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2020年11月29日 中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

- ネタニヤフのサウジ訪問、イラン国内での暗殺 - 
YouTube：2020年11月29日中東時事アップデート 

　皆さんシャローム、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。文字通り、
世界中から大勢の方が集まっています。アブダビ、バーレーン、ドバイ、アメリカ、オーストラリア、ニュー
ジーランド、シンガポール、日本から。皆さんにお会い出来て、嬉しいです。 

　聞いてください、ここ数日、中東は退屈している暇がありませんでした。実際、まずはさかのぼって、ちょ
うど一週間前、誰もベンジャミン・ネタニヤフ首相と連絡が取れず、その日曜日、彼に連絡しようにも誰も
繋がることができませんでした。それと同時に、常にイスラエル上空の航空機の動きを監視している人々
は、テルアビブからサウジアラビアのネオム市への非常に不審なフライトがあるのに気づきました。紅海と
イスラエルに最も近いサウジアラビアの主要都市で、ここはムハンマド・ビン・サルマンが現在、建設して
いる未来都市です。感謝祭前に、こちらを訪れていたポンペオ国務長官が、帰国する前に彼との会談が予定
通り、ここで行われました。そして驚いた事に、国務長官のアメリカ空軍機ではなく、プライベートジェッ
ト機（Learjet社製）にイスラエルの大物二人が乗り込んだのです。イスラエルの首相とイスラエルの秘密
諜報機関であるモサドのトップというレジェンド的な存在です。イランの暗殺事件の話の時に、それについ
てお伝えします。 

　さて、二人ともネオムに降り立ち、サウジアラビアの皇太子と会談しました。もちろん、革新派メディア
は、この会議が何も達成されず、失敗であったかのように見せかけました。言っておきますが、失敗からは
程遠く全てが大成功でした。ネタニヤフ首相は、ムハンマド・ビン・サルマンと今後数日間の計画について
話し合っていなかったと思います。つまり、イスラエルが、イランでしようとしている事について。しか
し、確かにイランは交渉に上っていました。そして、間違いなく、その会議の間に、サウジアラビアは同意
して…実際、必要であれば、イスラエルがサウジアラビアの空域を使用して、イランが、サウジアラビアと
その近隣諸国を攻撃するのを確実に止めるよう、サウジが求めたのです。皆さん、モサド、イスラエルの
シークレットサービスは現在、この地域を「中東合衆国」(United States of the Middle East)と呼んでい
ます。今の時点では、サウジアラビアはイスラエルと正式な関係を持っていないかも知れませんが、イスラ
エルの首相がサウジアラビアの地で皇太子と会談しているというのは、間違いなく信じられないことです。
また、言っておきますが、我々とサウジとの間には正常化の合意がないかも知れませんが、しかし、サウジ
アラビアはすでに同意していて、すべてのイスラエルの民間機がUAEやバーレーン、またはインドやタイな
どの他の場所に向かう時、私達は、実際にサウジアラビアの領空を飛行することができるのです。だから現
実には合意がなくても、すでに正常化に向けた大きな一歩があります。イスラエルと本当の関係をサウジが
実際に認めて、宣言する事を妨げているものについては、後でお話しします。簡単ではありません。それに
ついては後ほどお話ししますが、ただ、この会談はとても実りあるものでした。ネタニヤフは取引を期待し
ていたのではなく、彼は協力を期待していました。イスラエルは、サウジとの諜報活動および軍事協力を強
化しています。現時点では、イスラエルがサウジを必要とする以上にサウジがイスラエルを必要としてい
て、サウジは非常に微妙な立場にあるのです。ワシントンD.Cの誰かさんが、自分がデラウェア州を握って
いる、選挙に勝ったと主張しているとの噂があります。その名は、ジョー・バイデン。そして、サウジアラ
ビアは、彼が悪いニュースだと理解しています。数々の理由から。A）彼はすでに、イラン協議に戻ると宣
言しています。B）しかし、覚えていますか？　数年前、サウジが、アメリカ在住のサウジアラビア人の
ジャーナリストを始末しました。彼はトルコを訪れて、トルコのアンカラにあるサウジアラビア大使館に入
り、二度と出て来ませんでした。つまり、彼は、おそらく殺されて、抹消されたのでしょう。遺体は発見さ
れていません。そして、当時の民主党は大騒ぎしました。少なくとも、民主党が支配していた議会は、サウ
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ジの人権問題に対する決議案を出そうと動きました。それが民主党の言う、「人権」です。ネットで、私を
攻撃してきた女の人がいるんですが。彼女は言いました。「あなたは、胎児の命は尊重しているかも知れな
いけど、トランプ支持なら、生まれた人間の命は尊重していない！」私は、それが問題なんだと言いたいで
す。イランと中国を支持している人が、どれだけ人権に関心を持っているのか、私には全く分かりません。
一つ私に言えるのは、殺されたカショギが、今やサウジと“バイデン政権”の関係にとって、最大の障害になっ
ているということです。私は「バイデン政権」とすら言えません。トランプ大統領が大統領に留まる可能性
が非常に高い事を知っていますから。それについては最後に話しますが、サウジアラビアは、反対の立場で
す。彼らはトランプ大統領の絶大な支持を失うかも知れませんから。今、中東で大きな力を持つ2つの国
が、彼らの敵となっているのです。シーア派イラン。間違ってはいけません。イランは、2019年にサウジ
の主要な製油所、石油精製所を攻撃しています。つまり、何十もの巡航ミサイルと、UAV(無人航空機)の驚
異的な攻撃です。それが、正確に、それらの大きなタンクの上部を攻撃したのです。石油の上層部にガスの
小さな泡があるのですが、そのガスに当たって、すべてが爆発しました。全世界が、イランの作戦の精度の
高さに衝撃を受けました。誰もが自国に戻って、イランの能力を再計算しました。そしてサウジアラビア
は、イランから非常に激しく攻撃される可能性があることを理解しています。もう一方で、トルコがいま
す。トルコはムスリム同胞団を支援しています。トルコは現在、カタールと友好関係にあって、カタール
は、現在、サウジアラビアがボイコットしている国です。ですから、トルコやイランとの戦いの中にあるサ
ウジアラビアにとって、イスラエルは最高の友なのです。だから、現時点で、イスラエルがサウジアラビア
を必要とする以上に、サウジアラビアはイスラエルを必要としています。そして、会談はとても、とても上
手く行き、先ほど言ったように、サウジアラビアがイスラエルに言ったのです。戦闘機のために…民間機で
はありません、我々の領空が必要ならば、間違いなく使ってよい。皆さん、イスラエルとサウジが協力する
のは、目新しい事ではありません。前にもありました。しかし、これは、今までのものよりも一段階上で、
これは、かなりすごいことです。 

　さて、ムハンマド・ビン・サルマンが、これらの関係を公にし、合意に署名することを妨げるものは何
おおやけ

か？何が彼を止めているのか、お伝えします。彼を止めているものは3つ。一つは、彼が王ではないという
事実です。彼は皇太子です。王は彼の父、サルマンです。サルマンは高齢で、死期が近いと思います。しか
し、サルマンは上の世代に戻りたいのです。サウジアラビアの創始者の息子たちです。彼は、まだイスラエ
ルが問題で、パレスチナ人達は可哀想という考え方を持っていて、彼はまだ目が覚めておらず、世界が完全
に変わったことを理解していません。彼は、新しい中東になった事を完全に理解していますが、古いやり方
から抜け出すことが出来ないのです。したがって、ムハンマド・ビン・サルマンは非常に注意深くならなけ
ればなりません。ちなみに、ムハンマド・ビン・サルマンは、明日には皇太子の地位から追い出されるかも
知れず、もし、ムハンマド・ビン・サルマンが父親に従わなければ、父親は、他の誰かを皇太子に任命する
かも知れません。こういう事は中東ではよくある事です。それはヨルダンでも起こりました。フセイン国王
は、文字通り、亡くなる数日前にアメリカからヨルダンに戻り、皇太子であった弟を追い出して、その代わ
りに息子を任命し、それからアメリカに戻り、彼は、そこで癌でなくなりました。だから、こういうことは
起こり得ます。そして、ムハンマド・ビン・サルマンは、王室の中に次の王座を狙っている敵が、十分過ぎ
るくらいいるのです。したがって、私達がサウジアラビアで目にしているのは、控え目で、より非公式、水
面下でありながら、両国間の完全な協力関係で、もうすでに我々の間に存在します。シェバとデダンは、間
違いなく私達の味方です。（エゼキエル書38:13参照）勘違いしてはいけません。聖書的に、これは驚異的
です。しかし、さらにお知らせしたいのは、皆さん、…ちなみに、ニュース速報です。念のために言ってお
きますと、ジャレッド・クシュナーは現在、サウジアラビアに向かっています。非常に計画外の予期せぬ訪
問です。理由はわかりません。サウジアラビアが、イスラエルとさらに何かの交渉を進めるために、アメリ
カ人が必要なのかも知れません。定かではありませんが、いずれ分かります。これらは今のところ、大きな
ニュースです。それから数日が過ぎ、中東は同じ状態です。つまり、トルコはずっとリビアに軍を動員し続
けていて、彼らはまたシリア北部に人々と軍隊を移動させています。アゼルバイジャンとアルメニアの間の
ナゴルノ・カラバフでの戦争は現状止まりですが、トルコ人は間違いなくその中にいます。ですから、私達
が見ているのは、スルタン・エルドアンが中東で起こっている事を見ていて、そして、彼は間違いなく、今
週の金曜日に起こった事を見ています。ここから、その話に入ります。 
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　皆さん、サウジアラビアが抱えている、もう一つの深刻な問題は、フーシ派との戦争です。フーシ派はイ
エメンのシーア派の反政府勢力で、イランが資金提供しています。イランが彼らを運営していて、彼らはイ
ラン製の武器やミサイルなどを持っています。そしてフーシ派は、文字通り、サウジアラビア国内でサウジ
アラビアの空港、サウジアラビアの石油施設をほぼ毎週のように攻撃しています。アラブ首長国連邦は、昨
年までその戦争の一部でしたが、撤退しました。彼らは、それから撤退して、もう、それに加わっていませ
ん。したがって、サウジはあちらで孤立していて、モハメッド・ビン・サルマンは、他の王室の人々から終
わりのない、無意味な戦争をしていると非難されています。一つ、私に言えるのは、繰り返しますが、サウ
ジは、私達が彼らを必要とする以上に私達を必要としています。彼らは、実際にイスラエルからイスラエル
製の対空ミサイルまたは防空システム、アローを購入して、明らかに、それが機能しています。ですから、
皆さん、サウジアラビアとの関係に関しては、現在、中東でたくさんの事が起こっています。ジャレッド・
クシュナーの今の訪問で何が生まれるか、知るよしもありません。ただ、一つ私に言えるのは、皆さん、数
日が経過し、そして金曜日の朝、この金曜日の朝はイランが忘れたい朝でした。仮に、アメリカが1月3日
最も称賛されたカッセム・ソレイマニ将軍を殺害したとすれば、金曜日は、あのモンスターの、もう一方の
手が切断されました。つまり、モフセン・ファフリザーデです。 

　モフセン・ファフリザーデは、上級将校であるだけでなく、革命防衛隊の将軍であると彼らは言います。
しかし、彼はまた科学者でもあり、物理学の教授で、彼はイランの核開発計画の父です。プログラム自体
は、それが明らかになり、暴露されるまで、軍事プログラムとして始まりました。そして、彼らは民間のプ
ログラムに移りました。まるで、民間の目的のために取り組んでいるかのように、しかし、軍事プログラム
で働いていたのと同じ人々を、ファフリザーデが、今回雇っているのです。ちなみに、2018年5月、ベン

ジャミン・ネタニヤフは、ファフリザーデを晒しました。我々が
持っているファフリザーデの写真は、ご覧の通り、はるかに若い時
のものです。その2018年、ベンジャミン・ネタニヤフが、イスラエ
ル国民の前でヘブライ語と英語の両方で演説しています。これは英語
版で、こう伝えています。SPND、これは…民間の武器プログラム…
失礼しました…イランの核開発計画で、実際、モフセン・ファフリ
ザーデ博士が率いており、SPNDの主要要員の多くが、彼の下でプ

ロジェクト・アマドに取り組んでいました。これは、爆弾のプロジェクトです。ご存知ですか？イラン協定
が調印されたとき、彼らは、これまで爆弾を所有する軍事計画を、一切立てた事がないという、イランの宣
言のもと、調印されました。彼らがそう言ったのです。そして2018年2月にイスラエルが襲撃したとき、イ
スラエルのモサドエージェントは、なんとかテヘラン郊外の倉庫に侵入し、文字通り、数十の金庫に侵入
し、イランの核アーカイブ全体を取り出して、イランが嘘をついている事を世界に証明したのです。イラン
には軍事計画があって、イランは爆弾に向かって動いています。実際、爆弾に取り組んだ同じ人々が、今は
原子力エネルギーの民間プロジェクトで雇われ、働いているのです。皆さん、トランプ大統領が、アメリカ
はイランとの取引から撤退することを発表するために、まさに、これが必要だったのです。彼は、その決定
的証拠を必要としていて、そして、私達は彼にそれを提供しました。そして、ファフリザーデは、イランが
国連原子力機関の前に一度も立たせなかった唯一の人物でした。彼らは一度も彼と関わった事がなく、彼ら
は、彼に会ったことも、彼と話した事も一度もありません。彼は、モサドの指名手配リストに入っていまし
た。彼は、間違いなくCIA、FBIが関心を持っていた人物です。皆さん、2018年にすでにイスラエルは、始
末する対象として彼をあげていました。間違ってはいけません。皆さん。この男はカッセム・ソレイマニの
分身でした。事実、この写真を見ていただきたいと思います。これ
を見てください。ご覧の通り、上はヒズボラの指導者であるハッサ
ン・ナスララの隣に座っていて下の写真では、カッセム・ソレイマ
ニ将軍の隣に座っています。これらは、アヤトラが自慢していたイ
ランの指導者トリオです。彼らは、最も有能で最も危険な3人で
す。そして、ご存知の通り、ソレイマニは死に、ファフリザーデは
死にました。その為、ヒズボラの指導者は、今日、少し危険を感じ
ているのだと思います。 
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　実際にお見せしましょう。それが2人の最後です。2020年1月3
日、ソレイマニの車の残骸をご覧ください。火が見えますか？実
際、彼の車には、ほとんど何も残っていませんでした。あのアメリ
カのUAV（無人航空機）が放ったロケットは、誰にも生き残るチャ
ンスを与えませんでした。彼と一緒に、イラクの親イラン民兵の指
導者であるアブ・マフディ・アル・ムハンディスが死にました。そ
してその下は、ファフリザーデと彼の車で、その隣に大量の血が流

れているのが見えます。それについても、すべてお話しします。ですから、皆さん、金曜日の朝に起こった
ことはホラー映画さながらです。つまり...あのような仕事ができるシークレットサービス組織は世界にない
と思います。誰もが、実際に起こったことに畏敬の念を抱いています。何が起こったのか、説明させてくだ
さい。まず第一に、シークレットサービスに関してはイランが巨大な怪物であることを理解する必要があり
ます。実際、24の諜報機関があります。24の諜報機関です！さらに言うと、24の諜報機関のうち18が公式
であり、6つが公式ではありません。したがって、非常に多くの諜報機関があれば、多くの諜報を取得しま
すが、実際には、彼らは、それらを共有していませんでした。ただ、それらの一つに亀裂を見つけさえすれ
ば、大物には誰かが侵入した事さえ知られずに、必要な情報を取得する事が出来るのです。そして、まさに
それが起こったのです。皆さん。我々はファフリザーデの所在を知りました。私達は、彼が他にも家を所有
している事を知りました。それはテヘランの東にあって…ええと...どこだったかな…ちょっと待ってくださ
い。とにかく、ええと、彼は帰宅途中で、3台の車の護衛で1台目には彼のボディーガード、2台目に彼が、
そして3台目の車にはボディーガードが乗っていました。全部で6人のボディーガードと、彼は真ん中の車に
いました。そして、ものすごい事が起こりました。小さなピックアップトラックがあって…それを見てくだ
さい。日産のピックアップトラックです。ちなみに、イランでは、
これらは非常に多く見かけます。古い日産のピックアップトラック
です。そして、このトラックの後ろには爆発物が積まれていて、リ
モコンで爆発するのを待っていました。そして、この青い車のすぐ
そばを、護送団が通り過ぎると…ちなみに、この青い車の所有者は
前日にイランを離れていて、彼は見つかりません。その車が爆発
し、もちろん、その爆発の為にすべてが止まりました。護送団は止
まり、皆がショックを受けました。そして彼らがショックを受けている所へヒュンダイのサンタフェSUVが
現れ、4人のオートバイも来ました。彼らは、文字通り中央の車両に弾丸を浴びせ、ファフリザーデを引き
ずり出して、彼が死んでいることを確認しました。...文字通り、確実に彼が死ぬようにしたのです。そし
て、彼らは、まるで地球が彼らを飲み込んだかのようにしました。イラン人は、現場に少なくとも12人が
いたことを理解しています。少なくとも50人が、物資調達や隠れ家、車など、様々な形で援助しました。皆
さん、理解しなければなりません。そのようなプロジェクトでは、少なくとも5つの異なる計画が存在しま
す。プランAが機能しない場合は、プランB、プランC...。そうして、すべての計画にチーム全体が出番を
待っていて、正しい合図を待っています。皆さん、すべてがスイス時計のように（精巧に）機能しました。
それは驚異的でした。そして、これらの人々が、すべて消えました。さて、過去1時間のイラン人は、4枚の
写真…実際、関与した人々の写真、4枚を表示しています。ちなみに、出来るかどうか分かりませんが、車
がどのように見えるか、お見せしましょう。ちょっと探してみましょう。えーと、ここにあると思いました

が、こっちを見てみましょう。さて、それは日産です。上部の青い
色が見えるでしょうか？それが日産車に残されたものです。ええ、
とにかく、皆さん、これが基本的に起こったことです。それらはす
べてなくなって、蒸発しました。それは驚異的です。彼らは誰も見
つけることができません。今、イラン人は屈辱を受けただけではあ
りません。ほら、もしカッセム・ソレイマニが実際にイラクのバグ
ダッドで殺されたのなら、イラン人はこう言うことが出来るので

す。「もし彼がイランにいたら、こんな事は決して起こらなかった。」この男はテヘランの東の通り、彼ら
の地元、彼らの家で殺されました。ところで、彼が最初ではありません。2010年以来、殺された科学者
は、彼で6人目です。そして、もし私が間違っていなければ、皆さん、ほんの数ヶ月前、モサドのエージェ
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ントは、実際にテヘランでアルカイダ２番手、アル・マスリと彼と一緒に働いていた彼の娘を殺しています。
皆さん、これらはモンスターです。これらの人々は何百人もの人を殺しただけでなく、ファフリザーデに
限って言えば、何百万人もの人々の絶滅を企て、首謀していました。 
 

　事実、あなたが「ああ、それはよくない…」と思うなら、一つ、
お見せしましょう。イラン政権が何を計画し、企てていたかをお見
せしたいと思います。今年初めの、このツイートをご覧ください。
これは、イランの最高指導者、ハメネイです。興味深いことに、
Twitterの所有者とCEOは、これをブロックしたり、この下に警告を
表示したりすることはありませんでした。彼は言います。「シオニ
スト政権は、致命的な癌の拡大で、地域に不利益をもたらしてい

る。それは間違いなく根こそぎにされ、破壊される。その時、この政権との関係の正常化に力を尽くして来
た者達に恥が降りかかるだろう。」皆さん、私達が今読んだことを、お分かりでしょうか？私達が今読んだ
のは、こうです。彼は、「イスラエルは完全に破壊されなければならない」と言います。彼がそう言ったの
です。基本的に。そして、イラン人にとってイスラエルを破壊する唯一の方法、ちなみに、彼らは一度も命
中した事がありません。彼は国連総会の壇上から言ったのです。彼らがそれをする唯一の方法は、原子爆弾
を取得することである、と。このように、皆さん、この政権の悪魔的思想による持論、そして、彼らはそれ
をどのように行うのか？彼らは2人のモンスターを使いました。彼らはカッセム・ソレイマニを使用して、
地域全体に民兵を生み出すことにより、イラン革命を輸出しました。イエメン、イラク、シリア、レバノン、
そしてもちろん、アフリカでも。それが、カッセム・ソレイマニです。そして彼らは、昼夜、私達を悩ませ
ていました。その一方で、彼らは、彼らの“至宝”である核開発計画に取り組んでいたのです。この核計画全
体は、核合意など起こっている全ての問題です。そしてそれは、おそらくイスラエルと湾岸諸国、そして現
在は、サウジアラビアとの間の正常化のきっかけの1つでした。皆さん、理解しなければなりません。ある
イラン人の発言を、つい先ほど読みましたが、彼は、こう言いました。「今、イランは“核免疫”を持たなけ
ればならない。」言い換えれば、「世界が我々に触れないようにするために、我々は、できるだけ早く爆弾
に到達しなければならない。」彼らは、北朝鮮やパキスタンを見て、誰も、これらの国に手を出さないこと
を知っています。彼らが、すでに原子爆弾を持っているから。だから彼らは、「これだ！」と理解していま
す。それがイランが望んでいることです。彼らにとって、彼らがその保証を持っていなければ、彼らの政権
は崩壊するかもしれないことを知っています。そして、トランプ政権は、彼らがこれまでに経験した中で最
悪の悪夢です。今でも、制裁に制裁を重ね、さらなる制裁です。皆さん、理解しなければなりません。カッ
セム・ソレイマニの死で、彼らは、すべての民兵を抱えたまま取り残されたのです。彼らはお金を使い果た
して、彼らには何もありません。彼らは破産しています。そして今、もう一方のヘビの頭、弾道ミサイルに
核を取り付ける首謀者の頭が斬られ、彼も居なくなりました。これらの事で…これらの人々は、あまりに
も…彼らは他の人から遠ざけられていたので、彼らの知識は、すべて、彼らの頭の中だけにあったのです。
彼らは、誰がどのように何をしたかを正確に知っていて、それを他の人と共有することは決してありませ
ん。常にリークを恐れていますから。その為に、最高指導者は、彼らの両方を頼りにしていたのです。ちな
みに、これを見てください。彼らが作成した、このイラストを見て
ください。これはソレイマニと、アブー・マフディー・アル＝ムハ
ンディス、そして今、ファフリザーデが加わりました。これらの3
人は死んでいます。彼らは、もう居ません。彼らはイランの3人の
英雄です。そして、1年以内にコロナで数十万人…失礼しました数
万人があちらで死んだだけでなく、イランが輸出した、最も権威
のある3人です。彼らは、居なくなりました。彼らは死んだので
す。彼らのうち、2人はイラクで殺され、もう1人は、ご存知のようにテヘランで殺されました。これは、イ
ラン人にとって悪夢です。ここで疑問に思うのは、その後、何が起こったのか？早々に、この天使の殺害を
非難したのは誰だと思いますか？誰が、それに飛びついて非難したか、お見せしましょう。この男を見てく
ださい。元CIA長官のジョン・ブレナン。彼は言いました。「これは犯罪行為であり、非常に無謀である！
これには致命的な報復と、新しいラウンドのリスクが伴う！」見て下さい。彼らは本当に致命的な報復を望
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んでいるのです。そうすれば、イランの取引に戻る必要がある理由を
正当化することができますから。イランは、この時点で報復する余
裕がありません。イランは、トランプがまだホワイトハウスにいる
ことを理解していますから。そしてこの時点で、彼らが何かバカな事
をすれば、トランプは実際に攻撃を命じることができます。事実、
攻撃は、現在、交渉の台に上がっています。そしてイランはそれを理
解しているのです。ちなみに、イランのメディアは、この写真を…私

が間違っていなければ、2013年3月から見せているのです。これはブレナンの、CIA長官としての宣誓式の
様子です。そして、彼の宣誓に立ち会ったのは誰でしょう？もちろん、ジョー・バイデン。イランのメディ
アが、これを見せている目的は、自分達がバイデンが大統領になるのを待っているのには理由があるのだ
と、伝えるためです。彼とブレナンとは考え方が同じで、彼らは、我々の機嫌を伺わなければならず、彼ら
が私達に敵対して何かをすることは犯罪なのだ。これが我々が対処している事です。ちなみにジョン・ケ
リーはイラン核合意の父で、彼は少なくとも…繰り返しますが、“バイデン政権”はないと思いますが、彼ら
の１人は、すでに、多くの人々に仕事を与えているのです。カッ
セム・ソレイマニと、ファフリザーデがどれほど親しかったかを
理解して下さい。この2人のビデオを見てください。まるで恋人み
たいです。見て下さい！見つめ合ってお互いを賞賛しています。ほ
ら、２人でハグしてキスして…オーケー、もう十分です。ただ皆さ
んに理解していただきたかったのです。彼らは同じ種、2人のモン
スターです。そしてアメリカが1人を始末し、イスラエルがもう1
人を始末したのだと、多分、皆さんも想像できるでしょう。そういう事です。まさにそれが、現在我々が対
処しているものです。皆さん。ですから、皆さん、理解しなければなりません。皆さん、理解して下さい。
アメリカの大統領選との間で非常に多くの事が起こっています。テヘランの街で起こっている事、サウジア
ラビアで起こっている事。トルコはこれらすべてを見ています。 

　ここで、皆さんは一つの事を思い出して下さい。聖書は間違いなく、イランがイスラエルを攻撃する事に
ついて語っています。しかし聖書は、イランだけが単独でイスラエルと戦争するとは告げていません。皆さ
ん、覚えていて下さい。イランは自分達だけでは出来ないことを理解しています。現時点では、その機能が
ありません。そして、イランは2つのことを待っています。トランプが消えるのを待ち、そしてロシアが率
いる連合軍を待ちます。それは、まさに預言者エゼキエルが告げている通りです。ロシュが北からイスラエ
ルに攻め込んで来ると、その時にトルコとイランが加わります。そしてもちろん、トルコとロシアの代理人
であるリビアとスーダンも、イスラエルを攻撃するための基地として利用されます。皆さん、イランは現
在、そこら辺にロケットを飛ばすぐらいしか報復できません。彼らは理解しているのです。彼らは攻撃する
事で、自分たちを危険にさらしている事、トランプ政権は、すでに実行する事を考慮している事を。一週間
半前にイスラエルの上空をB-52が飛行し、これらのことを思い出させました。我々は、すでに知っていま
す。米軍が、どんどん準備を整えていて…私が軍隊と言うとき、陸軍ではなく空軍の方です。ともかく皆さ
ん、知っておいて下さい。アメリカが1月20日に向けて行うかも知れない事を考えて、イランは、現在、ス
トレスを感じています。まさにこのために、彼らは非常に大きなジレンマに陥っているのです。「もし、
今、自分達が攻撃すれば、トランプ攻撃を招くだろう。しかし何もしなければ屈辱的だ。カッセム・ソレイ
マニの復讐すらまともにしていないのに、今度はこれが起こって、我々はこれに耐えられるだろうか？」
今、これら全てが起こっているのは、非常に驚くべきことです。覚えておいてください。思い出してくださ
い。それが起こるためには、アメリカはもはや、そこでイスラエルの味方をする事は出来ないのです。アメ
リカは、その戦争でイスラエルを助けるとは聖書で言及されていません。現時点では、アメリカはイスラエ
ルの最強の同盟国です。ご存知のように、イランやロシアの側からイスラエルに何かが起こった場合、アメ
リカは、即座にイスラエルを助けようとします。しかし、信者がいなくなるか、またはアメリカで違う政権
が起こり、アメリカを第一に考えず、実際、中東でアメリカの本当の同盟国ではなくてシーア派世界の両腕
に飛び込む政権なら、もちろん、その時、それは可能になります。ですから、覚えておかなければなりませ
ん。これらすべてを見ていながらも、イランは何か大きな事をしようと考え、トルコもまた、何か大きな事
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をしてイスラエルを絶滅させようと考えているのが分かります。見てください。イスラエルは、これらの2
つのイスラム教国にとって最大の恥の原因です。スンニ派イスラム教国があって、それからシーア派イスラ
ム教国があってどちらも過激で、そしてイスラエルは、実際に繁栄しています。イスラエルは繁栄してお
り、そしてイスラエルは湾岸の主要な役者全員と平和を保っています。ちなみに、イスラエル人はすでにド
バイに飛び始めました。もうすでに何千人ものイスラエル人があちらにいて、そして、彼らは大喜びしてい
ます。アラブ首長国連邦（UAE）です。ご存知のとおり、ヨーロッパやアメリカなどではCOVIDの制限が
あって、現在、行ける場所があまりありませんから。でも現在、UAEに行くのは、とても簡単です。皆さん、
フライトは満員で、あちらのホテルや市場、お店やレストランはイスラエル人を大歓迎しています。ほぼ毎
日のようにテレビが報じるのを見ていますが、ほんの数ヶ月前に署名されたばかりの和平の成果を見て、
UAEの人達は衝撃を受けているのです。なかなかすごいです。私達はヨルダンとエジプトと、ほぼ30年間平
和を保っていますが、アンマンにもカイロにもイスラエル人はいません。人々がノーベル賞を受賞したその
平和は、正確には平和ではありません。しかし本当に機能し、国家間の関係を温めているこの平和、その平
和を仲介した人は、ノーベル平和賞を受賞しましたか？もちろん、受賞していません。オバマは20世紀で最
大の大惨事の1つを中東にもたらしました。何百万人もの人々が避難し、何十万人もの死傷者を出して政権
が崩壊しました。全て、彼の政策のせいです。オバマは就任後３ヶ月で、何もしていないのにノーベル平和
賞を受賞しました。そして、中東に私達が見て楽しむことができる平和、すべてを変えている平和をもたら
した本当の大統領は、もちろん、人々は喜んで無視します。これが、今日、皆さんを励ましたい事です。皆
さん、思い出して下さい。まるで、暗い雲が今アメリカを覆っているように見えます。自らを次期大統領で
あると主張しているが、そうではない人間、すでにタイム誌で、彼が第46代大統領であると主張しています
が、彼は違います。これらは嘘です。何も認定されていませんから。ご存知のように、アメリカにはプロセ
スがあります。プロセスがあるのです。そして、認定を受けるまでに、いくつかの段階を経なければなりま
せん。実際、私は持っていたと思いますが…ちょっと、あるかどうか見てみましょう。私達が、今、どこに
いるのかを示すものがあったと思います。ここに無いかも知れません。ともかく、皆さんにお伝えしたい
事、私が言えるのは、忘れてほしくないことの1つは、「しかし、神は」です。考えてみてください。たく
さんのことが起こっていて、たくさんの悪があります。しかし繰り返しますが、悪を暴いている人々は誰で
すか？これらは主にクリスチャンです。今はアメリカでの話で、今、あちらで起こっていることに対して、
それをしているのはクリスチャンです。覚えておいてください。私達には聖霊がいます。引き止める者で
す。私達には、その引き止める力があるのです。私達には減速させ、止める能力があるのです。私達は地の
塩です。塩は肉の腐敗を遅らせます。理解する必要があります。エペソ人への手紙にあるように、私達がこ
こにいる限り、私達は悪を暴き、それと交わりを持たないようにと命じられています。そして、クリスチャ
ンがここにいる限り、今、アメリカで見ているものが、今後10～14日で好転する可能性が非常に高いと私
は信じています。証拠が非常に強力で、非常にたくさんあるのです。憲法論者の合衆国最高裁判所が、…見
てください。現在4対5です。ロバーツは、すでにリベラルに寝返って4人の内の1人となりましたが、保守
派の5人は、彼らは憲法論者です。つまり、彼らは憲法をそのまま受け止めています。彼らは、それを再解
釈しません。そして、憲法は選挙法と規則について非常に明確です。それから、言わせてもらうと、ペンシ
ルベニア州やその他の最高裁判所が提起したすべての新しい行政命令と規則により、すべての郵送投票が遅
れ、さらには数日後に届く事を許したのです。それはペンシルベニア州や他の州の議員によって承認されて
いません。米国憲法によれば知事ではなく、その州の最高裁判所でもなく、選挙法や規則を変更することが
出来るのは議員のみです。したがって、私達は、すでに目にしています。5人の憲法論者が、クオモ知事に
ニューヨーク州での礼拝の場に出席することを禁じたり、その他全てのCOVID規制は違憲である事を示しま
した。ですから、この同じ5人のヒーローが、ペンシルベニア州、ウィスコンシン州、ミシガン州、ジョー
ジア州、ネバダ州、アリゾナ州で起こった事も調査すると思います。そして、米国最高裁の決定により、こ
れら6つの州のうち少なくとも3つの州が逆転すると思います。繰り返しますが、私達は、これらのことを明
らかにするためにここにいるのです。そして、それはまだ終わっていません。“太った女性が歌う”まで、ま
だ終わりではありません。彼らが、そう言っているのです。皆さんに言っておきます。今後2週間で、私達
はアメリカで信じられないほどの変化を見るでしょう。 

　さて、大統領選挙について現在言われていることはすべて合法ではなく、公式でもないことを忘れないで 
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ください。全くです。アメリカでは、すべての州が結果を証明し、すべてが承認されるまで、次期大統領で
はありません。また、後で選挙人による投票が必要で、選挙人は12月14日に投票します。そして12月8日
までに、ほとんどすべてのものが終了している必要があります。これから9～10日間に非常に興味深い事が
起こるでしょう。皆さん、私は聖書が告げる通り、義人の祈りは働くと大きな力があると信じているだけで
なく、私はまた、引き止める者の力も信じています。私達は、ここにいる限り、権威を持っており、そのよ
うな悪に立ち向かう力を持っていると信じています。それから皆さん、私には言えます。主が、今回はバイ
デンの任期だと決定されるなら、もちろん、それは私達の思うようにはなりません。しかし、まだ終わって
いません。まったく終わっていません。そして、トランプ大統領が大統領として留まると、私は心から信じ
ています。そして...繰り返しますが、だからと言って、彼がまだ大統領なら、「よし、携挙はまだ起こらな
い。」という意味ではありません。違います！携挙は、携挙が起こるべき時に起こります。誰も、その日、
その時を知りません。神は、私達を見ながら、「ちょっと遅れて、時間を与えよう。」と言っているのでは
ありません。いいえ！皆さん、理解する必要があります。第二ペテロが告げています。 

「主は、ある人たちがおそいと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。
かえって、あなたがたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを望まず、すべての人
が、悔い改めに進むことを望んでおられるのです。」(第二ペテロ3:9) 

　ですから、さらに数年間、現政権の期間が延ばされるとすれば、それはクリスチャンが立ち上がって、従
事し、さらに大きく、さらに力強く、御父に仕えるためだと私は信じています。私達が、ここを出る時まで。
私は「ドミニオン・キングダム」信者ではありません。「キングダム・ナウ」信者でもありません。私は、
教会が世界を乗っ取り、キリストが戻ってくる場所を準備するとは信じていません。世界は間違った方向に
進んで行って、主が、この全世界を裁かれる前に、私達はここから連れ出されると、私は信じています。私
は、そう信じています。しかし主が来られるまで、私達は従事しなければならないと聖書は言います。私達
は、御父の仕事をしなければなりません。私達は悪を明らかにしなければなりません。悪と交わるのではあ
りません。私達は福音を宣べ伝え、魂を救わなければなりません。これがすべてです。ですから、私は心か
ら信じています。私達は続けて祈らなければなりません。私達には引き止める者の力があります。覚えてお
いてください。私達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。（第一
ヨハネ4:4参照）そして、この世界にいる者は、アメリカを乗っ取りたいのです。なぜ、それがアメリカに
とって、それほど重要なのか？一つ言えるのは、アメリカは、グローバリストが世界を占領する前の最後の
拠点のようです。昨日の、“グレート・リセット”のメッセージを皆さんが、ご覧になったどうか分かりませ
んが、あるものをお見せしましょう。今、話していることを理解するのに役立つかも知れません。このビデ
オだったと思うのですが…いいえ、これではありません。ええと、ここにあります。これは...今、お見せし
ましょう。はい。「世界経済フォーラム」彼らが制作した、このビデオを見てください。どうぞ。 
 

[2030年の世界の8つの予測。あなたは何も所有しません。そして、あなた
は幸せになります。あなたが望むものは何でもレンタルし、それはドロー
ンによって配達されます。米国は世界をリードする超大国ではありませ
ん。一握りの国が支配するでしょう。臓器提供者を待ちながら死ぬことは
ありません。臓器移植は行いません。代わりに新しいものを印刷します。
ほとんど肉を食べなくなるでしょう。] 

　皆さんが理解された事を願います。ええと…さて、全部はお見せしませんが、グローバリストは、アメリ
カがもはや世界を支配しないことを望んでいます。そして、彼らは、いくつかの国が全世界を支配すること
を望んでいます。少数のリーダー、一握りだけです。皆さん、彼らは言いました。「あなたは何も所有しな
い。でも、あなたは幸せになる。」皆さん、昨日の“預言座談会”を見てください。“グレート・リセット”に
ついて話しています。ともかく、皆さんに理解してほしいのは、これらが現在ドナルド・トランプを取り除
こうとしている暗黒の力です。その為なら、彼らは、どんな手段でも使います。彼らにとって、彼は事故
だったのです。彼らに限って言えば、彼らは人々が彼をそれほど望んでいることを理解していませんでし
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た。しかし今、彼らは、人々がどれだけ彼を望んでいるかを理解して、彼らはできる限りのことをして、彼
らがかつて行っていた、すべて可能な限りの詐欺を使いました。良かった点は、彼らがとても不注意で、あ
まりにも雑だったので、たくさんの証拠と、たくさんの宣誓供述書を集めることが出来ました。それによっ
て、今、米国最高裁に到達すると、終わりになると私は信じています。それまでですよ。皆さん。ですから
皆さん、それは何世代にもわたって使われて来た邪悪な策略です。しかし、皆さん、言っておきますが、グ
レート・リセットが、すぐそこまで迫っています。そして私が思うに、彼らはアメリカを倒し、他の国が、
世界の他の国々を支配しなければならず、そのためにはホワイトハウスにバイデンが必要なのです。すでに
マティス大将が言いました。「アメリカは、“アメリカ第一”の教義を止めるべきだ。」どうして？あなたは、
アメリカを、誇りに思っていないのですか？なぜ、それを止めるのですか？きっと、あなたは、“アメリカ第
一”を望んでいないのでしょう。あなたは、そのカバールの一部で、あの考え方の一員なのでしょう。非常に
興味深いことに、スイスのダボスで毎年1月に開催される世界経済フォーラムが、公然と発表しているので
す。「私達は、あなたが所有する、すべてのものを取り上げます。あなたは、何も所有しません。でも、あ
なたは幸せになります。」呼び方は何であれ、私が知る限り、それは「社会主義」「共産主義」です。しか
し、皆さん、言わせてください。私達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り
ます。私達がここにいる限り、引き止める者がここにいて、反キリストは姿を現すことができません。そし
て、彼が世界を支配するために使用するすべての世界システムは、私達がここから出るまで、権力を握るこ
とはできません。ですから、私の祈りは、トランプが大統領に留まるだけでなく、唯一、彼が大統領でなく
なり、この邪悪な計画全体が実現するのは、私達が、ここを去った事が原因となるように。これは信者に
とって大きな慰めと希望、祝福された希望です。私達はそれを覚えておかなければなりません。苦々しく
怒ったり、怖がったり、恐れて心配する代わりに、私達は、この世で大切な仕事がある事を覚えておかなけ
ればなりません。私達は地の塩、世界の光になるためにここにいます。私達はまた、大きな責任を負ってい
ます。悪を明らかにし、それとの交わりを持たない。同時に、人々を主に導くのです。そしてもちろん、時
が来て、主が私達を迎えに来られた時、私達が御父の業に従事している事を、主は望んでおられます。皆さ
ん、元気を出してください。 

　ちなみに、よければ、私達のウェブサイトBeholdIsrael.orgの、Shopのページから、「Amir’s 
Teaching」の、「Printable DVD Teaching/印刷可能」をクリックしてください。これらは無料です。私
のすべてのDVDの印刷可能なバージョンをダウンロードして、実際に、人々に渡すことができます。読む方
が簡単な人とか。聖書の教えのDVDのPDFバージョンです。私の教えが、すべてありますのでぜひ、ご利用
ください。 

皆さん、以上です。ご覧いただきありがとうございます。最後に、お祈りをして終わりたいと思います。 
その前に、Facebook、Instagram、Twitter、YouTubeで私をフォローしてください。「BeholdIsrael」
です。 

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） 

平和の君のみ、与えることができるその平安、あらゆる理解を超える、その平安、それは平和の主である、
平和の君だけのもの。彼の御名はイエシュア、私達の救い、彼の御名を通して祈ります。 
アーメン。アーメン。 

ありがとうございます。 
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ガリラヤより、神の祝福がありますように。 
シャローム！ 
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