛する国イスラエ
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ルは、2～3時間前の時点で、この国が生まれて以来、最も過酷なロックダウンに突入しました。そうです、
ヨム・キプールに、シナゴーグが開かれないのは、国家としての歴史上初めてです。これが初めてです。聞
いてください。私たちは、周囲を見て、いかに…私は、「これは訓練だ！」と思っています。皆さんもご存
知でしょう？これは、本当には…ほら、抗議活動が許され、そして教会が閉鎖されるなら、明らかに、それ
はウイルスとは何の関係もありません。もちろん訓練です。でも、私は思っています。ほら、彼らはもう、
全世界の人々を同じように行動させる事に成功しました。ジムに行くたびに、額か手を出さなければなりま
せん。何の為に？体温測定です。今や、人々はどこへ行っても、手や額を差し出すのに慣れてしまいまし
た。そこで、私は思っています。今は大患難ではない。獣は登場していないし、獣のしるしは登場していな
い。しかし、人々はすでに、習慣的に手または額を差し出すように、訓練されている。ヤコブ4:7 

「ですから、神に従いなさい。そして、悪魔に立ち向かいなさい。」すると？「そうすれば、悪魔はあ
なたがたから逃げ去ります。」 

第二テサロニケ3：3 

「しかし、主は真実な方ですから、あなたがたを強くし、悪い者から守ってくださいます。」 

あなたがたを攻めるために作られる武器は、どれも役に立たなくなります！（イザヤ54:17参照）お分
かりですか？私は、アメリカの教会のカリスマ的指導者ではありません。ただ、第二テサロニケ3：3を読ん
でいるイスラエル人です。「主は真実な方ですから、あなたがたを強くし、悪い者から守ってくださいま
す。」と書かれています。私はイザヤ書から読みました。どんな武器も、あなたがたを攻撃できないと言っ
ています。そしてヨハネ10:10、 

「盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするためにほかなりません。わたしが来たのは
（何のため？）羊たちがいのちを得るため、それも豊かに得るためです。」 

そして、不法の秘密がすでに働いていることを理解していただきたいと思います。（第二テサロニケ2:7
参照）デトロイトから、ポートランドから、シアトルから、シカゴからの映像を見ています。その類のおぞ
ましい動画は、ここにすべてありますが、皆さんにお見せしないようにしました。私を信頼してください。
信じられないほどの野蛮行為。人々は嫌がらせを受け、人々は攻撃されています。理由もなく！不法。それ
が反キリストの名前です。不法の人。ですから、「法と秩序」と言う人物が、反キリストだとか言わないで
ください。これをご覧ください。聖書は言っています。「不法の秘密はすでに働いています。…」一緒に読
んでみましょう。 

「ただし、秘密であるのは、今引き止めている者が取り除かれるまでのことです。」 
   （第二テサロニケ2:7） 

ここで止めましょう。そして、この「その時になると」を、「”その時”になると」と言ってください。
良いですか？　ではいきましょう。では、 

「…今引き止めている者が取り除かれる時までのことです。”その時”になると、不法の者が（何？）現
れますが、主イエスは彼を御口の息をもって殺し、来臨の輝きをもって滅ぼされます。」（8節） 
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彼が明らかにされるためには、引き止める者が、邪魔しないように、取り除かれなければなりません。
そこに引き止める者は、まだここにいます。彼は明らかにすることはできません。ほら、反キリストは、皆
さんが今まで見たこともないようなもので、きっと、見る事もないでしょう。人々は言います。「ああ、彼
が反キリストだ！あれがそうだ！マクロン！彼を見てみろよ！彼が反キリストだ！彼はまるで…」いいえ！
皆さん、反キリストは、こんにち、皆さんが目にしている、どこかの国の指導者ではありません。皆さん、
理解する必要があります。これは、竜からの権威である王位の力を、サタン自身から受ける人物です。（黙
示録13:4参照）彼は致命傷を負いますが、回復します。（黙示録13:3参照）全世界が、彼を崇拝します。
彼を気に入り、彼を受け入れるのではありません。彼を拝むのです！獣のしるしを受け取った人は誰でも...
獣のしるしは、単なるワクチンではありません。それはイエスを拒絶し、サタンを崇拝することの証です。
それが全てです。そして、聖書には、獣のしるしを受けなかった者は、主が救うことができる者だと書かれ
ています。これをご覧ください。第二テサロニケ2：7-17、 

「不法の者は、（誰の？）サタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りのしるしと不思議、…」
（9節） 

彼らは、欺きます…　皆さんではありません。世界の人々を。私は自分の国を見ていて、彼らが、いか
に騙されるのか、よく分かります。分かりますか？新約聖書を信じず、それらのみことば、パウロが、テサ
ロニケの信徒たちに書いたこの言葉、ヨハネが、黙示録で書いたことを読まなければ、この地球が経験しよ
うとしている欺瞞の深さを真に理解することはできません。それを理解することはできません。そして、イ
スラエルは騙されます。私は、最初にダニエル9章を読みましたが、彼は一週間、7年間、（何？）契約を確
証するのです。契約です。ちなみに、”確証”を意味するヘブライ語は「confirmit（確証する）」ではありま
せん。彼は増加します。彼は”普通”のものを、”壮大”なものにするのです。平和条約で…、どんな和平交渉
であっても、ユダヤ人にとって、ものすごく壮大なものとは何でしょう？私が思うに、エルサレムに神殿が
建てられます。彼は条約を開始したときに、ユダヤ人に神殿を建設することを許可し、契約の中間でいけに
えをやめさせます。アブラハム合意では、そこにユダヤ人のための神殿はありません。そして、世界はドナ
ルド・トランプを崇拝していません。信じてください！どちらかと言えば、私たちは非常に楽しませても
らっています。しかし、私たちは彼を崇拝しているわけではありません。お伝えしたいことがあります。私
はいつも、彼のために祈っています。なぜなら、皆さんにお伝えしますが、こんなに勇敢で強い人は、私の
人生の中で見たことがありません。彼は、どんな犠牲を払ってでも、今している事をやらなければならな
い、しなければならないと確信しています。胎児の殺害を阻止し、アメリカで数十万人の子どもたちの性的
人身売買を阻止し、法と秩序を回復し、経済を回復し、それに彼は、史上最も親クリスチャン派の大統領で
す。このような諮問委員会を持つ大統領は初めて見ました。そして、彼が形成した内閣は、新生し、霊に満
たされたクリスチャンに取り囲まれています。そして彼は、私が今までの人生で見てきた中で最も親イスラ
エルの大統領です。もちろん、私たちの希望と平和は、ドナルド・トランプや、彼の内閣にはありません。
聖書は、ピリピ4：6-7で次のように述べています。 

「何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもって捧げる祈りと願いによって、あなたがたの願い
事を（誰に？トランプに？いいえ！）神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた（誰
の？）神の平安が…」（6節～7節a） 

すべての理解を超える平安とは何ですか？パンデミックの真っ只中にあっても、皆さんには平安があり
ます。どんなに不利な状況でも、物事が思うように進まない時でも、皆さんはまだ平安でいられます。イエ
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スは、舟に乗って言われました。「向こう岸へ渡ろう。」（マルコ4:35参照）「多数決を取ろう」とは言っ
ていません。「やってみよう」とは言いませんでした。「向こう岸へ渡ろう。」 

「…すべての理解を超えた神の平安が、あなたがたの心と思いを、キリスト・イエスにあって守ってく
れます。」（7節b） 

「この御名の他にイスラエルが救われるべき名は、ありません。」（使徒の働き４章参照） 
「異邦人が救われるべき名は、ありません。」アラブ人が救われるべき名は、ありません。ユダヤ人が

救われるべき名はありません。豚を食べ、ベーコンを食べる人が救われるべき名はありません。主の御名だ
けです。イスラエルの聖なる方、王の王、主の主、ユダの部族の獅子、神の子羊、平和の君、インマヌエル。
イエシュアの御名。皆さん、思い出してください。ヨハネ16:33「わたしがこれらのことを…」イエスが言
われたのです。ほら、今この世界には、多くの不安があります。私は数字を見ましたが、家庭内暴力が急増
し、自殺が急増し、アルコール依存症や薬物乱用が今、急増しています。つまり、この訓練で何がされたか
と言えば、皆さんを教会から締め出し、多くの人の命を奪おうとしたのです。そして、残念ながら...聖書が
言っていることをご覧ください。イエスは、おっしゃいます。 

「わたしが、これらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたが、わたしにあって平安を得るため
です。世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。わたしはすでに世に勝ったのです。」 

テトス2：11-14、 

「実に、すべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。その恵みは、私たちが不敬虔とこの世
の欲を捨て、今の世にあって、慎み深く、正しく、敬虔に生活し、祝福に満ちた望み、すなわち、大いなる
神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの、栄光ある現れを待ち望むように教えています。キリ
ストは、私たちをすべての不法から贖い出し、良いわざに熱心な選びの民をご自分のものとしてきよめるた
め、私たちのためにご自分を献げられたのです」（11節～14節） 

そして、ヨハネが記録した黙示録3章の一節で締めくくりたいと思います。これらは、忠実な教会である
フィラデルフィアの教会への、キリストの言葉です。イエスは仰いました。「あなたが、わたしの忍耐につ
いて言ったことばを守ったから、…」忍耐という事は、つまり、問題やトラブル、試練がある、ということ
です。しかし、耐え忍びなさい、と主は仰いました。 

「あなたが、わたしの忍耐について言ったことばを守ったから、わたしも…あなたを守ろう…」何？　
通して？　”通して”ではありません。「地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練
の時」から。（黙示録3:10） 

では、これを一緒に読みましょう。「見よ、わたしはすぐに来る！」（11節a）ハレルヤ！ 

お父様、あなたに感謝します。あなたの約束に感謝します。もうすぐ、あなたがあなたの花嫁を迎えに
来られ、私達は、空中であなたとお会いします。そして、私たちは二度と、あなたから離れることはありま
せん。お父様、聖霊の賜物に感謝します。お父様、感謝します。この愚かな時代の中で、それによって、私
たちは知恵を得ます。その知恵、聖霊によって、私たちは、ともしびに油を入れた賢いおとめとなるので
す。そして、花婿が来るとき、彼女たちは連れて行かれる準備ができています。真夜中が近づいてきまし
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た。そのラッパは、今にも鳴り響こうとしています。私達の準備が整っていますように。私達のともしび
に、油が入っていますように。私たちは、愚かではなく、知恵ある、賢い者として見ていただけますように。
もし今晩ここで、そして世界中のどこかで、今これを見ている人の中に、…真のクリスチャンか偽のクリス
チャンのどちらかです。聖霊を持っていて、その聖霊の力で実際に動くことができるか、あるいは、少しあ
かりを灯すのに十分なほんの少量の油は持っているが、しかし、それを持続させるための油を持っていない
か。お父様、今夜、あなたがその人に会ってくださることを祈ります。そして、上から、御霊によって真に
新生し、聖霊に満たされ、花婿の到着に備えて、ともしびを準備しておく必要があることを、彼らに悟らせ
てください。あなたに感謝し、あなたを祝福します。このようなトラブルの中にあっても、私たちには、す
べての理解を超えた平安があります。そして確かに、私たちは、あなたがすぐに来るというあなたの約束に
しがみついています。感謝して、イエスの御名によって、あなたを祝福します。アーメン。
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