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2020年12月17日 中東時事アップデート 
ー 引き止めるものが働いているー 

 

　シャローム、皆さん、アミール・ツァルファティです。イスラエルのガリラヤからライブでお届けし
ます。今回は、非常に重要な「中東アップデート」です。テーマは「『引き止める者』が働いている
時」これについて、お話しするつもりです。 

　興奮をかき立てる、非常に、非常に励まされるニュースが、文字通りあちこちから聞こえてきまし
た。そして、アメリカだろうと世界中の他の場所だろうと、皆さんの多くが、“気分がすぐれない”状態
でしょう。本当に、闇とストレスと苦悩と苦痛と抑圧を感じておられると思います。そこで、皆さんに
は、神が完全に支配しておられることを理解していただきたいのです。引き止める者が働いています。
それについてお話しします。まず最初に、お祈りから始めましょう。 

お父様、あなたがこの世界のすべてを完全に支配されていることを、本当に感謝します。お父様、あな
たは、終わりの事を初めから告げ、まだなされていない事を昔から告げ、『わたしのはかりごとは成就
し、わたしの望む事をすべて成し遂げる』と言われます。（イザヤ書46:10参照）お父様、あなたのみ
ことばを感謝します。あなたのみことばは真理であり、あなたの真理によって私達を聖別してくださる
ように、お願いします。そして、今日、FacebookとYouTubeで同時に実行されるこの新しいプラット
フォームから始めるにあたって、これを祝福し、あなたがすべての技術的な問題を解決してくださるよ
う祈ります。感謝して、主イエスの御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。 

　改めまして、シャローム、皆さん！「どうして、今日アミールは髭を剃らないの？」と疑問に思って
おられるなら、それには理由があります。誰の事もつまずかせたくないのです。皆さんはおそらく「何
を言っているんだろう？」と疑問に思っておられるでしょう。お見せしたいものがあります。先日、ア
メリカの選挙について「特別アップデート」をお伝えしました。
実際、YouTubeでは20万回近く再生されています。Facebook
は、もちろん弾圧してきますが、Facebookがやったことをご覧
ください。非常に面白いのです。私がヒゲを生やさなければなら
ない理由をご覧ください。私が髭を剃った姿を動画にすると、実
際にどうなるのかご覧ください。左側を見てください。
Facebookのフィードに、これを受け取った人達がいるのです。
「この写真は、性的表現や一部ヌードを写している可能性があります。」彼らは私がそんなものを送る
わけないと知っていますから、クリックしたら…これが出てきます。つまり、何が言いたいかという
と…多分、私がマスクをしていなかった為、Facebookは、私が裸を見せていると思ったのかよく分か
りませんが。皆さん、私に言えるのは、おそらくマスクか、あごひげのどちらかか、多分、彼らは私
が話をするのが嫌なのでしょう。ほら、彼らは私の言動をほとんど全て弾圧しています。だからこそ、
FacebookとYouTubeを同時にやることにしたのです。なぜなら、彼らは、どこかの時点で上限を設
けましたから。 

　さて、もう一つお見せしたいことがあります。彼らは、物事にフラグを立てる方法が非常にズル賢い
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のです。お見せしたいと思います。昨日、上院の公聴会でランド・ポール上院議員が演説し、基本的に
は不正があったと結論づけました。さて、これをご覧ください。左側は、リベラルがツイートしてい
て、彼の発言をご覧ください。彼は「『いろいろな意味で選挙は盗まれて』、ランド・ポールは証拠を

一切挙げずに嘘をついた」と言い、そしてこの動画を出しても、
彼らはフラグを立てませんでした。右側はジャック・ポソビエッ
ク氏で、ご覧のように彼は保守派です。彼は言いました。「ラン
ド・ポール：不正が起きた。『選挙は多くの点で盗まれた』」同
じもの、同じ動画です。それが、下にあるものを見てください。
「選挙の不正行為に関するこの主張は異論がある。」ここから、
問題は動画ではなく、上に書かれている内容である事が分かりま

す。内容が何であろうと、すでにフラグを立てられているアカウントの所有者が問題なのです。だから
こそ「ビホールド・イスラエル」は今、シャドウバンされているのです。文字通り、我々が代表するも
のの為、そして、我々が日常的に発信している事のために。彼らは、今日、私が言ったことを見もせ
ず、私が何者で、私が通常言っていることを見て、結論づけたのです。 

　皆さん、繰り返しますが、今回は、とても希望にあふれ、とても励みになるアップデートです。で
は、信じられないかもしれませんが、イスラエルが、おそらく3月に再び選挙を行うという事実から始
めます。彼らは政府に数ヶ月の猶予を与えるために対応しようとしていますが、上手く行っていないよ
うです。そして、イスラエルのリベラルや革新派はネタニヤフに執着していて、彼らは…聞いてくださ
い。彼らが気にかけているのは、ネタニヤフを取り除くことだけです。彼らには代替案すらありませ
ん。彼らにはイスラエルを指導できる人材がいません。彼らにとっては、ネタニヤフが取り除かれさえ
すればよい、それだけです。まるでアメリカで起こっていることを彷彿とさせます。つまり、80歳に
手が届こうとしている人を連れて来て、彼が一言もまともに話せず、混乱したり、咳き込んで、めちゃ
くちゃでも、トランプを排除しさえすれば、彼らは、それで良いのです。イスラエルでも、それが非常
に興味深い形で見られます。 

　アメリカの選挙についてもお話します。お伝えしたいことが山ほどあって、実際、かなりすごいこと
になっています。しかし、まずは中東に関連したことをいくつかお話ししたいと思います。まず、１時
間前、ベイルートの空港では、イラン革命防衛隊の非常に重要な幹部がベイルートに降り立っていま
す。ヒズボラは空港の周囲を警備するために、そこに何百人もの兵士を配置しました。彼らは、イラ
ンの核開発プログラムの父モフセン・ファフリザデを殺した報復のために、イスラエルを攻撃するよ
う、ヒズボラに命令しようとしているのでしょうか？よく分かりません。分かることと言えば、この
時点で、レバノンが混乱状態にあるということです。フランスのマクロン大統領はレバノンを訪問し、
いくつかの良いニュースをもたらし、いくつかの救済をもたらし、この金融危機から脱出するためのい
くつかの代替案をもたらすことになっていました。しかし、聞いてください。彼はCOVIDに罹患した
ばかりで、外遊できないので、彼らは非常に、非常に失望しています。数ヶ月前のベイルートの大爆発
に関する調査委員会があって、その当時の首相と閣僚2人が起訴されました。誰も、この事件の主犯格
であるヒズボラを、あえて指差す人はいないのです。ヒズボラは、もちろん隠蔽し、イスラエルに注意
をそらそうとしています。彼らは色々と考えついて、まるでドローンがイスラエル北部に侵入したよう
に試しますが、ドローンはイスラエルの領空には全く入っておらず、彼らは思いつく限りの事をして、
必死で何かをしようとしています。私に言えるのは、ヒズボラは今大きな問題を抱えていて、ナスラッ
ラーは命の危険を感じているという事です。というのも、アメリカが1月にカッセム・ソレイマニ将軍
を暗殺し、イスラエルが数週間前にファフリザデを暗殺したので、なおさらです。そのため、レバノン
は今、多くの問題を抱えています。デモ、金融危機、レバノン国外への大量移民など。こうして話して
いる間にも、ヒズボラは、現時点ではイスラエルを脅かす立場にはありません。 

　さて、皆さんは、これから私が言うことにショックを受けるかもしれませんが、世界最大のイスラム
教国家の一つ、最大国ではありませんが、最大級のイスラム国にパキスタンがあります。パキスタンは
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アジアの国で、国土が非常に広く、イスラム教国であり、世界で唯一、核兵器を保有しているイスラム
教国です。パキスタンは、またイランと国境を接しています。さて、なぜ私はこの話をするのでしょう
か？それは、一週間ほど前、私はつぶやきましたが、私のツイッターを見ていただくとパキスタンのカ
ラチで、クリスチャンが大きな看板を掲げている写真があります。「イスラエルは神の民である」「私
達はイスラエルと平和を保つべきである」など。さて、皆さんはそれを軽くあしらって言うかも知れま
せん。「しかし、彼らはクリスチャンで、イスラム教徒は決してそんなことは言わない。」さて、一つ
言わせてください。パキスタンの元外務大臣で、内閣の一員だった人の言葉が、昨日、引用されまし
た。これを聞いてください。彼は次のように言いました。「私達の兄弟、パレスチナ人の皆さんには申
し訳ありませんが、パキスタンは財政的にも政治的にも大きな危機にあり、私達はサウジアラビアと
アラブ首長国連邦に近づく為にイスラエルの助けが必要で、他に選択の余地はなかったのです。」私が
今言ったことを理解していますか？世界で唯一の核兵器保有イスラム教国家が、イスラエルとの関係の
正常化を望んでいるのです。彼らがサウジアラビアやアラブ首長国連邦との関係を改善するのに、イス
ラエルの助けが必要だから。それが、彼らが本当に求めている事だから。すごくないですか？イスラエ
ルは、中東で、このような重要なプレーヤーになりました。でも、イスラエルだけではありません。
イスラエルは、たとえばスーダンといった国々にとっての道です。彼らは、米国国務省の「テロ支援国
家のリスト」から外してもらう為に、私達との関係正常化を望んだのです。モロッコ？モロッコがイス
ラエルとの国交正常化を望んだのは、そうすれば、アメリカが西サハラの主権を認めてくれるからで
す。今や、パキスタンがイスラエルとの国交正常化を望むと言っているのです。彼らとアラブ首長国連
邦やサウジアラビアとの距離を縮める為に、イスラエルの助けが必要だから。これは驚異的です！こ
れが驚異的なのは、我々が技術やエネルギー、医療支援、サイバーセキュリティなどを提供出来るだけ
でなく、今、彼らは他の人たちと繋がるチャンネルとして、私達を利用しているのです。今は、確かに
終わりの日々だとしか言いようがありません。 

　さて、イラン。イランは必死です。彼らはデル・アズール地域のアル・ブカマルの東部国境でシリア
に移動し、存在感を濃くしています。ここ2日間でアル・ブカマルのイラン革命防衛隊の幹部に対して
無人機を使った攻撃が数回ありました。イスラエルが背後にいるとは言いません。唯一、私に言える
のはイラン革命防衛隊の幹部が殺されたことと、それがアル・ブカマルで起こったということだけで
す。また、あちらではロシアとイランの間に大きな緊張があります。なぜなら、デル・アズールはガス
と石油が豊富な場所で、ロシアはそれを狙っていますから。それで、ロシア人はアル・ブカマルに本部
を開設したのです。しかし、彼らは、街全体がすでにイラン人に占領されていることを理解していま
す。そして、ロシア人やイラン人が行き詰まっている間に、ISISは毎日のようにさらに多くのシリアの
兵士や、イランの民兵、さらにはロシア人までも攻撃、殺害しています。興味深いと思いませんか？イ
ラン人とロシア人は、デル・アズールの支配を巡って戦っていて、彼らはシリア人が自国に行き、自分
たちの場所にアクセスする事を禁じているのです。これには驚きです。皆さん。さて、とても面白いも
のを、お見せしたいと思います。 

　では…　パキスタンの話、レバノン、イランなどで起こったことをお話ししました。さて、ちょっと
物議を醸していることを言います。露骨すぎるかもしれませんが、私はイスラエル人で、これは私達の
表現の仕方です。ご存じのように、子どもたちはプールの中でおしっこをしてはいけないことは知って
います。でも、「誰にもバレないから、しちゃおう」と、彼らは誰にもバレないことを期待して、やっ
てはいけないことをします。イスラエルには、「Lehashteen Me Hamakpetza」という言葉があっ
て、これは、実際にプールの外に出て飛び込み台に行き、そこからおしっこをすることを意味します。
つまり、やってはいけないことをやるだけでなく、やっているところを皆に見られても気にしないとい
うことです。繰り返しますが、こんな例えで申し訳ありませんが、これはヘブライ語の慣用表現です。
それがこんにちのアメリカの民主党が、アメリカ合衆国史上、一度もなかった規模の不正を隠蔽する
姿です。これだけでも本当に驚きなのに。彼らは選挙に勝ったプライドと傲慢さにあまりにも満ち溢れ
て、…ちなみに、彼らは勝利していません… そのすべてが、現在、問題なく行われています。たとえ
ば、例を挙げましょう。数日前の12月13日に国土安全保障省から報告がありました。ある会社、ソー
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ラーウインズ社がハッキングされました。そしてその会社は、あ
る種のソフトウェアを提供していて、それを30万人の顧客のう
ち、33,000人が使用しています。そして、間違ってはいけませ
ん。間違いなく、皆さん、ドミニオンの投票機が、そのソフト
ウェアを使用していました。昨日か2日前に、ドミニオンのCEO
は述べました。「いいえ、我々はソーラーウィンズは使ったこと
はありません。」実際、ウォールストリートジャーナルでスポー
クスマンが述べました。「私達はそれを使っていません。一度も
使ったことがありません」さて、いいですか？これをご覧くださ
い。準備は良いですか？左側は数日前の彼らのウェブサイトで
す。下に書いてあることをご覧ください。「ソーラーウインズ」
95年から2020年までずっと。そして、彼らが数日前にしたこと
をご覧ください。彼らはそれを削除しました。私達は、そんなに
馬鹿だと思われているのでしょうか！しかし、米国の選挙に国際
的な外部干渉があり、これらの機械がハッキングされていたことは疑う余地がありません。これらの
機械は集計を反転させるだけでなく、文字通り…つまり、投票の大部分が、ほとんどの共和党員の監
督なしに修正されたのです。その多くは外国で行われました。これはかなり驚きですから、皆さん
に、ご覧いただきたかったのです。 
 

　さて、それに関して、ドミニオン・マシンの裁判報告書です。
数日前に皆さんにお約束した通り、ミシガン州のたった一つの
郡の予備的結論を見てみましょう。それによると、「ドミニオ
ンの投票システムは組織的に不正行為を生み出し、選挙結果に
影響を与えるために、意図的かつ故意に欠陥を実装して設計さ
れていると結論づける。このシステムは、意図的に膨大な数の投
票数のエラーを発生させ、そして、その電子投票は裁定へと転

送されて、この意図的に起こされる誤作動によって、監視も透明性も監査証跡もない、投票用紙の一括
裁定につながる。」付け加えておきますが、それが国外勢力によって行われたのです。アメリカで、誰
も「私がやった」と言わない為に。皆さん、これは大きいです。私が言っていることを、皆さんが理解
しているかどうかは分かりません。これは、とてもとても大きいです。さて、なぜ、私はこんなことを
言っているのでしょうか？これを言うには理由があります。皆さん。皆さん、これはヘブライ語で言う
ところの「飛び込み台からおしっこをする」です。つまり、あなたがする事、全てが人に見られ、機
械がそれを証明でき、あなた自身のウェブサイトが表示しています。そして、皆さん、全く気にしな
い！未だに選挙人を認定して、何事もなかったかのようにまるで誰も見ていないかのように送り込みま
す。まあ、こんなやり方で、物事がうまくいくはずがありません。では、一つ、説明しましょう。皆さ
んが理解すべき、非常に重要なことです。 

　トランプ大統領にはいくつかのシナリオ、勝利への道筋がいくつかありますが、…皆さんは私の事を
狂っているとか、きっと何かおかしなものを飲んだのだとか思っているでしょう。世界中がジョー・バ
イデンを次期大統領と呼んでいるのに、なぜ、彼が勝っているなんて言っているのか？まあ、全世界で
すか？全世界なんて、どうでもいいんです。私はアメリカ合衆国憲法に関心があります。それが、あの
共和国の根幹です。一つ言えるのは、立法府と建国の父たちはこ
の状況をすでに見ることが出来ていたのです。誰も過半数を持っ
ていません。今、皆さんは、おそらく思っているでしょう。
「ちょっと待って！しかしバイデンは、すでに270議席を超えて
290議席くらい行ってますよ。」いいえ、皆さん、ここで争われ
ている州の数を見てください。7つの州です。皆さん、言ってお
きますが、これらの州は全て「代替選挙人候補者名簿」と呼ばれ
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るものを送ってきました。つまり、ここには問題があって、1月6日までに議会が、各州から送られて
きた公式選挙人を承認できないのです。いわゆる「不確かな選挙」と呼ばれるものがありますから。
これは、合衆国憲法の中にあります。今から皆さんを大統領執務室にご案内します。そこで、トランプ
大統領が弁護団と共に座っていて、その主要な道をご覧ください。さて、ジェナ・エリス氏は、自身の
フェイスブックにこう書いています。これは、選挙人が認定された14日の朝に書いたものです。さ
て、これをご覧ください。彼女は次のように書いています。「マ
スコミは、これで全てが終わった、ジョー・バイデンが正式に大
統領になったと、皆さんに思わせるでしょう。」さらに彼女は言
います。「1月6日、ナンシー・ペロシは、公聴会において、特別
な力も権限も何もなく、下院議員の残りのメンバーと一緒に座り
ます。マイク・ペンス副大統領が上院議長として全ての権限を持
ち、その日、彼は次のステップを決める動議を受け入れるか否かを決定します。」 
　さて、皆さん、理解しなければなりません。これは、公認選挙の否決の動議です。公認選挙人の否決
の動議。そして、それからどうなるかをご覧ください。ジェナ・エリスは言います。「彼は、動議を受
け入れるか、拒否するか、議会で次のステップを決めなければならない。」覚えておいてください。マ
イク・ペンスは憲法に書かれている通り、その日の全権を握っています。投票用紙は、今日（14日）
認証されますが、それは何の意味もありません。なぜでしょう？　代替選挙人候補者名簿があるなら
全てを変える動議が、議会にはあるはずですから。」 

　さて、これをご覧ください。「開票が行われ、その時点で、一人の議員が挙手し、州選挙人の投票
について、副大統領に異議を唱える事が出来、また、その可能性は高い。異議の内容は、不正行為かそ
の他の理由が考えられ、その異議への賛成…」つまり、下院議員が異議申し立てをして、上院議員
が、それに賛成した場合には、ちなみに、アラバマ州のモー・ブルックス議員が、こう言っています。
「私がやります。私は下院議員として、議会に動議を持ち込みます。」そして、きっとテッド・クルー
ズは、上院議員としてブルックスを支持するでしょう。そして、どうなるか見てみましょう。「一旦、
その異議申し立てが支持されれば、全てが変わる。全てが！下院と上院は、（少なくとも）2時間、分
れて議論して、それから投票する。」私が今言ったことを、理解していますか？その時点で、選挙人
は、もはや意味がありません。そもそも一般投票には、全く意味がありませんでした。アメリカ合衆国
大統領の選挙は、現在、議会の手中にあり、投票があります。さて、これをご覧ください。「投票は、
上院では議員ごとに行われ、上院で必要であれば、副大統領が決定票を持つ。投票が（多くの人がい
る）下院で行われている間…」これ、見てください。それぞれ州の代表団ごとに、1票のみ、下院議員
1人につき1票ではありません。つまり、50州あるので、50票があるはずです。ところが、なんと下院
では民主党が過半数かもしれませんが、州に関して言えば、共和党が過半数で、30の州は、共和党が
代表を務めています。いいですね？さて、これをご覧ください。こう書いてあります。「民主党の代議
員票が20票なのに対し、共和党の代議員票は30票。このシナリオが本当なら、トランプ大統領は再選
される。」さて、皆さんにお知らせしたいのは、これは、簡単そうに見えますね。事実であるには、
あまりにも素晴らし過ぎる。でも、ジェナ・エリスの投稿の、後半部分を読んだ時、私は、衝撃を受
けたんです。最後に彼女が書いたことを、ご覧ください。こう言っています。「民主党、マスコミ、
ソーシャルネットワーク、そして世界中のグローバリストが暴走して混沌が噴出します。大リーグ級
に！」しかし、彼女が言ったことをご覧ください。「トランプ大統領は、正しいことをし、最初に法
廷を通して、すべての詐欺を暴露しようとしています。しかし、私達は皆知っていました！どの裁判所
も、最高裁判所でさえ、どの裁判所も、最高裁でさえも、これには絶対に関わりたくないのです。だか
らこそ、私達の先祖は、ものすごく聡明で、このようなことが、いつか起こることを知っていたので
す。ですから、メディアや、彼らの欺瞞や嘘に耳を傾けないでください。皆さんが、しなければならな
いのは、憲法を読むだけ。そして、法律、政策、手続きが、最終的に私達の味方であることを知ってく
ださい。」皆さん、私が今言ったことを、ご理解された事を願います。これが、合衆国憲法です。トラ
ンプの弁護団も含めて、全員が理解していました。これは大スキャンダルで、どの裁判所も、連邦最高
裁判所さえも触れたがらない。すごいと思いませんか？彼女は、認めました。最高裁は、絶対に触れ
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ない。手に余る！ですから今、すべてがマイク・ペンスと、次に、下院議員モー・ブルックス議員の双
肩にかかっているのです。皆さん、彼女はすでに述べました。「混沌が噴出する。メジャー・リーグ級
に！」ちなみに、これで、ホワイトハウスが、そこで働いている人を全員一掃している、という報告を
受けている理由が分かるかも知れません。基本的に、ワシントンDCを一掃です。大きな何かが噴火す
ることを、全員が理解しているからです。ですから、私達は、非常にすごいものを見ています。皆さ
ん、かなりすごい事です！ 

　そして皆さん、理解してください。これは、一つの道に過ぎません。もう一つの道は、聞いた方もい
らっしゃると思いますが、選挙に国外から干渉があった場合、国家情報機関は、12月18日だったと思
いますが、その日までに、報告しなければなりません。彼らは、まだ議論しなければならないので、
準備ができていないと言っています。しかし、彼らは、すでに干渉があったことを、認めています。
CBSテレビのインタビューの一つで、彼らは、すでに、国外から干渉があったことを認めています。
さて、どの範囲で、誰が、いつ、どのようにそれを行なったのかを、彼らは今、把握しようとしていま
す。スマートマティック社が、イラン、ベネズエラ、ロシア、さらには中国でも、サーバーを持ってい
るとしたら、それだけで十分です。中国といえば、本当に気になることをお伝えします。つい先日、
オーストラリアのスカイニュースが、200万人の中国人のリストを発表しました。彼らは、共産党員
で、そして彼らは、なんらかの形で、欧米の企業や、政界の要職に就いています。中国人の役人が、1
人逮捕されました。ニューヨーク市警が、スパイ行為で逮捕したのです。中国人学生、ファンファンで
す。彼女は民主党の政治活動に志願し、資金調達を手伝うことを志願しました。どうやら、彼女は民主
党の市長2人と国会議員と、それ以上の事をしていたようです。そして、議員の方は、彼は議会の諜報
委員会のメンバーでした。そして、選出されたメンバーとして、彼は、この関係について、かつて問わ
れた事があるかどうか、疑問です。皆さん、彼女は、彼と寝ました。しかし、彼は一言も言いませんで
した。そして、その同じ議員が、トランプの事を、ロシアの代理人であると非難していたのです。アメ
リカには、40万人の中国人留学生がいて、その中の多くが、共産党のファン・ファンのように、秘密
工作員をしています。念のために言っておきますが。マーク・ザッカーバーグが、民主党の非営利団体
や政治家に5億ドル以上の寄付をしていることが、知られています。彼は、箱を購入しました。ですか
ら、共和党地域では一箱、民主党地域では100箱あるのです。彼は裁判官、最高裁判所の裁判官のキャ
ンペーンに資金を提供しました。民主党は後に、もちろん、トランプ大統領のチームが彼らの前に提示
した、すべてのものを拒否しました。彼はまた…　ちなみに彼は、中国人女性と結婚しています。彼女
は、非常に強い政治意識を持っています。どちら側かは、皆さん、よく分かっていますね。 
　さて、共和党上院多数党院内総務であるミッチ・マコーネルはちょうど昨日、どういうわけかバイ
デンを次期大統領として受け入れて、「戦う必要はない」と言いました。さて、ミッチ・マコーネル
が、中国系の女性と結婚していて、彼女の妹は、中国の銀行の相当な上級幹部です。それらの銀行は、
すべて中国共産党に属しているのです。ミッチ夫妻は、中国でのビジネス取引で1500万ドルを稼いで
います。ドミニオン・マシン社は、スイスの銀行から、4億ドルの投資を受けましたが、スイスの銀行
の株式の90％を、中国の銀行が所有、すべて、中国政府が所有しています。私がここで言おうとして
いることを、ご理解される事を願います。これはとても、とても深いです。これは非常に、非常に気に
なります。 
　さて、他にもお見せしたいものがあります。そうそう、これをご覧ください。今日のツイートから。

「ニューヨーク・ポスト『CNNの記者が、ジョー・バイデンを
誤って"ジョーバマ次期大統領"と呼んだ』」さて、皆さんは、お
そらく言うでしょう。「ちょっと待ってください。彼は間違った
んだ」いえ、彼は間違えていません。8年間の大統領任期が終
わっても、DCを離れなかったのは、私の知る限り、バラク・オ
バマ大統領だけです。彼は、ホワイトハウスから3ブロック離れ
たところに住んでいて、裏で糸を引いています。彼は、ロシアの

共謀罪や捜査資料においてのすべての黒幕です。そして、本当に裏で糸を引いているのは、オバマで
す。その為、バイデンは、オバマ政権時代からの知り合いをすべて彼の（チームの）メンバーに選んで
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いるのです。私達は今、かなりすごいことを見ているのです！かなり驚きです！ 
 
　さて、もう一つご紹介しましょう。ピーター・ナバロの、ツ
イッターで見つけたのですが、これをご覧ください。「完璧な
欺き：2020年の選挙違反」これをご覧ください。これらの6つ
のスウィング州、または激戦州の人は、一人一人が、ほとんど
それぞれ5～6、7種類の州がありますが、ご覧ください。数字
を見てください。これらの数字を見れば、トランプが各州で勝
利したことが分かるでしょう。つまり、現場で、彼が勝ったの
は、かなり明らかです。そして、これはまさに、彼らが、皆さんに知られたくないことです。ところ
で、イスラエルといえば、こんにちのイスラエルは、国連が発表した報告書によると、さまざまな国の
人材開発の中で、イスラエルは世界の先進国20ヶ国中、19位。そして、コロナ後、またはコロナの最

中、イスラエルのGDPは、減少していた所から、ほぼ40％の増
加に到達しました。私達の経済は非常に強力です。だから、私達
の信用が依然として非常に高く、非常に強いのです。それから、
ここ数日でワクチンがイスラエルに届き、月曜日の時点で、ワク
チンは、すでに配布されています。さて、私はここで、それを接
種するべきかどうかの、議論を始めるつもりはありません。ワク
チンを受けるということは、他の薬や薬を飲むのと同様に、人そ
れぞれです。自分で調べて、接種するなら、自己責任でしてくだ

さい。しかし、日曜日に、特別インタビューを撮影する予定です。皆さん、「COVIDワクチン、信仰
と、終わりの時」です。私達で、イスラエル、アメリカ、ヨーロッパ、世界各国へのワクチンの到着に
関して、それは、私達の信仰にとって何を意味し、終わりの時について、何を示しているのかを検証し
ます。とても、ためになります。以前ファイザー社で働いていた、ウイルス学の医師の話や、ここの技
術部門の医師であり、生物学者の若い女性の話、そして、イスラエル人牧師にも、話をお聞きします。
彼は、ハイファにある高齢者向け住宅の総支配人です。彼らは全員、イエスを信じています。彼らは
皆、強い信仰を持った、非常に健全な人達で、私達は、科学と信仰と預言の目を通して、これらのこと
を見ていきます。素晴らしい内容になりますので、ぜひご覧ください。日曜日に撮影すれば、おそらく
来週中には公開されると思います。お話したいことは、大体お伝えできたと思います。 

　ここからは、今日のポイント「引き止める者」についてです。この聖句を、皆さんにお読みしたいと
思います。見てみましょう。第二テサロニケ2章5～12節で、こう述べられています。パウロは、ギリ
シャ北部テサロニケ教会に宛てて、手紙を書いています。おそらくユダヤ人がいなかった、唯一の教会
です。旧約聖書は、その手紙の中では、引用すらされていません。さて、これをご覧ください。彼の言
うことを見てください。 

「私がまだあなたがたのところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを、思い出しません
か。あなたがたが知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、いま引き止めているも
のがあるのです。」（5～6節） 

反キリストについて。そしてパウロの言うことをご覧ください。 

「不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止める者があって、自分が取り除かれる時まで引
き止めているのです。」（7節）そして…「“その時”になると、不法の人が現れますが…」(8節) 

皆さん、不法の秘密はすでに働いています。それは、創世記3章の頃から、すでに動いています。その
時に、不法状態が始まったのです。神の律法は「その木に触ってはいけない」というもので、不法が始
まったのは、蛇が、基本的にはサタン自身が、エバとアダムを騙して、彼らは、そこから取りました。 
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そして蛇は、彼らにこう言って、騙したのです。 

「あなたがたは決して死にません。あなたがたがそれを食べるその時、あなたがたは神のようにな
る」（創世記3:4～5参照） 

しかし、私が言いたいのは、その時に、不法が始まって、それは増加する一方で、創世記11章には、
世界中で、神の代わりになろうとしていました。こうして、グローバリズムは始まったのです。そして
もちろん、神はすべてのことを新しくされ、それから、アブラハムを選ばれて、その瞬間から、イスラ
エルの人々を通して働かれ、ひとりの神への信仰をもたらして、神のみことばと、神の子をこの世にも
たらされました。私がこの全てを言っているのは、不法の秘密が、確かに働いているからです。そして
それは、終わりに近づくにつれて、どんどん強くなっていきます。聖書は、それを「取り除くもの」と
は呼んでいません。それは「引き止める者」と呼ばれています。つまり、聖霊は悪を取り除いているの
ではなく、その悪を引き止めているのです。それが現れ、基本的に、世界を支配しようとするのを“引
き止め”ているのです。ですから、聖書には明確に書かれています。その、同じ「引き止めるもの」反
キリストが世界の表舞台に現れるのを、“引き止めている”者達が、取り除かれるのです。さて、私達は
聖霊の宮なので、聖霊が取り除かれるには、私達が、取り除かれなければなりません。それは、全く
理に適った事です。なぜなら、一度、私達が取り除かれると、もちろん、ここに残るのは、すでに、
完全に嘘を受け入れている人達です。第二テサロニケで、パウロは続けてこう言います。 

「不法の人の到来は、（私達がここを出たら、）サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、
しるし、不思議がそれに伴い、また、滅びる人たちに対する、あらゆる悪の欺きが行われます。なぜ
なら、彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は、彼らが偽りを信
じるように、惑わす力を送り込まれます。それは、真理を信じないで、悪を喜んでいたすべての者が、
さばかれるためです。」（9～12節） 

　なぜ私は、これらをすべて言っているのでしょうか？イランだろうが、レバノンだろうが、シリアだ
ろうが中東の平和だろうが、ワクチンが到着して、パンデミックが対処されようが、アメリカの選挙
で、今起きていることでさえ、引き止める者がここにいて、引き止めています。それは取り除かれま
す。不法の秘密は、働いていますから。それは、取り除かれます。私達は、ここで、世界をより良くし
て、イエスが戻ってくるために準備をするのではありません。いいえ、私達は、ここにいて、御父の嗣
業に従事するのです。主が、来られるまで…地上ではありません。主と一緒になるため、雲の中に私
達を集められる時まで。それから？　今、読んだばかりです。私達がいなくなったら、反キリストが占
領します。つまり、私が言いたいのは、私達は、引き止めるものが内住しながら、それでいて、敗北の
人生を送ることは出来ません。それはできません！皆さんの中には、この世にいるあの者よりも、偉
大な方がいるのに、なぜ、敗北を受け入れるのですか？なんでそんな…落ち込んだり、怒ったりしなが
ら生きているのでしょうか？なぜ、最高のものを期待しないのでしょうか？状況から見ても、私達が、
まだここにいるのですから、これは、妄想ではありません。私は、アメリカで何が起こっているのか
知っています。私は、アメリカの憲法を知っています。私は、イスラエルで何が起こっているか、周り
で何が起こっているかを、知っています。そして、私には言えます。イスラエルが安全、安心、繁栄し
なければ、エゼキエル戦争は、始まりません。だから、私達の周りに平和があるのです。私達が、安
全、安心、そして繁栄するために。それから、戦争が起こります。妄想ではありません。エゼキエル戦
争になることは知っています。そして、神がご介入し、私達の敵を打ち負かします。いいですか、聖書
を全部信じるか、全く信じないかのどちらかです。自分の好きな部分を取って、嫌な部分を押し除けて
はいけません。そして、私は、ここでは怒って落ち込み、打ち負かされるがあちらでは、私は勝利する
のだ？いいえ。聖霊が皆さんの中にある限り、皆さんは、どこにいても、勝利しています。さっき、私
が言ったことを覚えていますか？「飛び込み台からおしっこ」ほら、彼らのしている事が、私達には見
えています。彼らが何をしているのか、私達には分かります。私達にはそれが見え、私達は戦い、私達
は勝ちます。そして、私達がここから出て行く時には、私達はここから出て行きます。どうでもいいで
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すよ。…というか、どうでもよくはありませんよ？私も、誰にも滅びてほしくありません。神は、誰
一人滅びる事は望んでおられません。神は、すべての人が悔い改めることを望んでおられます。神が、
第二ペテロ3章で告げておられます。 

「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。」（9節） 

しかし、最終的には、ついさっき読んだ通り、これらの人々が、「救われるために真理への愛を受け
入れなかった」（第二テサロニケ2:10参照）彼らが、それを拒否したのです。覚えていますか？ 

「…彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は…（彼らが、積極的
にそれを拒絶していたので）彼らが偽りを信じるように、惑わす力を送り込まれます。」 
（第二テサロニケ2:10～11） 

　皆さん、分かりますか？　神の御心は、まず最初に、彼らが神を拒絶したから、次に、神が、彼ら
に惑わす力を送り込まれるのです。神は、誰かが地獄に行くのを見て喜びを感じておられません。しか
し、あなたが拒絶するならば、その時、神があなたに強い惑わす力を送るのです。だからこそ…私達に
は力があり、聖霊が宿っているのです。ほら、イエスは「わたしは世の光です」（ヨハネ8:12）と言
われ、それから「あなたがたは、世界の光です」（マタイ5:14）と言われました。私達は、イエスの
大使だからです。ですから、要点は明確です。負けないでください。怒ったり、落ち込んだりしないで
ください。信じるのです。神は、そこで皆さんの祈りを聞いておられ、現在起こっている事をご覧に
なっていて、完全にコントロールしておられます。主には、彼らのしている事が見えています。どこの
暗闇の、どんな陰に隠れて、彼らが何をしようとも、それらをすべて、明るみに出すことがお出来にな
るのです。もしアメリカ人が、これらの選挙で行われた違法行為のほんの10％だけでも理解すれば、
完全にぶっ飛ぶでしょう。 
　だから、私は皆さんを励ましたいのです。それらのことは、あらわになっています。今、トランプに
は1月6日まで、しばらく時間があります。物事があらわになっています。ソーシャルメディアは、皆さ
んに見せないようにするでしょう。しかし、色々と明らかになっています。悪事が暴露され、明るみに
なっています。下院議員と上院議員にとって、非常に簡単なことです。いったん1月6日に、上院に持
ち込まれたら、前進するのは簡単です。“不確かな選挙”であると宣言して、公認選挙を否定する動議で
前進し、代替選挙人候補者を受け入れるか、あるいは下院で投票するか、それだけです。私は感動し
ました。裁判所は連邦最高裁ですら、手を出さないことを弁護団は、すでに知っていたのです。驚きで
す。彼らは、アメリカ合衆国憲法だけを握りしめるべきであることを、最初から理解していたのです。　　
そしてご存じのように、1876年にも、不確かな選挙があり、民主党は南部の黒人に対して、違反を犯
していました。それから、民主党はまた、詐欺を働いてエイブラハム・リンカーンの肖像画を投票用紙
に載せ、文盲の人たちが、共和党に投票しているように思わせました。それが、彼らのした事です。そ
して、最終的にどうなったかというと、民主党、共和党、最高裁判事の委員会があって、最終的には、
共和党が勝ちました。しかし、私のポイントははっきりしています。彼らは、以前にも、違反と詐欺の
手口を使ってそれを試し、彼らは、今回は、権力と数十億ドル、ソーシャルメディア、ハイテク、ビッ
グテック、マスコミ全てを使って試しています。そしてもちろん、周りの人たちも、彼らをバックアッ
プし、彼らを危険にさらすようなことを言う人たちを、黙らせています。ほら、彼らが私にした事を思
い出してください。私の写真を、性的なものだとか、一部ヌードが含ま
れるとか、宣言する事は出来ますよ。好きなように宣言すれば良いです
が、しかし、何も変わりません。人々は、いずれクリックして見ます。
ちなみに、その為に、今回は、YouTubeでも同時進行でライブをして
いるのです。Facebookを止めたければ、YouTubeで見つかりますし、
それでもだめなら、別の場所で見つかります。ほら、真実はいつも出て
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くるんです。覚えておいてください。これら全部から、逃れる事はあ
りません。それから覚えていますか？　先ほど言ったように、
Facebookでは、全く同じものを見せていても、あなたが保守派な
ら、ただ何かを引用しただけで、彼らは、それを欺瞞としてフラグ
を立てます。ほら、同じものです。ランドポール上院議員の同じ動
画。1つはリベラルで大丈夫、なのに、もう1つは保守派で、「不正

選挙に関するこの主張は争われている」と書かれています。そういう事です。私達は戦い、私達は勝ち
ます。すごい事が起こります。覚えていてください。「引き止める者」が働いています。 

「あなたがた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） 

お父様、私はあなたの霊と、あなたのみことばの真理に感謝します。 

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） 

皆さんの中に、引き止める者がいることを思い出してください。そして、近いうちに私達はここを出て
行き、最終的に、不法の秘密が支配します。それまでは、私達はここにいて、御父の嗣業に従事しま
す。イエスの御名によって。アーメン 

できるだけ多くの人に、シェアしてください。 
ありがとうございます。God bless you! 

ガリラヤより、シャローム！ 

⬅スマートフォンなどのカメラで読み込むと、YouTubeのメッセージが見れます。 
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