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Amir Tsarfati
2021年1月13日ハプニング・ナウwithジャック・ヒブス牧師
ー神の御言葉と現在世界中で起きている出来事についてー

［ジャック牧師］ さて、今夜は、私達の多くにとってお馴染みのこの
人、初めて見る方もいらっしゃるでしょうが、私の家族にも、教会にも、
私の人生にとっても欠かせない存在です。25年でしょうか。時間は重要
ではないので数えていません。何年にもわたって、彼がイエスと共に歩み
続けていることを誇りに思っています。すごい経歴の持ち主で、エリコの
最後の総裁、ええ、最後の...まあ最後はヨシュアで、それからパレスチナ
の統治に引き渡す前が、この男でした。しかし、彼は、今はイスラエルの国防軍の少佐であり、大使、非公
式ではありますが、でも本当にイスラエルだけでなく、世界に向けてイエス、イエシュアの公式大使です。
彼の視聴者は至る所に広がって、ここ数年の間に、神はアミール・ツァルファティの人生を通して、驚くべ
き事をされています。彼は文字通り年に数回地球を一周…これは控えめな表現でしょう。私は、こんなスケ
ジュールの人を他に知りません。様々な理由から彼の需要は絶大です。しかし今夜はいつもと違い、ここに
座ってお話しします。では盛大な拍手でお迎えしましょう。親愛なる友、アミール・ツァルファティです。
［アミール］ ありがとう。
［ジャック牧師］ どうぞお座りください。
［聴衆］ アミール！
［アミール］ ありがとうございます。
［ジャック牧師］ では、早速はじめましょう。
主よ、この時間をどうか祝福してください。主よ、このメディアが中心の世界では、今夜、ここにいる人達
は、今、これを見ている人がいるのか、正直に言えば視聴出来るのかどうかさえ分かりません。しかしそれ
は私達にとっては、どうでもいいことです。お父様、真実は、何であれ、今夜、私達の発言、表現、聖句の
引用が正確でありますように。このハプニング・ナウが、私達に安定と理解を与えるものとなりますよう
に。そして、主よ、私達は人の言葉ではなく、あなたの御言葉を喜び、そこから慰めを得ます。イエス様、
あなたがはっきりと示してくださいましたから。預言的な出来事や現在の出来事に関する、あなたの御言葉
が、私達に慰めをもたらす事、
「こういうわけですから、このことばをもって互いに慰め合いなさい。」（第一テサロニケ4:18）
ですから今夜、ここにいる私達全員と、遠くから見ている人達にとって、聖書が土台となりますように。私
達の感情ではなく、どこかのブログで誰かが言っていたことではなく、あなたの御言葉だけであることを祈
ります。イエスの御名によって祈ります。すべての神の民は言います。アーメン。
アーメン。
さて皆さん、さっそくはじめましょう。いくつかのトピックを用意しています。基本的には、私達の周り
の世界からニュースの見出しを画面に映して、それについてお話ししていきます。ではショーン、開始の合
図と共にはじめます。
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さて、速報、これは1月6日の記事です。明らかに、世界はこれを目撃しま
した。元FBI捜査官が証言。「米国首都の現地で、少なくともバス1台分のア
ンティファの暴徒たちが、トランプデモに潜入。」本当に珍しいことに、そ
の日の朝、私はたまたまポンペオ国務長官と一緒にそこにいたのです。あな
たがその日、ワシントンDCにいるとは知りませんでした…
［アミール］ ドッキリでしたね！
［ジャック牧師］ そうだね！本当にビックリしましたよ！それで、あなた
が考えていた事を、皆さんにシェアしてください。そもそも、なぜそこにい
たのですか。

［アミール］ ええ、主が、私にワシントンD.C.に行くように言っておられると本当に感じて、私は、すべ
ての予定を変更しました。本当は、ほかの場所にいるはずだったんですが。そして、私が主から受けたの
は、「歴史的瞬間を目撃する」だから私は「わぁ、よし、行きます」と思って、「ペンス副大統領が、私を
見るぞ」「すべてうまくいく！」そして、5日にD.C.に到着。ホテルに行って、6日の朝にはホワイトハウス
の真向かいにある”ザ・エリプス”で行われた、大きな集会に行きました。50万人くらいの人が集まり、素晴
らしかったですよ。
［ジャック牧師］ ああ、そうですね。
［アミール］ 私が今まで見た中で、最も平和的な集会で、そこにいた人達は、周りの法執行機関の人全員
に挨拶していました。「神の祝福がありますように！」と。街角の至る所で福音が伝えられていました。お
聞きください。だから、私は「うわー、これは素晴らしい事になる！」と思ったのです。さて、もちろん、
どこかの時点で、10時半ごろ、イスラエル人には寒すぎて、
［ジャック牧師］ 寒かったね！
［アミール］ 聞いてください、皆さんにはどうか分かりませんが、
［ジャック牧師］ 絶対に、15℃を下回っていたね。
［アミール］ それで、ホテルに戻りました。テレビでスピーチを見ようと思って。そして、もちろん眠れ
なくて７日の午前３時３５分〜３時４５分、つまり国会議事堂での、あの出来事があった夜、私は歴史的瞬
間を目撃しました。私が投票を見て、そして祈りを見たとき…。あれを「祈り」と呼べるか分かりません
が、あれは演説であって、祈りではありません。ただ、それを見た時、最初に思い浮かんだのは…、とても
過激に聞こえるのは分かっていますが、私は“共和国アメリカ合衆国”の終わりを見ているのだと気付きまし
た。そして、別の何かの始まりを見たと思いました。具体的には言いませんが、皆さんにお伝えしたいの
は、人の筋書きに惑わされて、そもそもの目的を忘れてはいけません。そうでければ、皆さんは動揺して、
自分の信念が確固たる根拠に基づいていたかどうかを疑うようになります。「ちょっと待って、あれは本当
に真実だったのか？」昨日、私が受け取ったツイッターのメッセージは…
［ジャック牧師］ まだツイッターしてるの？
［アミール］ いいえ、それが理由で辞めたんです。昨日、私はツイッターのフォロワー15万8千人を置き
去りにしたんです。でも、お聞きください。国会議員の、私に向けたツイートがあったんです。彼が私に何
を望んでいるのか分かりませんが。私は一度も…、アダム・キンジンガー下院議員。ほら、彼が書いたもの
をご覧ください。お読みします。
「“盗まれた選挙”の陰謀を公然と広めた牧師や聖職者は、@RobertJeﬀers、@BeholdIsrael、
@FranklinGraham、今、大きな負担を背負っているはずだ。」
なぜ、イスラエル人の私がそのリストに入っているのか、さっぱり分かりません。彼が宿題をしないで、私
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がイスラエル人であることを調べなかったのなら、彼が選ばれたのだとは信用しません。考えてみてくださ
い。それからこれ、見てください。彼は言います。「他の多くと共に、彼らは自分の過ちを認め、自分たち
の群れを暗闇の中から真理へと導かなければならない。」このイスラエル人は黙っていませんよ。私は最後
の投稿をして、ツイッターを去ったんです。文字通り、それをアップして2分後です。こう書きました。「こ
こに負担はありません！私の考えは変わらない。8000万人近くのアメリカ人も同様だ。私達を検閲した事
で、お前達のインチキをさらに確信した！」
［ジャック牧師］ うーん…いや、正直に言うと、必死で笑いを堪えてるのです。なぜかと言うと、ツイッ
ターやソーシャルメディアの世界がしている事が、あまりにも過激で露骨な偏見というか、良い言葉が見つ
かりませんが、うーん、これは素晴らしい。皆さんが、このニュースを見たかどうかわかりませんが、ウガ
ンダで選挙が近づいていて、ウガンダの国がツイッターを禁止しているのです。お〜、ものすごく面白い！
［アミール］ そしてツイッターは怒ってる。
［ジャック牧師］ ツイッターは反論ツイートを投稿しました。「我々は言論の自由を信じている！」え
え、ええ、スバラシイ。すごいことです。ただ問題は、つまり、ほら、これが笑えるのは神に感謝ですよ。
クリスチャンにとって、政治は天国にあります。月曜と火曜は個人的には大興奮でしたよ。“メディア”のイ
ンタビューどころか、すごいところが電話をかけてきて、私にインタビューしたいと言って来たのです。聞
いてください。早い話が、タイム誌、ニューズウィーク、ブライトバート、ニューヨークタイムズ、ワシン
トン・ポスト、オレンジカウンティー・レジスター…あと忘れましたが、まぁいいです。彼らが尋ねた質問
は、これ。まるで彼らが一緒になって、「クリスチャンにこれを聞かないと。」というようでした。皆さん、
これを覚えておいてください。全員です。彼らは、こう尋ねてきました。
「福音派のあなた達は、トランプがいなくなって、これからどうするんですか？」
だから、私は言ったんです。
「あなたがたは…。インタビューは始まったんですか？それだけ？本気に始まってるの？」
「はい、はい、あなたたちは、どうするつもりですか？
「だから、どうするつもりって、どういう意味ですか？」
「これからどうするのです？」
「ああ、私達は、2000年の間やってきたことをしますよ。何も変わりません！他の質問をする前に言って
おきますが、思い出していただきたいのは、我々は、こんな事は慣れてます。我々は耐えてきたのです。ネ
ロやディオクレティアヌス、ローマ帝国の時代を耐えてきたんです。私達は、2000年前から存在して来て、
これからもずっと続いていきます。私達の存在、希望、信仰は…」
ここで私は、ずっと使ってきたセリフを使ったんです。私が教会の外で使うことを、皆が期待していたセリ
フを、その男に向かって、「君が今まで聞いた事がないなら、聞きなさい。救世主は大統領専用機ではやっ
て来ないよ。」それは、昔から常に真理ですよ。だから要点は、なぜ福音派コミュニティは、今回の選挙で
ドナルド・トランプに記録的な数で投票したのか。そして私は言ったんです。「大事なのは、ドナルド・ト
ランプではない。同じ政策であれば、民主党員だったかも知れない。生命尊重、親イスラエル、信教の自由
を尊重。」
それが真実です。これを見ている政治家がいるなら、アダム…名前は何だったっけ？アダム！もしあなたが
次回、福音派の票を狙うなら、聞きなさい。あなたは信教の自由を尊重し、生命尊重派、親イスラエルでな
ければなりません。
［アミール］

それと、事実尊重！
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［ジャック牧師］ 事実尊重派は大きいですよ。それが問題です。そして、聞いてください。全部のメディ
アが、まったく同じことを言いました。彼らは間違っていて、だから私は彼らに言たんです。「あなたがた
は、分かっていない。理解していないから、間違った質問をするんだ。私達の信仰が、政治的な結果によっ
て揺らいでいるとあなた方は、思っているが、もしそうだとしたら私達は、2000年前に滅びていたよ。」
皆さん、それを覚えておいてください。とても、非常に重要です。
それでは、次に行きましょう。はい。ほら、私達はこれを見ましたね。「ワシ
ントン市長は、米国の首都での暴動の前日に、連邦法執行機関に身を引くように
指示した。」これは事実です。それが起こったのです。彼女はそれだけではな
く、集会にどれだけの人が集まっているかを知ると、主催者が提供していた仮設
トイレを撤去したのです。彼女は…これは「仮設トイレ」と呼ばれていますね？
彼女は、その多くを撤去したのです。
［アミール］ ええ、それも、私が早めに撤退した理由の一つです。
［ジャック牧師］ その為に、私は2時間10分も列に並んだんです。トイレに行きたくなる前に、トイレに
行く列に並ばないといけないんです。彼女のせいで。ありがたくないですね。しかし、とにかく、なぜ彼女
はそんなことをするのでしょうか？どうして、そんなことをするのか？取材者の誰もが、首都がトランプ支
持者の集団に侵略されたと思っていましたが、ところが実際のIDは…ちなみに、彼は逮捕されています。実
際のIDは、例えば、スピーカーの椅子に座っていた男は拳を上げていました。何人のトランプ支持者が、こ
んな事しますか？それがほら、その男は顔認証でアンティファ支持者である事が認識されて、アンティファ
の工作員だったんです。
［アミール］ 多くの人が、すべての時系列を知らず、それを見ていません。しかし、トランプが演説を終
えていない時に、彼らは、すでに国会議事堂にいたのです。
［ジャック牧師］ 分かりますか？
［アミール］ 分かりますか？つじつまが合いません。ちなみに、”ザ・エリプス”から、キャピタルヒルズ
までは歩いて30〜40分くらいかかるのです。だから、何一つ、つじつまが合わないのです。なのに、どう
して事実を混乱させるのか？
［ジャック牧師］ 気になるんだけど、でも、皆さん、これを見た人は何人いますか？私は国会議事堂に
行ったことがあって、私は何度もその建物に入りました。議会開始の祈りを捧げる栄誉にも与ったことがあ
ります。ちょっと言わせてください。あの高尚な部屋、あの素晴らしい場所は、そこに行ったことがある人
なら分かると思いますが、ガイドに案内してもらわないと、この部屋はこっちとか、ここで曲がれとか、そ
ういった標識は一切ありません。そこは古い建物で、迷路を歩いているようですから、絶対に見つけられま
せん。それが入口から90秒で、どうやって見つけたのでしょうか？その時…動画を見ましたか？警察官のよ
うに見える人が、文字通り建物の中に立っていて、こうやって合図しているのです。ご覧になりましたか？
信じられません。だからよく分かりませんが、狂信者が、そこにいたかもしれません。でも一つ言えるの
は、軍隊がそこにいて、写真もありますし、目撃証言があります。しかし、それは筋書きに一致しないし、
明らかに、可能性のある計画に合いません。私には、あの集会が何らかの方法、形で脱線するように物事
が、確実にスムーズに操作されていたように見えます。ところで、ご質問をこちらの番号にお送りくださ
い。今夜、それにお答え出来ればと思っています。
では、次に行きましょう。もうニュースは止めて…ええ、簡単にこれを見てみましょう。トランプのメー
ルが停止されました。ですから…
［アミール］

うわー。
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［ジャック牧師］ 皆さんの国を引き継いだ人達は、癒しを願い、私達が一つにまとまる事を願っていま
す。これが、彼らのやり方です。あなたを取り除くことで一つにまとまるのです。次のスライド。ABC
ニュース幹部、アメリカからトランプ運動を浄化するよう呼びかける。偶然にも、私も浄化されました。私
とそれからチャーリー・カーク、セバスチャン・ゴルカ…私達もアメリカから排除されました。だから浄化、
沈黙、口封じ。聞いてください、そういう事です。

［アミール］ ほら、彼らは的外れなことをしたんです。私達は8000万人いるんです。彼らは、それを理
解していません。
［ジャック牧師］ ええ、でもそれがどうしたんです？ここに8000万人いるからって何になりますか？つ
まりこういうことです。教会の皆さん。聞いてください。我々が生きている時代は、正直に言うと、皆さん
は気に入らないかもしれませんが、聖書を読んでいただきたいのです。あなたの罪は十字架で赦されまし
た。イエスは皆さん個人の罪のために死なれました。お分かりですか？イエスは国々の罪のために死なれた
のではなく、あなたのために死なれたのです。だから…イスラエルの歴史を見てください。彼らが神に背い
た時、彼らは危険にさらされましたか？そうです。そして神に従わない国は、すべて神に裁かれるのです。
よろしいですか？聞いてください。ただ、神が私達の国を裁かれるかも知れないからと言って、…ちなみ
に、神は裁かれますよ？そう仰いましたから。神は国々の悪を裁かれます。だからと言って、神があなたを
救うことをあきらめたという意味ではありません。お聞きください。高い確率で、私達は国家のさばきの時
代に入ったでしょう。それは、あなたがたにとって辛いことでしょうか？はい。彼らがやりたいようにすれ
ば、暴力になるのでしょうか？はい。だからと言って、神が私達を見捨てたという意味ではありません。分
かりますか？それを知っておいてください。
「ちょっと待って、携挙が最初に起こると思ったよ。」
なぜ、そんな事を思ったのですか？携挙は今すぐに起こり得るし、昨日でも起こり得たのです。しかし、神
がアメリカに、こんな事を言っている箇所はありません。「あなたがたは携挙されて、全ての狂った人間か
ら守られる。」なぜ、私達は逃れるのですか？地球上のすべての国が経験し、今もなお多くの国が経験して
いる事を。分かりますか？皆さん、ショック過ぎて拍手も出来ないでいますが、これは事実です。聞いてく
ださい、ドイツには素晴らしいクリスチャンがいたのです。イギリスには素晴らしいクリスチャンがいまし
た。第二次世界大戦中に。彼らは素晴らしかったのです...現在、中国には中国共産党の政権下で苦しんでい
る素晴らしいクリスチャンがいます。神は彼らを愛しておられます。彼らは神の子どもたちです。国の裁き
は異なります。あなたがたは決して裁きを見ることはありません。イエスは十字架であなたのために裁かれ
ました。皆さんは、それを覚えておく必要があります。アメリカは例外だなんて、一瞬たりとも思わないで
ください。それは無知で、愚かで、聖書的ではありません。神は「イ・カボデ」と言われます。「イ・カボ
デ」の意味をご存知ですか？「栄光は去った」（第一サムエル4:19参照）去ったかもしれません。
［アミール］ イエスは「終わりが素晴らしくなる」とは決して約束されなかったと思います。実際、イエ
スが仰っていた終末時代のことは、ある意味、かなり怖いことばかりでした。考えてください。そして、世
界中で起こる様々なことを説明しても、「これはほんの始まりに過ぎない」と仰いました。重要なのは、聖
書の預言を調べようとした時、例えば、聖書に書かれていることをまっすぐ見れば、終わりの時代、アメリ
5/22

Behold Israel

ハプニング・ナウ 2021年1月13日

カが繁栄しているとか、イランがいなくなるとは書いていません。トランプがあと4年いたら、イランは制
裁で崩壊してたと言われています。今、彼らは世界で一番幸せです。彼らは、ただパレードしていて、大喜
びです。実際、この後にお話ししますが、彼らは現在、今までにないほどに威嚇しています。ですから、昨
夜、我々はF-16と35を数機派遣して、しかるべき事をしたのです。
［ジャック牧師］ では、話をしましょう。クリスチャンの皆さん、聞いてください。なぜ聖書預言が、こ
んなにも話題になっているんでしょう？これ、見てください。皆さんの聖書にはイランは「ペルシャ」とあ
ります。ハプニング・ナウの夜に、私達は、「それが近づいている」と何度話したでしょう。アメリカの急
速な衰退で、この地域に対するペルシャの支配が強化されています。聖書的に、そうでなければならないこ
とは、ご存じですか？
［アミール］ そうならなければならない。
［ジャック牧師］ 皆さんが、ご存じかどうかはわかりませんが、エゼキエル書によると、ペルシャは自身
が強いと感じ、イスラエルを攻撃する、と言います。ただ、神がご介入して対処してくださるので、皆さん
は、ニュースでご覧になることでしょう。神がご介入されるのです。しかし、ペルシャ、ペルシャ/イラン
は、イスラエルを攻撃する、と書いてあります。聖書のエゼキエル書38章によると、世界の国々が言うので
す。「なぜあなたがたは、このようなことをするのか？」現時点では、米国はイスラエルが誰かに侵略され
ることを決して許しませんね？お分かりですか？
［アミール］ しかし、おそらく皆さんは尋ねるでしょう。「ちょっと待ってください。すべてが聖書預言
と一致しているなら、なぜトランプを支持するのですか？バイデンのアメリカが聖書預言と一致するな
ら？」それは間違いです。あのですね、私達は、常に正しいことに投票しなければなりません。
［ジャック牧師］ 正義。
［アミール］ 正義、生命尊重、死を称賛するような者に投票してはいけません。聖書預言を早める為に？
地下室の誰かさんをホワイトハウスに送り込んだりしないのです。「そうすれば、聖書預言が…！」いい
え！皆さんは...
［ジャック牧師］ 正しい事を行ってください！
［アミール］ あなたは生命尊重派、家族尊重派、自由尊重派、クリスチャン尊重派、親イスラエル派に投
票しなければなりません。しかし、神が決定権を持っておられます。ちょうど、ヨセフが豊作の7年を過ご
した後、それから凶作の7年になったのと同じように、そして、その時にも御座におられたのは同じ神で
す。ちなみに、その７年の凶作の間に、彼は実際に自分の家族と父親に再会したのです。そして、考えてみ
てください、この…
［ジャック牧師］ すごく良いですね。
［アミール］ 凶作で最悪の年に、私達は救い主にお会いするのです。
［ジャック牧師］ すごくないですか？
［アミール］ ほら、現在は、私達の中に引き止める力があると聖書は言います。いいですか？（第二テサ
ロニケ2:7参照）聖霊、引き止める者。しかし聖霊の宮である私達が、（第一コリント6:19参照）私達がこ
こにいる限り、何らかの形で、その聖霊が世界が本当に崩壊するのを防いでいるのです。考えてみてくださ
い。世界が、そっちに進むことを選んだ瞬間、彼らはそっち（下）に進み、私達は、あっち（上）に行きま
す。お分かりですか？私達はあっちには行きません。私達は上にあがるのです。だからこそ、聖書は告げて
いるのです。「自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。
“その時”になると、不法の人が現れる。」（第二テサロニケ2:7b〜8a）
ですから、私達が上げられ、世が下に行くと、すぐに現れて、世の行進を先導するのは誰でしょう？
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［ジャック牧師］ アミールは、第二テサロニケ2章を参照しています。
［アミール］ その通りです。
［ジャック牧師］ これはとても、とても重要です。ええと、ほら、第一に、皆さんは実際に神が何をしよ
うとされているか、少しは知っていると思います。2020年を見てください。「見ないとダメ？」ですか？
ええ、いや、でも聞いてください。2020年の皆さんの霊的な成長を見てください。皆さんが、どれだけイ
エスに近づいたかをご覧ください。皆さんは確かに、神について、もっと真剣になっていますね？そして、
皆さんは今、主についてもっと話すようになったのではないですか？そして、皆さんの周りには心配してい
る人達がたくさんいて、あなたは答えを持っています。物事がシンプル、かつ合理的になりました。もしか
したら家を失い、貯金を失い、事業を失ったかもしれません。それは恐ろしいことです。しかし神にとっ
て、それは、あなたの人生で起こった霊的な成長に比べれば何でもないことです。あなたの…その犠牲がど
れほどか分かりませんが、使徒パウロは、キリストの知識を得るために肉体的なものを全て失いました。
（ピリピ3:7〜8参照）それは、今の私達が信者として、キリスト・イエスにあって何者であるかを計る通貨
であって、それはドルでもなく、金でもなく、シェケルでもなく、他の何でもなく、それは私達の信仰の通
貨です。皆さん強くなりましたよね。ここに到達するまで、痛かったですか？そうです。しかし、痛みを
伴って手に入れるものは…何と言うのでしょう？強く守られています。あなたがたにとって価値があるから
です。簡単に与えられるものは、それほど大したことではありません。昨年、キリストにあって皆さんは驚
異的な成長を遂げました。そして、私達がここで過ごすこの一年は、私達が成長する年です。
「あなた方の信仰の試練は、火で精錬されつつなお朽ちて行く金よりも尊い。」（第一ペテロ1:7参照）
神は、皆さんの人生において、それを気にかけておられるのです。それが天国の通貨の価値です。これを忘
れてはいけません。とても大切です。
［アミール］ そして、皆さんの全人生の中で、これまで以上に地上に住む者たちを試すための試練の時
が、間近に迫っています。皆さんは理解しなくてはなりません。これから起こることについて、私達は長年
話し、教えてきました。ちなみに、我々は他の方向には行った事がありません。私達は、ずっと同じことを
教えています。少なくとも25年でしょうか？しかし、皆さんにお伝えしたいことがあります。私達の人生
で、こんな時代はありませんでした。オバマ大統領の時代ですら、私にとっては、私はまだアメリカの道徳
的な羅針盤が物事を好転させる事を期待していました。私が1月7日の朝に目覚めたのは、私が当時知って
いた最終的に、少なくとも近い将来、この国を正しい方に導くその羅針盤は奪われ、取り去られ、粉々に砕
かれてしまった。どうして分かるのでしょう？憲法が踏みにじられ、笑われ、嘲られましたから。ちなみ
に、間違ってはいけません。11月3日に起きた事が、ジョージア州でも起き…あれは1月4日でしたか？
［ジャック牧師］ 6日ね。
［アミール］ いえ、ジョージア州は、4日か、5日です。5日？
［ジャック牧師］ そうだったかな？
［アミール］ 5日も同じでしたから。まったく同じでした。テレビを見ていると、全く同じでした。で
も、それが起きて、誰も何も言えないなら、それは何度も何度も何度も起きて、それで終わりです。それで、
トランプに反対している一部の共和党員をRINO（名ばかり共和党）と呼んでいます。説明しましょう。
RINOは正しい側でした。私が見た限りでは、共和党の97％が今、大変な事になっていますから。
［ジャック牧師］ 皆、誤解していると思います。
［アミール］ そうですね…ええと、RINOは「名ばかり共和党員」です。良いですね？それがその意味で
す。それで彼らは思っています。「共和党員のほとんどは素晴らしい！その内の一人か二人か三人だけが、
ジョージア州知事やその仲間のように、名ばかり共和党員なんだ。」しかし正直なところ、1月6日の上院
と下院の様子を見ていて思うのは、名ばかりの共和党のRINOたちは、トランプを擁護しに来た4、5、6人
だということです。
［ジャック牧師］ (他の言語で話している…）
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［アミール］ 私が言いたいのは…もしあなたが、現在、共和党派で、
［ジャック牧師］ はい、彼の言いたいことを翻訳してみます…。
［アミール］ それもイディッシュ語に翻訳してください。
［ジャック牧師］ 異邦人、異邦人が...
［アミール］ 異邦人は、ユダヤ人の節約を助ける…。
［ジャック牧師］ 異邦人は、定価で支払いますから。最近の共和党の定義は、本来、彼らがあるべき姿、
“憲法を守る者”からは全く違っていて、名ばかり共和党員、RINOと言うときは、共和党の真の定義は、現
在、ほんの一部の人しか実践していません。そう言おうとしているんですね？
［アミール］ それが言いたかったんです！
［ジャック牧師］ マット・ゲイツ、ジム・ジョーダン、ジョシュ・ホリー、ほんの数人です。彼らを助け
なければなりません。
［アミール］ ありがとう。
［ジャック牧師］ そして、聞いてください。箴言22章28節は、次のように述べています。
「あなたの先祖が立てた昔からの地境を移してはならない。」（箴言22章28節）
我々の父祖は建国の父で、民主党と共和党の多くが昔の地境を移しました。皆さんには、今夜、憲法が運用
上ありません。ただ博物館にあるだけです。
［アミール］ しかし、これまで以上に、我々は「この世のものではない」ということが、どういうことな
のかを理解しています。そして、これまで以上に、「天国に国籍がある」という事の意味が分かってきまし
た。私達は、もはやこの場所に属していません。正直なところ、考えてみてください。これから起こること
は全て...まず第一に、彼らは、皆さんに面と向かって言います。「あなたのような人々から、この世を清め
る必要がある。」
［ジャック牧師］ アーメン。
［アミール］ その通り、アーメン！！ところで、彼らには「あまりお金を投資するな」と言わないと。主
が無料でやってくれるから！しかし、私が言いたいことは… 皆さん、私がここで伝えようとしているの
は、励ましの言葉です。皆さんは、どんどん疎外感を感じるようになります。親しい友人からも。
［ジャック牧師］ イエスがそう仰いました。
［アミール］ そして皆さんに言いたいのは、この時こそ、皆さんのキリスト教がより大きな効果を発揮す
る時です。
［ジャック牧師］ そして皆さんのご家族、周りをご覧なさい。これが、あなたの家族です。昨日の夜だっ
たと思います。よく覚えてないけど、誰かと話していた時、家族について彼女はこう言いました。「待っ
て、忘れないで。“血は水よりも濃い”と昔から言われるけれど、信者にとっては、“御霊は血よりも濃い”の
です」キリストにある私達の家族、これが私達の家族です。私達は、このように霊によって結ばれているの
です。世は理解していません。
［アミール］ 彼らは決して理解しません。
［ジャック牧師］ 世は理解できません。私達は、そのことで彼らに腹を立てるべきではありません。彼ら
は理解出来ません。たとえ彼らが、この建物の中での集会禁止命令を出したとしても、重要なのは、この建
物ではありません。「この建物内での集会は禁止する！」分かりました。
［アミール］

外で会いましょう！
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［ジャック牧師］ 「ここで集まるな！」では、私達は丘の上で会いましょう。「そこで集まってはいけな
い！」私達は、ただ集まり続けます。これが教会というものです。彼らは理解していません。生きていて、
呼吸している存在です。ペンテコステの日に天国から生まれたものです。それが皆さんの正体で、ただただ
ワクワクするのです。なぜなら、神の御言葉を一緒に食べれば食べるほどそう、私達は一体となっていき、
それは決して止まりません...
［アミール］ ただ、私達は細心の注意を払わなければなりません。欺瞞と背教が、今までになく教会の中
に忍び寄っていますから。常に強くあれ。常に御言葉の中に留まりなさい。ほら、彼らの動画は筋が通って
いるように見えるのです。よく出来ていますから。しかし、皆さんが聖書を開いて、主が御言葉で語られた
ことと、それとを比較してみると分かります。彼らは、彼らの筋書きに合うように、あちらこちらを省略し
て、その為、今、皆さんは完全に混乱しています。ここで重要なのは、神の御言葉にこだわることです。た
だ、外から来る攻撃については私達も受け止めますよ。それは理解していますから。でも、私は内部から来
る攻撃の方が気になります。一つだけあるとすれば…ほら、神の御言葉以外は誰にも耳を傾けないでくださ
い。牧師が来て、御言葉を教えたら、それを試さなければいけません。皆さんは自分で調べて試すのです。
これが、いま私が見ている最大の問題です。これは聖書の中にある終わりの時のしるしの一部ですから。パ
ウロはテモテへの手紙で警告しています。終わりのとき、人々が信仰から離れ、悪魔の教義や、そういった
ものに行くようになる…（第一テモテ1:9〜10、第二テモテ4:1〜5参照）しかし、第二テサロニケで、背教
が起こると伝えています。そして間違いなく背教は背教であって、他の何物でもありません。
［ジャック牧師］ 聖書は一貫しています。終わりの時、人々は信仰から離れる。あなたは、そうならない
こうかつ
ように。そして、誘惑はこのようにやって来ます。本当に。ものすごく狡猾なのです。「うん。今週は大変
だったな。今週は教会には行かないでおこう」その気持ちは分かります。教会に行っても救われません。た
だ何が起こるかというと、それは筋肉のようなもので、気がつけば…これはCOVID（新型肺炎）の間に多く
の人々に起こっています。クリスチャン達が…クリスチャン達は気づきました。教会に行かないと、週末
に、もっと時間がたくさんある。「私の教会は閉まっているから…いつもは朝起きて服を着て、あそこまで
車で行って、バタバタする時もあって、それからどこかでランチをして、2時ごろまで家に帰らない。う
わー、COVID以来、私達は教会に行かなかったらこんなに時間が余るんだ！」私はそれを目撃しています。
それが2週間、1ヶ月、3ヶ月経つと…彼らは、もう戻って来ません。それが敵のやり方です。とても狡猾
で、とても簡単。パウロが言ったことを、覚えていますか？
「私は自分のからだを（キリストに従うよう）打ちたたいて従わせます。」（第一コリント9:27）
単語は「buﬀet/打ちたたく」彼は自分を打ちたたいたのです。やみくもに出て行って叩きのめしたのでは
ありません。つまり、彼は自身の肉体的な食欲や欲望をコントロールしたという事です。その筋力を失う
と… あれを、なんと言いますか？習性とか、自動反応とか？それを失うと、いとも簡単に漂流してしま
う。簡単に押し流されてしまいますとても、とても危険です。注意しなくてはなりません。よく分かりませ
んが。
次のスライドに行きましょう。お話ししたいことは…いや、続けましょう。【驚愕！バイデン、5大テク
ノロジー会社と癒着】ええと…ええ、もう皆知っています。中国。【バイデン：就任中に全米ライフル協会
を打倒する】残念なことですが、それは近づいています。ええ、それは起こります。カマラ・ハリスは…
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［アミール］ ...何か良い話はありますか？悪いことしか見ていないんですが…
［ジャック牧師］ いえいえ、いいえ。それは、彼らにとっては良いことです。皆さん、理解してくださ
い。カマラ・ハリスの、“バイバック(買い戻し)・プログラム”は、本当の“買い戻しプログラム”ではありませ
ん。そうでなく、皆さんは個人所有の銃器を連邦政府に明け渡し、そして、どうなると思いますか？暴力犯
罪は、もうありません。
［アミール］ そう！
［ジャック牧師］ なんで笑ってるんですか？ 彼らが、そう言ってるんです。
［アミール］ ニューヨークに行けば、教えてもらえますよ。上手くいってる。
［ジャック牧師］ 銃を手放しなさい。銃禁止区域です。
［アミール］ シカゴでも大成功だ。
［ジャック牧師］ シカゴの銃禁止区域。聞いてください。真剣です。シカゴに行かないことです。日が沈
んだらホテルに行って、そこにとどまります。実際、一回の週末にシカゴで人が死ぬのと同じ頻度で、イス
ラエルで人が殺されていたら、私は、皆さんをイスラエルに連れて行きません。イスラエル人が一人撃たれ
れば、国際的なニュースになって耳に入ります。シカゴで、週末に10人、20人、30人が殺されたという事
実は誰も報道しません。もう一つの銃禁止区域を知りたいですか？覚えていますか？銃禁止地域とは、善良
な人は誰も銃を持っていない、ということです。悪い人は法律を守りません。ワシントンD.C.はアメリカで
最も殺人の多い都市の一つです。なぜ？それは銃禁止区域だからです。悪者はみんなそこに行きます。なぜ
なら、人々が無防備だから。狂ってますよ。「本当に」と皆さんは言うでしょう。今週、私は修正第二条に
ついてインタビューを受けました。残念ですが、いいですか？世界中の銃を取り除いたら、人々はナイフを
使うようになるのです。中国を見てください。ナイフでお互いを殺し合っています。彼らは銃を持っていま
せん。思い出してください。カインがアベルを殺したとき、彼は銃を持っていません。彼は石を使いまし
た。彼は石を使ったと思います。でしょ？
次…、次のこれは…、うーん…【フランス、ドイツ、メキシコ、オーストラリアが、検閲に対する国際的
非難に参加】各国が、これらに反発しています。
［アミール］

彼らは、自分達にも降りかかる事を知ってますから。

［ジャック牧師］ 主よ、今、この4人の男たちのために祈ります。彼ら
は完全に迷い出ていて、あなたのことを知りません。彼らは多分、自分
たちが超億万長者だから、自分は大丈夫だと思っているのでしょう。今
夜、主の御名によって、お祈りします。この4人のために、世界のどこか
で、主よ、あなたが彼らに話しかけ、あなたの栄光をお見せください。
もしあなたが彼らに栄光を見せてくだされば、彼らは自分たちが大した者ではない事を知り、イエスに救い
を求めるしょう。主よ、お願いします。イエスの御名によって。
［アミール］

アーメン。そして彼らの株が急落し続けますように。それで目が覚めますよ。

［ジャック牧師］ 次のスライドは【FBIが就任式に先立って、武装したデモ隊を警告】ええ、これは…
これは進行中です。法の執行機関に携わる皆さん、まだ準備が出来ていないなら、法執行機関に所属してい
る方で、所属機関または所属部署から、まだ通知を受けていないなら、あなた
の部署に戦術警告が入る可能性があります。これは秘密ではありません。この
教会には法執行機関に携わる人達が多くいますから、私達は緊急救援隊員の為
に本当に祈らなければなりません。彼らを支援する必要があります。今は、市
民が支援を放棄している場合ではありません。コミュニティとして、私達は警
察官がパトロール中や何かにガソリンを入れているのを見たら、慎重に…近づ
いて行って、これは重要です。私は男で、彼らには分かりませんから、私はこ
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んな風に歩みよって、こう言います。「ちょっと、すみません。あなた方にお伝えしたい事があります。」
そして、私はこう言うのです。「私は、絶対にあなたがたをサポートします。私達は、お祈りして…」私は、
“私達”と言って、ドアを開けるようにしています。「私達は、あなたのためにお祈りしています。それから、
CNNに耳を傾けないで！」私は、そう言うのです。そしたら、毎回、彼らはこう言います。「ありがとう。
聞きません！」彼らは、そう言います。「ありがとう。聞きません！」私達には、彼らが必要です。皆さん、
お気づきですか？皆さん町に警察官がいなければ、悪者とあなたがたの寝室の間に、バリアはありません。
［アミール］ 私は世界中を旅していますが、洗脳されるのが大嫌い…。絶対に洗脳されたくありません！
でも空港で待っている時、何を見ているか分かりますか…
［ジャック牧師］ もう、ないね！
［アミール］ それを言おうとしてた...
［二人で］ガバララ..
［アミール］ 私の言いたいことは…空港のCNNは終わりました。
［ジャック牧師］ ちょっと待って。なぜ終わったのかご存じですか？彼らは余裕がないのです。待って…
CNNは、おそらく売りに出されるかも知れません。待って！我々で買わないと。
［アミール］
も嫌です。

C（クリスチャン）N(ニュース）N(ネットワーク）私なら、即刻ロゴを変更します。見るの

［ジャック牧師］ 次の見出しにいきましょう。
［アミール］ Amazonが、サーバーからパーラーを削除。
［ジャック牧師］ うわー！アマゾンが、ウェブホスティングサービスから、
パーラーを削除。
［聴衆］ ボイコットだ！
［ジャック牧師］ いやいや… 「ボイコットだ！」って？絶対に、アマゾン
をボイコットしないでしょう。今夜家に帰ってみると、アマゾンが出迎えてくれましたよ。アマゾンなしで
は生きていけない。あなたは、絶対にアマゾンをやめないでしょう？
［アミール］ がんばれ！
［ジャック牧師］ アマゾンなしで生きてた時代を覚えてもいないでしょう？正直になりましょう。私達
［アミール］ 皆さん、贖いが必要ですよ。本当に…
［ジャック牧師］ 想像できますか？ ちょっと仮定して、今から私が言うことが、どれだけ本当なのか見
てみましょう。もし、アマゾンがこう言ったら…「継続して購入する為に、右手か額にマークを受けてくだ
さい。」
［アミール］ それがなければ、提供してくれません。
［ジャック牧師］ 考えてみてください。「でも…でも…」しかもこれはアマゾンだけです。想像できます
か？時が訪れて、ヨハネの黙示録13章の反キリストがやって来ると
［アミール］ その時、私達はここにいません。もしもし？
［ジャック牧師］ ここにはいません。しかし想像してみてください。ほら、若い世代は…あらゆるテクノ
ロジーを見てください。彼らは、それら無しでは生きていけない。想像してみてください。そこへ誰かが来
て言うのです。
「聞きなさい。これが我々で、私がここにいる。お前達は私に忠誠を誓わなければならない。そうすれば私
がお前達のすべてのパッケージが確実に、お前達の戸口に届くようにする。お前達を確かに食べさせ、お前
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達に害が降りかからないようにする。ただ私の番号（数字？）を受け入れることによって私にひれ伏し、私
を礼拝しろ」
人々は列をなして、番号を受け入れますよ。その人達は悪魔に騙され、反キリストに騙されると、聖書は告
げています。そして、反キリストと獣のしるしに騙されない別のグループがあります。患難時代の聖徒たち
です。非常に励みになるのは、その時は反キリストの主権にひれ伏す者が出てきますが、イエス・キリスト
の主権にひれ伏す人もいます。そして、イエス・キリストの主権にひれ伏す者は斬首されると聖書には書い
てあります。（黙示録20:4参照）聖書は黙示録13章で告げています。（15節参照）その時代、獣のしるし
つぶ
ひ
を受け取らない人々は斬首される。「潰される」とか「轢かれる」とは書いてありません。「斬首される」
と書いてあります。皆さんは…皆さんは見ることはありませんが、それを意識する必要があります。今の方
が楽だと思います。…多分ね。
［アミール］ ええ、ずっと簡単です。
［ジャック牧師］ たぶん、イエスのために生きるのは今の方がずっと簡単です。
［アミール］ もしもし？
［ジャック牧師］ たまに思うんです。正直…、侮辱しているわけではありません。私が1977年にキリス
トを受け入れて、誰かに「あなたはクリスチャンですか？」と言われた時に「ええ、先週クリスチャンにな
りました。」と言い、「そうか、クリスチャンなら殺してやろう！」ご存知の通り、世界中でそういうこと
が起こっています。私はクリスチャンとして40年以上生きるより、その方が楽だったと思います。私の言っ
ていることがわかりますか？皆さんにとって、これはまさに神の恵みですから神に感謝します。ともかく、
皆さんが最後までイエスのために忠実に生きることは、生涯、何十年も？それには、どれほど多くの恵みが
必要か分かりますかそれは私にとって驚くべきことです。それでも、神はあなたを支えてくださいます。
［アミール］ そして、あなたがたが忠実であったから、あなたには、約束があるのです。その約束は、ヨ
ハネの黙示録3章にあります。
「あなたが、わたしの忍耐について言ったことばを守ったから、わたしも、地上に住む者を試みるために、
全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。」（10節）
言い換えれば、あなたがクリスチャンとしての人生を送ってきたから、神は、皆さんを試練の時を通してで
はなく、地上の住人に降りかかる試練の時“から”守ってくださると約束されているのです。私達は、地上の
住人ではありません。皆さん、理解してください。我々は天国にいます。私達は連れて行かれ、地上の住人
には試練があるのです。それは恐ろしい試練です。彼らは買うことも売ることもできず、彼らは、そのしる
し無しには何もできません。もし、あなたがイエスに従うと決めたら、どこかの洞窟か、地下に住む事にな
るでしょう。顔を見せる事は出来ませんから。そうすれば直ちに額にも右手にも何もない事がバレてしまい
ます。分かりますか？だから、その約束はとても素晴らしくて、その約束があるからこそ、私達は、このこ
とばをもって互いに慰め合うのです。（第一テサロニケ4:18参照）「私達は試練を経験し、首をはねられる」
と言って、どうやって人を慰めることができますか?このことばをもって互いに慰め合いなさい!?それでは
上手く行きません。いいですね？私達には、それを「通して」ではなく、「外に」連れて行かれるという素
晴らしい約束があります。
［ジャック牧師］ 実際、強調したいのは、皆さんの中には、こんな風に思っている人もいるでしょう。「こ
の人達は、一体どうしたの？これが分からないのか？」いいですか？まずは私達全員の為に、この愛情を込
めた皮肉をお詫びしておきます。あなたにとっては…私達も気持ちは分かりますよ？周りを見渡して…私達
はこの国を愛していて、私達は、この国の自由とフリーダムに積極的に関わっています。「まるで周りが燃
え崩れているようですが、あなたがたは気にならないのですか？」ええ、我々は気になりますよ。私達の両
方共に勇敢に戦ってきたという、この圧倒的な感覚があるのです。また、まだ戦っていますよ。私達は戦い
続けます。ここからが本題です。自分のできること、あらん限りのベストを尽くして、主の手にゆだねると
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き、思い悩む必要はありません。私達は物事が良くなることを望んでいるか？もちろん。ちなみに私達は、
聖書を読んでいます。物事は良くなります。定義するのは私達ではなく、神です。いいですか？天国は私達
の家です。ここではありません。しかし、これを覚えていてください。今夜、私達は自信を持って、平穏に
過ごせるのです。というのは、神は御言葉で語られたことは、すべて実行されました。そして、まだなされ
ていないことは、これから実行されます。神は決して裏切りません。聖書の中で、神が成就されなかった預
言はありません。もしくは、神が預言に答えなかったこともありません。神は、それを成し遂げてください
ました。私達は、それで確信を持てるのです。ですから、私達が、いま話しているような内容を話すとき、
今夜、私達が話すことは、すべて希望が宿っていることを理解していただきたいのです。「ほら、コレやあ
れ、グーグルやパーラー、世界やイランの動きは…」聞いてください。聖書が語っている事実は、私達は自
信を持って言えます。聖書がダニエル書12章で語っていますから。ダニエル書12章が、語っていることを
ご存知ですか？
「多くの者は知識を増そうと探り回ろう。」（4節参照）
聖書がそう言っているのです！…若い皆さん、聞いてください。聖書がそう言っています！
［アミール］ 問題は、彼らは、その知識で何をしているのか？見てください。私達は、彼らが賢くなれば
なるほど、彼らが愚かになるのを目撃しています。なぜなら、彼らには私達が見ているものが見えず…ほ
ら、彼らには私達の見ているものが見えていません。それが彼らの目の前にあるのに、彼らは、あまりにも
盲目になっていて、見えないのです。誰が彼らを盲目にしたのでしょうか？
［ジャック牧師］ この世の神。
［アミール］ その通り。この世の君が、彼らを盲目にして、私達が見えるものを見えなくしているので
す。彼らはあまりにも盲目になって、救われるにはドナルド・トランプが必要だと、本当に思っています。
それが彼らの考え方です。だから、記者達はあなたに聞くのです。「彼がホワイトハウスにいなくなって、
あなたはどうするんですか？」それが、彼らの考え方です。
［ジャック牧師］ それが彼らの思考。
［アミール］ 彼らは本当に、今、我々は終わったと思っています。そしてもし、まだ私達が終わっていな
いなら、彼らは、どんな手を使ってでも終わらせようとします。
［ジャック牧師］ こうしましょう。今夜話した2つのことを結びつけてみましょう。あなたが今言ったこ
とと「背教」という言葉。これをチェックしてください。記者の一人が言いました。「つまり、あなたは、
これに動揺していないのですね？」私は言いました。「いいですか、私はある基準を持って投票しました」
「私は、生命尊重派に投票しました。良くなればよかったですが、後は、神の手にゆだねます」
「でも…でも…それなら、預言はどうなんですか？」これ、覚えてますか？「預言！」びっくりです。
ニューヨークタイムズが、私にこう言うのです！
「それなら、預言はどうなるんだ！？」
［アミール］ ニューヨーク・タイムズは、とても預言的です。預言に興味を持っている。
［ジャック牧師］ それで、私は言ったんです。これは、“ソーシャルメディア無知”の喜びですよ。こういう
の好きです。なぜかというと、その男は続けて言うんです。「あなたは予言を読んでいないのですか？彼ら
はトランプが2期目を迎えて、アレがこうなって、アレが起こって、コレが起きると言っていましたよ」だ
から私は言ったのです。「いや、読んでいませんよ。何を言っているのかわからない」それで、彼が私に教
えるから、私は言ったんです。「いいえ。預言者とは、聖書の中の預言者以外、私は他の預言者なんて知り
ません。また私は、私の聖書が何を教えているか知っています」どれぐらいの人が人間の言ったことにしが
みついて、コレを言ったことか。神は人を介して語ることができない、とは言っていませんよ？しかし、何
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であれ、神が人を介して語ることは、コレ（聖書）と一致していて、矛盾することはありません。それで...
動揺している人達がいるのです。なぜなら予言者の誰々さん達が、「主がこう仰せられる」と言うから。も
し、それが起こらなければ…あなたはどうなりますか？
［アミール］ 世が、この予言者たちをどう見ているか分かりますか？「見ろよ、彼らは愚か者で、お前ら
は騙されて来た。で、これからどうするんだ？」だから、「彼らは預言者じゃない。預言者達は、この中に
いるんだよ。」と。そして、正直言えば、私がトランプに勝って欲しかった事実は変わりません。なぜかと
言えば、私は彼に…。いえ、私は投票しませんが…なぜ、それをこんなに気にするのかもわからない…
［ジャック牧師］ 10回ぐらい投票すれば良かったのに！
［アミール］ 本当に…。つまりポイントは…
［ジャック牧師］ 一回しか投票してないの？
［アミール］ ええ…。とりあえず、私は郵送で投票します…。いやいや…ともかく、皆さんに理解してほ
しいのは、皆さんは自分の立場を疑うべきではありません。なぜか？仮に、彼らが赤ん坊殺しを復活させる
つもりなら、あなたは赤ん坊殺しに投票すべきだったのか？いいえ！彼らが反イスラエル政策を復活させよ
うとしているなら、あなたはイスラエルを裏切らなければならないのか？もちろん、そんなことはありませ
ん。「私達は、常に良いわざに熱心であるべきだ」と、聖書はテトスの手紙で告げています。（テトス2:14
参照）
［ジャック牧師］ その通り！
［アミール］ だから、「良いわざに熱心である」というのは、つまり、今回の場合は、正しい事に投票す
るということです。“正しい人”ではなく、“正しい事”に、です。あなたは間違いを犯した、なんて誰にも言
わせてはいけません！しかし、主は全てを支配しておられます。
［ジャック牧師］ ごめん…いや、すごく良い！
［アミール］ 何？何があったの？ごめんなさい、どうぞ。
［ジャック牧師］ 「お前は、大きな間違いを犯した！」と言っている人達は、何者なのでしょうか。「な
んて恐ろしい！バカだな。大失敗だ。投票したことを謝罪しろ。」誰がそんな事を言っているのか？誰が
言ってるか分かりますか？あなたの意見に100％反対する人達ですよ！
［アミール］ その通り。
［ジャック牧師］ 彼らは、皆さんが礼拝している神に反対なのです。でも、ご覧の通り、彼らは勝ったの
です。だから今、彼らは、こんな風に言っても良いと感じている。「お前達は、“あんな投票をしてしまい、
申し訳ありません”と言え！実際、お前達の事業をウェブサイトに掲載して、誰も、お前達と取引しないよ
うにしよう。」
ニューヨーク市長が発表したのを見ましたか？「トランプの企業は撤退しなければならない！」ニューヨー
クでは、トランプ団体の営業許可を更新しない。あれを見ましたか？ニューヨーク市です。ホテルは閉鎖し
ない。オフィスを移動して、お前は出ていけ！出ていかなければならない！さて、デ・ブラジオは成功する
のか？私には分かりません。しかし、誰がこんな事をやるんですか？建国の時に、あの人達がいなかったの
がすごいと思いませんか？誰もが順調なスタートを切ることはなかったでしょう。考えてみてください。人
間性を愛して、自分とは違う意見の人を受け入れなければなりません。自分の意見に完全に反対する人も、
あなたの意見の中に価値を見出している、自分と意見が合わない人にも価値がある、と。NPR、それは別の
ものですが、今週の月曜日、私はNPRの記者に言いました。「私は憲法に十分な敬意を払っています。あな
たにお会いしたことはありませんが、憲法修正第一条のためなら、私は戦争をして死んでも構いません。だ
から、あなたにも、あなたの資料を印刷する機会があるのです。私は全く反対ですが。私は…
［アミール］

そしたら私は、それを使って…
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［ジャック牧師］ そして「私は、あなたの資料は買わない！」と言ったのですが、後になって考え直して
みたら唖然としました。NPR…NPR運営のために、皆さんと私の税金が使われているのです。私は、それを
払っているのです。でもここで言いたいのは、私は、あの番組は信じません。彼らの目的を知っていますか
ら。要は、私は憲法修正第一条、自由のために死にます。それがアメリカ人というものです。他のチーム
は、そんなことしません。彼らは、あなたを黙らせるために死ぬでしょう。しかし、彼らはあなたに自由を
与えるために死ぬことはありません。それはすごいことです。質問に答えましょう。やりたいですか？皆さ
ん大丈夫？大丈夫じゃなさそうだ。これには、もう、うんざりです。とても馬鹿げている。一瞬たりとも時
間をかける価値はありませんから、半分にします。
「弾劾の合法性は？」
狂気、非合法、そして、うまくいかない。完全に象徴的。正直に言うと、ナンシー、これは全て、ナンシー
のためですよ。民主党の全員が…。今、皆さんに言っておきます。私が今から言うことで、私は刑務所行き
ですよ。彼女がどれだけの力を持っているのか、あなたがたは知らない。手掛かりもありません。彼女が手
下を支配しているのは、なぜなら…、よく聞いてください。これは事実です。選ばれた人達は、彼女の政党
派の者であっても、彼女に同意しない者は、あっという間に同意させられます。彼女には、あなたの生活を
調べて、あなたの内部を知る人脈があるのです。そして彼女は、彼女の民主党のパートナーを自分の思い通
りにさせるのです。彼女は、彼らの正体を正確に知っていますから。彼女が知らないならば、彼女は見つけ
ます。こんにちの全ては、彼女の決意によってなされたのです。彼女には、そのような力があるのです。ワ
シントンD.C.の誰もが知っています。彼女には絶対に逆らってはいけない。代償を払うことになる。どうし
て、彼女がまだ権力を握っていると思いますか？驚くべきことです。注目に値します。弾劾はトランプが立
ち去ると共に、彼の伝説を潰そうとする象徴的な行為です。「お勧めの信頼できるニュースソースはありま
すか？」ブレイズです。今すぐ登録してください。ブレイズ(theblaze.com)。
［アミール］ ニュースマックス...
［ジャック牧師］ ニュースマックス（newsmax.com）彼らのためにお祈りください！NewsMaxが、１
番の攻撃対象です。ちなみにNewsMaxはチャート1位です。NewsMax最高、素晴らしい、注目すべき。こ
れです。ところで、NewsMaxを手に入れてください。プロバイダが持ってないなら、そんなのは捨ててし
まって、NewsMaxを配信してくれるプロバイダを探してください。スマホにアプリを入れてください。私
もアプリを入れて、いつも見ています。ただ、NewsMaxは、あっちのチームから攻撃されています。私は
“あっちのチーム”と言います。私は共和党でも、民主党でもありません。私は君主派です。これを明確にし
ておくべきだと思いました。私個人は、政治的な所属は君主主義です。私は君主制を信じています。皆さん
は言うでしょう。「何？！そのために、我々はイギリスを出たんじゃないのか？」
［アミール］ 王、イエスです。
［ジャック牧師］ 確かにそうです。ただ私は、ジョン・ハンコックとジョン・アダムスに賛成です。私達
には、イエス以外に王はいません。私は君主主義者です。そうは言っても、彼らのために祈らなければなり
ません。NewsMaxのコマーシャルが…CM…支援しているスポンサーが攻撃されて、離れるように言われて
います。ああ、でも…デイリーワイヤー？OAN、エポック・タイムズ…はい、彼らも叩かれています。次は…
「イスラエルを取り囲む軍艦の最新情報は？」
どれの事ですか？
［アミール］ どれの事ですか？なぜかと言うと、私の娘が海軍にいるので、私は知っています...
［ジャック牧師］ その質問は正しい質問ですか？それとも疑問に思っていたのか…。彼らには無理なん
でしょうね。私が誰に言っているのか分かりませんよね。ありえないでしょう。アメリカは、この地域に呼
び戻されています。
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［アミール］ 地中海にはロシアの船があって、それからヨーロッパの船も、トルコの船も、
［ジャック牧師］ イランの潜水艦も。
［アミール］ ええと、イランの潜水艦は、ほら、ただの…写真を持ってますよ。ただ、皆さんに知ってい
ただきたいのは、イスラエルは、かつてないほど強くなっていることです。かつてないほどに強くなりまし
た。でも…、ちなみに今日、ちょうど信用格付けがAプラスに復活しました。周りが全員崩壊していく中で
Aプラスであるのは、非常に、非常に良いことです。しかし、これはまさにイスラエルがエゼキエル38直前
にあるべき姿です。強くて、繁栄していて、安全。それが今の私達です。そして、それはやって来ます。ほ
ら、エゼキエルは皆さんが望むかどうかに関わらずやってくるのです。私は自分の国について、そう言って
います。イランは今、威嚇中です。トランプの敗北を望んだ者達は、世界中の至る所でパレードをしていま
つうちょう
す。そして、彼らは実際にイランが、アメリカに最後通牒を出したのです。1月21日までに、イランとの合
意に復帰した方が良い。さもなければ、我々が声を上げる。今後、そうなって行きますよ。そして、間違い
なくアメリカはイランとの協議に戻ります。
［ジャック牧師］ 聞いてください…
［アミール］ …そして彼らは、トランプの時代に失った大損失に対して、70億ドルの補償を求めているの
です。
［ジャック牧師］ イラン、イラン、イラン。彼らは、私達を訴えると脅迫しているわけではなく…まさ
に、アミールが言った通りです。こういう人達を信じることができますか？我々は、すでに彼らに与えてい
ます…バラク・オバマは、彼らにどれだけの現金を与えましたか？
［アミール］ 十数億ですね、はい。彼らは現金で要求したんです。バッグいっぱい。追跡される事なく。
［ジャック牧師］ いくらですか？
［アミール］ 彼らは70億ドルを求めています。
［ジャック牧師］ イランは、今夜、70億ドルを求めています。なぜなら、トランプがイランに引き起こし
たトラウマに対して、彼らはある種の賠償金を受け取るべきだと信じているのです。
［アミール］ はい、トラウマになっているのです。
［ジャック牧師］ 彼らは求めているのです。ここは、どんな惑星ですか？
［アミール］ ところで、彼らに金を払わない限り、イラン協議には戻れません。勘違いしないでくださ
い、彼らは手に入れるでしょう。そして、皆さんは、きっと約束するでしょう。…皆さんではなく、彼らの
ことですよ？
［ジャック牧師］ 彼ら。
［アミール］ ええ、でも新政権は、どうしてもそれをしたいから、どこかの時点で、何かしらの形で、彼
らはそれを渡すでしょう。でも、皆さんには知らせません。ちなみに、オバマは10億ドルを彼らに支払って
いる事を国民には決して言いませんでした。
［ジャック牧師］ 事実…
［アミール］ 彼は何と言いましたか？
［ジャック牧師］ 事実、現金10億…20億ドル近くか、それ以上かもしれません。それは問題ではありま
せん。たとえ10ドルだったとしてもそれが問題ではなく、彼がやったことは、確実に速攻で投獄される事
です。正式な法律上の行政機関に知らせずに、税金を使うことはできません。彼はそれをやったのです。そ
の事が、あの人物の正体を多く物語っています。それらはただ皆さんの犠牲の上で、彼が利益を得るだけで
す。それを彼は米軍を郵便局のように使って、秘密裏にやっていたのです。これは、確実に反逆罪ですよ。
［アミール］

何箱にも及ぶ現金。信じられない。それがイランのテロ資金源です。ちなみに、イラン人

は、必要なものは何でも買うためのドルをガザに密輸したことを認めたばかりです。ところで、“テロとの戦
い”の名の下に、彼らは完全に現金を排除するでしょう。分かりますか？それが、すでに行われて来たので
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す。すぐそこで、私達の目の前で。ところで、国際原子力機関（IAEA）の極秘報告書によると、イランは、
協定に違反していて、実際、イランは軍事的な核計画に必要なものを現在、全て持っています。言い換えれ
ば、民間のエネルギーのためだけに必要だと言っていたのは、全てでたらめだったのです。彼らは、今すで
に軍事目的でその動きをする準備ができています。私達が、すでに暴露したことです。テヘランに行って、
倉庫からすべての核アーカイブを取り出したとき、私達は世界に、協定が結ばれる前から、彼らが原爆の道
を歩んでいたことを示しました。なぜなら、彼らは世界に向けて言ったのです。「私達は原爆が欲しいと
思った事などない。我々はただ原子力が欲しいだけだ」そして、我々があの全フォルダーを持って来ると、
すべてがそこにあって、彼らは何と言っていいのか分からない。しかし、どうやら彼らは、現在、そこに戻っ
ているようです。だから新政権は「我々は阻止しなければならない」という名目で、この一件に急いで戻る
でしょう。
［ジャック牧師］ 「トランプ大統領が、戒厳令を敷くと思いますか？」いいえ。「それとも、バイデンに
政権を譲ると思いますか？」トランプは、最後の瞬間まで憲法にとって最善のことをしています。彼は、最
後の瞬間まで、使える限りあらゆる法的オプションを使用するでしょう。皆さんも、そうでありますよう
に。つまり、この件で強く立ち向かおうとする彼の決意を、私は理解しています。私は、誰の批判にも動じ
ません。正直に言わざるを得ません。相手がクリスチャンだろうが、ニュース記者だろうが、あるいは、カ
トリック法王であっても関係ありません。まっすぐ、真摯に言わせてもらいますが、憲法に固執する彼の粘
り強さを批判する人は、全員、一つ、理解すべきです。彼のやっていることが気に入らないかもしれません
が、多分、あなたは認めなければなりません。ところで、これは法的な行為です。認めるのは法的な手続き
です。選挙で奪われたことを知っていたら、最後の決定的瞬間まで認めないで、ただ、倫理や誠実の声明を
述べるだけでしょう。でも、もはや誰も彼らのようには考えていません。彼らはただ棒付きキャンディー
と、全て悪事と共に前進したいだけなのです。あの言葉、何でしたけ？”Orange Man Bad"？いいですね？
あのね、個人的意見を持つのは構いません。しかし彼は、私達の選挙で当選した能無しの90％よりも憲法
を支持してきました。
［アミール］ 彼は一銭も…
［ジャック牧師］ ところで、その理由を知っていますか？これは知っておくべきです。もしあなたが、彼
がしてきた程に国家や世界に人生を投資してきて、同じ打撃を受ければ彼を批判することなど、できませ
ん。ローマ法王も、私も、アミールも、彼がコミットしている事に関してこの問題への発言権がありませ
ん。なぜなら、私達の誰一人として、彼のように米国に投資していませんから。彼と比較して、あなたは何
人の人を雇っていますか？どれほどの人の生活が、あなたの成功にかかっていますか？他の人たちが、彼の
会社に頼っているように？彼は失うものが多いのです。他の政治家は失うものがほとんどないか、失うもの
が何もありませんでした。随分と違います。急ぎましょう。
［トランプが、非常事態を宣言したのを見たのですが…］
私は何度もこれを聞いていますが、何の証拠も見当たりません。
［アミール］ さて、非常事態宣言はDC市長の要請によるもので、それで彼は、全て無事に進むようより
多くの州兵がそこにいることを許可したのです。出回っている説とは何も関係ありません。
［ジャック牧師］ その通り、質問の裏には何か隠しているような気がします。私はそうは思いません。彼
女が要請して、そして彼はその必要はなかったが、それをした。彼は発令しました。皆さんは全てにとって
重要な方を知らなければなりません。何度も言っていますが、永遠に言い続けますよ。大事なのは、あなた
が「何を」知っているかではなく、「誰を」知っているかです。
［アミール］

問題は、何に投票するかではなく、誰が数えるか、です。すみません。冗談です。

17/22

Behold Israel

ハプニング・ナウ 2021年1月13日

［ジャック牧師］ …それはひどい！そして、同時にそれは真実だ。これは、とんでもない事です。なぜか
というと、アメリカ、私達は、かつて世界中の民主主義、投票の門番だったのです。
［アミール］ スターリンが、そう言いました...
［ジャック牧師］ 世界中の国は、アメリカが彼らを助けてくれるとは、２度と思わないでしょう。
［アミール］ というより、彼らは皆さんを見て学びましたよ。世界中の左派、リベラル派が国を乗っ取る
ための素晴らしい方法を見つけました。これだ！って。彼らは皆さんに注目しています。彼らは学んでいま
す。でも間違った事です。
［ジャック牧師］ すぐに飛行機に乗るんじゃなかった？
［アミール］
そうそう。あなたは‥
［ジャック牧師］ 最後の質問です。
［私達クリスチャンに、アメリカで、より厳しい迫害が近づいていると感じますか？］
もちろん、それについて間違いありません。ところで、皆さんは これから賢く行動しなければなりませ
ん。皆さんに憲法上の権利があるかどうか分かりません。私はそうは思いません。言論の自由が無くなるの
は時間の問題です。もう以前のような国ではありません、個人的には…次のことを思い出してください。歴
史的に見て、サタンは迫害を望んでいるとは私は思いません。迫害が起こるたびに教会は強くなっていま
す。彼はこれを知っているのです。「では、なぜそれが起こるのですか？彼がそれを望まないのなら、なぜ
ですか？」なぜなら、悪は自分で自分をコントロールできないからです。悪は歯磨き粉のチューブを開け
て、絞り始めると中身がブワッと出てきて、彼の手に負えなくなるのです。コントロールできない、自己制
御が利かない、それが悪というものです。だから悪は、一旦始まると、こうなるのです。サタンは影が好き
なんだと思います。しかし、それが行き過ぎて、そして教会が迫害されると、この2000年の間、世界中の
どこでも、教会が迫害されると未信者が教会に群がります。彼らは見ているのです。「なんということで
しょう、あの人達を見てください！彼らは殺され、テロにあって、馬鹿にされている！彼らは、嘲笑され、
軽蔑されているのに、彼らは屈しない。彼らは何を信じているんだろう？私の人生には、そのようなものが
ない。ねえ、もっと教えてください。これは何ですか？」それは使徒の働きで読んだことではありません
か？こんな風に働くのです。いいですか？今夜、皆さんはイエスを信頼しなければなりません。「こんな風
に働く」と言いましたが、そうではなく、「主は、このように働かれる」と言うべきです。主がされるので
す。主が救い、主が赦してくださり、主が助け出してくださるのです。いいですか？あなたには人生があり
ます。あなたの人生は政治ではありません。私達の人生は政治ではありません。私達の人生は党派ではあり
ません。いいですか？私達の人生は…私達には生活があります。私達は神を賛美し、ハイキングをしたり、
ピザを食べたり、楽しい事をして、セーリングに行くこともできるし、散歩も出来る。私達には人生があっ
て、神が与えてくださったものを楽しみます。あっちチームにあるのは唯一の神(god)、それは小文字の「g」
で、「government/政府」それが彼らの世界です。彼らには、それしかないのです！でも私達には、それ
が全てではありません。私達は正しい事を行い、そして私達は言います。「あのね、神は命で、我々は命の
ために立ち上がるべきです。」人がそれを受け入れようと、そうでなかろうと、神が命であるという真実は
変わりません。いのちをお与えになるのは神であり、神だけです。最終的には…さっきも言いましたが、あ
きらめないでください。さっき二人で話をしていた時に、私はアミールに言ったんです…覚えてる？ここに
出てくる前に彼を励まそうと思って、振り向いて言いました。「なあ、彼らはずっと私達を拷問するしかで
きなかったんだ」そしたら彼は、「そうだね」そして、私が言ったのは、「ただ、ずっと死ねなかっただけ。
でも、その後死ぬわけで、死ねば自由だ」そしたら彼は言いました。「その通り！」それから…何て言った
かな？
［アミール］ 「むしろ肉体を離れて、主のみもとにいる」（第二コリント5:8）
［ジャック牧師］ その聖句じゃなかったよ。もう一つの方だ。
［アミール］ 「私にとっては、生きることはキリスト、死ぬことも益です。」（ピリピ1:21）
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［ジャック牧師］ だから、二人でジョークを言ってたんです。誰かがつかみかかって来て、
「お前がジャックか！」「はい...」
「お前がアミールか！」「はい…」
「殺してやる！」「やったー！ ありがとう！！」
「何？お前はそれでも良いのか？」「それで構いません！！」
「お前達がそれで構わないなんて、気に入らない！」「じゃあ、殺すのを止めなさい！」
「じゃあ、お前達を殺さない！」「はい！」
「お前達は、それでいいのか？！なら、殺してやろう！」「オッケー！」
「それもオッケーなのか？」「はい！生きることはキリストです！」
「それなら、お前達を殺そう！」「死ぬことは益です！」
でしょ？止められない。誰にも、あなたを止められません。ですから今夜、イエス・キリストを、あなたの
主であり、救い主として信頼してください。イエスは言われました。
「人は、新しく生まれなければ…」（ヨハネ3:3）
ギリシャ語では、「上から生まれる」です。あなたは上から生まれない限り…イエスがそう言ったのです。
失礼ながら、言わなければなりません。カトリック教徒の皆さん、聞いてください。あなた方は、これを教
えてもらっていないでしょう。何で私に分かるかというと、大勢のカトリック教徒が、「一回も聞いたこと
がない」と私に言って来るのです。イエスはヨハネの福音書3章で言われました。
「人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。」（ヨハネ3:3）
あなたは、これを知らなければなりません。イエスは、その章で続けて仰いました。「あなたは、母親によっ
て、水を通してこの世に生まれました。そしてニコデモ、あなたはここにいますが、来るべき世に入るため
には、あなたは、天の領域で、神の御霊によって生まれなければなりません」教会の会員であることは、あ
なたの永遠には何も加えません。天国のどこにもカトリックセクション、カルバリーチャペルセクション、
バプテストセクションはありません。聖書はこう言っています。
「子羊、イエスの血によって救われたあらゆる部族、国語、民族、国民…」（黙示録5,7,13章参照）
「その血によって私たちを罪から解き放ち」（黙示録1:5）
そうやって天国に行くのです。「わたしがあなたの捧げもの、わたしがあなたを購う」と主が言われた事を
信じるのです。わたしを信頼しなさい。わたしは、2000年以上前に、あなたの罪を贖ったのです。あなた
は、主が何を言っておられるのかさえ分からないかも知れません。今夜、初めて聞いたのかも知れない。あ
なたは、もう罪悪感や恥を抱え込む必要はないのです。わたしのところに来て、認識するのです...イエスで
すよ！私ではなく、アミールでもありません。バカげてますよ！本当にバカげています。ヘブル人への手紙
は、告げています。「あなたの罪を、司祭に告白するのをやめなさい。」聖書の中に、こうあります。祭司
に罪を告白するのは止めなさい、彼自身も、「自分のためにも、罪のためのささげ物をしなければなりませ
ん。」(ヘブル5:3参照)しかし
「…私たちのためには…偉大な大祭司である神の子イエスがおられる。」（ヘブル4:14）
あなたは、それをしたことがありますか？あなたは、それをするべきです。そして、今夜、世界を圧迫して
いるものから、また人々を恐れさせているものから、解放されるのです。COVID、選挙、核戦争、次に何が
起こるのかという不安…誰にも分かりません。あなたの恐れのレベルは、あなたの信仰のレベルに直接関係
しています。あなたが神に信仰を置けば、神が恐れを取り除いてくださいます。それが欲しくないですか？
それは素晴らしい生き方です。イエスを選んでください！
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［アミール］ 一つ言わせてください。私は、私達がゴールに近づいていると、強く信じています。私達は
ゴールに到達しています。パウロが、ゴールがすぐそこにあると感じたとき、この時、彼の宣言が初めて変
わったのです。「私は、走るべき道のりを走り終えました。」（第二テモテ4:7参照）そして彼は言います。
「私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。」（第二テモテ4:6）
私達も、こう言えるように頑張らねばなりません。
「私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。」（第二テモテ4:7）
「今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主が」
激しく崩壊している、ここの裁判官ではありません。
［ジャック牧師］

最高裁の裁判官じゃない。

「かの日には（携挙の日）、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。」（ヘブル4:8）
私達が王冠を受け取るために、イエスの前に立つ日。パウロは理解しています。私は今、メダルを獲得する
ために走っているんじゃない。私は競争を走り、競争を走り終えて、ゴールに到達し、イエスの前に立っ
て、あなたが来るのを待つ。なぜなら、あなた方が来る時に、彼は、その義の冠を受け取るのだ、と。彼は、
そう言っているのです。私だけでなく…彼は言います。よく聞いてください。
「私だけでなく、主の現れを慕っている者には、だれにでも授けてくださるのです。」（ヘブル4:8b）
ハレルヤ！これがゴールです。今、競争を止めてはいけません。全人生で、そのクリスチャンの競争を走っ
て来て、今、ゴールに達した時に、「辛すぎる！」というなんて、ものすごく愚かですよ。
［ジャック牧師］ 本当に良い事を言ってくれました。生涯競争を走って来て、今、ゴール寸前で、私は考
えていたのですが、「でも、あの人はどうなの？」今夜、「はい、私にはイエスが必要です。」と言った人
達でも、今、ゴール寸前にいるんです。
［アミール］ 完璧です。
［ジャック牧師］ ラッキーだよね。いいえ、真剣に思いますよ。私の母のようです。私の母は一生涯を好
きなように生きて、そしてキリストを受け入れて、4週間後に死ぬんです。どういうことですか？すごいで
す。聞きなさい、あなた！イエスは、これについて話されました。主は、たとえ話の中で言われました。あ
る人が、朝早くに働く事に同意しました。「5ドルで丸一日働いてくれますか？」「もちろん！」そして彼
は仕事に出かけます。そして、天国のようだ、とイエスが仰ったんです。アミールが言った事は、このたと
え話を思い起こします。という事で、その人は仕事をします。彼は、どのくらい働くことに同意しました
か？一日の終わりまで。いくらで？5ドル。一日中、日暮れの5時まで。さて、それから朝の10時に誰かが
現れます。そして主人が言います。「おい、もっと労働力が必要だ。最後まで働いたら5ドル払おう」「い
いですよ」そして、その人達は働いていて、午後2時ごろになって、畑の主人はこう言います。「そうだな。
もっと人手が必要だ。なあ、畑で5時まで働かないか。5ドル払おう」それから、終了1時間前の午後4時の
ような時間に別の男が現れて、そしてイエスは言われます。主人は、もう一人働き手が必要だと言い、「こ
の時間、5ドル払うから、私の為に働かないか？」そして最後に、主人が賃金の支払いをしていると、一日
中そこにいた男は言います。「どういう事ですか？その男に、5ドルを与えましたね。彼は、最後の1時間し
かここにいなかったのに！私は、ここに8時間いたんです！」すると、イエスは言われました。「それが、
あなたと何の関わりありますか？あなたは一日5ドルで働くことに同意しました」彼は、ものすごくユダヤ
人です。
［アミール］

まあ、聞いてください...聞いてください...
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［ジャック牧師］ 本当の事です！
［アミール］ 考えてみてください。イエスが戻って来るとき、イスラエルは救われます。
［ジャック牧師］ それは本当で、それは素晴らしいことです。
［アミール］ もしもし？
［ジャック牧師］ だからつまり…あなた達は何年もイエスと共にいて、私も、今夜イエスを受け入れれば
同じ天国に入れる、ということですか？そうです！
［アミール］ もちろんです。
［ジャック牧師］ ものすごいお得です！大サービスです。もう終了の時間です。
［アミール］ はい。今、やめてはいけません。それが大事です。
［ジャック牧師］ やめないで、やめないで！
［アミール］ 競争を走り、競争を終えるのです。
［ジャック牧師］ 強く立って、やめないで！みんな立ちましょう。
［アミール］ 信仰を保ちなさい。
［ジャック牧師］ 実際、立ちましょう。立ちましょう。
お父様。私達は今夜、これらすべてを可能にする方、あなたのひとり子イエスの御名によって、お祈りし
ます。あなたの御言葉である方、創造主である方、御使いがひざを屈め、礼拝する方が、私達に仰いました。
サタン自身を含むすべての膝、これまで生きてきたすべての人が、あなたの御前でひざをかがめます。です
から主よ、今夜私達は祈ります。今夜、私達は奇跡を祈ります。今夜はそれが適切だと思います。奇跡は、
説明も定義も出来るものではなく、ただ喜び、感動するものですから。父よ、私達は私達の国の歴史から
知っています。ワシントンは何度も囲まれていました。主よ、彼らは降伏寸前でした。あの事がなければ、
アメリカは終わっていたでしょう。イギリス軍の400隻がマンハッタンを取り囲んだとき…ワシントンも、
私達の軍隊も、すべて終わっていました。そして、イギリス海軍の将軍と提督でさえ言ったのです。
「こんなに瞬時に霧が現れるのを、今まで見たことがない。気がつけば、朝までに、すべてのアメリカの反
政府勢力がマンハッタンを出て、ニューヨークのマンハッタン島から本土へ脱出していた。こんな事はあり
得ない」
主よ、私達は今夜、これがあなたの定義としてください。しかし、主よ、私達は奇跡を祈ります。我が国
に対する奇跡を祈ります。私達はそれに値しません。私達の罪と私達の無関心をお許ください。あなたは私
達一人一人に、人間として非常に多くの適性と能力を与えてくださいました。しかし私達は、ほとんどそれ
を使用していません。私達の脳のように、私達は大きな頭脳を持っていながら、それをほとんど使用してい
ません。そして、あなたは私達全員に大きな影響力を与えてくださいましたが、私達は、それをほとんど使
用しませんでした。主よ。私達をお赦しください。私達を憐んでください。私達の自由を、もう少し長らえ
てくださるなら、私達はそれを用いて、あなたに栄光を帰す事が出来ますように。もし、長らえる事がない
なら、主よ、あなたの裁きの時、憐れみを覚えてくださるよう、お祈りします。ですから、父よ、私達はあ
なたに、この国をお捧げします。今夜、これを聞いている人達が、イエス様、あなたにひざまずいて、私の
主、私の救い主であると告白しますように。
「今夜、あなたを受け入れます。その喜び、その力、その神の御言葉を、私にもお与えください。永遠の命
の希望をください」
そして、主よ、彼らを新しくしてください。かつて、あなたが、私達を新しくしてくださったように。あな
たの御子のようにしてください。私達が、あなたの御子イエスと、彼と顔を合わせてお会いする日まで。そ
れまではアミールが言ったように、最後まで私達が諦める事がありませんように。イエスの御名によって。
すべての神の民は言います。
アーメン！
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神の祝福がありますように！ご視聴くださり感謝します。この時代に私達が一緒にいて、神の御言葉を伝
えるために互いにつながり合う事で、実際にミニストリーが実現しています。チャンネル登録をご希望の方
は、ぜひ登録ボタンをクリックしてください。そして、友達に私達のことを伝えてください。さらに、ご支
援いただける方は、[give now]ボタンをクリックしてください。私達は皆さんのご支援の有無にかかわらず
続けて行きます。プレッシャーは感じず、ぜひご参加ください。このベンチャーで私達と繋がってくださる
皆さんに大いに感謝します。私達のために続けてお祈りください。私達は、あなたのためにお祈りします。
God bless you!

⬅ 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
2021.02.15 (Mon)
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