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2020年11月10日 中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

- 米国大統領選後の中東の状況 - 
YouTube：2020年11月10日中東時事アップデート 

［アミール］シャローム、皆さん、アミール・ツァルファティです。ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ
から、ライブです。今回は超、超重要で、非常に有益な選挙後と中東の、両方のアップデートです。皆
さん、どうか今すぐシェアボタンを押して下さい。というのは、今日、ここで皆さんにお伝えする内容
は、Facebook上からすぐに消されるでしょうから。ですから、共有ボタンを押して、それからお楽し
み下さい。では、南カリフォルニアから、私の良き友バリー・スタグナー牧師をお招きします。バリー、
どうぞ。 

　皆さん、いくつかの事に関して、非常に重要な最新情報を、お届けします。今の状況はどうなってい
るのか、これからの、トランプの選択肢は何なのか。そして、アメリカの政治的混乱が中東に与える直
接の影響は？すでに影響が出ています。 実際、世界中で連鎖反応が起こっています。そのお話は、後
ほどということで、バリー牧師、お祈りから始めていただけますか？ 

［バリー牧師］分かりました。お父様、私達の国に感謝します。そして、あなたが私達に深く関わって
くださることに、感謝します。主をおのれの神とする、その国は、祝福され選ばれた民は相続を受け
る、という詩篇の約束を感謝します。私達の住む為に、あなたが祝福してくださった国に感謝します。 
あなたを愛し、あなたに敬意を示します。そして、神よ。どうか今、私達の時間を祝福してください。
私達の国ためにも、そしてブラジルのリオのためにも、また、あなたを必要としている、世界中の国々
のために祈ります。主よ、この時が、あなたの御霊によって油注がれますよう、イエスの御名によって
お祈りします。アーメン。 

［アミール］アーメン、アーメン。改めて、シャローム、皆さん、アミール・ツァルファティです。そしてこ
ちらは、カリフォルニアから、バリー・スタグナー牧師です。私は、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロにい
ます。今回は、選挙後のアップデートです。それでは、バリー牧師、数日前の続きから始めたいと思いま
す。さかのぼる事…ペンシルバニアに戻りましょう。ここは重要な州で、ペンシルバニアには、20人の選挙
人がいます。2019年10月31日、共和党主導のペンシルベニア州下院が「第77条」を、法制化しました。
第77条は、実際に、選挙の準備の中で、 彼らの州で場所、方法、日付などを設定する必要があった時に、
ペンシルベニア州の立法者は、郵送投票は全て、選挙当日の午後8時までに到着しなければならないと、決
めました。つまり、直接投票に行く人が、投票が終わった後に投票できないのと同じように、後で届くの
は、フェアではないということです。そのため、議会は、2019年10月31日にペンシルベニア州議会によっ
て立法化された第77条を、規則に定めました。それが、周知の通り、超リベラルな4人の裁判官が率いる、 
ペンシルバニア州の最高裁が、ペンシルベニア州最高裁判所が、基本的に、立法府（議会）を通さずに、独
自の規則を決定したのです。「パンデミックが発生している、これは自然災害だ。したがって、我々は…」
これをご覧ください。「…午後8時以降も、投票を許可する。しかし…」これをお聞きください。「ただし、
それらは脇に置かれ、後まで触れない。 しかし…」これをご覧ください。「11月3日の日付であれば、20
時以降でもOK。」つまり、それ以降の到着はダメだという事です。
皆さん、何が起こったのか、説明させてください。もちろん、それ
に議員は怒り、ペンシルバニア共和党は最高裁に上告しました。そ
して、私達が聞いたのは、ロバーツ判事が、他の3人に加わって、4
対4と同点になった為、ペンシルバニア州最高裁の判決がそのまま有
効となりました。一つ、説明させていただきます。皆さん、理解す
る必要があります。この事は、選挙後、ほんの数日前に、合衆国最
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高裁に提出され、サミュエル・アリート判事は、次のように判決を下しました。よく聞いて下さい。彼は、
非常に保守的な裁判官の一人で、今、アメリカには保守派が多数派を占める新しい最高裁があります。これ
は、先月には言えなかったことです。だからロバーツは、先月、いい加減な事が出来たのです。でも、今は
違います。そして、サミュエル・アリートは、次のように言いました。画面でご覧いただきます。彼は言い
ました。これをご覧ください…はい、どうぞ。彼は基本的にこう言いました。「11月3日の午後8時以降に
届いた、すべての投票用紙は隔離され、鍵がかけられ、集計に加えられない。恐らく、全く数えられないだ
ろう。」そして、彼は、次のように付け加えています。後半です。「この件は、11月7日の午後2時まで遵
守されなければならない。」皆さん、理解されていますか？これはもちろん、残念ながら、実施されなかっ
た事の一つです。さて、これらの投票が有効かどうか、合法かどうか、それは、残りの最高裁が決めること
ですが、5対4ですから、どちらにしても、行く先はわかる気がし
ます。しかし、言っておきたいのは、裁判官達は、誰が正しく、誰
が間違っているのかさえ考えていませんでした。米国憲法は、非常
に明確に、すべての州の立法府（議会）が、選挙に関連するすべて
の規則と、すべての法律を制定します。裁判所ではありません。バ
リー牧師、それについて、いかがですか？それについて、何か知っ
ていますか？ 

［バリー牧師］ええ、これが、少なくとも投票日の延長を知事が始めたというのは、面白いですね。少なく
とも、彼はその努力をしましたが、立法府は、実際に、彼を阻止しました。そして、あなたが言ったように、 
ペンシルベニア州の最高裁判所は、実際、この民主党の方策を進める上で、知事の側に立ったのです。さ
て、あなたがおっしゃったように、アミール、憲法は、大統領選挙を行う際の規則、ならびに下院と上院の
メンバーに関しても、非常に明確に定義しています。そして、日付や、日取りを決定する方法など、すべて
が、はっきりと定められています。それが、起こった事を見ると、アリート裁判官の指示が、基本的に無視
されたのです。自分達の方策を進めるために、合衆国最高裁判所を無視し始めるとは、危険なことです。で
すから、私達が考慮すべき事、特に、彼らが許したのは、基本的には11月3日までに消印が押されている限
り、選挙投票が終了した後に到着することを、良しとしました。繰り返しますが、他のすべての州、他のす
べての選挙で次のように伝えられています。「郵便投票は、選挙当日またはその前に到着するよう、早めに
郵送してください。選挙日の終了と共に、選挙は終了します。」それが今、郵便局員達が、指示を受けたと
言っているのです。「投票用紙の消印の日付を変更するよう命令を受けた。」と、内部告発者が言っていま
す。 

[アミール] 　2人です！私の知る限り、現在、内部告発者は1人ではなく、2人です。 

[バリー牧師]　ええ、1人は確実です。現在、彼は、内部告発行為のために、無給の停職処分になっています。 
ですから、繰り返しますが、かなりの操作が行われています。この種のことが起こっている、論争中の州で
は特に。そして、私達は明らかに、いくつかの問題を抱えていて、私達は、アメリカ人として危惧しなけれ
ばなりません。私が思うに、メディアはずっと…少なくとも主流メディアではなく、Parlor（パーラー）や
その他、オンラインメディアの人々は、語っています。バイデンは、本当に公正と正義を支持する気がある
のか？彼は、ローガン法に違反して、まるで自分が大統領か、次期大統領であるように振る舞い、そして自
分は正義の味方のように見せているが、彼は、そうではない。彼は、実際に自分が選挙に勝ったかのように 
見せかけているが、現時点で、投票が確定した州は、1つもありません。 

[アミール] 皆さん、ジョー・バイデンは、アメリカ合衆国の次期大統領ではありません。明確にしておきま
す。そういう印象を与えているだけです。ちなみに、とても面白いものをお見せしましょう。これを見てく
ださい。これは、私が間違っていなければ、Facebookのものです。その下にある内容を見てください。
「郵送投票も、直接の投票も、どちらも長い歴史があり…」これは、Facebookの記事です！「どちらも、
米国で信頼されてきた長い歴史があり、投票方法を問わず、不正投票は非常にまれです。」これが、彼らの
やり方です。文字通り、人々を洗脳して、何もなかったと信じ込ませます。皆さん、ジョー・バイデンは、
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次期大統領ではありません。彼は、次期大統領の”偽事務所”を作りま
したが、そのようなものは、今まで存在しませんでした。ほら、ま
だ選挙人でさえ、誰一人として投票していないのです。だから、合法
的に、彼はまだ何者でもありません。それを宣言したのは、メディ
アだけです。ところで、これから数時間、私が思うに、これから数
日後には、メディアでさえ、ひっくり返るでしょう。様々な州で、
今、次々とものごとが明らかになっています。さて、バリー牧師、

続けてもう一つのことを、お話ししましょう。アリート裁判官は、基本的に、こう言いました。「皆さん、
忘れなさい。選挙のあり方について、憲法は明確であり、ペンシルベニア州議会も、非常に明確にしていま
す。誰もそれを変えることはできません。ペンシルベニア州の最高裁判所でさえ。」さて、バリー牧師、こ
こから司法活動主義と、オリジナリストの話になります。実際に米国憲法を、変更または再解釈できると信
じている人々と、そのままでなければならない、と言っている人々。そして、皆さん、新しい裁判官である
エイミー・コニー・バレット判事のスピーチの言葉に、注意深く耳を傾けていただきたいと思います。皆さ
ん、これを聞いてください。 

[エイミー・コニー・バレット判事]　裁判官は、書かれたとおりに法律を適用しなければなりません。裁判
官は、政策立案者ではなく、各自の政治的見解は脇に置いて、厳格な姿勢で取り組まなければなりません。 

[アミール] ほら。 裁判官は、政策立案者ではない。彼らは、彼らの政治的見解を、脇に置かなければなり
ません。彼らは憲法を見て、それに従って決定しなければなりません。私達は、分かっています。まさにこ
の為に、この件が合衆国最高裁判所に到着した瞬間に、この判事と、トランプが指名した他の2人、アリー
ト判事も、すでに彼の考えを言っていますし、トーマス・クラレンス判事も同様で、彼らが何に投票するか
は、私達全員が知っています。私達がそれを理解するのは、非常に非常に重要なことです。さて、米国最高
裁判所が、そのように決定しないならば、彼は、立法者の役割を空にし、裁判所に責任を負わせるでしょう。
そして、これはまさに、民主党が望んでいることです。民主党は、法廷を“パッキング”* して（*彼ら寄りの
裁判官を増やす）、立法府が、もはや発言権を持たないようにしたいのです。さて、バリー牧師、ルディ・
ジュリアーニと彼のチームは4つの主要な問題を特定しました。国民は、それらの4つの主要な問題を、理解
しなければなりません。最初のものから始めます。トランプ票は、ウィスコンシン州とミシガン州で姿を消
しました。一方では5万票以上、もう一方ではほぼ20万票です。どこで、誰がそれらを奪ったのか。 誰も答
えることができません。第二に…ええ、どうぞ。 

[バリー牧師]　アミール、私は考えていたのですが、先ほど言っていたように、米国の勢力均衡が、どのよ
うに設定されているかを理解することは重要だと思います。これが、建国者達によって、どのように構築さ
れたかを考えると、法律を施行する行政機関があり、法律を作成する立法府があって、法律を解釈する司法
府があります。そして、ずっと長い間、最高裁判所が結論に到達する時、それは、最高裁判所の“意見”とし
て、新聞またはメディアを通して掲載されて来ました。ところが、私達は、忘れているようですが、まさに
最高裁判所は、法律の解釈についての、彼らの意見を提供し、議会が、最高裁判所の決定を無効にする権利
を持っているのです。なのに、最高裁判所が言った事は、何であれ実現するという、そのような力が存在し
ます。最高裁判所が独自の建物を持つ前、下院と上院の領域にあった、当初の建物を振り返れば、彼らが集
会していた場所は、議事堂のすぐ外にあって、「我々が、あなた方を見張っている」という象徴的な意味が
あります。あなた方は、我々の保護下にある。法律を書くのは我々であって、あなた方ではない。それが、
どういうわけか、この終わりの時代、横にそれて最高裁判所が、まさに法律を書いている。 

[アミール] その通りです。道を逸れています。私達がそう教え込まれた為です。人々は…　あの、今これを
見ている、何千人もの人々に言っておきます。もし、あなたが主流メディアを見ているなら、あなたは、あ
なた自身に大きな損害を与えています。なぜかといえば、あなたは、何らかの形で、心の片隅で、ジョー・
バイデンが勝ったと思っていますから。あなたの心の片隅で、あなたは、すべてが順調だと思っています。
あなたは心の片隅で、これが起こるべきプロセスだと思っています。一方、中国は、それが真実ではないこ
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とを知っています。ロシアは、それが真実ではないことを知っています。メキシコは、それが真実ではない
ことを知っています、私がいるブラジルでさえ、それが真実であることを知っています。そして、これらの
大統領の誰も、バイデンを祝福しませんでした。プロセスが始まったばかりであることを、彼らは知ってい
ますから。これらは、争われている選挙で、ここに問題があることは、誰もが知っています。私は以前、米
国の選挙を賞賛していました。なぜなら、自分が投票しなかった側が勝ったとしても、それが公正で正直で
あることを知っていますから、ただ、あなたは何かを失い、何かを得た、以上です。私は、クリントンに、
2度当選して欲しくありませんでした。私は、オバマが、2度選出されるのは嫌でした。しかし、私は、プロ
セスを受け入れました。それが、アメリカのシステムの美ですから。これらの選挙は、アメリカのシステム
ではありません。これらの選挙は、盗まれたのです。アメリカの選挙の歴史の中で、今回のようなものは、 
誰も見た事がありません。だからこそ、ここで何が起こっているのか、真実を明らかにすることが、非常に
重要なのです。将来も、アメリカ人が、投票できるようにするためです。さて、ルディ・ジュリアーニのチー
ムが発見したのは、A）トランプ票が失くなっている。B）共和党の監視員達が、多くの開票所で閉め出さ
れており、当然、これらの票の集計の信頼性に、疑問を投げかけています。彼らが、監視員を追い出した唯
一の理由は、私達の全員が知っています。彼らが投票用紙に記入し、投票用紙を捨てる動画を見ていますか
ら。そして、トランプの選択肢すらなかった投票用紙が、共和党が知るだけで、45万票、報告されています。 
さて、これを見てください。C）”スコアカード”と、”ハンマー”の誤動作。これらは選挙用のソフトウェアで、
そのいくつかが逆転させました。もちろん、私達は皆それについて聞いています。これらの機械は、自動的
に投票の約3％をバイデンに転換しました。さて、バリー牧師、あなたはそれを暴露した中将について、少
しご存知ですね？彼は非常に尊敬されている、アメリカ空軍のナンバー３です。それについて、少し教えて
ください。 

[バリー牧師]　ええ、興味深いことに、これはテロリストの活動を監視するために、9/11以降に開発された
ものが、ハイジャックされたと、トーマス・マキナニー中将は言いました。そして、あなたが言ったように、
彼は、空軍の35年のベテラン、数々の勲章を受け、ベトナムへは４度派遣され、軍のコミュニティ内で非常
に尊敬されている人物で、この開発、少なくとも監督の立場で関与していました。そして彼は、言いまし
た。基本的に、このソフトウェアに組み込まれているものは、ただ、そこで 通信されている、あらゆるデー
タの中身を監視するだけでなく、現在は、このソフトウェアの機能に、発信元から宛先まで データが通信
される途中で、特定の割合の投票をあるものから、別のものに切り替えてしまう機能が含まれています。 そ
して彼の観察の1つは、正当なモニターがどちらか一方にある場合、誰かが注意を払っていれば、それを発
見する方法があるということでした。しかし、信号のインバウンドとアウトバウンド、または送信者と受信
者を特定の人に絞り、両方が同じチームに属している場合、それを捉えることは、事実上不可能です。それ
で、感謝な事に、誰かが実際にこれを発見しました。ドミニオン・ソフトウェアと、ハンマーとスコアカー
ド・ソフトウェアの両方がトランプへの投票を改ざんしていた事が、暴露されました。その反対へは、全く
変更が起きなかったので、これを、単なる“誤作動”、“グリッチ”と呼ぶのは誤りです。 

[アミール] ええ、彼らはそれをバイデンに変更しました。 明らかに、このソフトウェアは、1つの事を知っ
ています。トランプからバイデンであって、その逆ではありません。そして、2つの郡が、それを見つけた
のを知っています。さらに47の郡が、まったく同じシステムを使用していて、それが、そこでも起こったの
かどうか疑問です。ちなみに、それによって、選挙結果が大きく変わります。さて、もう一つ知ってほしい
のは、別の問題があって、どうやら、バイデン候補は、死んだ人々の間で、非常に人気があったようです。
ミシガン州だけで、千人以上の死者が、バイデンに投票しました。これも、日付の変更やその他、とんでも
ない不法行為に追加されました。それに加えて、アリゾナ州では、人々が 油性ペン を受け取りました。基
本的に、投票機では読み取れないペンを、あちら側から渡されています。つまり、彼らは、油性ペンを手渡
され何千人もの人々の投票が、もはや数えられなかったのです。これらすべての事から、手作業での数え直
しをする事になり、時間がかかりますが、大量の不正な投票は無効票となります。そうなれば、いくつかの
場所で、トランプが票を戻すのに十分です。もちろん、アリゾナ州でのバイデンのリードでさえ、現在は縮
小しています。現在のこの大騒ぎの為、事前にブロックされていた共和党員が、この状況を、観察すること
を許可されましたから。バリー牧師、これを見てください。ピュー研究所によると…これは、既知の事実で
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す。通常、一方の党を大統領に投票し、もう一方の党を上院に投票する人は、最大で4％です。言い換えれ
ば、国民の96％は通常、大統領と上院の両方で、同じ党に投票します。それ（ねじれ投票）は、最大で4％… 
これをチェックしてください。ミシガンでは、4％のルールが実際、トランプにのみ当てはまることを、発
見しました。しかし、バイデンに関して言えば、それはトランプの10倍でした。ミシガン州では、７千人
がトランプに投票し、それから民主党の上院議員に（ねじれ）投票しました。それが、バイデンと共和党上
院議員に（ねじれ）投票したのは、7万人です！これは、今まで見たことがありません。これらの奇遇は、
数学的に絶対に不可能です。ジョージア州では、トランプは、たった818票が、彼を大統領、そして民主党
を上院議員として（ねじれ）投票しています。818票です。民主党は、9万6千票が、バイデンが大統領で共
和党が上院議員。（ねじれ投票）数学的に、絶対に不可能です。それについて、いかがですか？ 

[バリー牧師]　ええ、すべてが数学的に不可能です。トランプが、大きくリードしていた、6つの州の逆転、 
基本的に、無敵であったいくつかの州、ずっと以前からそう言われて来た州がここでも詐欺行為が行われ、 
期限を過ぎて投票された票を数える事を可能にしました。ある州では、未成年者に投票用紙が送られ、それ
を数えることが許可されたと、報告されています。今日、約2万5千という数の老人ホームの人達の投票用紙
が、すべてバイデンに投票されていたという報告があり、もちろん、現在疑われています。ですから、リス
トはまだまだ続きますが、確率の法則だけを見ても、投票終了後の郵送投票の100％が1人の候補者に入れ
られているというのは、起こり得ないと思います。確率の法則が、それを許可しません。 

[アミール]　バリー牧師、ここから、最も重要な部分、トランプが持っている選択肢に行きましょう。皆さ
んに、理解して欲しいのは、バイデンは、次期大統領ではないだけでなく、憲法上… 彼がそうであると発
表する根拠は、何もありません。しかし、皆さん、理解する必要があります。私達が話した、すべての合法
的な方法、数え直し、不具合の修正、そのすべてが上手く機能しない場合でも、選挙人という可能性が、ま
だあります。それは起こらないかもしれませんが、それは可能です。これを聞いてください。アメリカ合衆
国では、皆さん、大統領は、国の多数決、または各州の多数決よって選出されるのではありません。それは、
間違った仮定です。皆さん、アメリカ合衆国では、大統領は、438人からなる選挙人団によって選出されま
す。これらは実在の人々で、12月14日に集まって投票します。そして、270票を超えた人が、大統領選挙
に選ばれます。分かりますか？　その投票は、まだ実施日を迎えていません。それは12月14日です。それ
までは、多くのことが起こる可能性があり、多くのことが起こるでしょう。それから皆さん、一つ理解する
必要があります。20世紀の初めから、伝統として…法律ではなく、伝統です。選挙人が、彼らの州の過半数
の選挙の結果（民意）を反映します。ただし、選挙人を定めるのは…たとえば、トランプがアラバマで勝っ
た場合、すべての選挙人が、トランプに投票します。今回だけ、結果は、実際、劇的に国家を驚かせるかも
しれません、なぜか？選挙人が、州に反対票を投じる可能性があります。なぜ私は、それを言っているの
か？仮に、選挙人を選んでいる、ペンシルベニア州議会議員が、選挙は、ペンシルベニア州最高裁判所によっ
て盗まれたと、信じている場合、彼らは、バイデンに投票する選挙人を選ぶでしょうか？考えてみてくださ
い。選挙人団は…まず第一に、選挙人団は各州、下院・上院の議会によって選ばれます。アリゾナ、ミシガ
ン、ノースカロライナ、ウィスコンシン、ペンシルベニアには、共和党の下院と上院があります。分かりま
すか？したがって、明らかに、選ばれた選挙人はワシントンDCに送られ、投票を行いますが、これらの選
挙人は、共和党 志向です。さて、皆さん、理解する必要があります。もし、そうでなければ、一方の政党の
選挙人を送り…見てください。たとえば、ペンシルベニア州で、上院が民主党によって率いられ、下院が共
和党によって率いられたとしたら、両方の意見を反映する選挙人を派遣することは非常に困難です。しか
し、どちらも共和党員なので、とても簡単です。さて、それが問題とならない州が、5つあります。先ほど
言ったように、これらは重要な州です。さて、皆さん、理解してください。 ペンシルベニア州議会は、その
州の最高裁判所に激怒し、第77条を 素通りして、それを無視した事に激怒しています。私達は、理解しな
ければなりません。もし、ペンシルベニア州議会議事堂のこの過半数が…失礼。ペンシルベニア州下院の過
半数の指導者が、選挙のすべての資料、すべての事務処理を、彼の手に渡すように命じました。なぜだと思
いますか？選挙人に、バイデンではなく、トランプに投票するという不可能な方法の根拠を準備するためで
す。なぜか？選挙人は、国民の意志を反映します。それが詐欺であるならば、明らかに人々の意志はバイデ
ンではなく、トランプです。そしてそれが、第一のオプションです。選挙人の投票。彼らは、不誠実な選挙 
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人で有名です。不誠実な選挙人。バリー牧師、それについて、何がご存知ですか？ 

[バリー牧師]　それは興味深い提案です。最高裁判所が7月に、選挙人は州の一般投票に従って投票する必
要がある、と裁定しましたから。したがって、これは大きな動きであり、詐欺があった州の不誠実な選挙人
の側の、大胆な動きです。それから、これが、私達の望む方向に進むには、いくつかの方法があります、そ
して、これがどのように実行されるかは、ちょっと興味があります。なぜなら、あなたが言ったように、州
議会は、個々の州ごとに、選挙人を選ばなければなりません。またそれは、個々の州の国務長官によって証
明され、12月6日までに、連邦政府に報告されなければなりません。そして、50州すべての選挙人達が、彼
らの州を代表する候補者に投票するために投票の取り決めを手配する期間として、1週間与えられます。し
たがって、これらすべての訴訟大混乱や、表の数え直し、変更されたり、監視されたり、日付がずれ、日付
が変更された投票などこういったあらゆる事から、それまでに票の集計が終わっていないとか、すべての訴
訟やその他の理由により、50州全部が、それぞれの選挙人を確定出来ない可能性は非常に高いです。さて、
そうなると、憲法第2条第3項に端を発する「予備選挙」と呼ばれるものがあり、憲法第12条の修正版で、
それによれば、その時点で、下院議会は合衆国大統領を選出し、上院は合衆国 副大統領を選出します。しか
し、ここに問題があります。ここで、ルールが変更されるのです。1）議会のすべての人は、政党の路線に
沿って投票する必要があります。そして、下院議員全員が投票する代わりに、各州が1票を得ます。現在、
下院の26人の共和党員と22人の民主党員が、州ごとに、1票を投じます。そしてそれは、26人の共和党員
が予備選挙で投票することを意味します。そしてもちろん、上院の与党で、多数派なのは 共和党ですから、
彼らは、ペンスを選ぶ必要があります。恐ろしい点は、もし、補正選挙が大統領候補に到達できない場合、 
下院議長が、米国の臨時大統領になります。そして、その唯一の救いの部分は、それが新しい議会であり、 
ナンシー・ペロシは、現在、自身の党に問題を抱えています。 

[アミール] それは本当ですが、もう一つ言いたいのは、それが起こった場合、すべてが最高裁判所に行きま
す。つまり、最高裁判所は、最終的に、これらすべてのことを決定しなければなりません。それによって、
最高裁判所が再び登場して保守派の過半数が、間違いなく、不誠実な選挙人をひっくり返すでしょう。も
し、彼らの投票の正確性が有効であれば、これはまた、大統領が考慮している選択肢の一つでもあります。 
なぜなら、保守派、指導者について、非常に稀で…　よく聞いてください。上院と最高裁に、大統領派の過
半数がいるというのは、しばらく無かった事です。ですから、現在、トランプ大統領が手にしているカード
は、物事がまだ争われるのであれば、実際には、バイデンよりも有利です。これは、皆に明らかでなければ
なりません。バイデンは、次期大統領ではないだけでなく、これらの争われている選挙で、現在行われてい
る、すべてのことで彼が次期大統領になる可能性は、全く見えません。皆さん、理解する必要があります。 
メディアは、今、皆さんに 偽のショー、本物ではない何か、偽モノを掲示しているのです。それは本物では
ありません。唯一、メディアだけがそう呼ぶ、「次期大統領」なんてものはありません。ちなみに、CNNに
よると、アリゾナは、もはや、バイデンではありません。 

[バリー牧師]　それは未確定です。 
[アミール]  その通り。ノースカロライナは、少なくとも1つのメディアによれば、現在トランプのもので
す。そしてアリゾナでは、バイデンのリードは、時を追うごとに縮小しています。皆さん、これらの選挙
は、まだ終わっていません。そして実際、トランプは、民主党よりもはるかに優れたカードを手にしていま
す。さて、民主党、彼らがしたことを見てください。これは、興味深い筋書きです。民主党がしたことは、
彼らはバイデンを勝者として宣言し、確実に、世界に、彼が勝者であることを知らしめ、そして、もしトラ
ンプが勝てば…私達が今 話したすべての事から、おそらく、そうなるでしょう。そうすると、彼らは、トラ
ンプが選挙を盗んだと言います。面白くないですか？彼らは、違法に選挙を盗んだのです。そして、詐欺が
暴露されて、我々が、それを止めました。そして、有効な投票のみが、数えられるようにしました。それが、
見てください。彼らは、どのように世を納得させようとしているか。彼らは、トランプが選挙を盗んだよう
に見せているのです。これは興味深いですよ。なぜなら、彼らがした事は、彼らは、ペンシルベニア州と米
国の、両方の最高裁判所の判決すべてに違反し、すべての投票用紙を混ぜ合わせました。なぜ？彼らのス
ローガンは「すべての投票が重要」だからです。これが、スローガンです。ちなみに、そのスローガンの下
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で、このスローガンは、イェール大学で、学生が始めたのです。それは、学生運動であるはずでした。彼ら
は、すべての投票が重要であるというマントラをずっと早くから作り始めていましたが、それは、真実では
ありません。つまり、違法投票は、数えられません。しかし、不法移民が合法になることを望んでいる党に 
何を期待しますか？そして今度は、彼らは、違法投票を合法にしたいのです。そういう事です。でもね、最
高裁判所が、いずれは最終地点です。さてバリー牧師、私の唯一の懸念、トランプが勝てない唯一のケース
は、最高裁判所が、ディープステートによって侵害された場合だと思います。 私は正しいですか？ 

[バリー牧師]　ええ、絶対にそうです。アミール、マントラは、「すべての票を数える」というべきでしょ
う。以前は「Every Vote Counts / 全ての票が重要だ」でしたが、現在は「Count Every Vote / 全ての票
を数えろ」です。合法であれ違法であれ。あなたのいう通りです。これは、実際に私の個人的な懸念でし
た。私達は、最高裁判所 長官ジョン・ロバーツの、非常に奇妙な行動をいくつか見ました。実際、彼は、
リベラルの味方をしました。彼自身は、忠実な保守派の立場に見せていますが、しかし、彼は過去にいくつ
かの決定を下しています。特に、オバマケアに関して、彼は実際に保守党に反対票を投じ、憲法によれば違
法であるものを、支持しました。アメリカ市民に、別のアメリカ市民のために何かを支払うように、強制す
ることはできません。それは違法であり、基本的に、これは、私達の 個人としての憲法上の権利 を侵害し
ます。だから、ええ、彼は私にとって心配事です。しかし、バレットの任命は、前進する上で非常に重要だ
と思います。 

[アミール]　エイミー・コニー・バレットの存在は、奇跡だと思います。その為に、民主党は、非常に怒っ
ていたのです。彼らは、ロバーツ判事が、常にリベラルに加わることを期待していましたから。彼らは、彼
を頼りにしている。彼は、彼らに屈しています。彼らがロバーツ判事の何を握っているのか分かりません
が、彼は、彼らに取り込まれています。しかし、今では、4人ではなく、5人の保守派がいます。そして、今
のところ、エイミー・コニー・バレットは自身のスピーチを通じて、アリート裁判官は、すでに彼自身の判
決を通して、そして私達は、他の3人すべてを知っています、彼らは、全員、非常に“オリジナリスト”です。
つまり、彼らは、憲法が告げている事を、それとは異なって解釈しません。そのため、11月3日の午後8時
以降に届いたものはすべて失格にする必要があります。さもなければ、立法府は力を失います。皆さん、こ
れが唯一、私が懸念する事です。私達が、これまでに見たものが残
ることを祈り、願います。私達は、これらの人々のために、一生懸
命 祈らなければなりません。バリー牧師、面白いものを。お見せ
したいと思います。まず第一に、ご覧の通り、多くの人々が、バイ
デンが次期大統領であるかどうか疑問に思いました。これを見てく
ださい。少なくともReal Clear Politicsは、バイデンが、次期大統
領であるとさえ言っていません。ご覧の通り、彼らはまだ、彼にペ
ンシルベニアを与えていません。彼はまだ、259です。まだ終わっ
ていません。人々がそれを見ることは、重要です。また、次のこと
を、見てください。New Judicial Watchの調査によると、29州の
353の郡で、有権者登録率が、100％を超える事が分かりました。
何かが非常に、非常に奇妙です。どうすれば、有権者登録数以上
に？どうすれば、彼ら全員が投票できますか？見てください。彼ら
は、2012年のオバマよりもバイデンに投票しているはずだと、
言っています。 

[バリー牧師]　圧倒的に？ 
[アミール]　ええ、圧倒的に！これは明らかに、まったく辻褄（つじつま）が合いません。さて、ヨーロッ
パを中心とする、グローバリストがどうなっているか、見てください。あなたも私も知っていること、そし
て私は長い間教えてきましたが、反キリストは、最終的に西ヨーロッパから登場すると信じています。ドイ
ツの雑誌 シュピーゲルが、どのように、アメリカでの選挙とトランプ 対 バイデン を説明しているか、これ
を見てください。彼らは、トランプを、自由の女神を斬首した人物として描写しました。そして、それは出
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血していて…そして、バイデンを見てください。顔に黒いマスクをつ
けたバイデンは、自由の女神の頭を元に戻していて、「こうして、ア
メリカを再び偉大にする。」彼の様子に注意してください。彼らが
皆さんに命じる通り、彼は、マスクを着ています。そして、この男
は、すでに私達に、非常に暗い冬を約束しています。彼が、コロナ
ウイルス委員会を立ち上げたと聞いていると思いますが、家を出る
人は、全員マスクを着用しなければならない。正しいですか？ 

[バリー牧師]　ええ、そしてアミール、それが先ほど話した事を示していると思います。メディアによる操
作が、どのように本格化しているか。彼を、米国の次期大統領として紹介する事によって…どれほど想像力
豊かな人にも、そうと認定されていませんが、重要なことは、まさにあなたが指摘した通り、現実は、彼ら
が彼をそのように提示していて、彼が取っている、これらのステップのすべては、私が前に述べた、ローガ
ン法に違反しています。そして、ローガン法は基本的に、次期大統領は、現職の大統領を尊重し、彼の政策
を いかなる形でも無効にしたり、影響を与えようとしてはいけない、と述べています。または、どんな形で
あれ、彼の政策がどうなるか とか、彼の内閣の人事がどうなるか、など。バイデンは実際、彼が引き継い
で物事を整理し始めることができるように、トランプは、今すぐ辞任するべきだと提案しました。彼らは、
あなたが言った事に まっすぐ向かって構築しています。トランプが自由を殺し、そしてバイデンが米国の自
由の女神の偉大な救世主だと示しています。 

[アミール] 　それが筋書きです。 
[バリー牧師]　そしてそれはすべて、操作です。 
[アミール] 　はい、さて皆さん、次に、皆が気になっている事。あなたには、見えないかもしれません。で
も、明らかにあります。つまり、ネタニヤフから、ジョー・バイデンへの祝辞です。イスラエル人として、
何千人もの人々から、私にメールやメッセージが送られて来ました。「失望した。」「あなたはどう思う
か？」 「どう思いますか？」と。皆さんに、超明白にしたいと思います。私は、非常に失望しました。そし
て私は、正確にそこで何が起こっているのかを調べました。なぜネタニヤフは、バイデンの“なんちゃって
勝利”に対して、最終的に、彼に祝辞を述べたのか？説明させてください。 ちなみに、私は、全く同意しま
せん。私は、彼にとって、長期的に見て間違いだと思います。しかし、少なくとも説明させてください。言
い訳ではありませんが、少なくとも、皆さんが知らないであろうことを説明します。イスラエルで起こって
いる、ある発言やツイートが、あの発言に繋がりました。まず第一に、彼は、彼を次期大統領とは、決して
呼んでいません。彼は、彼の成功を祈りました。しかし、何が起こったのか説明させてください。イスラエ
ルは現在、政治危機に陥っています。ネタニヤフは、統一政府を作るために彼の政敵と、力を合わせなけれ
ばなりませんでした。まるで、政府の中に政府があるようなもので、彼の党ではない方の 政府の一部が、先
走り、バイデンに祝辞を送りました。野党もバイデンを祝福し、誰もが、ネタニヤフがバイデンに挨拶しな
いことで、イスラエルとアメリカの関係を妨害していると、彼を非難しました。ご覧の通り、頭の中は、バ
イデンが勝った事になっているのです。そして、もしバイデンが勝って、世界のほとんどが彼に挨拶したと
すれば、ネタニヤフは、大きな損害を与えています。さて、ネタニヤフは、数ヶ月以内に次の選挙が控えて
いる事を知っています。それについては、疑いの余地はありません。彼は、何かしなければならない事を理
解しています。さて、ネタニヤフは、外部からは非常に強力なリーダーとして認識されています。世界中の
誰もが、彼を尊敬することができます。しかし、多分、皆さんが知らないことは内部では、彼は超、超、恐
れています。彼は、恐れに基づいて、多くの決断を下しています。なぜなら、彼は、連立政権を維持しなけ
ればなりませんから。でなければ、彼は首相になれず、私達は、イスラエルの首相として彼について話すこ
とはありません。それが、まさに起こったことです。恐怖に基づいた、恐怖主導の考え方、野党と、彼の政
府内の小さな政府が、それを行っている圧力の下で彼は、それをするに至ったのだと、私は信じています。
あれは、大きな間違いだったと、私は思います。なぜならもし、中国、ロシア、メキシコ、ブラジルが、バ
イデンを祝福しなかったとすれば…彼らは、バイデンが、次期大統領から遠いことを知っていますから。見
てください。彼らは太った女性が歌うのを、一度も聞いていません。「太った女性が歌うまでは、まだ終
わっていない」と言う言葉があります。この表現を使うことを許してください。これは、オペラ界で非常に
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よく知られているフレーズです。また、私が間違っていなければ、1976年からのアメリカの野球やフット
ボールの世界でも使われます。ともかく、中国とロシア、ブラジルとメキシコは太った女性が歌うのを、ま
だ聞いていません。まだ終わっていないのです！彼ら全員が、アメリカのシステムと、憲法に精通してい
て、現在、示されているものが、ただの嘘であることを知っているのです。バイデンは、次期大統領ではあ
りません。なぜ、CNNとフォックスニュースだけが、「次期大統領」と呼びそう見せかける人物を、祝福す
るのですか？それだけです。2つだけ。テレビチャンネルです！いつから、メディアが設定したり、牛耳っ
て次の大統領が誰であるかを、世界に伝えるようになったのですか？法的手続きがあり、憲法があります。
ネタニヤフは、非常に大きな間違いを犯したと私は強く思います。しかし私はまた、理解しなければなりま
せん。全ては、内部からの圧力です。彼は、本当に彼の政府をまとめなければなりません。もしくは、少な
くとも、次の選挙のチャンスに繋がるのです。彼が首相に留まりたいのであれば。繰り返しますが、あれは
間違いだったと、私は思います。彼が待っていたら、彼は、トランプで 多くのポイントを獲得したでしょ
う。彼は、そうしませんでした。だから、恐らく彼は、将来、いくつかの結果に苦しむでしょう。さて、バ
リー牧師、あなたと私は、知っていますが、イランが、この状況全体の中で最大の勝者です。私は正しいで
すか？

[バリー牧師]　ええ、バイデンは、大統領就任後1か月以内に、包括的共同行動計画に、再び参加すること
を約束しました。そして基本的には、イスラエルに対してイランの側に立ち、基本的に、彼らに再び機会を
与える。彼らは一度として、ウラン濃縮を止めていませんが…しかし、オバマの下で、この計画の開始日か
ら10年以内にレベル兵器まで濃縮すること。また、覚えておく必要があります。彼らは、トランプ大統領に
よって実施された制裁によって引き起こされたすべての損害に対して、謝罪だけでなく、金銭的補償も要求
しています。また、これも念頭に置いておく必要があります。バイデンは、まるで明日がないかのようにイ
ランにお金を渡していた政権出身です。彼らは、裏口や水面下を通して、基本的に、核開発計画への資金を
提供し続けたのです。これが、物事の進む先です。アミール、アメリカのクリスチャンは、次の事を覚え
て、フォーカスしなければなりません。イスラエルを祝福することに 関連する 祝福があり、イスラエルを
呪うことに 関連する 呪いがあります。この意味で、基本的に イスラエルの終焉、国の破壊、神が選ばれ、
神が「わたしの民」と呼ばれた人々の排除を誓っている者に、我々は味方し、 この、包括的共同行動計画
に再び参加するのは、アメリカにとって悪いことです。私達にはそれが分かります。単に、それを支持し、
そこに留まる国々から、まさに、反キリストが生まれますから。 

[アミール] 　さて、バリーと皆さんの両方をお見せしたいと思います。何千人もの人々が、今、見ていま
す。これからお見せする内容について、あらかじめ、お詫び申し上げます。そして、私がこれをお見せする
理由は、イランが、今、どれほど大胆になっているのかをご覧いただく為に他なりません。彼らは、メディ
アが示す、“バイデン勝利”に基づいています。とんでもないものを、お見せしたいと思います。イランが準
備した、この動画を見てください。イランのアヤトラが、トランプ
を埋めています。よく見てください。他のすべての元大統領には、
すでに墓石があるのが分ります。まるで、「我々が、お前達の大統
領を葬る！お前達が、我々を葬るのではない！」とでも言うよう
に。さて、これは、こちらに比べると、もっとデリケートです。こ
の動画は、皆さん、この動画は…繰り返しますが、内容については
あらかじめお詫びします。でも、見るべきだと思います。こちらを
ご覧ください。（ビデオ再生） 

[トランプ]　非常に多くが、アメリカの外交官や軍人に対する差し迫る邪悪な攻撃を、計画しています。」
（銃撃と人々の叫び） 

[アミール] 　皆さん、私が話していたビデオはこれです。ひどいです。そし
て、皆さんが今見ているものは、過去4年間に見られた多くの民主党が示し
ていた事と、それほど違いはありません。それと、先週末、彼らは、トラ
ンプ大統領の 大きな人形を街角に置き、全員が彼の頭を蹴ったのです。し
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かし私達が今見ているのは…アメリカの狂信者が、それをするのとは別問
題で、アメリカの敵が全世界に向けて言っているのです。「我々は、ソレ
イマニと彼の仲間の死の復讐として、確実に、お前達の大統領を殺す。」
これは、現在、民主党によって投影されている狂気の直接の結果です。 

[バリー牧師]　その通り。 
[アミール]　バリー牧師は、私に同意されると思いますが。 

[バリー牧師]　ええ、アミール、アメリカ市民として、ここで、私達が理解する上で非常に重要な事は、私
達は、ハリウッドや、周辺の、他のさまざまな政治的要因が、大統領に対する脅迫を作り出すのを見て来ま
した。殺されるべきだとか、ああなれとか、こうなれとか。興味深いのは、米国大統領を殺害すると脅迫す
ることは、クラスCの重罪であり、それに対して、刑務所投獄が強制されます。それでも、この種の 刷り込
み が私達の国で行われて来て、この種のことが、正常化されています。一世代前には、社会主義や共産主義
について、もしくは、大統領殺害の脅しや、それに関する事を、公に話す事はありませんでした。法律を重
んじていましたから。 しかし、もはや、法律を尊重することはありません。無法が蔓延しています。人々は
言っています。コメディアンのキャシー・グリフィンと言う名前だったと思いますが、彼女は、トランプの
頭を持っていて、基本的に、彼の体から切り離されて血まみれで、 

[アミール] 　私が間違っていなければ、マドンナはホワイトハウスの爆撃を願っていて、 
[バリー牧師]　その通り。 これらは犯罪です。そして私達は、私達のこの国で、この種の行動に正しく対処
する機会を逃したと思います。ご存知のように、民主党の市長や知事達は、人々が都市を破壊し、市民の事
業を焼き払うのを許し、ただ、傍に立って見ているだけです。それで、アメリカを破壊しているのは誰なの
か？それは法と秩序を重んじる者なのか？その彼が、肖像を燃やされ、そして自由の女神の頭を切り落とし
ている人物とされている。彼が守っているものは、実際に、アメリカが長年立ち続け、今のこの世代が、取
り除いてしまったものです。 

[アミール] 　全くその通りです。面白いことに、彼らは彼を、人種差別主義者と呼びますが、黒人、アジア
人、ヒスパニック系の間では、今回有権者の記録的な数が、トランプに投票するのを見ています。実際、白
人の間では、減少しました。人種差別主義者にしては、大したものです。人々はそれを理解しています。 彼
らは分かっています。彼らはそれほど愚かではありません。彼らは、民主党が、いかに彼らを騙しているか
分かっています。しかし、民主党は、その陰謀を持っていました。バリー、それは民主党だけではないと私
は信じています。私は、それを超えていると信じています。これは、世界の支配層であるグローバリストか
らの直接の命令だと思います。「どんな犠牲を払っても、トランプを倒せ。」過去4年間、彼らは、彼がグ
ローバリスト運動にとって、どれほど危険であるかを実感してきました。彼らは、この男は、彼らに起こり
得る最悪の悪夢であることを、見てきました。そして、命令が出されました。A）民主党は、展開せよ。
B）メディアは、反応せよ。C）世界の指導者は、それを受け入れよ。たとえば、投票が終了してから数分
後、フォックスニュースが、アリゾナ州のバイデン勝利を報じた事を、どう説明しますか？何か怪しいもの
があります。それを、どのように説明して良いのかわかりませんが、1つ、私に言えるのは、これらは、素
人のやり方で行われたことではありません。これらは陰謀です。これらの陰謀は慎重に計画され、これらの
陰謀は、数十億ドルを要し、これらの陰謀には、舞台裏で多くの人々が必要でした。数日前、マイク牧師と
私は、この計画について話しましたが、少なくとも、3年は経っています。ですから、私達が注目している
のは、民主党の道化師よりも、はるかに優れた人々が率いる非常に組織的な犯罪です。ちなみに、中東で
は、もっと多くのことが起こっています。ほんの数時間前、サウジアラビアはムスリム同胞団を、テロ組織
として宣言しました。バリー牧師、なぜ、彼らはそうするのでしょうか。ムスリム同胞団の、最大のスポン 
サーは誰ですか？ 

[バリー牧師]　そうですね。スルタンの役割を争い、トルコで、オスマン帝国を再建している人がいます。 
そして彼は、本当に、ムスリム同胞団の主要な資金提供者の一人でした。繰り返しますが、ご存知の通り、 
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スンニ派・シーア派の問題が、常に頭を上げています。そして、イランの問題があって、その為、サウジア
ラビアは、現在あのようなイスラエルとの立場を取っているのです。 

[アミール] ムスリム同胞団は、バイデンに祝辞を述べた最初の組織です。知ってましたか？なかなか驚きで
す。ムスリム同胞団は、スンニ派を代表するテロ組織です。イランから出ている、ヒズボラや、その他すべ
てはシーア派です。そして、それらのテロリスト全員が、バイデンに祝辞を述べているのです。そこで、サ
ウジアラビアは、何をしたかというと、彼らを、テロ組織として宣言しました。ムスリム同胞団は、エジプ
トで始まり、その為、エジプトのアッシジ大統領は彼らと戦っています。カタールは、彼らに資金を提供し
ています。だから、私達が今見ているのは…ちなみに、アルジャジーラは、それらを宣伝しています。です
から、私達が、いま目にしているのは、サウジアラビアと湾岸諸国が、イスラエルにますます近づいていく
様子です。バイデンの為に起こっている事と、イラン取引の更新の見通しを見て、ますます恐れ、そして首
長国連邦は、F-35を購入するためにアメリカと契約を結び、彼らは、今、それが欲しいのです。彼らは、今
それが必要です。良い国々の間の不安のレベルが、急上昇していて、そして、テロリストの間の自慢と傲
慢、プライドのレベルは、屋根を突き抜けています。信じられないような事を見ています。そして、バイデ
ンが大統領になることが、アメリカにとっても、世界の他の地域にとっても良いことだと、なぜ、アメリカ
人が考えるのか、私には想像できません。バリー牧師、トランプ大統領が大統領であるという事実に戻りま
しょう。実際、彼は、バイデンよりも、はるかに優位な、これらの選挙に勝てるカードを手にしています。 

[バリー牧師]　彼は、問題なく合法的にやっています。この、すべての操作を見るだけで、アメリカ人とし
て悲しくなります。多くの人が、私と同じように感じていることを知っています。これが、私達の素晴らし
い国で起こっているとは信じがたいことです。そしてアミール、あなたが話していたとき、ふと思ったので
すが、私達の誰もが、終わりの時の預言的シナリオで、米国がどこにあるのか、疑問に思っています。なぜ、
彼らは、イスラエルの侵略に抗議しないのか？なぜ、シェバとデダン、またはアラブ湾岸諸国が抗議してい
るのに、イスラエルがトルコ、イラン、スーダン、リビア、ロシアによって北から侵略される時に、米国が
沈黙しているのは、なぜなのか？今日、現在起こっているこの出来事の進行をあなたが話している時に、ふ
と頭に浮かんだのは、バイデン大統領の下で、彼が手を引っ込めて、こんな風に言う可能性は、大いにあり
ます。「イスラエルには、当然の報いだ。彼らはずっと、中東の本当の問題だった。人が何と言おうと、我々
は手を出さない」それはかなり恐ろしい説ですが、選挙活動の売り込みの一部に、この包括的共同行動計画
に、再度加入する事を掲げているなら、それは、全く可能です。これは、イスラエルの存続に関して、とこ
とんまで行くと、言っているようなものです。彼が、大使館をテルアビブに戻して、トランプがしたすべて
の素晴らしいことを、逆戻りさせようとしても、私は驚きません。 

[アミール]　見てください。すでにパレスチナ人は、バイデンに言っています。「大使館をテルアビブに戻
して、パレスチナ国家との、別の協議を組みましょう。」パレスチナ人は今、生き返りました。つまり、彼
らは本当にこれがそれだと思っています。トランプは去り、イスラエルは、もはや、アメリカに支持されな
くなったので、別の場所に移ろう…。しかし、面白い事に、彼らはすでにサウジアラビア、湾岸諸国、エジ
プト、そしておそらくヨルダンさえも、失っているのです。そして、彼らに残されているのは、イランとト
ルコだけです。これはある意味で、聖書の預言にぴったりです。さて、バリー牧師、聖書について少し話し
ましょう。結局のところ、皆、多くの希望が必要で、それを私達に与えることができるのは、聖書だけです。
先生はアメリカ在住、私はイスラエルに住んでいて、私達は、祝福された国です。しかし、世界のほとんど
の地域では、人々は、素晴らしく円滑な 選挙というものを全く体験していません。世界のほとんどは、ア
メリカとイスラエルがずっと長い間 祝福されてきたようには、恵まれていません。ですから、私達は、これ
まであったものに感謝する必要があると思いませんか。もう、それが失くなったとしても。そもそも、私達
は、そんな恩恵を受ける資格はないのです。 

[バリー牧師]　ええ、全くその通りです。実は今日、私達が教会を建てた、他の大陸のある国の人と話して
いたのですが、彼はこんな風に言っていました。「ああ、私達は不正選挙には慣れてるよ。」中東で唯一の
民主主義、真の民主主義、イスラエルと、そして基本的に立憲共和制である米国で、私達は、非常に幸運で
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す。そして、私達は、厳密な民主主義ではなく、民主主義とは、単なる 多数決です。私達には、すべての州
に関与する、すべての有権者のバランスを保つ、選挙人団があります。しかし、ええ、私達は、この機会を
与えられ、とても幸運です。投票して、自分の声を届けられるだけでなく、ここ米国では、迫害を恐れるこ
となく福音を宣べ伝える事が出来ます。そして、アミール、悲しいことに、それも変化しています。あなた
が、どこに行ったのか分かりませんが、画面から消えてしまったようです。そちら側の皆さんには、まだ彼
が見えているのか、彼がまだ、繋がっているのかどうか、わかりませんが。しかし、私は皆さん全員を励ま
したいと思います。私達は、このすべてを通して、希望のメッセージを伝えたいと思いました。そして、こ
れは辛い事です。こういう事が起こるのを見るのは辛いですが、一つ、思い出してください。私は、レイ・
コンフォートという名の男が大好きで、彼は、いつも言います。「悪い知らせは、良い知らせを良くする」
そして悪い知らせとは、私達の国で、物事が悪い方に向かっている、ということ。彼は、明らかに福音の文
脈でそれを言いますが、しかし、私達が、この国で起こるのを見ている、この悪い知らせは、私達の大いな
る神であり、私たちの救い主であるキリスト・イエスの、栄光ある現れを待ち望む必要があることを、示し
ています。なぜなら、アミール、私達はずっと話して来ましたが、私は、アンゲラ・メルケルの言葉を、思
わずにはいられません。「トランプは、私達が頑張って来た事 すべてを元に戻し、彼は、私達、左派のグ
ローバリストが働いたすべてを破壊している」それから、私達は、覚えておく必要があります。黙示録13章
によると、大患難時代の支配帝国体制は悪魔的な力が与えられるのです。そして、私達は、その方向に進ん
でいるのです。従って、すべての嘘の父が、彼に仕え、彼の策略を推し進めている者の中で、あらゆる嘘を
生み出すのを、見ることが予測されます。そしてそれは、本当に、私達が今日 見ているものです。<<配信が
一時的に中断されました>>主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、それからキ
リストにある死者が、まず初めによみがえり、私達は、空中で 主とお会いします。そしてパウロは、その言
葉を述べたとき、私達に、これらの言葉で互いに慰め合いなさいと言いました。ですから、パウロがテモテ
への手紙 3章で 予測した人類に大きな性格の変化が起こる、これらの危険な時代でさえ、それが世界中を
支配し、教会にまで浸透しますが、私達は、まだ希望を持っています。イエスが、私達のために来られます。
主は、行って、私達のために場所を準備すると仰いました、主がいるところに、私達をも おらせる為です。
そして主は言われました、「わたしは行きますが、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。」で
すから、私達は、主が私達のために、すぐに来られることを期待して、それを求めて生きるべきです。とい
うわけで、アミールが戻ってくるかどうかわかりませんが、彼はまた参加しそうなので、すぐに画面に登場
するはずです。ともかく、希望を失わないでください。キリストが、あなたのためにしてくださった素晴ら
しいことをこれらのことで、覆い隠してはなりません。教会の皆さん、思い出してください。何も、神の愛
から、私たちを引き離すことは出来ず、誰も、主の御手から、私達を奪い去る事は出来ません。それは、こ
の地球上で行われるどの選挙よりも、はるかにずっと重要です。神のご性質、私達の生活の中で毎日称賛さ
れ、高められ、愛され、尊敬されるべき、神の価値を損なうものは何もありません。ですから、まず、神の
御国と その義を求めましょう。そうすれば、安定、希望を含め、私達が必要とする すべてのものを神が、
私達に加えて下さいます。神が私たちに与えてくださったものは、おくびょうの霊ではなく、力と愛と慎み
との霊です。お帰りなさい。 

[アミール]　はい、ありがとう、バリー牧師。祈ってくれて、ありがとうございます。ちなみに、今、祈り
ましたか？ 

[バリー牧師]　いいえ。でも、祈れますよ。 
[アミール] ああ、ごめんなさい。ちなみに、まだ画面にあなたが見えませんが、大丈夫です。皆さんにお伝 
えします。技術的な問題があって、私は あなたを見失い、あなたは 私を見失ったかもしれませんが、思い 
出しましょう。キリストが、まだ御座についておられます。そして、私達は忘れてはいけません。非常に多 
くの聖句があります。…ちなみに、バリー牧師、今、すべてが行き詰まっていて、残念ながら、見せること 
ができません。私の画面は...何が起こっているのか分かりませんが、私は、あるものを準備しました。 

[バリー牧師]　またですね。明らかに、不具合が生じています。一度に1つの分割画面しか出せないようで 
す。彼がここで 聖句を出しています。 
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「しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが 決してあってはなりません。 
この十字架によって、世界は私に対して 十字架につけられ、私も世界に対して 十字架につけられたので
す。」(ガラテヤ6:14) 

ガラテヤ人からの、この素晴らしい引用は、私達に、大切な事を思い出させてくれます。2章20節を見る
と、これは実際、私の妻の人生の聖句ですが、 

「私はキリストとともに 十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のう
ちに生きておられるのです。」(ガラテヤ2:20) 

確かに、それは、なんと輝かしく素晴らしい真実でしょう。そして、それは今日もまだ真実であり、11月2
日、3日、4日、それ以降にも真実です。私達はキリストの所有物であり、主ご自身の血で買い取られ、それ
ゆえ、彼の広げられた御手の中で、永遠に守られます。ですから、私達は そのことに感謝し、そのために、
主の御名を祝福しなければなりません。アミールが戻ってくるかどうか、わからないので、先に祈りましょ
う。彼が戻ってきたら、最後に まとめてくれるでしょうから。 

お父様、あなたに感謝しています。アミールが言ったように、私達が、米国の歴史の中で経験した素晴らし
いこと、私達が目にしてきた、あなたがイスラエルの国に注がれた、美しい祝福に感謝します。また、彼ら
の 短い近代史の中で、あなたがその砂漠の土地をいかにして バラや花、植物や果物で満たし、また、国民
で満たされました。ですから、そのことに感謝します。そして、主よ、私達は米国に感謝します。トランプ
大統領の、イスラエル への支援に感謝します。神よ。これを継続する機会が与えられる事を祈ります。真実
を広めることによって、わが国の不法とグローバリズムの進展から、さらに4年間の休息をお与え下さい。
主よ、ジョー・バイデンの当選が 正当であるならば、私達が善良な市民となり、主よ、私達の国で最も信
頼できる者となれるよう、助けてください。 
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