
Behold Israel 中東時事アップデート2021年2月11日

 
Amir Tsarfati 

2021年2月11日　中東時事アップデート 
ーバイデン政権の中東における基本政策　イランとサウジアラビアー 

 

　皆さん、シャローム。アミール・ツァルファティです。イスラエルのガリラヤよりお届けします。昨日、
Facebookが私のアップデートを配信せず、技術的な不具合があったことを本当に残念に思います。そこで
私達は諦めず、今日に持ち越すことにしました。いくつかのことを修正し、うまくいけばFacebookと
YouTubeの両方で配信出来ると思います。皆さんにお伝えしたい事がたくさんあります。フェイスブックや
YouTubeで前回お会いしてからしばらく経ちますが、ご存知のように、私はアメリカ、それからアラブ首長
国連邦を訪れて、その後、家から離れたホテルでの長い隔離生活を終え、ほぼ1ヶ月ぶりに我が家に帰宅し
ました。 

では、お祈りから始めて、中東のアップデートに入りましょう。 

　お父様、あなたに感謝します。あなたはすべての創造主です。あなたは、あなたの御言葉を定められ、こ
の世界とその中にあるすべてのものは、それによって創られました。そして、父よ、あなたはまた人を作
り、自由意志を与えられました。もちろん、その自由意志がなければ愛は存在できません。しかし、私達は
また、悪がたくさんあることを知っています。そして、私達はまた、人が心の中で多くの事を熟考すること
も知っています。あなたから分離し、離れて、多くの場合、あなたに敵対しようとします。お父様、私達は“時
と季節”を知っていて、あなたは最初から終わりの事を告げられました。私達はあなたの子供で、私達はあ
なたの御言葉を知っており、今後何が起こるかを知っています。それは、私達がとても賢いからでも、私達
が占い師だからでもなく、他の何でもなく、あなたの御言葉のおかげです。あなたが、あなたの預言者を遣
わして、あなたの民に“時と季節”を理解させました。あなたは、あなたの民が、それらのことを知るように
望んでおられます。お父様、今夜、私達に明確な理解と慰めをお与えください。私達が生きるこれらの非常
に、非常に困難な時代にあって、私達が、あなたの御言葉に照らして、世界の出来事を明確に理解出来るよ
うにして下さい。また、あなたが完全にコントロールしておられることを理解し、それを見て、私達の心が
慰めを得られますように。私達は間もなく、非常にすぐに王にお会いします。あなたに感謝し、あなたを祝
福します。イスラエルの聖なる方の御名、イェシュア・ハマシアハ、主の御名によってお祈りします。 
アーメン。アーメン。 

　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にある、私のオフィスから
ライブです。私達は、この国、この土地に戻って、イスラエルの民は生きています。神が支配しておられ、
神の約束は「はい」であり「アーメン」です。私は生ける証拠です。私はエルサレム生まれ、ユダ族の出身
で、2000年前にこの土地から追い出され、そして、約束通り、この終わりの時代に、この場所に戻された
民の第一世代です。私は、今、ここに私自身の家族を持てた事をとても感謝しています。この国で生まれ、
神の御言葉が真実であると述べ伝えています。 

　さて、聞いてください。今日のこのアップデートのトピックは、もちろん、アメリカの新政権です。中東
におけるその政策は、基本的に、現在、イランが入り、サウジアラビアが出されています。私達はそれを見
ていきます。実際、一つお伝えしますと、ジョー・バイデンは、中東全域で、いくつかの大きな波及効果を
引き起こしています。イラン、サウジアラビアだけでなく、すべてに、どのように影響するかを見ていきま
す。イスラエルの中でさえ、さらにパレスチナ人の間でも、彼らは、突然超強化されています。今や、彼ら
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はトランプ大統領と共に悪夢が終わったと考え、彼らは、再び２国解決を要求し、そして、基本的に私達の
安全を危険にさらす事で、実際にその解決策をイスラエルに課すことが出来ると考えています。 

　さて、昨日起こったことをお見せましょう。私は本当に頭に血が上りました。では、ご覧いただきましょ
う。私が間違っていなければ…これです。 
【パレスチナ当局が道路を舗装するために古代ユダヤ人の遺跡を粉砕して、砂利にした。】 

さて、どの遺跡だと思いますか？ヨシュアが建てた祭壇です。ヨシュア記8
章によれば、ゲリジム山の真向かいにあるエバル山の上に。覚えています
か？彼が律法を読みあげ、呪いが宣告され、祝福が宣告された時、民の半
分ずつがそれぞれの山に顔を向けていました。1980年に、1人のイスラエ
ルの考古学者が、その地域を発見し、そして、まさに聖書が告げているよ
うに、道具で切り出されていない石が、すべて基本的に元に戻されたので
す。それは非常に驚くべきことでした。すべての断片が揃って、長さ816
フィート、幅228フィート、4エーカーの大きさの遺跡、祭壇が復元された
のです。それが昨日、パレスチナ人が…彼らはユダヤ人の考古学に全く敬

意を払いません。なぜか？それは、私達の考古学は、ここでの私達の存在を裏付けるからです。それによっ
て、私達がここにいた事、私達はよその国の土地を奪った占領者ではないことが裏付けられます。神がヨ
シュアに土地を占領せよと言われた時、私達は占領者でした。その時に入植が始まったのです。そして、
「入植」、土地に「入植する」という言葉は、主の御自身の命令によって、ヨシュアがイスラエルの民と一
緒に土地に来た時に、そこから始まったのです。非常に興味深い事に、今日、ユダヤとサマリアのイスラエ
ルの入植地は世界によって違法と見なされ、まるで私達が他の誰かから土地を盗んだかのように、アパルト
ヘイトや何か、悪い事のように言われていますが、それは、ばかげています。面白い事に、ユダヤ人を土地
に導いたヨシュアがエバル山に建てた祭壇が、パレスチナ人によって完全に解体されているのです。彼らは
自分たちの道路を舗装する為に、その石を取り、それを粉砕して砂利にしています。なのに国連からも米国
からもヨーロッパからも、非難の声を一切聞きません。想像できますか? もしイスラエルが、どこかのイス
ラム教の聖地に入って誰かの墓から聖なる石をいくつか取り、それを粉砕して、道路を舗装するための砂利
にしたら、非難の声が想像できますか? 国連の人権委員会、国連安全保障理事会での非難を想像できます
か? 世界中の叫び声を想像できますか? しかし、いいえ。パレスチナ人はパス（許可証）を持っています。
彼らはパス（許可証）を取得します。実際、彼らには世界中の他の難民とは違って、独自の難民救済機関が
あるのです。彼らだけ定義を変えて、難民は1世代だけでなく、後に続く、すべての世代に適用されます。
だから、彼らには特別なパス（許可）、特別な対応を受けるのです。トランプ大統領が彼らからそれを取り
上げましたが、今、彼らはそれを取り戻しました。彼らは、今、強められています。新しい政権があり、
「我々は今、舞台に帰ってきた。悪夢は終わった！」彼らがヨシュアの祭壇でやったことは、「我々は戻っ
てきた！」という宣言だと私は思います。「我々は舞台に返り咲いた。お前達が我々に何をするのか見せて
もらおう。」それがちょうど昨日起こって、すっかり頭に血が上りました。考えてみてください。誰も気に
しない、誰も一言も言いません。イスラエルは、おそらくパレスチナに責任を負わせ、それについて何かを
するでしょう。しかし、繰り返しますが、私を信じてください。私達（イスラエル）が何かをすれば世界中
の見出しに上るでしょうが、彼ら（パレスチナ）がした事は報道されません。非常に、非常に、非常に残念
です。それが、ちょうど昨日起こったことで、昨日は、とても忙しい一日でした。 

　ところで、今日起こった事もお話ししますよ。今日は、シリアでたくさんの事があった一日でした。この
後、それについてもお話しします。今日、お伝えする事の一つは、バイデン政権がトランプ大統領が、基本
的に対処するためにイエメンのフーシ派に貼った「テロ組織」のレッテルを剥がそうとしています。これが
本当に興味深いですが、イエメン北部に、シーア派イスラム教徒、シーア派ヤズィディーのグループがあっ
て、彼らはサウジアラビアを占領しようと決意しています。実に簡単、シンプルで、彼らはほぼ毎日サウジ
アラビアを攻撃しています。そして、サウジアラビアが、それらのグループに大規模な空爆を開始すると、
今、彼らは戦争犯罪の実行者、加害者として見なされ、そして今、アメリカは怒っているのです。と言って
も、新政権はフーシ派にではなく、サウジに怒っている。ところで、昨日、彼らは…見てください。これは、
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イエメンです。下を見てください。彼らは国際空港があるサウジアラ
ビアの都市アブハまで、はるばる爆発物を積んだドローンを飛ばし、
彼らは民間の旅客機を攻撃したのです。現場でドローンの破片が発見
された事は言うまでもありません。これらはフーシ派です。フーシ派
は、幼い女の子をレイプし、子供達を餓死させているのです。彼らは
イエメンの人々の恐ろしい状況に対して責任があります。彼らは、毎
日サウジアラビアを攻撃しているのです。弾道ミサイルやドローン、巡

航ミサイルを使って。それら、すべてのものはイランから来ていて、彼らの弾薬のすべてをイランが供給し
ています。そして、バイデン政権が誰に怒っているか分かりますか？正解。サウジアラビアです。そして、
バイデン政権がテロ組織のレッテルから自由にするのは誰でしょう? もちろん、フーシ派。非常に興味深い
です。民主党は、常に人権を推進します。…ところで、私は人権に関しては、全く問題ありません。人権は
重要です。しかし、彼らはいつも同じ間違いを犯します。オバマが2010年、中東に行ったとき、私が間
違っていなければ…もしくは2009年、彼は民主主義と人権、そのすべてに関する演説を行い、そして、そ
れが「アラブの春」の出発点でした。それによって、過去80年間でアラブ世界に最大の災害をもたらしま
した。政権を次々と打倒し、崩壊した結果、数百万人が殺害され、数百万人が避難し、周辺のほぼすべての
国で混乱と内戦が起きました。公民権の名の下に、彼は恐ろしい、恐ろしい人道危機状況を引き起こしまし
た。公民権のために戦う名の下に、混乱を作り出し、民間人から公民権を奪ったのです。そして、私達が今
から目にするのは、まったく同じこと、同じ議題です。我々は今、同盟国を追いかけ、我々の最大の敵をな
だめる。今、アメリカは異なり、トランプ政権のアメリカではありません。 

　皆さん、一つ、非常に明確にしたいと思います。トランプ大統領は現在、元大統領で、バイデン大統領が、
現大統領です。私はそれが嫌ですよ。皆さん、私を知っていますね？ しかし私は現実的です。今、大統領執
務室に座ってあらゆる大統領令に狂ったように署名している人物は、ジョー・バイデンです。そして、彼は
今、（国境の）壁の建物を止め、彼はキーストーンXLパイプラインの建設を、ずっとカナダまで止めまし
た。彼はサウジアラビアとアラブ首長国連邦との取引をすべて停止しました。彼はパリ協定（気候変動）に
戻るつもりで、彼は国連人権理事会に戻るつもりです。彼は国際裁判所に妥協して戻るつもりで、そして、
彼は、間違いなくイラン協議に戻ります。非常に興味深い事に、イランは非常に、非常に奇妙で、彼らをな
だめようとすれば、彼らは実際、あなたの顔に唾を吐き、そして実際に彼らに恥をかかせれば、彼らは、あ
なたを尊重します。あるものをお見せしましょう。1月20日以前から暫定政権は、すでにイランに言いまし
た。「我々はこの取引に戻る。静かにしていなさい。愚かなことをするな。私達は取引に戻ります。心配す

る必要はない」そして、就任の数日後、約1週間半後に何があった
か? イランの最高指導者が、ツイートしているのです。準備はいいで
すか？これを見て下さい。「米国終了後の時代が始まった」これ
は、イランの指導者の英語の公式Twitterアカウントです。そして非
常に興味深い事に、後になってレバノンのヒズボラもまたツイートし
ていて、彼はイランの代理人で、彼は本当に思った事を発言します。
ペルシャ人…イラン人…私が言っているのは国民の話ではありませ

ん。ところで、イラン国民のほとんどはアヤトッラーや革命防衛隊
と、そのすべてに耐えられないのです。彼らは非常に抑圧されていま
す。しかし、アヤトッラーは、言っておきますが、彼らは今、非常に
興味深い駆け引きをしていて、彼らは、どんどんヨーロッパとアメリ
カを怖がらせて、取引に飛びつくようにしているのです。ロシアに関
しては、彼らはロシアをなだめ、ロシアのプーチン大統領にメッセー
ジを送りたいとき、見てください。イラン議会の議長は、メッセー
ジを受け取り…イランの最高指導者ハメネイの、プーチンと会うこと
を期待した個人的なメッセージです。それがなんと。この漫画を見て
ください。プーチンは彼を見ていて、言っているのです。「ここに、
あなたのメッセージを入れなさい。私は、お前とは会わない」プー
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チンは基本的に彼に言ったのです。「私は、お前には会わない。他の人間の所へ行け」「アメリカでも誰で
も取引したいなら、シリアでの私の活動を妨害したいなら、シリアで戦争を始めたいなら、シリアにおける
私の利益を危険にさらすなら、他の人間と話をしろ。」非常に興味深いです。聖書的に、私達は何が起こる
かを知っています。イランはロシアに加わり、トルコ、スーダン、リビアも加わります。しかし、私達が見
ているのは、今、イランが、アメリカやヨーロッパでの、これら関係のすべてを楽しみながらも、それを手
に入れる為に必死になっている様子です。イランは、すでに許容量をはるかに超えてウラン濃縮を始めてい
ます。 

　皆さん、ウランの濃縮について一つ理解しなければなりません。なぜなら、多くの人がそれを理解してい
ませんから。ウランを濃縮するには、ウランを取り、それを濃縮させるため、十分な加速度を付けて回転し
始める必要があります。例えば、3000kgのウランがあるとして…いえ、1000kgの低濃縮ウランにしま
しょう。それを十分な速度で回せば、中濃縮ウランが、250kg出来ます。そして、それを続けると、最終的
には高濃縮ウランが、たった25kgだけ得られます。それを得るには高速で回転する遠心分離機が必要で
す。さて、2015年にオバマと、その他がイランと署名した核合意（JCPOA）によれば、イランに許されて
いるのは、低濃縮ウラン300kgのみです。それがなんと、今年、イランは、すでに3000kg持っていて、そ
の内、イランは、すでに20%の中濃縮ウランを17kg持っています。そして繰り返しますが、最初の爆弾に
必要なのは250kgだけ。皆さん、理解してください。20%（中濃縮）の250kgが、25kgの高濃度ウランに
なり、私達の推定では、2年以内に爆弾が出来上がると言う人もいて、また他の人は、彼らはすでに必要な
ものはほとんど持っているかも知れないと言います。今や、彼らに必要なのは弾道ミサイルとそれを届ける
手段です。皆さん、理解してください。イランは世界に言っているのです。諜報大臣が、昨日、言いまし
た。「いいか、核兵器は私達の宗教に反している」彼が言ったことを見てください。「しかし、もし猫を追
い詰めるなら、彼は実際、愚かなことをするかもしれない。我々は、最終的に爆弾を持つかも知れない」彼
が言ったことを理解していますか？彼は基本的に、こう言っているのです。「我々が爆弾の所有を認められ
ていないことは知っている。しかし、お前達が我々の言うとおりにしなければ、我々は爆弾を持つ」ところ
で、その事が、彼らが、すでに爆弾（製造）に手を付けていることを告げています。そして私達は、彼らが
そうしている事を知っています。ですから、これは、イランの条件でヨーロッパとアメリカを取引に誘い込
むゲームです。そして同時に、彼らはイランが望むものを全てイランに与えながら…ええ、アメリカは色々
と言うでしょう。「いいえ、イランはアレやコレに、まず従わなければならない」私を信じてください。誰
もイランから物事を取り戻そうとはしません。彼らは、イランがすでに持っているものを受け入れ、そして
前進するでしょう。誰も、弾道ミサイル計画に対処するつもりはなく、それは既に国連安全保障理事会に
よって禁止されていますが、誰も気に留めません。しかし皆さんにお伝えしたいのは、バイデン政権が就任
した瞬間、彼らが最初にしたことは、サウジアラビアとの全ての武器取引と、そして、アラブ首長国連邦に、
50機のF35を売却するというトランプの最後の決定でさえ凍結したのです。現時点では、おそらく5000億
ドルの話です。5000億ドル相当の取引をアメリカが止めているのです。サウジアラビアとの5000億ドルの
取引を停止して、自分の経済を、どれだけ損なっているか想像できますか? 信じられません。実際、彼らは
取引は交渉から外れていると言いました。それまでです。 

　さて、皆さん、理解する必要があります。アメリカは、もはやサウジアラビアの石油に依存していませ
ん。少なくとも、過去7年ほどは。しかし、トランプ大統領は非常に賢くて、少なくとも彼らと取引したの
です。そして彼は、仮にイランとサウジアラビアのどちらかを選択する必要があるなら、もちろんサウジア
ラビアを選ぶことを知っていました。サウジアラビアは、核爆弾を作っ
て、イスラエルや世界の他の部分を破壊しようとしていません。ですか
ら、非常に興味深いのです。アメリカがサウジと結んでいた同盟は1945
年まで遡ります。実際に撮影された、この写真を見てください。こちら、
右側はフランクリン・ルーズベルトです。これはサウジアラビアの初代
王、アブドゥルアズィーズ・イブン＝サウードで、アメリカの船クインシー
に乗船しています。これが1945年です。アブドゥルアズィーズ・イブン
＝サウードは、初代サウジ王で、そのため、サウジアラビアと呼ばれるの

/4 10



Behold Israel 中東時事アップデート2021年2月11日

です。それは非常に、非常に重要な取引でした。そして、取引はこれでした。 
「私達は、あなた方の石油が必要であるだけでなく、あなたには、当時のソ連の側にはいて欲しくない。あ
なたには共産主義者になって欲しくありません。あなた方には、あちら側に行って欲しくないので、我々
が、あなたを世話します。あなたは私達に石油を販売し、私達はあなたを保護しよう。」 
ずっと長い間、それが取引でした。非常に興味深い事に、現在、サウジは就任したばかりのこの政権によっ
て、ほとんど罰せられていて、バイデン大統領が使った言葉は、私には発音することさえ非常に難しいです
が、彼が使った言葉は…ちょっと見てみましょう。ちょっと待ってください。とにかく、彼は彼らに対して
非常に怒っていて、彼は彼らのやり方が気に入らないのです。そう、“パーリア”、“のけ者”です。まるで、彼
らが除名されたように。そして彼は、彼らがイエメンで10万人の死者を出したと主張しています。彼は、テ
ロリストがイエメンを占領した事を忘れています。彼らが、そのすべてを引き起こしたのです。このよう
に、彼はそのすべてでサウジを非難して、それが非常に興味深いのです。こんな大統領はオバマとトランプ
を含む第二次世界大戦の終結以来、初めて、こんな事を言った大統領はバイデンが初めてです。彼は、基本
的にこう言いました。「長年にわたる米国のサウジアラビア支持は許されない事だ。」興味深いことに、彼
はアメリカの破壊を望む国に行って、そして、彼らと商売し、取引する事を望み、そして彼は、実際に彼ら
の事を“中東におけるアメリカの同盟国”と呼びます。ところで、彼だけではありません。サウジアラビアだ
けではなく、エジプトも叱られるでしょう。トルコのスルタンも叱られます。バイデンは、エルドアンを追
い出したいのです。聞いてください。今後、数ヶ月は、非常に激しい大嵐になるでしょう。皆さん、理解し
てください。人権の名の下に、時に、世界の一部を破壊し、これまでよりも、さらに恐ろしい人権侵害を引
き起こす事が可能です。 

　さて、現在のアメリカ政権、民主党がサウジアラビアに敵対して言っている事の一つは、もちろん、ジャ
マル・カショギの死です。2018年10月2日、サウジ政府の代理人によってイスタンブールのサウジアラビ
ア領事館内で起こりました。なぜなら、この男は米国のパスポートを保持していて、彼はジャーナリストで
あったり、その他全ての理由からです。だから皇太子に責任を負わせ、米国とサウジとの関係を完全に終わ
らせよう。サウジは今、非常に、非常に、非常に混乱しています。サウジがしたことの一つは、過去4年間
交流がなかったカタールの所へ取引しに行ったのです。なぜなら、カタールはアメリカの民主党と友達であ
ることをサウジは知っているからです。カタールは、非常に多くの民主党の政治家に多額の賄賂を支払い、
だから民主党は、アルジャジーラやカタールにいる友人から非常に尊敬されているのです。それでサウジは
今、ワシントンでロビー活動をするために、カタールが必要なのです。以前は、そんな必要は無かったの
に。カタールは、ハマスやヒズボラ、そしてもちろんイランのようなテロリストの支持者です。カタールは
テロリストをかくまい、支援する典型的な国ですが、しかし、それがバイデン政権に支持されているので
す。 

　もう一つ、皆さんが知っておくべきなのは、私達が目にしている、現在のバイデンのサウジに関する発言
は、以前、オバマが、はるばるチュニジアに行き、そしてリビア、エジプト、イエメンに行った時に言った
ことで、そして、これらの政府はすべて倒されたのです。誰によって倒されたか？最悪の人間によってです!
エジプトのムスリム同胞団に起こった事を見てください。そして今やイエメンで起こった事、チュニジアで
起こった事を見てください。カダフィが死んで以来、見てください。今、リビアで何が起こっているか。リ
ビアは恐ろしい状況になっています。ですから、明らかに見ての通り、人権の名の下に、実際、間違った人
の側についているのです。そして、中東で恐ろしいものを生み出しています。さて、新政権をなだめるため
に、サウジは何をしたでしょうか。まず第一に、サウジはイスラエルとの和平を前進させませんでした。パ
レスチナ人を怒らせない為に。第二に、サウジはカタールに妥協しました。また、すべての政治犯の刑期が
短縮されました。そして第四に、サウジはアメリカにおける数千億ドルもの投資でアメリカを誘惑しようと
しています。しかし、もちろん、このすべてから何が起こるか分かりません。 

　イランに関しては、イランが武器（製造）を推し進めていることは分かっています。これを見て下さい。
イランは現在、高速モーターボートを購入、製造して、船舶や小さな潜水艇などを攻撃しようとしていま
す。イランは今日、「偉大な預言者」と呼ばれる、軍事演習を開始しました。彼らがそう呼んだのです。彼
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らは、いつも自分達が非常に霊的に見えるような名前をつけます。そし
て、彼らは実際にイラクとの国境で演習していて、その理由の一つが、演
習は最良の武器密輸方法だからです。演習を装うのです。その後、彼らは
イラクに武器を持ち込み、イラクからシリアに行って、すでに、イスラエ
ルのすぐ近くに大量に物資を持ちこんで、そして時が来たら、イランはシ
リアからロケットを発射出来るのです。そして、ガザのハマス、レバノン

のヒズボラに言う事が出来ます。彼らは、イスラエルが攻撃され、何千ものロケットが同時に私達の上に落
ちる状況を作りたいのです。 

　ところで、エゼキエル書38章を読めば、戦争の記述は暗い雲のように来るとあります。つまり、それは空
から来て、何かがイスラエルに雨のように降るという事です。そして、神が奇跡的にそれからイスラエルを
救われます。しかし、イランが規程通りにそれを続けているのは、非常に興味深いです。もう一つ、現在起
こっているのは、事実、オランダのハーグの国際刑事裁判所が…イスラエルは、この一員ではありません。
したがって、彼らは私達に管轄権を持っていないのです。私達が眠ってい
る間、彼らは決定しました。彼らが決定して署名したこの文書を見てくだ
さい。彼らは、「パレスチナ（自治政府）は法において、国家当事者であ
り、彼らは管轄権を持っていると理解している。」見て下さい。これらの
狂気の人々は、彼らに、それが出来ると考えているのです。彼らはユダ
ヤ、サマリア、ガザ、さらには東エルサレムの管轄権を持っていると。非
常に興味深いです。まさにこれが起こるのを、トランプ大統領は見ていた
のです。そして、トランプ大統領が彼らを制裁したのは、まさに、このた
めでした。民主党の判事は、人権弁護士を標的にしてトランプの制裁を阻
止しました。ところで、これらの人権弁護士達は誰なのか? 正解。ジョー
ジ・ソロスの組織であるオープン・ソサエティ財団の人間です。そして、
彼らはいつものようにアメリカの国益に反して働いていました。それが、非常に興味深いのです。国際刑事
裁判所が直ちに言ったことの一つは、「我々は、制裁が“わが国に対する犯罪である”というイランの訴えを
聞きましょう」考えてみて下さい。イランは、国際刑事裁判所に訴える図太さ、根性を持っているのです。
これら犯罪者達です。それが、彼らの保護の下に隠れて。そして良いことは、少なくともここで我々は、彼

らがその愚かな判決を下すことを知っています。しかし、これを見てくだ
さい。少なくとも、ここでドイツとハンガリーはICCの判決に反対して、
イスラエルを援護しています。米国もまた、イスラエル、ハマスの犯罪を
調査する管轄権を持っているという、ICCの判決に反対しています。言い換
えれば、米国は基本的に言っているのです。「ほら、私達はあなた方の一
員ではなくイスラエルもあなたの一員ではありません。あなたは、イスラ
エルに敵対することはできません。イスラエルは、この組織のメンバーで
はありません。申し訳ないが。」この組織は、アフリカで起こっている事
に対しては良いかも知れません。そもそも、その為に始まったのですか
ら。しかし、失礼ながら、彼らは非常に偏っています。そして、彼らは非
常に反ユダヤ主義で、彼らは非常に…ほら、ハマスが、イスラエルにロ
ケット弾を発射し、そして、イスラエルが報復すれば、イスラエルが戦争
犯罪で非難されるのです。まさに、サウジとフーシ派のようです。フーシ
派は空港や都市、石油精製所を攻撃していて、そして、サウジが報復し、
彼らに対して活動すれば、サウジアラビアは現在、戦争犯罪を犯している
と見なされているのです。これは非常に

興味深いです。ところで間違えてはいけません。パレスチナ人は、彼ら自
身の政府、ガザのハマスに絶望して今…彼らを見て下さい！イスラエルは
ガザを支配していません。エジプトが国境を開いた瞬間、パレスチナ人が
とにかく逃げて行きます。彼らは、もう耐えられないのです。今、膨大な
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数のパレスチナ人が、ガザからエジプトに移民していて、ヨーロッパに行くことを期待して、そこからトル
コに移動しています。ヨーロッパは今、中東とアフリカからの移民で飽和しています。今、あちらでは非常
に驚くべき事が起こっています。皆さん、理解してください。かなりすごい事です。 

　さて、皆さんに理解してほしいのは、さらに多くの事が中東で起こっていて、現時点で、イランはイラク
側からシリアに武器をノンストップで密輸しています。数時間前、イスラエルは、昼間に－これは極めて稀
です－複数のドローンで、ある特定の車両を攻撃しました。それにはイラン革命防衛隊のかなり上層部にい
た者が乗っていて、彼は死亡しました。そして、我々はまた、国境を越えていた武器や弾薬の出荷物を破壊
しました。イスラエルは正確に何が起こっているのかを把握しています。ところで、アメリカもです。しか
し、イスラエルは今日行動を起こし、それは非常に驚くべきことでした。現在、ロシアはバッシャール・ア
ル・アサドの軍隊と共にISISと戦おうとしていますが、ISISは、毎日、彼らに学習させています。毎日、ISIS
は殺害しています。ISISは、もはや領土を持っておらず、彼らはシリアの砂漠に隠れています。しかし、ア
サド軍の車両部隊や、イランの支援を受けた民兵やロシア人の車両部隊が通り過ぎるたびに、ISISは隠れ家
から出てきて、彼らを襲撃する方法を知っています。これが毎日毎日起こっていて信じられません。見てく
ださい。トランプ大統領は、中東で、一度として戦争を始めませんでした。どちらかといえば、彼はイスラ
エルとアラブ諸国の間に平和をもたらし、サウジアラビアとカタールの間の和平を仲介しました。そして、
バルカン半島とイスラエル、スーダン、イスラエルとモロッコ、アラブ首長国連邦とバーレーンとの間で、
より多くの和平を仲介しました。皆さんは理解する必要があります。新政権は、中東を不安定にするために
考えられる限りの過ちを犯していて、そして、私達を平和に近づけるのではなく、私達を戦争に近づけけて
います。皆さん、言っておきますが、時が来れば…その時は来ています…中東における、この現政権の失策
のためにトルコ、ロシア、イランの同盟が誕生します。イスラエルがイランの核施設を攻撃する計画を立て
て以来、しばらく経っています。そしてイランの核施設は…－非常に明確にしておきますが－ブーシェフル
原子炉だけではありません。イランには複数の施設が少なくとも20箇所あって、その一つ一つが、将来的
な爆弾の組み立てラインとして極めて重要なのです。ナタンズがあり、エスファハーン、シラーズがあっ
て、ブーシェフルがあり、非常に多くの施設があるのです。 
 

　ここから、多くの信者が犯す、いくつかの間違いを修正したいと
思います。イランの侵略や、イランの名前が出てくるたびに、多くの
キリスト教徒は考えています。「ああ、はい、エレミヤ49章のエラ
ムの預言が成就しつつあるのだ！」非常に明確にしておきます。エラ
ムは…ご覧ください。これが地図です。エラムは大きなイランの小
さな部分です。そして、エラム人は、もはや存在しません。彼らは、
おそらく西暦2世紀に絶滅しています。エラム人は非常に著名な人々
で、実際、エステル、シュシャン、その全ての書がその地域で起こっ
たのです。しかし、私達全員が知っている通り、彼らが打たれ、後
に回復することについてのエレミヤの預言は、すでに成就していま

す。１世紀でさえ、エラム人は「使徒の働き」の記述でエルサレムに来た人々の中にいた事を、私達は知っ
ています。ですから、彼らがその時存在していた事が分かりますし、彼らが回復されていたことが分かりま
す。そして、彼らが福音を聞いた事も知っています。しかし間違ってはいけません。聖書は告げています。 

「終わりの日になると、わたしはエラムの繁栄を元どおりにする。」（エレミヤ49:39） 

面白いと思いませんか？　聖書には、ヘブル人への手紙でイエスが世に来られた瞬間に、終わりの時が始
まったと告げています。ですから、エラムを今日のイランと呼ぶ事は出来ません。エラムは小さな部分でし
たから。もし、聖書に今日のイランの名前があるとすれば、それはペルシャです。そして、ペルシャは確か
に聖書に登場します。私達全員が知り、私達全員がいつも話している、まだ成就されていない預言、エゼキ
エル書38-39章です。ペルシャは、その名前で言及されています。「ペルシャ」それは、領域全体であって、
一部の人々が言うただの小さな場所ではありません。「ええ、それはエラムですよ。ブーシェフル核施設が
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そこにありますから」しかし、エラム人はもはやそこに居ません。失礼ながら、裁きが下るのは、あの小さ
な部分だけではありません。それは別物です。そして、イランがイスラエルに敵対するなら、それは間違い
なく、ブーシェフルの部分だけではありません。いいですね？非常に明確にしておきます。皆さん、理解し
てください。エゼキエルは、間違いなく最も顕著で、最も成就が待ち望まれ、期待される預言です。それと
伴って、もちろんイザヤ書17章のダマスカスの完全なる滅亡です。私は何度も言って来ましたが、私が思う
に、ダマスカスの破滅によって、最終的にロシアが、「わかった、もう十分だ。」と言うのでしょう。なぜ
なら、今の時点ではシリアが安定して、ロシアが戦利品、石油とガスを享受出来る限り、ロシアはイスラエ
ル側につく事に全く問題ありませんから。しかし、イランのペテン師達が、常に問題と不安定さを生み出し
ているなら、ロシアは決して享受出来ません。しかし、ダマスカスが滅亡する瞬間、それは、シリアにおけ
るロシアの希望の消失です。その時、事態は悪化します。私にはそれが来るのが見えています。皆さん、役
者はあそこに揃っています。バイデン政権がいかに影響するのかが見えます。来週、それについて話すかも
しれません。バイデンがエルドアンについて言ったこと、バイデンは、実際にエルドアンを追い出したいの
です。といっても、私がエルドアンに惚れ込んでいるわけではありません。惚れ込んでいませんから。私は
エルドアンは犯罪者だと思いますし、彼は反ユダヤ主義だと思います。私は、彼は邪悪だと思うし、最終的
に彼はその戦争の一部を担い、神が彼を罰すると思います。しかし、現在、トルコは北大西洋条約機構
(NATO)の一員で、トルコはそこにとどまりたいのです。そして、トルコは実際に提案しています。「確かに、
私達はロシアからS400（ミサイル防衛）システムを購入しました。しかし、実際には、私達はそれを作動
できません。あなた方がお望みでなければ…私達もギリシャのよう出来ますよ。」ギリシャは、何年も前に
ロシアからS300を購入し、それはクレタ島にありますが、ギリシャはそれを使用していません。「私達
も、同じことができます。」もちろん、ギリシャは簡単に信じられますよ。でも、エルドアンがそれを使わ
ないとは誰も信じません。ただ、皆さんに理解して欲しいのです。この政権の政策で、現在、我々が見てい
るのは、イランを限界まで追い詰め、トルコを限界まで追い詰め、そして、バイデンがプーチンと話した会
話は間違いなく良いものではなかった。ロシアは今、アメリカの立場に非常に怒っていて、そして、物事は
正しい方へ行っているようには見えませんが、しかし、聖書の通りに進んでいます。平和にはなりません。
私が、これらすべてを言っているのは、ただ、皆さんが理解する為です。皆さんが、この世で今、対処しな
ければならないのはCovid-19だけではなく、また、あなたの気に入らない行政や、あなたが同意しない政
策や、そういったものでもありません。中東では、実際、すでに戦争の雲を見ています。今起こっているこ
とのため、政策のために、そして私達が見聞きしている、すでに起こっていることの為に。私は、皆さんに
伝えたいのです。私達は、このような時のために、ここにいるのです。あなたはおそらく言うでしょう。
「ちょっと待って、私は戦争に賛成した覚えはありませ。」私は、バイデンが大統領となることに賛成した
覚えはありません。しかし彼は大統領で、戦争の雲が近づいています。そして、私達は歴史の中で最も試練
が多い“章”の一つにいるのです。不安定、政治的不安定、軍事的不安定の話だけでなく、すべての国がCovid
や、今起きている様々なものに起因する各国内の不安定さに対処しています。 

　イスラエルは今、非常に混乱しています。ご存知の通り、私は最も厳格な検疫（隔離）の為、ホテルの小
部屋にいました。部屋のドアから出ると、警察を呼ぶと脅されて、私は連続で11日間、部屋を出ることを
許されなかったのです。イスラエルの空港が、この2週間、多分3週間閉鎖されているのを皆さんご存知で
しょう。そして、今後おそらく1ヶ月半～2ヶ月間開かないのです。近年の歴史で初めてです。過去のどの戦
争にあっても、これほど長い空港閉鎖はありませんでした。皆さん、ここで起こっている事は、かなり驚き
です。ネタニヤフ…私達は、また選挙を行いますが･･･、勘弁してください。これで4回目です。しかも、誰
もネタニヤフが勝つとは約束していません。イスラエル人は、このパンデミックと戦う彼の努力を尊重して
はいますが、しかし、「不安定」は、おそらく今、ほぼすべての国で使える言葉です。 

そして、皆さんに言っておきますが、その混乱のすべてで私達は問われているのです。「現在、あなたの人
生で、最も安定したものは何か? 」それは、もちろん神の御言葉です。神の御言葉は変わることは出来ず、
変わることがありません。神は変わることがなく、変わることも出来ません。それはあり得ません。神に
は、ご自身を否定するなど出来ません。皆さん、歴史の中で、キリスト教徒は私達が今日生きている状況よ
りも、はるかに困難な時代を生きて来たのです。ただ言っておきますが、まさに、初期の教会がローマに苦
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しんだのと同じように、私達、教会は「復活したローマ帝国」の台頭を見ています。そして、私達はここか
ら出て、その後「大患難 
時代の聖徒たち」が、その新たに復活したローマ帝国に再び苦しむのです。 
　皆さん、神はこのような時代のために私達を選ばれたのです。そして、私達が今この時代に生きていると
いう事は、（A)それは特権です。そして（B）迫害を受ければ受けるほど、私たちの人生を通して、信仰と
イエスがより驚くべき形で現れるでしょう。中国から戻ってきた牧師のビデオを見ていたら、彼は言ってい
ました。「25人の人達が、13時間かけて私に会いに来た。何人かは聖書を持っていなかったが、彼らは聖
書を暗記していた。」彼らは、刑務所にいた時、暗記しなければならなかったのです。彼らは、紙に書かれ
たいくつかの聖句や章を受け取って、それが取り上げられる前に、それを暗記するのです。あなたが迫害を
受け、抑圧され、あなたが完全に押しつぶされる時、あなたの信仰が輝くのです。使徒の働きを見てくださ
い。使徒の働きの中で、すべてがクリスチャンにとって素晴らしかった箇所がありますか？1つもありませ
ん。次から次へと問題があって、時には教会全体に、時には一部の使徒だけでしたが、常に問題がありまし
た。それも、私達が今日抱えているよりもずっと多くの問題です。それでいて、彼らは増え広がったので
す。パウロがコリント人への手紙第二に書いたことを思い出してください。彼が言ったことを見てくださ
い。1章3節で、次のように言っています。 

「私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神がほめたたえられますように。神
は、どのような苦しみのときにも、私たちを慰めてくださいます。こうして、私たちも、自分自身が神から
受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも、慰めることができるのです。」(3節から4節) 

言い換えれば、主は私達の全ての患難の中で、その約束をもって私達を慰めてくださるだけでなく、私達
は、自分が慰められたものと同じもの「神の御言葉」をもって、他の人を慰める必要があります。ネット上
の狂った「陰謀論者」達ではありません。彼らは、トランプが明日、白い馬に乗ってホワイトハウスに戻っ
てくると約束したり、狂った人々です。なぜ彼らの多くが英国から出てくるのか分かりませんが、人々がと
んでもない想像力を用いて、エイリアンを見たとか、悪魔から聞いたとか、激しい欺瞞を撒き散らして、人々
に誤った希望をもたらしています。「まもなくバイデンは刑務所に入って、トランプが大統領。以上！」皆
さん、私も今目にしている事は嫌ですよ。私達のミニストリーは違う結果を求めて、30日間祈ったのです。
しかし、私が1月6日にD.Cに行って、あれを目撃した時、私はこれまでだと気づきました。主は、それを非
常に明確にされたのです。神は理由をご存知で、私達は前に進まなければなりません。まるで、あと2分で
状況が変わるかのように、その空想上の世界に住むことはできません。ほら、悪化する一方ですよ。聖書を
見れば、聖書が私達にそう伝えています。それがどういうわけか、私達は信じ込んでしまいます。「良い人
が勝ち、悪者が負ける。彼らは皆、縛られ、刑務所に行って、それまでだ！」では、聖書の中で、それを見
せてください。善人が勝ち、悪者が負けて、全てが素晴らしくなる、という聖書の箇所を見せてください。
私の聖書は、残念ながら邪悪な人間が繁栄すると告げています。私が読み上げたい一つの聖句は、イスラエ
ルの人達が安息日に読む詩篇で、詩篇92篇です。ところで、この詩篇は安息日のための唯一の詩篇です。そ
して、その詩篇は、7節でこう告げています。 

「悪者どもが青草のようにもえいでようと、不法を行う者どもがみな栄えようと　（私達は今、これを見て
いませんか? ）それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。」（7節） 

言い換えれば、いま彼らは栄え、彼らは萌え出ています。しかし神は永遠の領域で彼らを罰せられます。永
遠にという言葉は、彼らは、いま一時的に萌え出ているが、しかし彼らは永遠に裁かれるのです。ですか
ら、聖書は私達に告げています。「悪者どもがもえいで、不法を行う者どもがみな栄える」そして私達はそ
れを見ています。私達はこのような時のために、ここにいることを理解しなければなりません。お互いを慰
め合い、私達が慰められてきたのと同じ慰めで他の人を慰める為、そしてそれはもちろん神の御言葉です。 

　ところで、皆さん、テレグラム（Telegram※日本語非対応）をダウンロードして、私をフォローしてく
ださい。私のチャンネル、Amir Tsarfatiがあって、私は毎日、音声メッセージや、テキストメッセージを投
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稿しています。ご存知の通り、私はもうTwitterはしていませんが、これは
（Twitterに代わる）新しいものです。テレグラムをダウンロード、Amir 
Tsarfatiを見つけて、参加してください。これはチャンネルなので、個人的に
私にメッセージを書いて承認・登録する必要はありません。ただフォローする
だけの参加型のチャンネルで、毎日たくさんのニュース、その他をお届けして
います。さて、皆さん。楽しんで頂けたでしょうか。中東で起こっている事に
ついて、またもっとお話しします。他の場所でも多くのことが起こっています。お楽しみに。YouTube、
フェイスブック、インスタグラムで私達をフォローしてください、BeholdIsrael。そして、テレグラムで
は、もちろんAmir Tsarfatiです。以上です。 

　皆さんの上に、アロンの祝福をお祈りして締めくくりたいと思います。 

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) 

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) 

すべての理解を超えるその平安、それは、世界が与えることも、理解する事さえできない平安です。それ
は、平和の主である平和の君のみ与える事が出来るもの、彼の名前はイェシュア・ハマシアハ、主は私達の
救いです。主の御名の下、私達は祈ります。 
アーメン。 

ありがとうございました。 

God bless you! 

ガリラヤよりシャローム！ 
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　⬅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。

メッセージ by Amir Tsarfati / Behold Israel :http://beholdisrael.org/ 
ビホールドイスラエル 日本語 YouTube チャンネル 
 https://www.youtube.com/channel/UCLcuvC6Mr63AqwiiXDkwRVQ 

                                                                                      2021.03.02 (Tue)
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