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2020年9月28日 中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 
- イランは崩壊寸前か？ - 

YouTube:2020年9月28日中東時事アップデート 

　シャローム、みなさん、アミール・ツァルファティです。フロリダ州マイアミより、ライブです。ここの
インターネット接続が、思ったほど良くなくて、システムがフリーズしてしまいましたが、この数日間に起
こった、とても不穏なことをいくつかお伝えしたいと思いました。これまで報告できなかったのは、まず、
確認が取れなかったのと、何よりも、ツアーで忙しかったからです。カリフォルニアから始まって、テキサ
ス州、テネシー州に続き、最後は今、フロリダ州マイアミです。 

　では、この件から始めましょう。数日前イランとイラクの国境で、非常に変わったことが起こっているこ
とを知りました。イラクとイランは、国民を村や町から避難させ始めました。私達は、前代未聞のイラン軍
のイラクへの流入を見ています。米国務省が本日、イラクからすべての米国外交官を避難させるつもりだと
発表したほどです。皆さん何かが起こっています。イランは、軍隊を動かしていて、イランは威嚇していま
す。そして、アメリカは、この数週間、それを見てきてまさにその為に、B-52が、現在、1万人の兵士が居
るカタールの米軍基地アル・ウデイドまで移動したのです。さらに多くのステルス戦闘機、F-35も、その地
域にあります。ドバイにもまた、何千人もの米軍がいて、バーレーンにも、何千人もの米軍、あちこちに
15,000人、10,000人、5,000人、もちろん、米国の空母も、この地域にいます。初めて、米国宇宙軍のメ
ンバーが、実際にはるばるカタールにまで送り込まれ、カタール自体が、これは非常に珍しいと思ったので
す。米国は、あの地域に居るすべての勢力を繋げ、国家間の関係を強化する必要があると言います。しか
し、舞台裏では私達が気づいていない事が非常に多く起こっていて、そして、大きな疑問は次のとおりで
す。私達は、アメリカの選挙の前に、イランが、何か愚かな事を試みるのを見るのか?選挙の数週間前、ま
たは数日前にアメリカ大統領に恥をかかせる為に?一つ確かなことは、米国大統領の、人となりから判断し
て、彼は、自分のやるべきことを恐れずに行います。しかし、皆さん、イランは、選挙まで待つことさえ、
できないかも知れません。実際、今、彼らを生かしている唯一のものは、ドナルド・トランプが選挙に負け
るという希望です。その理由を説明しましょう。始まりは、イラン通貨の崩壊です。皆さん、1979年に
は、1米ドルは70リアルでした。そして、アッヤトッラーと革命が登場した瞬間…彼らが、自分の国民に何
をしたか、見てください。通貨は暴落し始めました。2009年には3万リアル、2015年には16万リアル、皆
さん、今の時点で、1米ドル約30万リアルです。1米ドルが、30万リアル!彼らの経済は、崩壊しています。
家で料理をするのに使う、プロパンガスを求めて列が出来ていて、彼らは、自分の車に入れる十分なガソリ
ンがありません。写真をご覧になったらいいでしょう。イランの都市で、タクシーに長蛇の列で、中には、
ガソリンを給油できて、ひざまずいて、神に感謝する人もいます。これは、燃料とガスと石油を、世界に輸
出している国です。そのすべてが起こっているのと同時に、イランは、新しい巡航ミサイルを購入または開
発していて、彼らは、射程距離700から900キロの新しいドローンを発表したばかりですが、彼らは、今、
問題を抱えています。ドイツのエンジンメーカーが、もう、それらのエンジンを販売しないことを決めたの
です。イランが、軍事の自爆行為にそれを使用していることに気づいたからです。彼らが、ちょうど1年半
ほど前に、サウジアラビアのアラムコ石油精製所で、行なったように。という事で、イランは、現在、次か
ら次へと色んな事で、苦しんでいます。良いですか？　イラン協定からのアメリカの撤退とソレイマニの殺
害この2つは、イランに起こった最も痛ましいことでした。そして、もちろん、もっと多くのことが起こっ
ていることがわかります。イランの民兵。レバノンでは、ヒズボラが、レバノンが新しい政府を置く邪魔を
していて、それは弱く、レバノン人だけでなく、国際社会もレバノンの問題として見ています。それが、レ
バノンの状況です。シリアは、ISISに攻撃されています。神に感謝な事に、ドナルド・トランプのおかげで、
ISISは、もはや領土上の支配権を持っていません。しかし、彼らは、今やゲリラテロ組織で、主に、シリア
にいるイラン民兵を攻撃しています。イラクでは、イラクのシーア派が、イランのシーア派を嫌っていて、
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彼らは、多くの問題を抱えています。イエメンでは、現金が残っておらず、停滞していて、何も前進しませ
ん。そしてもちろん、私達が皆知っている通り、現在、イランの指導者に大混乱が起きています。それとは
別に、イランが発表しているコロナウイルスの数字と、ヨーロッパにいる、イランの反体制派から聞いて私
達が知っている数字は異なります。明らかに、私たちの理解では、反体制派が病院から受けている数字は、
イランが、実際に報告している数の5倍で、12万人以上の人が、すでに死亡しています。実際、私は正確な
数字を知っています。ですから、非常に大きな事が、起こっていて、次から次へとイラン人達は、苦しんで
います。イランはずっと、アラブ人はバカだと思っていました。…こんな言葉を使って申し訳ありません
が、しかし、彼らは「私達はペルシャ人だ」と考えていて私は、国民の事を言っているのではなく、指導者
の話ですよ。彼らは、こう考えていたのです。「我々ペルシャ人は利口だ。我々は、次の事を理解してい
る。」「パレスチナ人が居るから、アラブは絶対に、イスラエルと和平を持つことはない。」「これは素晴
らしいことだ。」彼らは、イスラエルが湾岸諸国と平和を持つというシナリオを、全く計算しなかったので
す。すぐにサウジアラビアも、また、恐らく他の国々も続くでしょう。彼らは、ショックを受けました!ち
なみに、これが、ネタニヤフ首相がそれを秘密にしていた主な理由の一つです。彼は、自分の閣僚にも、そ
れを言っていませんでした。彼は、イランが何らかの形でこの情報を入手し、この全貌を妨害しないように
したのです。現在、イランがシリア国境でイスラエルで何が起こっているかを聞く代わりに、イスラエル
は、イランに非常に近いバーレーンと首長国連邦の国境から、イランで何が起こっているかを、聞くことが
出来ます。彼らは、イスラエルが、首長国連邦とバーレーンを助けるだけでなく、イスラエルはまた、そこ
に軍事駐留し、目と耳を置く事を理解しています。たぶん、私達の潜水艦でさえ、間もなくその地域に到達
できるようになるでしょう。皆さん、イランはまた、今の状況によって、イスラエルがより強くなり、より
繁栄することを、理解しています。私達は現在、サウジアラビアの石油をサウジアラビアから、イスラエル
を通して、エイラットのパイプを通して、アシュケロンから、ヨーロッパへ引く話をしています。そしても
ちろん、地中海の海底にひかれた、新しいパイプがあちらまで通っています。今、起こっていることは、イ
ランにとっては前代未聞で彼らは今、どうして良いのか分かりません。彼らは、現時点で、選択肢を比較し
ています。なぜでしょうか。なぜなら、彼らは、民主党が勝利し、バイデンがイラン協定を再度提示する事
が分かってさえいれば、現在は、対立を避けたいからです。彼らは、これに賭けているのです。しかし、イ
ラン人はテレビを見ています。イランは、集会を見ていて、彼らは、トランプ大統領を国民が支持している
のを見て、彼らは、理解しています。彼らは、ジョー・バイデンを見て、そして彼の話し方を見て、彼らは、
民主党がやっていること全てを見て、彼らは、最高裁判所を見て、彼らは、民主党が、次から次へとトラン
プ大統領に敗北するのを見て、自分達が大きな問題を抱えていることを理解しています。現在、彼らは、自
分達の選択肢を比較検討しようとしているのです。「我々は、何か、アメリカ合衆国に恥をかかせ、もしか
したら、選挙直前に、トランプの印象を、失墜させる事を行うべきか、」「それとも、彼が当選した場合の
いちかばちかに掛けるか。」もし、仮に彼が選出されれば、彼らの選択肢はアメリカ側にもっと良い取引と
するか、もしくは、政権が崩壊するかのどちらかです。勘違いしないで下さい。イランの考え方を理解すれ
ば、彼らにとって、シーア派のアヤトッラーが消えるという選択肢はありません。彼らは、それが起こるこ
とを許す”前に”、実際、自滅を図り、彼らの国全体と中東全体を破壊するでしょう。ところで、だからこそ、
エゼキエルの侵略では天が介入し、神が彼らを破滅させることが必要なのだと私は信じているのです。彼ら
は、それほどまでに過激で、それを望んでいるからです。さて、今、私達がここで話している内容は、かな
り驚くべき事です。さらに、イランで現在起こっている事を、もっとお伝えしましょう。繰り返しますが、
私たちはイランが、イラクの最も深い場所に浸透している事についてお話ししています。つまり、中央銀
行、軍隊、警察のことです。どうも、イラクの首相は、今、自国で起こっている事を制御出来ていないよう
で、そして、アメリカはそれを観察しています。私は、アメリカのヘリコプターが、米国大使館に着陸し、
照明弾を撃つのを見ています。バグダッドの安全地帯にある、米国大使館がほぼ日常的にターゲットになっ
ているからです。皆さん、それを理解する必要があります。コロナウイルスに関しては、反体制派によって
報告されている数は、109,300件で、それに対して、イラン当局が言っていたのは、40,000未満。ですか
ら、彼らは苦しんでいます。彼らは、健康問題に苦しんでいて、彼らは、経済崩壊に苦しみ、彼らは、軍事
作戦がうまくいかず苦しんでいます。彼らは、古い機器に苦しんでいます。先ほど言ったように、ドイツ
が、彼らのドローン用のエンジンを作っていたドイツの会社が、もう彼らにエンジンを売らないことに決め
ました。なぜでしょうか。イランが自爆行為に使う為のエンジンを彼らが売っていた事が、明らかになった
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からです。皆さん、彼らが、それらのエンジンをオマーンまで密輸していたことが、わかりました。そし
て、オマーンからケニアのモンバサを経由して、イエメン人に渡り、そしてそこから、それらはドローンに
取り付けられサウジアラビアや、他の場所を攻撃するために使用されるのです。また、ドイツのシークレッ
トサービスが暴いた別の会社は、信じ難いですが、実際にギリシャのアテネを通じてそれらのエンジンを密
輸していたのです。という事で、現在、イランが中東で、大きな事を起こして、なんとかトランプ大統領に
恥をかかせ、イスラエルを辱め、周りのすべての国を辱めようと、動いています。そして、米軍は最高度の
警戒態勢をとっています。これもまた、私の理解から、海兵隊に、シリア北東部まで飛行する準備をするよ
う、命令が出されています。現在、そこに米軍が位置していますから。彼らは、イラクから、シリア北東部
に撤退しています。現在、イラクでそれが起こっているのを見るのは、驚くべき事です。皆さん、理解して
ください。イランの人々は、もう、立ち上がって抗議デモをすることができないのです。なぜなら、前回、
1500人以上の若者が射殺され、他の人たちは、捕らえられ拷問されたからです。私は写真を持っています
が、本当に、皆さんに見せたくはありません。写真には、彼らが人々を、事実、植物人間になるまで拷問し
ている様子が写っています。そして、彼らは国民に映像を公開して、彼らが二度と抗議デモをしようとは考
えたりしないようにしています。独裁政権だけが出来る、残酷さです。法律はなく、秩序もなく、彼らに責
任を負わせる国際社会もありません。国連人権理事会は、イランで起こっていることについて何一つ話すこ
とさえありません。もし、イスラエルが、パレスチナ人のバルコニーから別の場所に植木を移せば、それだ
けで我々はすでに非難されるでしょう。イラン政権は、自国民を拷問していて、国民は、現在、街頭で抗議
デモができません。射殺命令が出ているのです。それが、あちらで起こっている事です。人々が、空腹に
なって来ていてるので、反乱が起こる事を、彼らは理解しています。ここに動画を用意していますが、私は
今、コンピュータではなく、私の携帯電話に向かって、話しています。理由はわかりませんが、コンピュー
ターの調子がおかしいので。ただ、お伝えしますが、私はビデオを見ました。皆さんにお見せしたかった動
画では、イラン国民が、ゴミ収集所に行っています。大きなゴミ収集容器です。彼らは、ゴミから食料を収
集するのではなく、彼らは、ゴミから直接食べるのです。彼らは、それを家に持ち帰ることさえせず、彼ら
は、そのまま食べています。それほど腹を空かせている人たちがいるんです。イラン政権が隠そうとしてい
るひどい状況があります。彼らは、新しい飛行機や、新しい航空機、新しいミサイルや新しいものを、一日
おきに自慢しています。これが、自分達の国で、自国民に起こっている事を隠蔽する為の、彼らのやり方で
すから。そして、先ほど言ったように、長く伸びたイラン革命防衛隊の手は、現在、イラク自体に入ってい
て、アメリカは撤退していて、あそこで何かが起こっています。9.11の後のイラク戦争の時以来、あの地域
で、これほど多くの米軍が、準備を整えているのを私は見たことがありません。ですから、何か非常に大き
な事が起こっていて、皆さん、理解してください。 

　それは、イランだけに起こっている事ではなく、トルコは、現在、経済の大不況に苦しんでいて、トルコ
リラは、現在、（$1あたり）8.3（リラ）を超えています。エルドアンが権力を握った時は、($1=)3で(リ
ラ)した。このように、彼ら独裁者達は、彼らは、帝国になりたい、彼らは、軍事大国になりたいと望んで
いますが、しかし彼らは、実際、自国の血液と資源すべてを吸い取っていて、自分達の国が崩壊しつつある
のです。そして、隠蔽し、より多くの資金を得るためには、彼らは拡大する必要があります。彼らは、シリ
アとリビア、イラクへと手を伸ばす必要があり、そして今、ヨーロッパで新しい紛争が、再燃しています。
つまり、アゼルバイジャンと、アルメニアです。カスピ海横のアゼルバイジャンと、黒海により近いアルメ
ニアは、近隣国同志で、コーカサス山脈にあって、ロシアの南、トルコの北です。彼らは、ずっと戦ってき
ました。アゼルバイジャンは、主にイスラム教徒で、アルメニア人は、主にクリスチャンです。そして、ア
ゼルバイジャンの中には、ナゴルノ・カラバフと呼ばれる飛び地があって、その飛び地は、アルメニア人が
大多数を占めています。世界は、そのナゴルノ・カラバフが、アゼルバイジャンの地域である事を認識して
います。しかし、そこで反乱があり、そして、彼らは独立した領土として宣言しました。見たところ、中東
の出来事に関して、私の非常につまらない分析ですが、私が信じるに、今起こっているすべてのことを踏ま
えて、私は、コロナ渦に照らして、また、周りの国々の弱さに照らして、そして、トルコが自らをイスラム
世界のリーダーとして装っている事に照らして、……少なくとも、彼らはそうなりたいと望んでいます。私
が信じるに、トルコはナゴルノ・カラバフを攻撃し始めるように、アゼルバイジャンに圧力をかけ、アルメ
ニアが報復したのだと思います。そして今、アゼルバイジャンは、自分達は、攻撃されたから、反撃してい
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るのだと言っています。そして、この古いもの、ほぼ100年前に遡るものが、今、再燃しているのです。そ
して、間違いなく、イラン、ロシア、そしてトルコは、この全貌に関わっています。エゼキエル38章は、シ
リアにおけるロシアの存在だけではありません。それ以上です。その地域での、大規模な紛争の話です。そ
して、非常に興味深い事に、私が信じるに、誰もが中東の誰もが、イランであれ、サウジであれ、イスラエ
ルでさえ、そして他の国々も、誰もが、2021年1月以降、大統領執務室に誰が座るのかが分かるのを待っ
ています。間違いなく、中東の善良な人々にとっては、トランプ大統領が、彼らが望むもので、悪者にとっ
ては、トランプ大統領は悪い知らせです。間違いありません。イランにとって、それが残された唯一の希望
です。彼らには、全く希望が残っていません。全くありません。それから、ワシントンの誰かがイラン政権
にアドバイスをしているようです。大統領に恥をかかせるために何をせねばならないか。私たちは以前にも
イランとの取引でそれを見たことがあります。以前にもあって、今も見ています。このすべてが、とても趣
深いです。 

　さて、これでも足りなければ、今、パレスチナ人とエジプトの間で緊張が高まっています。パレスチナ人
は、機会を逃す機会を決して逃すことはありません。誰もが知っています。彼らの隣人、ガザのアラブ人の
隣人、エジプトですよ！彼らは今、数人の漁師を殺したことで、エジプトを非難しています。ちなみに、彼
らは、エジプトの領海に入って漁をしていたのです。それで今、パレスチナ人が怒っていて、エジプトは、
別の理由でパレスチナ人に怒っています。今、新たな悪の枢軸が拡大しています。それを、カタールの資金
が主導し、トルコ、ハマス、ムスリム同胞団と手を組んでいて、彼ら全員が一緒です。それから、イランも、
この件に参加しています。皆さん、我々は中東の同盟を見ています。我々は決して...ほら、聖書を信じてい
る人だけが、これが辻褄が合う事に、同意するでしょう。現在、誰もが、学者もアナリストも皆、頭を壁に
打ち付けています。なぜなら、彼らは、こんな事が起こるなんて、思いもしませんでしたから。彼らは一度
も...ほら、トルコとイランだけでも、ワケが分かりません。スンニ派とシーア派の話ですよ？こっちの国
は、シーア派世界のリーダーになりたくて、あっちの国は、スンニ派世界のリーダーになりたいのです。一
体全体、何が彼らを結びつける事ができるのでしょうか？それが今度は、スンニ派であるムスリム同胞団と
ハマスが、シーア派の、イラン革命防衛隊と一緒になって、今や、スンニ派の国カタールが、実はシーア派
軸に味方しているんです！全く意味が分かりません。しかし、もし皆さんが、聖書の信者なら、2800年前
の預言者エゼキエルが、告げている事を理解していれば、すべてのことが理解できます。そして、その状況
が、増強されていくのを見ています。間違ってはいけません。それは、11月3日に向けて、ますます激しく
なる一方です。そして、皆さんに理解してください。11月3日は、アメリカだけの問題ではありません。ア
メリカの人達が、これを見て「いや、これは我々の選挙だ」と言っているのは分かっています。これは、あ
なたがたの選挙かもしれませんが、全世界に影響を与えているのです。中国が影響を受け、中東が影響を受
け、ヨーロッパが影響を受けます。非常に多くの国の経済が、これから起こることに、影響されます。間違
いなく、アメリカの敵は、民主党が勝つのを心待ちにしています。間違いはありません。アメリカの良き友
人で、バイデンに勝って欲しいと思っている人は、一人もいません。アメリカで起こっている事を、誰もが
見ていますから。皆、分かっています。アメリカが社会主義国、共産主義国になってしまったら、アメリカ
は、自由な世界をリードすることはできません。アメリカはもはや、経済大国にはなれません。アメリカは
物を購入することも、買うことも、売ることも、製造することもできなくなります。すべてが崩壊します。
そして世界は…ほら、私はアメリカ人ではありません。私は今、外野から観察して、話しています。そし
て、私は、外野を代表して言う事が出来ます。世界が注目しています。そして、あなたが11月3日に、投票
箱に投じるものは、アメリカ合衆国の将来に影響を与えるだけでなく、世界中に、ドミノ効果をもたらしま
す。それをしっかりと理解しておいてください。皆さんにお伝えしたいのは、私の心に浮かんだ聖句、今現
在起こっている、すべてのことの結果として、私の心に浮かんだ聖句は、エペソ5章からの聖句です。エペ
ソ5章。事前にすべてを準備していたのですが、すべてが私のコンピュータ上でクラッシュしてしまったの
で、だから、今はスマホでやっているのです。お読みしたいと思います。よろしいでしょうか？知恵のある
者として歩もうという話です。そして、理解していただきたいのは、これは脅しではなく、悲観的な予測で
もありません。ここ数日、眠れない夜が続いていますが、主が私に与えてくださった聖句は、エペソ5:15で
す。 
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「そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく 
注意し、」さて、ここ、聞いてください。「機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。」
（16節） 

　「悪い時代」さて、ご覧ください。私たちには、何よりも偉大な希望、何よりも偉大な約束があるのです。
それは、この世で勝利を収めるだけでなく、すぐにこの世から出て、キリストの前に出て、キリストの驚く
べきさばきの座を得て、（第二コリント5:10参照）子羊の婚宴をして、もちろん、主とともに統治に戻りま
す。（黙示録19:6～9、20:4参照）しかし、皆さんに知っておいていただきたいのは、その時まで、神は、
我々に警告しておられるのです。 

　「賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生
かして用いる。悪い時代だから。」「機会を十分に生かして用いる」という意味を知っていますか？主は皆
さんに、この世界で生きるための時間と分と秒と日と月の数をきっちりと与えてくださいました。もし、あ
なたが、主を知らないなら、ただ、フラフラと好きなことをして、あなたの欲望や、夢や何かを満たしてい
るでしょう。しかし、いったん自分は主によって贖われている事を理解したら、その時、自分のために生き
るのではなく、主のために生きる事を喜びます。私たちには、課題があります。私たちには、暗闇から、主
の驚くべき光の中に私たちを連れて行ってくださった方のことを世界に伝える使命があります。それが、機
会を十分に活かすという事です。互いに争うのではありません。パウロの言葉をご覧ください。 

「ですから、愚かにならないで、主のみこころは何であるかを、よく悟りなさい。また、酒に酔ってはいけ
ません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とをもって、互いに語
り、主に向かって、心から歌い、また賛美しなさい。」（17～19節） 

パウロは「家に閉じこもって、ただ恐れていなさい」とは言っていません。違います。そして、彼が言った
ことを見てください。 

「いつでも、すべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。
キリストを恐れ尊んで、互いに従いなさい。」（20～21節） 

　皆さん、悪い時代です。はっきりと言っておきますが、状況は悪化する一方です...ほら、暴力と無法地帯
だけではありません。私は何を見たと思いますか？今日見たのですが、今日、お見せするはずだったのが、
パソコンがクラッシュしてしまって、でも、カナダのバンクーバーの街中から撮影した写真を、お見せした
いと思いました。今、お見せしたいと思います。ここでお見せできる事を願います。超重要ですから。なの
で、お見せ出来るかどうかやってみましょう。良いですか？ありました。良いですか？では...　皆さんに見
えるかどうか分かりませんが…これは、看板です。看板が見えるでしょうか。これは今、カナダ国内のいた
る所にあります。「一人目の子に与えられる、最も愛情のこもった贈り物は、他に子供を持たない事で
す。」それはOnePlanetOneChild.org呼ばれています。「子供に与えることができる、最も愛すべきもの
は、他に子供を持たない事」だと言います。考えてみてください。地球の人口を減らすための、邪悪な計画
について、考えてみてください。自分の性別について、混乱させたり、世に多くの子供をもたらすことが、
悪いことだと言ってみたり、子供に数々の予防接種を注入したり…中には、大丈夫なものもあるかも知れま
せんが、多くは、全く不要です。起こっている全てのことを考えてみてください。考えてみてください。可
能な限り多くの人を殺す為、武漢の研究室から、ウイルスが放出されました。闇の中で計画されている悪事
を考えてみてください。私達全員が、知っていることです。誰もが知っています。ほら、敵が求めるもの
が、一つあるとすれば、それは、人口を減らすことです。見てください。グローバリスト達は、もはや、そ
れを隠そうともしません。ジョージア・ガイドストーンには「地球の人口を5億人に減す」とあります。現
在の90億近くから、5億です。彼らの言葉を見てください。「あなたの子供に与えることができる、最高の
贈り物は、他に子供を持たないこと。」想像できますか？兄弟無しで、育つ子供達、彼らは、それを堂々と
推進しているのです。見てください。それがあなたの目の前に突きつけられ、毎日、私達の目の前に突きつ
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けられます。どんどん、どんどん悪くなっていきます。悪を善、善を悪、闇を光、光を闇と呼んでいるのが
分かるでしょう。（イザヤ書5:20参照）私たちは、邪悪な時代に生きています。そして神は、ご自身のみこ
とばを通して私たちに言っておられます。私の言葉ではありません。主は言われます。「機会を十分に生か
して用いなさい」ほら、今、中東情勢は一触即発です。一方で、平和条約が結ばれ、イスラエルがより強く、
より安心で安全で豊かになっていることは、まさに、エゼキエルの預言が成就するために必要なことです。
すべてが超聖書的です。しかしそれと同時に、この不法の秘密がすでに働いているのです。それと同時に、
すでにこの世界にいる反キリストの霊を見ることができます。そして、第二テサロニケ2章によると、彼が
現れる事が出来ません。引き止める者が、取り除かれて初めて、不法の者が、明らかにされるのです。そし
てそれは、私たちに希望をもたらします。まもなく…引き止める者である聖霊の宮として、私達は、もうす
ぐ連れ去られます。 

　さて、これをご覧ください。今の状況を見てください。私はアメリカの選挙を見ていますが、それが告げ
ているのは、神が、アメリカの上にさらに、あわれみと恵の期間を与えられるのか…覚えておいてくださ
い。それは、アメリカだけではありません。世界中にその波及効果があるでしょう。あるいは、悪が実践さ
れるだけではなく、この惑星の最高権力者を祝い、喜ぶのか？そして、私たちはそれを見るでしょう。さ
て、私は、悪が君臨するのを見たくありません。悪が促進されるのを、見たくありません。つまり、私は自
問自答しています。「なぜ神は、新任の裁判官をお許しになるのか？」非常な生命尊重派で、7人の子ども
がいて、そのうち2人は、ハイチからの養子です。「なぜ神は、彼女に最高裁への切符をお与えになるの
か？」「ウェイド対ロー」に何かが起こるのを、我々は目撃するのでしょうか？アメリカで、基本的に、中
絶を合法化した法律の、逆転を見ることになるのでしょうか？考えてみてください。私が見た、ある動画
は、ルース・ベイダー・ギンズバーグが亡くなったと聞いて、若い女の子が、金切り声を上げて、言ってい
ました。「大変！中絶が禁止になる！」あの子の本能は、「中絶が今、検討される。」そして、彼女は、こ
んなことまで言いました。「私は実際に生まれたことを、後悔している。私は中絶されるべきだった。」そ
れほど悪魔的なのです。実際に、彼らが本音を出しているのは興味深いです。「我々には民主党が必要だ！
リベラルが必要だ！」と彼らが言うのは「我々は、中絶を続けたいんだ！我々は、胎児を殺し続けたいんだ！
我々は、それを続けたいんだ！」だから、アメリカは今、偉大なこと、全世界にとって、素晴らしい4年に
なるかどうかの瀬戸際にいます。しかし、繰り返しますが、いずれエゼキエル戦争になることが、分かって
います。そして、携挙が理由で、アメリカが素晴らしい国ではなくなるのかも知れません。しかし、それま
では、覚えておいてください。忘れないでください。私たちは、機会を十分に生かさなければなりません。
では、機会を十分に生かすとは、何ですか？それは正しく投票する事、義を行うこと、イエスについて語る
こと、敬虔な事を推進するのです。それが、機会を十分に生かすということです。家で座って閉じこもっ
て、「私はクリスチャンだ。神がすべてをしてくださる。神に任せよう。」と言うのではなく、いいえ！機
会を十分に生かして用いてください。この選挙が、どれだけ重要かを理解していれば、これまでにないほ
ど、重要です。イスラエルの選挙よりも、重要です。間違いありません。ヨーロッパ、アラブ、どこでも構
いませんが、他のどの国の選挙よりも、重要です。アメリカの選挙がもたらす、波及効果を理解さえしてい
れば、勘違いしないでください。敵は今や...怒り狂っています。ちなみに、もし、トランプが当選したら、
暴力が多発するでしょう。彼らはもう、どうしていいか分かりませんから。11月4日までに、結果が出るか
どうかも定かではありません。彼らは今、結果が出るまでに、少なくとも、数週間かかると、国民を備えさ
せています。なぜでしょうか。なぜなら、彼らは、選挙を不正操作することでしか勝てないことを、理解し
ているからです。彼らにとって、他にチャンスがないことを理解しています。ここで民主党は、理解してい
るのです。ジョー・バイデンは、アメリカ憲政史上最大の詐欺師です。民主党は、彼が無能であることを知っ
ています。彼は知っています。ちなみに、彼の家族も知っています。マスコミもそれを知っています。しか
し、それを隠蔽することしかできないのです。カマラ・ハリスは、BLMを支持し、影響力を賞賛して「彼ら
の行いは、実際、私たちの国に必要な、進化の一部だ。」と、ほんの数日前に言いました。行先が見えます
ね？皆さん、私に言えるのは、私にとっては、悪い時代です。しかし私達は、機会を十分に生かして用いな
ければなりません。そして、私たちは聖書的なこと、正しいこと、敬虔なことを、しなければなりません。
誰かが言わなければなりません。こんな事を言って申し訳ないですが、誰かが言わなければなりません。政
治的に傾倒し過ぎていると思われるのは分かっていますが、皆さんは理解していません。何であれ、ここで
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起こる事は、私の国にも世界の他の地域にも、影響を与えます。そして、何であれ、神は計画されている事
を、実行されます。間違いありません。でも、何であれ私達がすべきなのは、機会を十分に生かして用いる
事です。神に丸投げして、「王を立て、王を除くのは神だ！」と言うのはやめましょう。違います。神は、
私たちに自由意志を下さいました。だから神は、モーセに仰ったのです。 

「私は、いのちと死、祝福とのろいを、あなたの前に置く。あなたはいのちを選びなさい。」 
（申命記30:19） 

　それは選択です。胎児のいのちを選びたければ、何に投票すべきか、分かっているはずです。親イスラエ
ルを選択したい場合は、何に投票すべきか、分かっているはずです。親クリスチャン、親家族を選びたけれ
ば、親自由！それが必要です。だから私にとって、機会を十分に生かして用いることの一部は、正しいこ
と、神的な、大切なことをすることです。私たちは、世の光になるのです。私たちは、地の塩になるのです。
どうして…私達が、腐敗選挙、世界の完全崩壊に、貢献する事など出来ません！腐敗を遅くさせるのは、ま
さに塩の働きです。だから、私は皆さんに、是非ともお願いします。引き止める者が引き止めるように祈り
ましょう。機会を十分に生かして用い、私達が取り除かれる時まで、引き止め続けられるように。私たちに
は、その約束がありますよね？私たちがしなければならないことは、その中を歩むだけ。目に見えるもので
はなく、信仰によって歩み、私たちが持っている約束にしがみつき、機会を十分に生かして用い、神のもの
を選ぶのです。 

　お父様、あなたが、あなたの子どもたちを愛し、この悪しき時代に、どのように生きるべきかを御言葉で
教えてくださり、心から感謝します。そして、今これを観ているすべての人の為に祈ります。あなたが彼ら
を揺さぶり、彼らの心をかき立て、私たちが機会を十分に生かして用いる必要性を理解させてください。も
はや、パーティーをしている場合ではなく、キリスト教ごっこをしている時間はありません。もはやこれま
でです。あなたは、オリーブ山の垂訓を通して私たちに思い出させてくれました。あなたを主と呼ぶ者が
皆、救われているわけではないことを。ですから、お父様、私は最後まで忠実であることを求め、祈ってい
ます。耐え忍ぶ者には、栄冠が与えられます。そして、あなたは、この地上に住む人々を襲う試練の時”か
ら”、彼らを守られます。それを通らせるのではありません。私たちが、あなたの御怒りに定められていな
いことに感謝します。もうすぐ私たちはたちまち、一瞬のうちに、あなたとともに連れ去られることに、感
謝します。それまでは、私たちは従事し、征服し、そして、機会を十分に生かして用いたいと思います。感
謝して、イエスの御名によって祝福します。アーメン、アーメン。 

ありがとうございます。I love you！ 
God bless you. 

これらのみことばを受け止めて、広めて、できるだけ多くの人にシェアしてください。望んだようには地図
や写真、動画がお見せ出来なくて、残念でした。でも神には別のご計画があって、電話をオンにして、電気
をつけて、ただすべき事をしました。もしかしたら、こっちで良かったのかも知れません。ありがとうござ
いまます。 

I love you!　 
God bless you! 

ここでの残りの時間のために、そしてもちろん、無事に帰国できるように、お祈りください。 
ありがとうございました。God bless you. 

フロリダ州マイアミより、シャローム。さようなら。 
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