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2020年11月21日 中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

- 私たちは聖書預言のどこにあるのか？ - 
YouTube：2020年11月21日中東時事アップデート 

　アミール・ツァルファティです。ガリラヤよりライブでお届けします。皆さんにシェアしたいことが、た
くさんあります。皆さんが、ご視聴出来ていると良いのですが、Facebookに締め出されたので、またして
も多くの人を失ってしまいました。出来れば、今、できる限り大勢の人にシェアしてください。なぜなら、
今見ていなければ、後で見れなくなる可能性が非常に高いですから。それは残念なことです。ですから、可
能であれば、できる限り共有してください。今、数字やその他でFacebookが私達を圧迫しているのは、絶
対に間違いありません。しかしですね、それはそれで仕方がないので、出来る限りのことをして、ライブを
お届けします。 

　今日は「我々は聖書預言のどこにいるのか」についてお話します。それから、アメリカの国旗が見える通
り、明らかに地中海の軍隊に影響を与えています。それは、中東で起こっているすべてに影響を及ぼしま
す。だからこそ、イスラエルに住むイスラエル人として、中東に住む者として、アメリカで起こっている事
に関心を持つことはとても重要なのです。信じられないかもしれませんが、バイデン政権の可能性に備え
て、すでに現場で動きがあります。自分がこんな言葉を言っていることが信じられません。しかし、以前
言ったように、メディアは彼を次期大統領にしようと急いだのです。もちろん、それは明らかに公式ではあ
りません。そして、世界の指導者たちは、何かを知っているのだと思います。彼らは、何かを知っているの
です。でなければ、飛びついて、彼を祝福したりしないでしょう。はっきりさせておきましょう。今現在、
私達が見ている事が、すべて実際に起こっていると考えているなら、あまりにも世間知らずです。票を投じ
て、数が多ければ全て良しと思っているなら、私達は、かなり世間知らずです。皆さんの理解を、再調整し
たいと思います。 

　ご説明させていただきます。まず、選挙の不正は、今に始まったことではありません。実際には世界中で
起きていることです。一部の国では、それは陰謀的に行われており、他の国では、それほどではありませ
ん。しかしアメリカでは、少なくとも8年間、こんにちと全く同じ設定で選挙不正が行われてきました。
2012年からすでに同じような方法で、同じ機械で、同じように不正が行われていたことが分かっていま
す。ほら、覚えていますか？2012年、2014年、2016年、2018年の中間選挙には、コロナウイルスはあ
りませんでした。だから、全てが機械のアルゴリズム（集計）だったのです。したがって、これは、すでに
知られていたことです。実際、トランプ大統領が、私が間違えていなければ、2012年に、すでにツイート
しています。「ドミニオン投票機を通して詐欺が行われているのが見える。」間違いありません。すべて
が、ずっと以前からそこにありました。また、言っておきますが、少なくとも数千人もの人々が、ずっと長
い間、それを秘密にしていました。さて、皆さん、理解しなければなりません。これは、アメリカの大衆が、
少なくとも一定のレベルで習慣として来た事、または慣らされて来た事です。一定のレベルというのは、政
治家が立候補している限り、他の政治家が、彼らの政治的な地位を取らないようにする方法だったのです。
ドナルド・J・トランプ大統領が大統領選に出馬すると決めた瞬間、誰も、彼のことを真剣に受け取りませ
んでした。2015年、彼がそれを発表した時、彼は、彼の周辺、民主党自体からも物笑いの種でした。そし
て、2015年の選挙運動の間中、2016年も同様に、彼は、どの世論調査でも常に遅れをとっていました。そ
して、勘違いしてはいけません。皆さん、このアルゴリズム（集計）この機械は2012年から同じように働
いていたのです。これらは民主党に数票をひっくり返し、勝利を与えるようにプログラムされていました。
それは何も目新しいことではありません。今回は何が新しいのか、お話しましょう。皆さん、ご理解いただ
けるでしょう。非政治家であるトランプ大統領は、2016年、このシステムに唖然としました。当時は、コ
ロナウイルスも郵送投票もなく、ヒラリーが選挙に返り咲くのに必要な票を補う方法がなかったのです。そ
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のため、彼は勝ったのです。さて、2020年。彼らが同じミスをしたら民主党が負けることは明らかでし
た。だからこそ、コロナウイルスが贈り物だったのです。彼らが、これは神からの贈り物だと主張していま
す。ジェーン・フォンダが「神からの贈り物だ」と言いました。というのも、この数ヶ月、特にここ数週間、
特に選挙前の最後の3日間、激戦州の法制度が様々な動き、裁判所の決定や裁判所の命令、行政の決定で、
溢れかえりました。そのすべては、ペンシルバニア最高裁の非常に間違った、非常に違憲な判決を最大化し
投票用紙の到着が、11月3日以内であれば、11月3日の午後8時以降に届いても、まだ、その票が数えられ
るようにするためでした。また、ジョン・ロバーツは、最高裁の3人の民主党派と合流する事に決め、4対4
の同点にすることで基本的に、ペンシルバニア州の最高裁の動きを許可しました。そして皆さん、それが10
月中旬のことで、必要な調整をするのに2週間しかありません。見てください。何百万もの不正票がなだれ
込み、所々に保管されていました。ただ、その時、彼らはまだトランプが負けるだろうという世論調査を信
じていたので、それを利用しませんでした。もちろん同じ機械、同じアルゴリズム（集計）です。しかし問
題は、赤（共和党の色）の波ではなく、赤い「津波」があったのです。マイノリティの間で、激戦州のフロ
リダ、カリフォルニアでさえ、あんなのは見たことがありません。トランプ大統領への投票です。7400万
以上の投票がトランプ大統領に向けられたのです。これは、大統領再選で史上最大の票数です。皆さん、理
解しなければなりません。彼らはアルゴリズム（票集計）が壊れているのを見た時、一斉に、すべての投票
を停止しました。さて、彼らが数えるのを止めた瞬間…彼らは、一斉に数えるのを止めたのです。つまり、
この時、彼らが動き出したのが分かります。彼らは2つの事をしなければなりませんでした。アルゴリズム
（集計）を修正するか、または、何十万もの遅れて届いた違法票や、死者、または、存在すらしない人々の
投票用紙を、投入しなければなりませんでした。これらが午前3時、4時、5時、数日後に遅れて届いた票の
束です。そのため、まさに、これら7つの州すべてがバイデンに逆転して、トランプがリードを失ったので
す。そういう事です！ 

　さて、なぜ、今戦うことが、それほど重要なのか？それが重要なのは…皆さん、理解しなければなりませ
ん。アメリカ史上、こんな事は一度もありません。これほど大量の郵送投票が…皆さん、アルゴリズム（票
集計）は一定量しかひっくり返りません。しかし、届けられた郵便投票は、トランプのものは破棄され、バ
イデンのものは、実際、数回数えられました。その規模の詐欺は、これまで起こったことがありません。一
度もありません。だから、郵送投票用紙詐欺に、このアルゴリズム（票集計）を追加すれば、こんにちのよ

うな結果になります。そういう事です。皆さん。それが起こった事
の全てです。そして最前線には、一人の女性がいて、それが、シド
ニー・パウエルです。もちろん、ルディ・ジュリアーニがチームを率
いていて、ジェナ・エリスも、もちろんですが、最大の問題である、
投票マシンと戦っているのは、シドニー・パウエルです。投票機が
問題ですから。慢性的な問題です。来年か、2年後、次の選挙が行わ
れる時には、同じ数の郵送投票は、恐らく、もう存在しないでしょ

う。コロナが終わっているでしょうから。でも、機械はまだそこにあります。そして、彼女が情報を発表し
たのです。ちなみに、彼女はとても聡明で、アメリカで最も優秀な弁護士の一人。彼女は、司法省からフリ
ン将軍を救ったのです。彼女は「嘘のライセンス：司法省の腐敗を暴く」という本を書いています。司法省
と言えば、彼女はカウンセラーや弁護士、検察官だけでなく、FBI
やCIAのことも話しています。間違いなく、ディープステートはCIA
に深く入り込んでいて、おそらく、そのトップにいるでしょう。さ
らに彼女は、ここで起こっていることから、CIAのトップに辞任を
呼びかける事までしました。CIAは、これらの事実を認識していま
したから。そして国務省は、すでに数ヶ月前、または数年前からド
ミニオン機のことを気にしていました。ここ数日で聞いたことを、
全て繰り返すつもりはありませんが、実際に、ベネズエラのカラカ
スにいた人々の宣誓供述書があります。チャベスが立候補していた時に、票をひっくり返すためにこれらの
機械が操作されていました。彼らは、それを見たのです。マドゥーロが立候補した時、マドゥーロが負けそ
うになって、彼らは停止し…　彼らは国内のすべての電気を止めて、機械の測定数を訂正し、それからイン
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ターネットを復活させ、システムを復活させて、もちろん、彼は勝ったのです。そしてもちろん、彼の対戦
相手は、ここに不正があることを知っていました。だからこそ、そこで起こっている事に気づいている人達
は、投票の集計が止まったと聞いたとき、誰もが気付きました。機械を使った詐欺が、さらに推し進められ
ている。そしてもちろん、機械は大した事は出来ませんでした。その前に、その機械は完全に晒されていま

さら

すから。ですから、機械はそこにあったのですが、2時、3時、4時、5時に詰め込まれて、再集計された投
票用紙が一番の問題です。さて、もちろん現在、様々な州で再集計が行われています。再集計が上手くいく
かどうかは分かりません。再集計が成功するか分かりません。なぜなら、もちろん封筒の多くは捨てられて
いますし、今でも、監視員は実際の投票から、かなり遠ざけられているように見えます。しかし、ひとつ私
が知っているのは、あの機械について、シドニー・パウエルは、「結果が操作されていたことを証明できる」
と、ほぼ確信していて…つまり、何百万、数百万という票が、ドナルド・トランプからバイデンに逆転した
のです。彼女は、その事を言ってるのです。 

　ところで彼女は、確信しています。米軍が…　一週間前、先週の土曜日に先週の土曜日、私はブラジルの
サンパウロ、カンピナスにいたので、よく覚えています。その時に、米軍がドイツのフランクフルトにある
Skittleのサーバーを押収したという報告が、携帯電話に入ってきたのです。もちろん、私も最初は、一つの
情報源からしかそれを聞いていなかったので、却下していました。翌日の日曜日、私は、すでにそれをさら
に2つの情報源から聞きました。2人とも議会にいて、1人は上院選に立候補中で、もう1人は下院議員で
す。そして私は気づいたのです。2人は絶対に…そしてもちろん、さらにあちこちから聞こえて来て、軍関
係者からも聞きました。しかし、シドニー・パウエルは、3日前のグレン・ベックのラジオ番組で、米軍が、
フランクフルトのドミニオンのサーバーを実際に手にしていることを確証しました。ベネズエラのスマート
マティックのソフトウェアは、スペインではバルセロナ、ドイツではフランクフルトにあって、これには、
中国も関与していると、我々は考えています。これら４カ国で、アメリカの選挙結果を巡って人が動いてい
たのです。想像を絶します。 

　もし、これ自体で足りないなら、完全に、完全に…機械の事は無視してください。機械のすべての票は、
重要ではありません…なぜなら、あなたの票がドイツのような外国で集計され、操作されているなら、ドイ
ツは、トランプが好きではありません。スペインもそうですし、ベネズエラと中国は絶対です。お願いしま
すよ。ここで何が起こっているのか分かりますか？これは、非常に深刻なことです。勘違いしてはいけませ
ん。その背後にはアジェンダ（行動計画）があります。このすべての背後には、超、超大規模な組織がある
のです。つい先ほど、このツイートを見て唖然としました。このツイートをご覧ください。ジェリー・サル
ツ。ニューヨーク美術館か何かのアートディレクターです。彼が書いたことをご覧ください。「共和主義

は、もはや政治的な問題ではなく、共和主義は社会的な問題であ
る。コロナウイルスと同じように扱わなければならない。それを隔
離し、抑制することにして、一般住民の約70％に抑えなければなら
ない。」間違ってはいけません。もし、共和党派と愛国派が戦わな
ければ、と言っても、権利もないのに国を支配する為に戦うのでは
ありません。トランプ大統領は圧倒的に勝利したのです。ご理解い
ただけるように、議会の地図をお見せしましょう。私の言っている

事が、お分かりいただけるでしょう。これは下院の地図です。トランプ大統領の勝利の大きさがよくわかり
ますね。さて、もちろん、青（民主党）の多くは、人口密度が高く、より多くの人がいます。しかし、地滑
り的な勝利だったと私が心から信じているのはバイデンの100
ちょっとに対して、おそらく400を超えていたのです。つまり、地
滑り的勝利です。あれは津波でした。というのも、今回、非常に多
くの人々が…ほら、この4年間で、トランプ大統領はアメリカ国民
の問題は政治家であることを、アメリカ国民に証明したのです。政
治家ではない彼が、政治家が40年、50年、60年の間やらなかった
ことを、4年でアメリカ国民のためにやったのです。薬の値下げも
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含めて、彼は雇用を生み出し、あらゆる事を行いました。彼は中東に平和をもたらしました。これは過去
73年間存在しなかった平和です。 
 

　さあ、いくつか写真をお見せしましょう。びっくりしますよ。最
近のドバイの市場をご覧ください。今、お見せしているのは...ドバイ
国内で、これらはイスラエルの農産物です。皆さん、イスラエルの農
産物が、棚の下に隠されているのではなく、誇らしげにイスラエル
の旗を掲げているのです。これは新しい中東です。これは、ものす
ごく冷たく、国同士の愛も感謝も全くないヨルダンやエジプトの平
和とは大違いです。これは本当の平和で、トランプ大統領がその平

和をもたらしたのです。他の大統領が決してしなかったことです。ちなみに、イルハン・オマルは本日、ト
ランプ大統領が行なったすべての和平協定は覆さなければならないと述べました。はっきりさせておきま
す。法的にも正式にも、ジョー・バイデンは、次期大統領選挙ではありません。まさにこの為に、アメリカ
合衆国議会はエミリー・マーフィーに宛てて、基本的に、次のよう
な内容を書いたのです。次期大統領が正式に大統領になるためには
いくつかのことが必要で、それらのことは起こっていません。した
がって、ジョー・バイデンは次期大統領ではありません。メディア
は、彼を次期大統領と呼んでいますが、彼は次期大統領ではありま
せん。彼は次期大統領ではないのは、私が反対しているからではな
く、彼がそうではないからです。私達は、それを知っています。正
式なプロセスがあって、すべての州の認証が必要です。誰も何も認証していません。実際、むしろ今は再集
計が行われていて、もう一度調べ直し...つまり、私が間違っていなければ、今はジョージア州知事です。今
朝、ジョージア州知事が以下のようなことをツイートしていました。「投票用紙の封筒の署名の監査を命じ
る。」彼らが、それらを保管している事を願いますよ。そこに問題があったのですから。投票用紙はまた、
存在しない人も記入していますが、封筒を見ると、そもそも間に合わなかったことが分かります。実際より
前の日付にしたのはどうでしょうか？シドニー・パウエルは、次のようなことを言っています…私は実際、
彼女の言葉を引用するを楽しんでいます。かなり見事ですから。彼女は、次のように言いました。「我々
は、いくつもの決定的証拠を手に入れた...」はい…いや、彼女は実際、後になってからもっとすごい事を言っ
ています。「我々はすでに、現在のアメリカの刑務所人口のおそらく半分を上回る数の、大規模な不正投票
の証拠を十分に集めています。」分かりますか？彼らは、数百人集まると思ったのです。今、民主党が抱え
ている問題は、政治家ではないドナルド・トランプの4年間が、民主党が考慮せず、数に入れなかった愛国
者を動かした事です。数十万人近い人たちが、先週末、ワシントンDCに集まったのが、その証拠です。ち
なみに、共和党の政治家は一人もいませんでした。私の知る限りでは、共和党の指導者は誰も、そこにいま
せんでした。しかし、驚くべきことに、アメリカには十分な数の愛国者がディープステートに...いえ、違う
言い方をしましょう。ディープステートがしている事を知っていて、こんにちの内部告発者です。そして、
シドニー・パウエルは、言いました「我々は、何百、何千と予想していた。それが文字通り、何万人もの目
撃者、目撃者、証人が出て、すでに宣誓供述書に署名済みです。」これは宣誓供述書です。決定的です。そ
れは、裁判でも有効です。何人かは、すでに民間の警備を付けています。クリントン一家に何かしたらどう
なるか知っていますから。殺されます！それは今も同じです。オバマ前大統領は…ご存知のように、これま
での大統領で任期終了後もワシントンDCにずっと残っているのは彼だけです。彼はホワイトハウスのすぐ
近くに住んでいて、裏で糸を引いています。彼は、ちょうど彼の3冊目の本「約束の地」を出したばかりで
すが、これは彼が書いた3冊めの本で、3冊すべてが自分自身に関するものです。彼が、自分自身の何に気づ
いたのかよく分かりませんが、彼の名前から”フセイン”が無くなっているのは、どういう事でしょうか。た
だ、一つ、私が知っているのは、彼はナルシストで、自己愛者、本は、すべて彼に関してです。かなり驚き
です。ただ、皆さんに知っておいていただきたいのは、今回は、彼の3期目のようなもので、バイデンは表
向きだけ。バイデンは操り人形です。彼は、一つの文すら間違えずに言う事が出来ないことは誰もが知って
います。しかし、皆さん、アメリカの愛国主義は、民主党が、長い間見て来なかったものです。ほら、共和
党派、福音派、アメリカの本当の国家主義は、本当に長い間眠らされていました。政治家が何もしなかった
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から。政治家が何もしないと、人々は一種の諦めモードに入って、投票にも行かず、投票登録せず、何もし
なくなります。それが、ある人物が登場して、この40年間、大統領達が誰もして来なかった事をたった4年
でなし遂げると、国民は、自分たちがずっと騙されていたことに気づきます。「物事はもっと良くなってい
たはずなのに、そうなっていない。誰かが懐を肥やして、儲けていたからだ。大手製薬会社や、ビッグ・テッ
ク、大手銀行などから利益を得ている者がいる。どういう事だ！？」ですから、間違いはありません。説明
するのは難しいのですが、ディープステートには2つのレベルの人間がいます。億万長者のレベルがあり、
彼らはお金を求めておらず、彼らは地球の完全支配を求めています。そして、金に飢えている政治家のレベ
ルがあります。彼らの望みは、お金です。バイデン、クリントン、オバマ。こういった政治家達は、お金が
欲しいのです。そして、超富裕層は、彼らの仕事をさせるために政治家にお金を与えています。そこへ、4
年前、億万長者が登場して言います。「私には、あなたのお金は必要ないし、私には、あなたの指図も必要
ない。」そしてボン！すべてが、彼らにとって間違った方向へ進みました。彼らは、彼が勝つとは思ってい
ませんでした。だから、普通の機械による詐欺以外、他に投資をしなかったのです。そして今、彼らは
ショックを受けています。彼が2016年に初めて勝利しただけでなく、今回は、さらに大勝利です！ご存知
ですか？　トランプは2016年よりも多くの票を獲得したのです。なのに、なぜ彼が負けるのか？これほど
多くの場所で、有権者登録されている数以上の人数が投票したとは、どういう事か？どうして何千人もの…
ほら、それは聖書的です。何千人もの人々が、死からよみがえりました。実際には聖書的ではありません。
この人達は、よみがえってませんから。彼らは存在していません。でも、投票したのです。生きている人々
は、自分達が投票していたことを知りました。彼らは投票出来なかったのです。投票したい人が投票できな
かったのです。誰かが、すでにその人の票を使っていたから。もちろん、バイデンに投票しています。常
に、常に100％、一方に投票されています。かなり興味深くないですか？つまり、あなたは超億万長者が政
治家達を餌付けしていて、そしてアメリカ人は目を覚まして理解しました。「おい、私達は嘘をつかれてい
た。私達はだまされたんだ！私達は、実際、アメリカ国内で製造することが出来るんだ！私達は、実際、私
達の医薬品や薬をはるかに安く手に入れることが出来るんだ！私達は、実際に、中東に平和をもたらすこと
が出来るんだ！私達は、実際、我々が居る必要のない場所から軍隊の一部を取り除くことが出来、そして、
実際、そこよりももっと良い場所に駐留する事が出来るんだ！」アメリカ人は、目を覚ました。そして、
7300万人以上が、戦いもせずにこれを手放すとは私は思いません。 
 

　さて、皆さんにお伝えしたいのは、全世界が、今、基本的にこの
絵を見ています。ハリスとバイデンは、すでに世界に「ほら、私達
が勝ったのだ！」と言っています。でも、彼らは馬に繋がっていま
せん。馬車と馬が繋がっていなくて、馬は後ろにいます。何の公式
認証もありません。彼らは、すでに次期大統領事務所を持っていま
す。ちなみに、私が最後に聞いたのは、「最終結果が出るまで待た
なければならない。」と討論で言ったのは、バイデンです。彼は待

ちませんでした。もちろん、彼は待ちませんでした。彼は最初から待つつもりはありません。実際、彼らか
ら見えるのは、そのようなものばかりです。これを見てください。
「感謝祭の集まりは、屋内では最大10人まで。社会的距離を置
き、マスクを着用する事。」皆さん、バイデンが大統領になった場
合、これが、あなたの人生です。また、非常に興味深いものをお見
せしたいと思います。ちなみに、テーマを忘れたとは思わないでく
ださい。テーマは：現在、聖書預言のどこにいるのか？もうすぐ、

その話に入ります。しか
し、皆さんにお伝えしますが、私達がオンラインでかなりの数のこ
とを見ている間、これが何度も画面に飛び出します。「皆さん、よ
く頑張っていますね。ロックダウン以来、すべてが環境にやさしく
なりました。それを維持してください。」信じられないかもしれま
せんが、まず第一に、国連には2つの議題があります。気候変動と
LGBTQです。皆さん、見てください。「排気ガスは、2020年に
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7％削減されるでしょう。ロックダウンの一時停止に感謝！」皆さんが理解されている事を願いますが、こ
のCOVIDのデマは気候変動を後押しする為のもの、全世界にグローバルな支配を押し進める為です。明らか
に、彼らは一つのことを理解していますから。最終的にCOVIDは終わり、ワクチンが導入されることを彼ら
は理解しています。クオモ知事の言葉が、今日引用されました。「なぜ、ワクチンを、それほど急ぐ必要が
あるのか？」彼は、そんなに早く出来て欲しくないのです。ゆっくりしなさい！もっとロックダウンしたい
のだ！ちなみに、彼はエミー賞をもらったそうです。彼はエミー賞を受賞しました。クオモ知事、ニュー
ヨークのアンドリュー・クオモが、エミー賞を受賞。何に対して？テレビ放映された彼のコロナ・ウイルス
状況報告に対してです。うーん…分かりますか？左翼、革新的な左翼は、お互いに賞を与えるのが大好きで
す。それはイスラエルでも同じです。革新的であればあるほど、左に寄れば寄るほど、狂ったリベラルにな
ればなるほど、もっと彼らの支配層によって受け入れられ、そして...オバマが、彼に与えた名誉勲章をすべ
て見たら...彼は、それらをバーブラ・ストライサンドに与え、それから、トークショーの女性…彼女の名前
を忘れましたが、短いブロンドの髪の女性、それから彼はオプラ・ウィンフリーにも与えました。とにかく
彼らは、ただ...ハリウッドは、彼らが好きな政治家にそれらを与え、政治家は、彼らにそれを与える。そう
いう仕組みです。閉ざされた中での循環です。トランプ？ノーベル平和賞受賞について何か聞いたことがあ
りますか？オバマは、就任後たった3か月で受賞しました。何もしていないのに。どちらかと言えばオバマ
は、過去50年間で最も恐ろしい時代を中東にもたらしました。アラブの春は、彼がエジプトに行ったとき
に始めたのです。基本的には、そこのイスラム大学での彼のスピーチで始まりました。そして、次々と政権
が崩壊し、数百万人が亡くなり、数千万人が家を失い、彼らは難民となっています。そして彼は、ノーベル
平和賞を受賞？そして、イスラエルとアラブ諸国の間に平和をもたらした者、流血も何の問題もなく、あっ
という間にそれをした者は無視されています。どうして？それが、システムの仕組みだからです。彼らが、
あなたに褒美を与えるなんて期待してはいけません。 
 

　次に、皆さんに知ってもらいたいのは、別の出来事…　ちょっと
待ってください…できるかどうか見てみましょう。ええ、大丈夫で
す。すべてのメディアが完全に同期して、まったく同じことを言って
いるのを知ってほしいのです。見てください。彼らは、すべて同期し
ています。彼らは同じ一団から命令を受けているのです。彼らはすべ
て、グローバル、カバル（秘密結社）の一部です。見てください！
どれだけの数の新聞が同じことを言っているか。「癒しの時」ほ

ら、文字通り、アメリカ中そして世界中で、「癒しの時」「癒しの時」…これです。「癒しの時？」冗談で
しょう？私が最後にチェックした時には、アンティファは人を殺し、人を傷つけ、物理的に攻撃していまし
た。彼らが何の事を言っているのか分かりませんが、一つ確かなのは、彼らが非常にうまく調整されている
ということ。それは確実です。 
 
　さて、アメリカがこれらすべてを経験している間、イスラエルは
しかるべき業務を行って、3か月前、テヘランで、イスラエルはア
ルカイダのナンバー２の男、ムハンマド・アル・マスリを殺害しま
した。アルカイダのナンバー2です。多くの人が言うでしょう。
「ちょっと待ってください。アルカイダはスンニ派、イランはシー
ア派です。」ええ、明らかに敵の敵は友人です。そしてイランは、

この男と、同じくテロリス
トである彼の娘を接待していて、その両方がイスラエル諜報特務庁
によって殺害されました。しかし、数日前、アフガニスタン当局が
発表したのは、アルカイダでナンバー1のアイマン・ザワーヒリが69
歳で自然死。ですから皆さん、アルカイダのナンバー1とナンバー2
の2つの席が空きました。もちろん、メディアはそれについて何も伝
えません。 
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　これを見てください。皆さんにお見せたいものがあります。これをお見せするのには理由があります。エ
ティハドはアブダビの公式航空会社で、とても素晴らしい航空会社、世界で最高の航空会社の1つです。彼
らのテルアビブ、イスラエルの新しいプロモーションビデオを見てください。彼女はイスラエルについて話
していて、ご覧の通り、第二神殿です。なぜ、それがそれほど重要なのか？多くの人が言っています。

「ちょっと待って！彼女は、テルアビブについて話しているかも知れ
ませんが、彼女は、間違いなくエルサレムの第二神殿について言及
している。」そして、これが興味深いのです。これはとてもエキサイ
ティングです。聖書の信者として、皆さんがそれを理解していること
を願います。イスラム教徒は、長い間、神殿はなかったと言われてき
ましたが、それ以上に、彼らが聞いてきたのは、モハメッドがエル
サレムに来た事、そこは彼が祈ったモスクの中で最も遠くに位置

し、「夜の旅」で、彼が天国に昇天した場所である。でも、皆さんに一つお伝えしたいのは、イスラム教の
歴史家でさえ、それは一度も起こっていないと言っています。8世紀の歴史家は、実際にはアルアクサは、
アルクッズとは何の関係もないと主張しています。アルクッズとは、後にエルサレムに付けられた名前で
「聖なるもの」です。アルアクサは、実際にメッカとメディナの間にあったモスクです。そしてもちろん、
モハメッドは、一度もサウジアラビアを離れたことがありません。では、どうして彼はエルサレムにいたの
か？おそらく、皆さんは言うでしょう。「ええ、アミール。でもユダヤ人がそう言っているよ。」いや、い
や、いや、いや、いや。とても面白いものを、お見せしましょう。 
 
　さて、これからのファイルは皆さんは、おそらくMEMRIと呼ば
れる場所で見かけるでしょう。MEMRIとは「中東報道研究機関」
です。この男はオサマ・イエマニ。オサマ・イエマニ。彼は弁護士
であり、広報担当者、作家で、サウジアラビアで最大の新聞の1つ
に書いています。彼は、皇太子モハメッド・ビン・サルマンの非常
に親しい友人です。その彼が、そこに書いたことは…皆さん。「ア
ル・アクサは、実際にはエルサレムにいなかった、という事実を認
める時が来た。」彼の言うことを見てください。彼は言います。「アル・ワキディは、アル・アクサが（メッ
カ地域の）アル・ジュアラナにあったと主張した。」彼は言っています。「預言者ムハンマドはアルジュア

ラナに来て、メディナを離れて移住したいと思うまで、13日間そこ
にとどまり、彼は、アルアクサ、つまり、ワジ(雨期以外は水のない
川)の向こう側からさらに離れた斜面にある「遠隔のモスク」への巡
礼を行うために、神聖な状態に入った。したがって、預言者の祈り
の場所はアルジュアラナにあった。このモスクは、クライシュ族の
一員によって建てられた。」皆さん、ユダヤ人ではありません。彼
らの身内、サウジ自身が、エルサレムを自分達の聖地と見るのをや

めろと言っているのです。「政治的な理由からエルサレムに結びつけられているだけで、実際はあそこでは
なく、サウジアラビアにあるのだ。」まず第一に、それによって、サウジは思います。「そうか。私達は我々
の国の中に、イスラム教徒の聖地、3つすべてを持っているんだ。」それはすごい事です。しかし、聖書の
信者である皆さんにはもう少し目を開いて、事実を理解して欲しいのです。近い将来、反キリストがユダヤ
人に神殿の丘での神殿建設を認める時、イスラム世界から、それほど大きな反対はないかも知れません。も
し彼らが、今すでに、「実際、神殿の丘は、第一、第二神殿があった場所だ。」と教えられているとすれば？
しかし彼らはまた、「モハメッドの祈りと、エルサレムを結びつけるのは間違いだ。彼は本当は、メッカの
近くの村で祈ったのだ。」と教えられているのです。私が今言っていることが分かりますか？私が言おうと
しているのは、皆さんがアメリカの次期大統領を巡って戦おうとしている間に、…ところで、私達は戦うべ
きですよ。この地上にいる限り、悪に勝たせてはいけません。常に戦うべきです。ちなみに、あろう事か、
仮にバイデンが大統領になっても、私は真実の為に立ち上がり支持したことを、絶対に後悔しません。誰に
も後悔して欲しくありません。私達は真実を支持し、嘘を暴き、悪を暴くように召されているのですから。
聖書自体が、私達にそれをするように命じているのです。ただ、それが世界の片側で起こっている間、世界
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のもう一方の側では、大きな変化がすでに起こっていることを理解してください。これは驚くべきことで
す。 

　また、もう一つ、皆さんにお伝えしたいのは、ほんの数時間前に、イスラエルは、アル・ブカマル市を再
び攻撃しました。シリアのデイル・エズ・ゾル地域、イラクとの国境です。イランは、イラク側からシリア
側に地下トンネルを建設しました。地上で物資を運ぶたびに、イスラエルがそれを破壊していることに彼ら
は気づいた為です。だから彼らは、今地下トンネルを建設していて、イスラエルは、今、それを破壊してい
ます。イスラエルは、それらのトンネルを破壊し、彼らは、本当に途方に暮れています。私達は、F-35（ス
テルス戦闘機）を使用しているので、探知されずに、ただそこに行き、しかるべき事を行って、家に帰りま
す。これは、本当に素晴らしい事です。それから、トルコは今、危機に瀕しています。なぜかと言えば、エ

ジプトとロシアが、黒海で合同海軍作戦を行っていて、トルコは、
これを見ています。ボスポラス海峡を渡って黒海に至るエジプトの船
は、それを注意深く見守っています。皆さん、理解してください。ト
ルコとエジプトは、現在、良き友ではありません。一方、イスラエ
ルとキプロスも、空軍合同演習を行っています。ですから、たくさ
んのことが起こっています。イスラエルの側についている国々は、ア
メリカで起こっていることに関連して、ますます我々に近づいてい

ます。彼らは、理解しているのです。もし、アメリカが、再びイランを支持する政権に変わるなら、イスラ
エルは、確実に我々と共に立ってくれる。イスラエルは、常に、イランに対して立ち上がって来ましたか
ら。オバマが、イランとの協議を結んだ時でさえ、イスラエル、ネタニヤフは、それに反対しました。です
から、これらすべてのことが目の前で起こっているのは、非常に興味深いです。ちなみに、このボスポラス
海峡を渡っているのはエジプトの船で、それを黒海までずっと護衛しているのは、トルコ沿岸警備隊の船で
す。 
 
　それでは、また別の話、大きなニュースをお見せしましょ
う。多くの人々が、トランプ大統領のパレスチナ人との「世紀
の取引」について批判し、彼がイスラエルを分割しているとか
何とか言っています。ひとつ、お話しをしましょう。ポンペオ
国務長官は、数日前にイスラエルにいました。初めて、現役の
国務長官が西岸のユダヤ人居住地を訪れたのです。彼は、プサ
ゴットのワイナリーを訪れました。ちなみに、彼らはポンペオ
のために特別にワインを作り、それを「ポンペオ」と名付けま
した。特別なワインです。私はおそらく…誰かが、それを試してみるでしょう。しかし、皆さん、知ってく
ださい。ポンペオは、その同じ日に革命的な事を発表しました。革命的です。これです。彼は、こう言いま

した。「今日、国務省は新しいガイドラインを開始し、イスラエ
ルとパレスチナの商品の原産国の表示が、現実に基づいた、我々
の外交政策の対応と一致する事を保証する。」「現実に基づい
た」の意味が分かりますか？誰もが、「パレスチナ国家がある」
と言っていますが、パレスチナ国家はありません。ヨルダン川西
岸とガザ全体がパレスチナのものであると誰もが言っています
が、そうではありません。西岸にはユダヤ人が住んでいました。
したがって、「現実に基づく」とは、ユダヤ人が住むすべての場

所、ヨルダン川西岸、ユダヤ、サマリアは、イスラエルである、という事です。併合や、その全貌について
話したのを覚えていますか？彼が言ったことを見てください。これ！「イスラエルが関連当局を行使する場
合、特にオスロ合意で決められたエリアCは、その商品を『イスラエル』『イスラエルの製品』として表示
しなければならない。」アメリカ合衆国政府が言っているのです。「西岸に住む、すべてのイスラエル人
は、外国の土地ではなく、イスラエルにいるのであって、そこで製造されている物には、すべて『イスラエ
ルの製品』または『イスラエル製』と表示しなければならない。」私が言っていることが分かりますか？ポ
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ンペオが発表した声明は、イスラエル政府よりも親イスラエルです。なのに、あなたは、トランプ大統領が
イスラエルを分割し、エルサレムを分割したと一瞬でも考えたのなら、その考えにサヨナラしてください。
唯一、彼だけが、歴史上、大統領として西壁を訪れ、大使館をエルサレムに移し、ワシントンDCにあるパ
レスチナ人事務所を閉鎖し、テロリストへの支払いをやめるまで、パレスチナ人へのすべての資金提供を停
止し、そしてもちろん、今では、ユダヤ人は、どこに住んでいてもその家から立ち退かされることはない、
と言っています。彼はまた、ゴラン高原をイスラエルの領土として認めた、最初の人物です。ものすごい事
です。驚くべきで、そして美しい！ 
 

　では、私達は聖書預言のどこにいるのか？ここから、非常に興
味深い局面に入ります。皆さんに見て頂きたいのは、まず第一
に、私達は、すでに第三神殿の準備をしています。間違ってはい
けません。設計図があります。イスラエルの第三神殿研究所は、
すべて準備ができています。彼らは、すでに司祭を用意していて
動物の犠牲を屠る人を用意しています。もちろん、第三神殿を建

ほふ

てることを可能にする国際的な世界のリーダーは、まだいませ
ん。第二に、イスラエルは定期的にダマスカスを攻撃していま

す。数日前、私達は、ダマスカス周辺の6つの標的、あちらの国際空港、および他のいくつかの場所を攻撃
しました。すべて、ダマスカス地域です。理由は、イランのアル・クッド軍の1つである840部隊が、イス
ラエルの国境にIED（簡易爆発物）を置いたためです。そして、その報復として、私達はダマスカスとその
周辺の彼らの場所を破壊しました。皆さん全員が、イザヤの第17章の預言を知っています。 

「ダマスコは取り去られて町でなくなり、廃墟となる。」（イザヤ17:1） 

私は、それで、エゼキエル38章のシナリオに火がつくと信じています。それは、もうすでに整っています。
シェバとデダンである湾岸諸国は、すでに私達の友人です。ちなみに、今日、報じられたのは、ロシアが…
信じられないかもしれませんが、ロシアが開始、もしくは、もうすぐ開始…、11月6日、ミハイル・ミシュ
スティン首相が署名した新しい合意の元、ロシアが、スーダンに海軍物流センターと修理場を設立する。彼
らは、その取引に密かに署名していて、今、それが公表されたのです。ロシアはまた、スーダンにもいます。
トルコはリビアにいます。リビアとスーダンは、もはやリビアとスーダンではありません。彼らは、トルコ
とロシアによって運営されています。したがって、攻撃が起こる時、それは、その場所からも発生します
が、おそらく、これらの国の軍隊からでしょう。グローバリズムと新世界秩序の推進が見られます。それ
は、すべてそこにあります。すべて、そこにあります。彼らは、ロックダウンをグイグイ推し進め、全ては
気候変動、全てはグリーン・ニュー・ディール、すべてはグレート・リセットです。この”リセット”につい
て、後日、全体的なアップデートをします。すべてが整っています。 
 
　私達が、今、目にしていない唯一のもの、すべてが成就する
のを邪魔している唯一のもの、これを見てください。引き止め
るものが、まだここにいます。私達、教会、私達の内にある聖
霊、私達は、聖霊の宮です。私達はまだここにいます。そして、
私達がここにいる限り、私達は地の塩であり、私達は世の光で
す。山上の垂訓で、主がそう言われたのです。「あなたは地の塩
です。」「あなたは世の光です。」だから、義と敬虔のために
戦う事は私達の特権ではなく、義務なのです。戦うのは義務で
す。私が今、トランプ大統領のために戦っているのは、私が彼の人格に惚れ込んでいるからだと思っている

ほ

なら、それは違います。彼があと4年大統領になることで、すべてが素晴らしく世界が素晴らしいものにな
ると私が信じていると思うなら、違います。私はそうは思いません。私は、ただ敬虔さと義を求めているだ
け、胎児の為に戦う人を求めているだけです。私は自由と家族、イスラエルを尊重する人を求めます。テロ
リストの行為に報いて欲しい。私は、こういった事を求めます。だから、私達がここにいる限り、私達はこ
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れらのことのために戦わなければなりません。私達がここにいる間、私達は義と敬虔を促進することを選ば
なければなりません。選ぶのです。それは選択です。そのため、投票が重要なのです。投票は選択です。あ
なたが誰かを選び、あなたがポリシーを選び、あなたが政策を選ぶのです。私は共和党派ではありません。
私はアメリカ人ですらありません。しかし、世界中のすべての聖書信者は、胎児を支持し、イスラエルを支
持し、家族の価値観を支持し、自由を支持しなければなりません。それがすべてです。ですから、私達が去
るまで…ところで、私達はすぐに去ると、私は信じています。私は、「（ドミニオン）支配神学」を信じて
いません。その名前が、”ドミニオン・マシン”で、新しい意味を持つようになったのは面白いですね。私達
は、ここに神の御国を確立し、イエスが戻って来るために世界を準備するとは、信じていません。違いま
す！主は、私達の場所を用意するために行かれたのです。この世界、必然性の原則、それは間違った方向に
進んでいます。私には、それが見えますし、私はそれを知っています。しかし私がここにいる限り、私はバ
イデンには投票しない！そうすれば、携挙が今すぐに起こるから？いいえ！私は義と敬虔、そして正しいこ
とを促進する正しい政策に投票します。それがすべてです。そしてもし、神がこれで終わりだと決定され、
アメリカが台無しになって、バイデンが大統領になるなら、私は何も言いません。しかし私の行動、私の発
言、そして何のために戦うかを私に任されているなら、私は、もちろん正しいことのために戦います。な
ぜ、Facebookが今、私を迫害しているのだと思いますか？なぜ、私は、すべてのソーシャルメディアで抑
圧されていると思いますか？私が、こういうことを言っているからです。皆さんが今、どこにいるのかを理
解することは、非常に重要です。 
 

　今から、私が準備したものを、ご覧いただきたいと思いま
す。教会の時代である黄色い線を見て、今が、その終わりにいる
ことを理解してください。なぜか？それは、私達はイチジクの木
が芽吹くのを見ています。イスラエルは故国に戻ってきました。
グローバリズムはいたるところにあります。エゼキエル38章が
迫っています。反キリスト、不法の秘密がすでに働いているのが
見え、すべてが準備されているのを見ることができます。という
事で、皆さん、見てください。少しの間、私は画面から消えま

す。私が作成した、この表を見て、今、携挙にどれほど近いかを理解してください。今、黄色い線の一番最
後にいます。これです。今、これをお見せします。これを見てください。私の声が聞こえるかどうか分かり
ませんが、これは、ダニエル書の預言、黙示録、第2テサロニケ、第1テサロニケの預言に基づいています。
これはすべて、聖書預言に基づいています。ダニエルは70週について語りました。ご覧のとおり、69週間
が経過し、メシアが現れ、そしてイエスが昇天された時、主は聖霊を送られ、教会の時代が始まりました。
ご覧の通り、教会があって、聖霊があります。これは、それまでに無かった新しいものです。私達は聖霊の
証印を押されています。そして、ご覧の通り、その端に教会の携挙があります。もちろん、私達は聖霊と共
に上って行き、主は降りて来られて、私達は雲の中でお会いします。それから、私達はダニエルの最後の
週、7年間の大患難の間あちらにいて、私達はここにいません。そして、7年間の大患難の終わりに、私達は
千年王国のために、主と共に戻って来ます。そしてその後、白い裁きの御座で書が開かれ、「子羊のいのち
の書」に名のない人は、皆、火の池に下ります。そして、「いのちの書」に名前のある人は、皆、新しいエ
ルサレム、新しい天、新しい地が現れるのを見ます。もちろん、それまでです。私達は、その黄色の終わり
にいます。今、この瞬間にも起こり得ます。しかし、皆さんが理解すべき、非常に重要なことは、主が来て、
私達を連れて行ってくださるまで、今、座って羊を数えている余裕は私達にはありません。イエスは、主が
戻って来られる時、私達は、御父の業に従事しているようにと言われました。だから勇敢に戦うのです。そ
こで、これらの聖句を思い出したいと思います。ピリピ人への手紙には、こうあります。 

「私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを、私たちは
待ち望んでいます。」（ピリピ3:20） 

イエスは私達を連れて行くために天から来られます。そして、私達の国籍はそこにあります。ですから、主
は、あちらから来て、私達のために、ここに御国を確立されるのではありません。主は天から来て、私達を
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私達の国籍がある場所、天国に連れて行ってくださるのです。ですから、私達は今、選挙のあらゆる事に感
情的にも精神的も、非常に深く関わっているのは分かっていますが、多分、それでも大丈夫です。しかし、
私達の国籍はここにないことを忘れないでください。そしてもし、あろう事か、あなたが望むように進まな
かったとしても、これを知っていてください。第1コリント15章の最後、私の大好きな聖句の一つです。 

「しかし、神に感謝すべきです。神は、私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくだ
さいました。」（第1コリント15:57） 

ドナルド・トランプ、共和党、シドニー・パウエルではありません。イエスを通して、私達は、勝利したの 
です。これを見てください。彼は言います。 

「ですから、私の愛する兄弟たちよ。堅く立って、動かされることなく、いつも主のわざに励みなさい。あ
なたがたは自分たちの労苦が、主にあってむだでないことを知っているのですから。」 

（第1コリント15:58） 
もう一つ、第2テモテ1:7も見てください。 

「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。」 

そしてもちろん、エペソ人への手紙5:11です。「実を結ばない暗やみのわざに仲間入りしないで…」だから、
詐欺について話したりしているのです。 

「実を結ばない暗やみのわざに仲間入りしないで、むしろ、それを明るみに出しなさい。」（エペソ5:11） 

どんな詐欺でも、闇の力によって起こっていることは、どんな事でも、私達は、それらを明るみに出さなけ
ればなりません。私達は交わりを持つ必要はありません。暗闇の業を行っている者に投票するなら、あなた
は、その者と交わっているという事です。私達は、それを明らかにしなければなりません。では、私達は聖
書の預言のどこにいるのか？私達は、私達の行くべき場所、私達の国籍のある場所に非常に近づいていま
す。皆さんを励ましたいと思います。皆さんを励ましたいのです。神が完全に支配されています。私は本当
に平安です。私には平安があります。私が思うに、トランプが、今必要としているのは時間と裁判所の高潔
です。残念ながら、アメリカの裁判官は高潔ではありません。明らかに、政治家がいますから。しかし、少
なくとも、最高裁判所には、低いレベルにはない、ある程度の高潔さがあることを私達は知っています。そ
して私は、物事が最終的に正しい方向に進むことを祈り、願っています。しかしそうでない場合は、これら
の聖句を覚えておいてください。 

「堅く立って、動かされることなく、いつも主のわざに励みなさい。」（第1コリント15:58） 
 

ほら、本当にもうすぐ、私達は王にお会いするのです。素晴らしい！来週、「マ
サダは、また滅びるのか？」（日本語タイトル未定）を配信する予定です。予告
編をご覧になりましたね。今、もう一度ご覧いただきましょう。それから、私の
新しい本「イスラエルと教会」はすでに予約注文受付中です。すでに新しい本の
学習ガイドも出ています。本と学習ガイドの両方ありますので、ホームフェロー

シップで勉強会が出来るようになっています。私達のウェブサイトBeholdIsrael.orgでご購入いただけま
す。では、マサダの予告編で締めくくりたいと思います。素晴らしいものになるでしょう。楽しんでいただ
ければ幸いです。今日はご視聴いただき、ありがとうございました。信じてください。これから２週間後、
超、超エキサイティングで面白い事になりますよ。では、どうぞ。（ビデオ再生） 

　ある話をしましょう。山の物語、民の物語、信念の物語、国家の象徴となった物語です。しかし、それは
また、その象徴が、いかにしてあなたの理解全体を、何度も何度も間違った所に、完全に導き得るかを告げ
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る物語でもあります。私の後ろには、マサダと呼ばれる歴史的な場所がありま
す。ユダヤ人の英雄的象徴です。しかし、この話には別の側面があります。そ
れは、私達の信念体系が、私達の選択にどのように影響するかを告げる物語で
す。英雄の象徴は、通常、人がしたことに関する象徴です。彼らは英雄的に戦
い、彼らは英雄的に死んだ。しかし、私は一つのことを知っています。あなた
が、あなたがしたことに集中し続けるたびに、あなたは、神がしようとされて
いることを見逃すでしょう。 

では、アロンの祝福で終わりましょう。 

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） 

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） 

私達の理解をはるかに超える平安、唯一、平和の君であり平和の主ある方だけが与える事の出来る平安が、
ここでも、どこででも与えられますように。彼の名前はイェシュア、主は私達の救い、主の御名において祈
ります。アーメン。 

I love you!　今日は、ご一緒くださり、ありがとうございます。 

God bless you! できるだけ多くの人が慰められるよう、シェアしてください。Facebookが、私をシャ
ドーバンしています。今、問題が発生していますが、できるだけ多くの人と、できるだけ多くのことを共有
してください。お付き合いくださり、感謝します。たくさんの事が起こっています。Twitterで私をフォロー
してください。Twitterは、まだ私を禁止していませんので、私はそこで多くの事を発信しています。「パー
ラー」も使っています。また、ゆっくりと「ランブル」に切り替えています。また、他のSNSも進めていま
す。しかし、私達は、大手ハイテクが使える限り、利用していくつもりです。知っている人にではなく、救
われていない人達に届けたいですから。ですから、お祈りください。ありがとうございます。神の祝福があ
りますように。これから12日間、寝室に隔離です。気が狂わなければ良いですが。ジュース断食をして、周
辺で起こっている多くのことから体と心を浄化し、それと、ただ祈りに専念する事にしました。では、あり
がとうございました。 

God bless you! 

イスラエルのガリラヤより、シャローム。 

⬅  このQRコードから、YouTubeの「2020年11月21日中東時事アップデート」に行けま
す。 
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