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選挙後スペシャルアップデート 
アミール・ツァルファティ 
- 次はなにが起こるのか - 

YouTube：2020年11月6日「選挙後スペシャルアップデート」 

［アミール］ アミール・ツァルファティと、そしてこちらは、マイク・ゴレイ牧師です。Facebookは今、
はっきりとお分かりのように私達の邪魔をしています。しかし、今は機能しているようです。お願いがあり
ます。できるだけ多くの人にシェアしてください。この後、すぐに削除されてしまいますから。それでは、
マイク牧師、お祈りから始めましょう。 

［マイク牧師］ はい、皆さん、お祈りしましょう。 

主イエスよ、このようなプラットフォームを使う機会を与えてくださったことを感謝します。それがうまく
行くようにお祈りします。私達に賛同しない人達が、これを封じようとしています。私達は通知まで受けま
したが、ここで伝えられた情報が有益なものとなりますように、また、イエスよ、現在と未来を、さらにあ
なたに信頼できますように。あなたの御名によって祈ります、アーメン。 

［アミール］ アーメン、アーメン、さて皆さん、ブラジルのサンパウロから、シャローム。ご覧のとおり、
ホワイトハウスではありませんが、今回は、間違いなく、選挙後の報告についてお話しします。これまで起
こってきた事に関して、私達が持っている情報を基に…それから、未来のことは分かりませんね、マイク。
私達は、ここで未来を予測する事はしません。私達は預言者ではありません。私達は「ノン・預言者」団体
です。私達は「非・預言者」団体です。でも、皆さん、私達は、何が起きたか知っています。そしてそれは、
数日前に始まったのではありません。それは実際には、数年前に始まりました。しかし、マイク牧師、今起
こっている全ての事の、霊的な面に移る前に、実際の詳細を見ていきましょう。私達が持っている、この詐
欺の全体的な詳細です。ですから、まず第一に、皆さん、コロナウイルスは民主党の欲望を、増進させただ
けでした。しかし、この全体がそこから始まったわけではありません。まず、皆さんは、理解しなければな
りません。ウイルスが発生する前の、2019年の終わり、民主党は、文字通り鬱(うつ)状態でした。なぜな
ら、すべての行為、彼らが試みたすべて、ロシアの共謀、ウクライナ、弾劾、すべてが定着せず、すべてが
詐欺だったからです。そして彼らは、政権の、信じられないほどの成果を数字に見ていました。財政面、業
績、雇用統計に関して、そして、（白人以外の）少数派の人たちが、すっかり共和党に移行するのが彼らに
も分かったのです。これほど多くの少数派の人たちが、共和党に移動するのは60年ぶりです。彼らは、非常
にプレッシャーにさらされていました。皆さん、私が言えることは…“何としてでも、この大統領を辞めさ
せなければならない”と彼らが気づいた瞬間 

［マイク牧師］ 何としてでも！ 
［アミール］ 何が何でも！ 
［マイク牧師］ 手荒な事も辞さない？ 

［アミール］ その通り！そして、もちろんウイルスが現れた時、これは、ジェーン・フォンダの言葉です。
「これは、神からの贈り物だった！」彼女が言ったのです。私は、神からの贈り物とは思いませんが。彼女
は「神から、民主党への贈り物だ」と言って、そして、まさに何が起こったか、ご覧ください。マイク牧師、
あなたはアメリカ人で、私はイスラエル人です。イスラエルでは、ごく限られた場合のみ、郵送投票があり
ます。つまり、軍人や、海外の外交官、ごく僅かなケースです。さて、そもそもアメリカの立法機関が郵便 
投票を許可したのは、何のためだったのでしょうか？まったく同じですよね？ 
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［マイク牧師］ もともとは、あなたの国と同様、それが、郵送投票の本来の目的でした。軍の一員として、
海外に派遣された人達が投票できる、ツールの1つでした。 

［アミール］ 病院に入院している人や、体力的に無理な人とか。 
［マイク牧師］ 投票所に行けない人。 
［アミール］ しかし、選挙日とは、どこの世界でも、実際、選挙日に投票出来ようと、出来なかろうと、
それがメインです。郵送による投票は、常に社会の片隅にあります。 

［マイク牧師］ ええ、社会の片隅です。 
［アミール］ その通り！そして我々が見ているのは、これです。民主党はこの“片隅”を取り上げて、それを、
メインに置き換えました。それで、メインが“片隅”になり、“片隅”がメインになったのです。そして、何が
起こったのかと言うと、皆さん、彼らは、コロナウイルスがある今、これを利用する余地が少しあることを、
理解しました。皆さん、彼らは、この数ヶ月の間に、何百回も訴訟を起こして、裁判所に訴えています。何
に対して？郵送投票が、簡単に送れるように、あらゆる状況、または規制を緩和する為、 

［マイク牧師］ ええ、状況と規制の両方を。 
［アミール］ コロナウイルスが始まる、ずっと前から、民主党が、このアイデアを考えていたことが分かっ
ています。彼らは、民衆運動を開始する必要があることに気づき、それを“画策”する為に、何千万もの郵送
投票用紙を送りたかったのです。後でこの“画策”についても話しますが、そうすることによって、選挙結果
を逆転させる為です。特に激戦区や激戦州で。なぜなら、これは…　よく聞いてください。この中のいくつ
かの州では、民主党の知事がいますが、これら激戦州の中で、2016年にトランプに投票した州の議会では
共和党が多数派を占めています。例えば、ペンシルバニア州では、立法府である下院の共和党員数は109、
民主党員数は93となっています。つまり、彼らは、理解していたのです。「この策略を認める法案を、自分
達が立ち上げるのは不可能だ。」議員が許可しませんから。ちなみに、アメリカ憲法第二条によると、何で
あれ、選挙に関係するものを変えられるのは、州の議員だけです。 

［マイク牧師］ ええ、この策略について、お話しましょう。もし、私が民主党員なら…このシナリオで演じ
てみましょう。私は、州の選挙結果が気に入らない。私がすべきことは、投票用紙の集計を、その週の後半
に延長する、というシナリオを作成することです。もし私が、選挙結果や、その動きが気に入らないなら、
数日延長して、最高裁で認可された郵送投票を使って、共和党寄りの州の議会を迂回して、リベラル寄りの
州裁判所の手に渡す。理屈の上では可能ですよね？ 

［アミール］ 分かります。 
［マイク牧師］ 多分、それが出来るでしょう？ 
［アミール］ 私はまだ、票数集計の数日延長の話にさえ行っていなくて、私が言っているのは、皆さん。
彼らは、基本的にペンシルバニア州の最高裁に訴えて、制度を作りました。彼らは、基準をどんどん、どん
どん、どんどん緩和して、文字通り、一つ一つの封筒が数えられるように、その承認が欲しかったのです。
そして今、これだけは言わせてください。すべては、10月から11月の初めにかけて、行われました。11月
1日、2日、彼らは、ペンシルバニアの議員を迂回して、それらの行政命令をすべて実行しました。そして皆
さん、今、お分かりの通り、バイデン票の投票用紙の巨大な蓄えが出来上がっています。これらはすべて、
画策されたものです。さて、ここからが本題です。死亡した人、そこに住んでいない人達、つまり、住所変
更した人、全く名前のない人の100％が、バイデンに投票しています。なぜ、それがそれほど重要なのか？
彼らは、それがすべて偽物だということを知っていました。それを使うには、大きなリスクがあることを
知っていました。それで、彼らは何をしたか？彼らは、それをすべて別に取って置き、その日投票した人々
の、票を数えている部屋にはありませんでした。 

［マイク牧師］ つまり、選挙結果が自分達に不利になった場合の「安全装置」ということですか？ 
［アミール］ その通り！　聞いてください、マイク。 
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［マイク牧師］ これは彼らの切り札（トランプ）ですね。皮肉なことに、トランプとは何も関係ないけど。 
［アミール］ 皆さん、理解してください。彼らは、それを用意しながら、多分、必要ないだろうと思ってい
たのです。なぜでしょう？世論調査で、彼らは、バイデンが9、12、15ポイント勝っていると、錯覚してい
たのです。だから、彼らは、これらの違法なものが必要になるとは、思わなくて、彼らは、それらを待機さ
せました。 

［マイク牧師］ それがなくても成功するなら、なぜ違法なものを使うのでしょうか？ 
［アミール］ その通り！まさにその為、実際の結果が流れ始め、トランプの方が、2016年より、はるかに
ずっと優勢である事が分かると… 

［マイク牧師］ 危険が迫ってる。 
［アミール］ 彼らは、ヒスパニック系の人々の…票について、一つお話しして良いですか？皆さんに理解し
ていただけるように、数字をお伝えします。ヒスパニック系の人々の投票の32％はトランプに行きました。
アジア系の人々の投票の31％はトランプに行きました。黒人票の14～15％。これは、2016年に獲得した
数を、7％上回っています。ヒスパニック系からは…フロリダだけで、55％のキューバ人がトランプに投票
していました。プエルトリコ人の30％が、トランプに投票しました。そして全体として、フロリダでは、ヒ
スパニックの48％という、膨大な数です。民主党は、数字を手に入れて、フロリダや、テキサスの数字を見
た時、自分達は、大変な事になっていると気付きました。まさにその時、彼らは、動き出し、準備していた、
何千万票もの投票用紙を出して来たのです。その現場で目撃した女性の証言もあります。「午前4時にバン
が入り始めて…　フェラーリまで来て、そして、数々の箱が降ろされ、急いで部屋に運び込まれ、その時に、
共和党の監視員が文字通り部屋から追い出されました。」皆さん、投票用紙の蓄えは…彼らは、それが必要
ないことを、本当に望んでいました。 

［マイク牧師］ それは、彼らの安全装置だから。 
［アミール］ それは安全装置です。しかしそれは違法で、彼らは、そのことを知っています。でも、本当の
結果を見た時のプレッシャーがあまりにも大きくて、圧勝でした。それは巨大で…　しかも、青い波ではあ
りません。それは赤い波だったのです。マイク、ごめんなさい、後で話をしてもらうから、でも、皆さんに
理解して欲しいのです。彼らはそれを見た時、ものすごいパニックになって、ありとあらゆるミスを犯しま
した。私が「ありとあらゆる間違い」と言ったのはこれです。A)彼らが放出した、大量の投票用紙の蓄えは、
100%、バイデンへの票でした。それは、数学的に不可能です。それから彼らは、その場で投票用紙の記入
を始めたのです。それが、カメラに撮られています。もちろん、前もって分けておいたトランプ票を捨てた
り、他にも、許されていない不正行為が、たくさんありました。さて、そこに行く前に、一つ理解して欲し
いのは、多くの人が、この事を知りませんが、ペンシルベニアでは、20人の選挙人が居る事を、彼らは知っ
ていました。彼らは、それを知っていて、バイデンは前回負けたので、今回は、それを取らなければなりま
せん。そこには民主党の知事、民主党の州務長官がいて、アメリカの郵政は、彼らに取り込まれていたの
で、彼らは、今回、ペンシルバニアを民主党に取り戻せると、理解しました。そこで、彼らは何をしたか？
事前に、ペンシルバニア州の最高裁に訴えて、基本的に規制を緩和し、消印すらなくても、投票できるよう
にしたのです。マイク、信じられません！消印も、必要ないのです。IDや、署名さえ必要ありません。何も
いらない。さて、多くの反対があり、ペンシルバニア州の最高裁で始まった動きは、…あそこの裁判官は、
全員民主党員です。米国最高裁にまで持ち込まれました。これは、10月のことです。そしてその時、ロバー
ツ判事が、最大のミスをしたのです。彼がしたことを、ご覧ください。投票は、反対4票、賛成3票でした。
ロバーツ判事は、3人側に加わり、引き分けにし、引き分けとは、米国憲法では、下位のレベルでの判決、
つまり、州のレベルでの判決になります。つまり、ペンシルバニア最高裁の判決が留まり、廃止も変更もさ
れません。皆さん、何が起こったのかというと、アメリカの最高裁の裁判長が、憲法に反する判断を下し、
ペンシルバニア州の最高裁が、ペンシルバニア州で、議会を通さず、それらの変更が出来るようにするのを
許したのです。ですから、そもそも、アメリカの最高裁は…ちなみに、非常に奇妙な事に、彼らは意見や説
明を述べませんでした。 
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［マイク牧師］ はい、裁判官達はしていません。そして全問題は、彼らは、今週まで延長して、…今日でさ
え火曜日の消印がある限り、投票用紙を受け取れるようにしたかったのです。しかし、ペンシルベニアで何
が起こったのか、教えてください。 

［アミール］ ペンシルバニアでは…　聞いてください。彼らは、言いました。知事も、州務長官も、工作員
全員が言いました。「どんなリスクを犯してでも、この州では、トランプは勝たせない。」そして、それを
聞いた、米国郵政公社の担当者… 

［マイク牧師］ ええ、郵便局長ですね。 
［アミール］ 郵便局長ですね。失礼。郵便局長は部下全員に指示しました。届いて来る全ての封筒は、選
挙日の後に送られてたものも、全て、選挙の日まで遡って、数えるように。つまり、聞いてください。マイ
ク、彼らが事前に準備した、大量の蓄えがありました。死亡した人達、存在しない人々… 

［マイク牧師］ 奇跡ですね。 
［アミール］ 奇跡です。そして、この2日間に、彼らは、新しい蓄えを作っていて、まだ、それを受け入れ
ているのです。彼らが使っている蓄えは、2つあります。彼らが絶対に使ってはいけないと思っていた、悪
い方の蓄えは、今や、トランプが何十万票もリードしている為、彼らはさらに、もっともっともっと必要と
なって、面白いですよ。基本的に、お金が無くなったから、お金を印刷しよう、みたいな。 

［マイク牧師］ ああ、必死になって状況を修正するんですね。 
［アミール］ 銀行の赤字を補うために家でお金を印刷するんです。さて、大事な事を理解してください。こ
の、議員を迂回させるという違憲なことが、違憲な選挙命令、行政命令を生み出し、基本的に、選挙期間中
に投票する事は、重要ではなくなったのです。マイク、聞いてください。これまでのどの選挙とも異なり、 
11月3日以前に、すでに1億人のアメリカ人が投票していたのです。1億ですよ。その数字を聞いた時、私
は、少なくとも2000万～3000万は詐欺だと実感しました。これらは、存在しない人々です。ウィスコンシ
ン州では、選挙結果が、まるでシリアみたいだったのを、ご存じですか？バシャール・アル＝アサド、彼が
出馬すると、インチキ選挙があって、80％～89％の人が、投票に行くんです。今や、西欧のどの国でも、
国民の89％が投票に行く国はありません。いくつかの州では、100％以上です。投票するための登録をして
いる人の数より、多くの人が投票しているのです。つまり、聞いてください、それはすべて、郵送投票のせ
いです。 

［マイク牧師］ わかりやすく、まとめてみましょう。最初にやったように、民主党を演じてみます。私が住
んでいる州、この場合は、ペンシルバニア州で、選挙当日、私の思う結果になっていません。私と共謀した
仲間は、安全装置として、事前に、投票用紙の蓄えを用意しておきました。その上、我々は最高裁まで行っ
て、この、選挙当日の消印であれば、選挙後に集計をしても良いという賛成票を得ました。そこで、ご存知、
ペンシルバニアの裁判所に行くわけですが、あなたが言ったように、彼らは…ちょっと頭を整理させてくだ
さい。彼らは、言いました。「はい、もちろん、3日後に投票用紙を数えても結構です。消印がはっきりし
ない場合は… 

［アミール］ 仮定して… 
［マイク牧師］ 選挙当日に送られてきたものということにしてください。」では、水曜日に、私が用意した
蓄えから不明瞭なものを送ったら、どうなるのでしょうか？ 

［アミール］ 彼らはそれを数えます。はっきりさせておきますが、皆さん、これは、“オール・オア・ナッ
シング”でした。「我々は彼を倒す！ペンシルベニアが鍵だ。」ちなみに多くの州で…　聞いてください！ 
ミシガン州、ウィスコンシン州、アリゾナ州、ネバダ…ネバダ州では、そこの住民でない人、または存在し
ない人の票が、何千とあったのです。そして、私達は、それを知っています。すでに、名前が書かれた手紙
がありましたから。そして、彼らは、名前を消したのです。ペンシルベニア州で死亡した人の名前をクリッ
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クすると、その人達が、投票したことがわかります。さて、一つ言わせてください。この、すべての背後に
いるのは誰か？もちろん、民主党がその背後にいますが、誰が、その背後にいるのか？マーク・エリアスと
いう男にさかのぼります。彼は弁護士です。マーク・エリアスは、パーキンス・コイ・ファーム、LLCの弁
護士です。そしてマーク・エリアス、ご存知のとおり、ジョン・ケリーの元で働き、そして2016年には、
ヒラリー・クリントンの元でも働いていました。そして、この法律事務所は、民主党と、長年ずっと協力し
てきました。さて、この男は、単に選挙法を専門とする人物ではありません。彼は、その法律事務所を通じ
て民主党のすべての計画に取り組む、秘密の人物でした。そして、彼はすべての暗い、暗い、暗い取引を行
う人物です。ちなみに、私は、それを調査したイスラエルのジャーナリストの調査を使用しています。これ
は、私だけではありません。すでに公開されています。 

[マイク牧師]　それが情報源ですね。 
[アミール]　ええ、私には情報源があります。さて、FusionGPSを雇ったのと同じ人物マーク・エリアスで
す。FusionGPSとは、2016年、ドナルド・トランプが候補者だったときに、汚点を見つける事になってい
た調査会社です。ロシアの共謀の可能性について、汚点をもたらすように頼んだのが彼です。そして彼ら
が、あの、後に事実無根と証明された書類を作成したのです。皆さん、知っておいてください。彼が今戦っ
ているのは、民主党のためだけではなく、彼自身の人生のためです。なぜか？トランプによって任命され
た、ダーラム捜査委員会は、現在…この、ダーラムとは何か、教えていただけますか？ 

[マイク牧師]　ええ、弁護士バーが、コネチカット州のジョン・ダーラムに連絡して、ロシアの共謀の穴の原
因を調査したのです。 

[アミール]　それと関係資料。言い換えれば、誰もが、それが偽物であることを、知っていました。現在、
彼らは、それを調査していて、まさにこれば、民主党員と、特にマーク・エリアスがトランプを倒さなけれ
ばならない理由です。彼らは、この調査が結論に達し、皆を刑務所に送る前にこの調査を止めさせる為、下
院と上院を占拠しなければならないのです。現在、彼は、自分の人生の為に戦っているのです。それでは、
マーク・エリアスに戻りましょう。もちろん、彼はジョー・バイデンと、民主党員を救うために、採用され
ています。またしても、汚い方法で。そして、今回はもちろん、彼は自分自身を救っています。彼は
“LetAmericaVote”と呼ばれる組織で非常に有名で重要な人物です。これは、民主党の非営利団体で、2017
年2月に始まりました。トランプが就任してから、文字通り、わずか1か月後です。そして、2020年に、ト
ランプに反対票を投じる「正しい」人々を、連れてくる必要がありました。このすべての目的は、それでし
た。彼らが、全部バイデン票である郵送投票の蓄えを計画し、その全てを作った人物です。彼らは、多くの
場所に事務所を持っていて、そのすべてが、作成された、策略用の投票用紙の為です。彼らは、民主党員か
ら、数百万ドルの寄付を受け取り、アイオワ、ニューハンプシャー、ジョージア、テネシー、ネバダに事務
所があります。しかし、このすべてをまとめているのはマーク・エリアスでした。彼が小さな穴を開け、彼
らは入りました。そして、その非営利団体の名の下に、彼らは、郵送投票の規制と基準を拡大する方法につ
いて、これらのスイング・ステート(選挙の度に勝利政党が変動する州)の各民主党知事と協力し始めました。
彼らは何百回も上訴し、何百回も訴訟を起こし、法制度を使い果たしました。そして基本的に、最終的に
2020年9月、彼らはマーク・エリアスを、民主党全国大会の舞台に連れて行き、実際に彼を、訴訟ユニッ
トに追加しました。選挙規則のために、各州を担当する、特別な訴訟ユニットです。そしてもちろん、まず
第一に、郵送で、3年間！2017年2月～2020年11月まで、彼らは、この策略に取り組んできました。彼ら
は、なんとか、民主党の州のすべての知事と、すべての州務長官が含まれている事を、確認しました。そこ
で、一つお伝えしたいのは、マイク、ここで問題です。皆さん、これ、聞いてください。民主党のすべての
指導者は、これを知っていました。この為に、ナンシー・ペロシは言ったのです。「何があっても、これら
の選挙が終わる頃には、ジョー・バイデンが...」自信満々に！ほら、私は彼女を見て、思いましたよ。「彼
女は、どこからこの自信を得たのだろう？ジョー・バイデンが選出され、大統領になる！」私が気づいた、
もう一つのことは、彼らが、とても安心していたということです。皆さん、気づいていましたか？　トラン
プには、数万人も居て、彼らには、多分10人か20人しかいないのを目にしながら、彼らは、とても安心し
ていました。彼らはただ、活動を見せる必要があったのです。彼らは、過去3年間取り組んできた、秘密の
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投票用紙のおかげで、勝利がすでに自分達の懐の中にあることを、知っていました。彼らはおそらく、ある
機械を作りました。高い可能性で…私は、非常に慎重にこれを言いますが、慎重に言いますが、彼らはおそ
らく2年前の中間選挙で、それの試運転さえ行いました、それで、彼らは、下院で過半数を獲得したのかも
しれません。なぜなら、言っておきますが、民主党員は非常に貧弱で、共和党員は非常に驚くべき業績を上
げていました。私が今話している、これらの特定の投票なしに下院が民主党主導になる事は、あり得ませ
ん。皆さん、私に言えるのは、共和党は、有権者IDを求めており、彼らの場所では厳格な規則がありました。
そして、民主党の場所では、誰でも投票したい人は、どんなやり方で投票しようと、郵送投票でも… 

[マイク牧師]　奇跡さえ起こります。 
[アミール]　奇跡ですら。見てください。死者復活の奇跡、突如増殖の奇跡。彼らが数えている間に、突
然、無数の投票用紙が追加され、皆さん、明確にしなければなりません。それはよく計画されていて、おそ
らく2018年に実験され、今回、本格的になっています。さて、彼らは、この赤い波に気づいたとき、とて
もパニックになりました。ほら、私がテルアビブ空港にいたとき、私は、意味もなく、赤い波について報告
したのではありません。私は、結果を知っていました。本当の結果です。フロリダから発表され、テキサス
から発表され、彼がどのようにリードしていたかが、分かりました。ちなみに、彼は、かつてないほど、
2016年以上に、リードしていたのです。ずっと赤い波でした。民主党員は、非常にパニックに陥って、考
えられる、あらゆる間違いを犯しました。見てください。13万票すべてが、バイデンになることは、数学的
に不可能です。そしてそれと並行して、燃やしたり、捨てたり、あれこれやって、小さなペテンがたくさん
行われていました。見てください。様々な事、しかし、大きかったのは、実際に、ペンシルベニア州などで
午前4時に、急いで持ち込まれた、大量の投票用紙の蓄えです。さて、とてもとても明確にしましょう。世
論調査員は、皆、間違っていて、有権者が投票に行くのを抑制しようとしましたが、選挙の投票率は、前代
未聞でした。列を見ましたね？ 

[マイク牧師]　これは、コロナウイルスのパンデミック、いわゆる“パンデミック”悪用の古典的な例です。選
挙の当日に、人が投票に行かないように、恐怖と不安を生み出しました。彼らは、バイデンの地滑り的勝利
になるだろうと思った。でも、そうではなく、全てのスイング・ステートが危機に晒されていたので、彼ら
は安全装置の計画を立てた。それだけです。 

[アミール]　聞いてください、彼らは、私達に青い波を約束していたのです。それが共和党が上院を維持し
ただけでなく、下院でも強くなった。そしてそれは、民主党が共和党を粉砕するために注がれた何億ドルに
反します。ですから、分かるでしょう？彼らは、すべてを修正するために、それらの票が必要だったので
す。 

[マイク牧師]　アミール、私でも出来ましたよ。私が、投票用紙の蓄えを作っていたとしましょう。もし私
があれをするなら、見た目を良くするために、バイデンに10票、トランプに1票、バイデンに10票とする
事も出来たでしょう。 

[アミール]　その通り！でも100％をバイデンにした事で、2つのことがわかります。彼らはプレッシャーに
さらされ、パニックに陥っていた。そして彼らは、知っていたのです。必死でした。だから、5％でさえ、
トランプに入れると、それで、トランプが勝つかもしれない。 

[マイク牧師]　では、アミール、教えてください。これは間違っています。多くの視聴者が聞いています。全
く良心の咎めを感じず、こんな事を行うことが出来るほど人は、魂を売ってしまう事が出来るのか？まる
で、もし捕まったら、それは間違いだと言っているようです。 

[アミール]　そう。 
[マイク牧師]　それは間違いではない。でも、もし捕まれば… 
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[アミール]　マイク、その純真さが、残念ながら、多くの人々を苦しめているんです。皆さん、理解しなけれ
ばなりません。メディアがあなたの味方なら…メディアは、FoxNewsでさえ民主党寄りです。中間はいませ
ん。3つのチャンネルを除けば、FoxNewsは最悪で、アリゾナで、バイデンを求めました。全てが明らかに
なる、はるか以前に。FoxNewsも、CNN、ABC、CBSに加わって、全員で。しかし言っておきますが、メ
ディアと、ビッグテックそれにウォール街の大金が後押ししている時、こちらに手立ては、ほとんどありま
せん。彼らは、トランプ大統領のツイートを検閲しているのです。彼らは…聞いてください、皆さん、一つ
言いたいです。この動画は、YouTubeによって数回拒否されます。それと、確実に、Facebookのプロモー
ション広告全部。言っておきますが… 

[マイク牧師]　この配信の始めに、起こった事を見てください。 
[アミール]　ビッグテックが味方なら、私達は常に、ソーシャルメディアは、主流メディアの偏見に対抗す
る、最大の救済策だと考えていました。今、私達に分かったのは、彼らは、もっとひどいということです。
誰もがFacebookに群がり、誰もがTwitterに群がり、誰もがそれらすべてに群がりましたから、今や、彼ら
は抑圧し、今や彼らは検閲します。信じられません。でも皆さん、理解してください。彼らは、誰も一言も
言わないだろうと、確信しています。なぜなら、メディアが彼らの味方で、ビッグテックが彼らの味方で、
大金が彼らの味方ですから。だから、彼らは、あれほど傲慢なのです。揺らぐこともなく、その陰謀を操る
ほどに。信じられません。皆さん、繰り返しますが、存在しない人々、死んだ人々、住所変更した人々、名
前のない人々の票の、何百万もの備蓄と、機械全体が作られたのです。そして今も、彼らは、日付が巻き戻
された票を集め続けています。 

[マイク牧師]　まあ、あまりにもめちゃくちゃで、滑稽な側面がありますね。そして、友よ、もしあなた
が、「ああ、これは不可能だ！」と思っているなら、それは間違いです。制度にはヒビ割れがあり、すべて
のヒビ割れに悪用があります。というか、私が信仰を持つ前は、そっち側でした。私は、キリストに救われ
る前は、そういう事をする人間でした。 

[アミール]　ええ。では、ここから、真っ当なところに行きましょう。現在のトランプの、唯一の解決策は… 
ちなみに、一部の人達は尋ねます。「“透かし”はどうなの？」 

[マイク牧師]　“透かし理論” 
[アミール]　皆が、スティーブ何とかという人の透かしビデオを、私に転送しています。 
[マイク牧師]　ええ、私達は彼の姓を正しく発音できませんが、あるビデオが出回っています。 
[アミール]　アレックス・ジョーンズのインフォウォーズから。皆さん、一つお伝えします。私は、あれは
事実だとは思いません。私は、投票用紙が携帯電話のように、正確な位置を告げるとは思いません。さもな
ければ、なぜ今、法廷に行かなければならないのですか。彼らは、州兵が、すでに11の異なる州にいると 
話していますが、そのようなことを報告した州はありません。彼らは、逮捕者が出ていると報告しています
が、逮捕者が出ているという報告は、どこからもありません。良いですか？私はそれを信じたいですよ。そ
う信じたいです。 

[マイク牧師]　正義のためのおとり捜査を好まない人がいますか？おとり捜査と言えば、聞こえは良いです
が、私は、こういった事に、陥らないようにと、慎重に言わせてもらいます。この男が、“インフォウォーズ”
に行ったのも、納得ですよ。他の信頼できる情報源ではなく。私はこう言います。トランプ大統領が残した
のは、合衆国最高裁判所です。 

[マイク牧師]　法廷に持ち込まれるでしょう。 
[アミール]　そこで、エイミー・コニー・バレットの奇跡です。なぜか？ロバーツ判事、彼は保守派として
スタートし、リベラル派に転向しました。おそらく、彼らが、彼について何か知っているのでしょう。多
分、彼は、支配層の目に好都合に映ったのでしょう。彼に何が起こったのかは、わかりません。しかし、私
は、この強い女性を知っています。そして、その強い女性は、今、最高裁判所にいます。なぜ、民主党が言っ
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たと思いますか？「彼女がそこにいるのなら、彼女には、選挙に関係することには何も触れさせない！」な
ぜか？彼らは、知っていたのです。詐欺装置が始動すれば、トランプ大統領は最高裁判所に行きます。そし
て、彼女がそこにいれば、彼女のおかげで、今や、保守党が過半数ですから、彼らは負けるでしょう。それ
で彼らはすでに、2つの筋書きを作ったのです。エイミー・コニー・バレットは、正当に選挙に対処出来な
い。しかし、ここ数ヶ月、私は、ある事を聞いていて、なぜ彼らがそれを言ったのか、理解できませんでし
た。彼らは、述べました。「トランプ大統領は、負けても席を譲らないだろう」彼らは、そう言い続けてい
て、そして、彼らがしていることを、見てください。彼らは、イメージを築き上げているのです。彼は、選
挙に負けて法廷に行き、おそらく法廷は、彼の味方で支配するだろう、だから、彼が、バイデンから選挙結
果を奪っているのだ。 

[マイク牧師]　それは詐欺であるだけでなく、罠を仕掛けているんですね。 
[アミール]　その通り！ 
[マイク牧師]　どこまで邪悪なんだろう？ 
[アミール]　本当に！聞いてください、彼らは、非常に邪悪な人間です。彼らは強力で、邪悪で、私を追い
かけ、あなたを追いかけ、彼らを暴露しようとする、すべての人を追いかけます。そして、私はあなたにこ
れを言いたい。良いですか？私達は、私達にできることをしなければなりません。結局のところ、神が… 
トランプが留まるのを許されようと、そうでなかろうとそれは、私達の手にはありません。しかし、聖書
は、私達は悪の働きを暴露し、これに参加すべきではないと言っています。それが聖書の言葉です。皆さ
ん、知っていてください。高い確率で…誰かが、私に書いてくれましたが、それが、どれだけ正確かはわか
りませんが、お伝えします。私の所に送られて来たのは…彼は、こう言いました。「アミール、あなたが知っ
ているかどうか、分かりませんが、皆に、州議会に選挙人の選出を開始するよう促す必要があります。これ
が行える期限は、12月10日まで。憲法第2条は、州議会が理由を問わず、いつでも選挙人を任命すること
を、認めています。そして、8つのスウィングステートのうち、7つの州で、まだ、トランプ大統領に勝ち目
があって、共和党が支配出来る可能性があるのです。彼らは、争われた選挙で誰が選挙人投票を行うかを決
定する、選挙人を任命する事が出来るのです。」だから、これが本当なら、それをしてください。皆さん、
理解する必要があります。見てください。保守派が何かで戦う時は、ひざまずいて祈り、そして、法律が認
めている、合法的な方法でするべき事を行うのです。突然、全国で暴動が発生しなくなりました。何が起
こったかと言えば、彼らが、望むものを手に入れたからです。彼らは、離れ業を使って、西側世界の現代史
上最大の選挙詐欺を実行しました。そして、もう、言わざるを得ません。メディアがそれを許し、ビッグ
テックがそれを許し、最高裁判所が、それを許すのであれば、皆さん、一つ言わせてください。 

「からだをまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。」（ルカ21:28） 

マイク牧師、多くの人が訊いています。「なぜ、こんな悪に耐えなければならないのか？」 

[マイク牧師]　まあ、私達は、それを“容認する”とは思いませんが、 
[アミール]　しかし、私達はそれを経験しています。 
[マイク牧師]　私達は、それを経験しています。 
[アミール]　それについて、何か教えてくれませんか？ 

[マイク牧師]　今朝のビデオで、3つの要点をお伝えすると、約束しましたね。このような危機の中で、耐え
忍ぶ為の3つの要点です。でも、信者は、人類の歴史の中で、これよりも、はるかに悪い経験をしています
ね。まず最初に、私は、私達のコミュニティとそこにいるすべての人、未信者の人にも、非常に明確にお伝
えします。私がこれから言う事を、考えてください。これは、本当に私達二人が作ったものです。聖書は、
常に明確にしてきました。私達は、何事も、思い煩ってはいけません。むしろ、私達は、神に目を向けるべ
きです。なぜなら、見てください、信者は殺され、迫害され、火あぶりにされ、斬首されて来ました。そし
て、私達は、別の高レベルの不正を目撃していて、それが、私達の心に燃えています。そして、私達は不安
になります。なぜなら、これが起こったのなら、他に何が起こるのか？皆さん、思い出してください。「何
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も思い煩わないで、あらゆる場合に…」これは、今のこの状況を含見ます。「…あらゆる場合に感謝をもっ
てささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を、神に知っていただきなさい。そうすれば、人のす
べての考えにまさる神の平安が、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。」
（ピリピ4:6-7）状況への不満や、不安から、私の心を守ってくださる。なぜ私は、これを言うのか？悪魔
は、この不正を使って、私達をイライラさせたり、動揺させたり、不安に陥れるだけでなく、将来、あなた
の信仰と自信を揺さぶりたいのです。神は、この状況をはるかに超えています。そして、詩篇作者が詩篇1
篇で述べているように、 

「まことに、主は、正しい者の道を知っておられる。しかし、悪者の道は滅びうせる。」(詩篇1:6) 

2番目の要点は、これです。皆さん、私達は驚いていません。驚かないでください。私達は、このようなこ
とが起こると知っていました。聖書は、終わりの日に、悪が起こるのは避けられない事を予告しています。
さて、知っているのと、それを経験するのとでは、話は別です。車という物には、リスクが沢山あることを
知っていますが、私が車に乗り込んで、それを体験するまでは、それは前向きな経験です。私が愚かな決断
をして、無茶をすれば、私はトラブルに巻き込まれることを知っています。しかし、私が何らかのミスをし
て逮捕され、刑務所で“臭い飯”を食べて初めて、話は変わります。今度は経験です。そして、私達は知って
います、第二テモテ第3章から、直接引用しています。彼は言います。「…よく承知しておきなさい。」 
これは、1世紀です。 

「終わりの日には困難な時代がやって来ることをよく承知しておきなさい。そのときに人々は、自分を愛す
る者、金を愛する者、大言壮語する者、不遜な者、神をけがす者、両親に従わない者、感謝することを知ら
ない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好ま
ない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは
敬虔であっても…」 

さあ、慈悲と恵みの名の下に延長しましょう。 

[アミール]　選挙を延長して、期限までに送られなかった票が、まだ数えられるようにしましょう。コロナ
ウイルスが、大きな脅威です。数十万人を送ってデモをさせる事は構わない、でも、列に並んで、直接投票
するのは難しい。ですから、誰もが投票できるように、延長します。慈悲の名の下に、彼らは容赦なく米国
の民主主義をズタズタにしています。おもしろくないですか。共和党は、共和を大切にして、彼らは共和を
守っています。民主党は民主主義について、何とも思っていません。 

[マイク牧師]　あなたが言ったように、見えるところは敬虔、外観はよく見えるのです。でも、「その実を
否定する」ですから、誰かのライフスタイルを支持したり、彼らの悪行の探求を支持したりしたいのなら、 
私は慈悲深く見えます。私は柔軟で、寛容に見えますが、でも、その実を否定しています。「この状況を改
善する事は出来ない。だから、それを受け入れ、それを励まそう。」と言っているのですから。友よ、最後
の要点です。第一のポイントは「心配しないで」第二のポイントは、「これが起こることは、分かっていた」
最後、第三のポイントは、どれほど破壊的な不正であったとしても、イエスが…私は、これを言わなければ
なりません、イエスが、私の焦点、アミールの焦点、そしてあなたの焦点でなければなりません。破壊や、
あらゆる策略に、フォーカスすることもできます。それで、私達は発狂したり、喜びを失う事も出来ます。 

[アミール]　喜びは、失わない方がいいですよ。「いつも主にあって喜びなさい。」“いつも！”　です。 

[マイク牧師]　「もう一度言います。喜びなさい。」（ピリピ4:4） 
もし、1回では足りないなら…私達が人間で、それと励ましが必要であることを主はご存知ですから。 

[アミール]　「もう一度言います。喜びなさい。」（ピリピ4:4） 
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ほら、私達は、これらすべての重大さを理解しています。しかし、それで、主の喜び、あなたの救いの喜び、
すべての理解を超える平和を、盗まれないようにしましょう。聞いてください、神は、私達にトランプの時
代をさらに4年下さるかも知れません。そうなれば、それは素晴らしい事です。しかし、神が、そうしない
と決めたのなら、私達は… 

[マイク牧師]　何も変わらないはずです。 
[アミール]　その通り！イエスは、まだ御座についていますから！実際、言わせてもらえば、バイデンが大
統領になって、すべての地獄が解き放たれるなら、おそらく携挙は、さらに近いでしょう。私は、ただ言っ
ているだけですよ。私は、それは望みません。いや、私は、今、携挙が起きて欲しいですよ？誤解しないで
ください。でも私は、これで悪が出てくるのを見たくない。ほら、中東を見て下さい。マイク、中東は、す
でにバイデン政権の準備をしています。私達が、こうして話している間にも、ネズミは穴から出てきていま
す。イランの外務大臣は、計画を開始する為に、ベネズエラに飛び、中国の通貨はシューっと急上昇、イラ
ンの通貨も、シューっと急上昇、この世界の邪悪な国と…国ではなく指導者と、邪悪な人々は、すでに祝っ
ています。だから、トランプがあと4年獲得すれば、イェイ！しかし、そうでなければ、世界は急速に変化
するのです。だから、皆さんに言っておきますが、もし、あなたがイエスにフォーカスしていなければ、あ
なたは、大変な事になりますよ。 

[マイク牧師]　だから心配しないで、これがすでに予測されていることを知って、そして、イエスに焦点を合
わせてください。実際、第一テサロニケ人への手紙4章で言っていませんか？私達は、イエスに目を向ける
べきで、主は、戻って来て、私達を連れて行かれます。だから、これらの言葉で、互いに励まし合いなさい。
アミール、あなたを励まそう。この地上で、どんなに悪いことがあっても、イエスは、私達を連れに帰って
来られます。 

[アミール]　一つ言わせて下さい。パウロが、テサロニケ人にこれらのことを書いたとき、ローマ帝国が、
支配していたのです。彼らは、もっとずっとひどい状況でした。それでも彼は知っていました。励ましは、
この皇帝、あの皇帝ではなく大事なのは、教会の携挙が近いこと、私達は、神の御怒りに遭うようには定め
られていないという事実と私達が、すぐにここから出て行くという事実です。ですから…　さっき、明日の
カンファレンスの直前にブラジルの牧師たちと会いましたが、彼らは言いました。「私達に、何ができます
か？」私達が、ここで何をしている所を見たいですか？私達に、何ができますか？だから私は言いました。
「あなたの民に、祝福された希望を教えなさい。」もし、あなたが聖書の預言を無視し、今日、世界中で起
こっていることの「点」を、聖書と結びつけることを無視するなら、人々には希望がありません。そして、
それは悪くなる一方です。ですから、聖書を見て、聖書を研究し、世界の出来事を見て、点をつなぎ、目を
上げて頭を上げてください。私達の贖いが、確かに近づいていますから。マイク、もう終わる時間ですね。
私はヘブライ語でアロンの祝福を祈るので、あなたは英語で祈って下さい。 

[マイク牧師]　わかりました。 

[アミール］  
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　ヘブライ語） 

[マイク牧師］  
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） 

[アミール]　では皆さん、喜びをもって出て行き、安らかに導かれて行かれますように。 
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山と丘は、あなたがたの前で喜びの歌声をあげ、野の木々もみな、手を打ち鳴らす。(イザヤ55:12) 

皆さん、頭を上げて、祈り続け、神がするべき事をされますから、委ねて下さい。あなたは、あなたの役目
を果たして、あなたの地域の議員に、正しい事をするようにしつこく迫るのです。もちろん、神は、正しい
ことをなさるでしょう。 

God bless you!ありがとうございます。Facebookがこれを消す前に、できる限り多くの人とこのメッセー
ジを共有してください。 

皆さん、God bless you! 

さようなら。 
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