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ーイラン核合意へ戻る道・イスラエルのグリーンパスー

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にあるオフィスより、ライブ
です。ここにまた戻って来て、非常にワクワクしています。ここ数日間に起こった事について、話すことが
たくさんあります。
今日のトピックは「イラン合意に戻る」です。しかし、イスラエル政府の「グリーン・パス」を含む他の
ことについても話します。多くの人から、これについて、ここで何が起こっているのか説明して欲しいと問
い合わせがありました。私達の周辺で多くのフェイクニュース、偽のビデオが出回っていますから、これに
ついてもお話しします。
まずは、お祈りから始めましょう。
お父様、あなたに感謝します。あなたはアルファとオメガ、アレフとタフです。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』と仰います。お父様、この世に、あなたを驚かせるものは全くありません。あなたは人間の心
をご存知です。あなたは何が起こるかを正確にご存知です。あなたが物事が起こることを許しておられま
す。しかし、あなたは、あなたの子供達にはいつも、あなたの道を歩み、あなたの御心を行うよう警告され
ます。ですからお父様、今日、あなたがこの配信を技術的な部分だけでなく、内容も守ってください。これ
が多くの人に多くの慰めと励ましをもたらし、また、勧告をもたらすことを祈ります。
あなたに感謝し、祝福して、私達の最愛のメシヤ、イスラエルの聖なる方の無類の御名イェシュア・ハ・マ
シアハ、主の御名によってお祈りします。アーメン。
さて皆さん、シャローム。アミール・ツァルファティです。ガリラヤ、イスラエルから、ライブです。
先週は、冬らしく雪と雨と洪水がありましたが、今は美しい天気で晴れ、緑豊かで、とにかく素晴らしいで
す。昨日、私はゴラン高原にいました。南部だったので雪はありませんでしたが、非常に重要なメッセージ
を収録していました。数週間後にオンラインで配信する予定です。内容は、イスラエルと大患難についてで
す。多くの人が、その話題を本当に理解していないので、これについても楽しみです。しかし、今日の話題
は「イラン合意に戻る」です。そこで、今週起こった幾つかの事を見ていきます。非常に興味深いです。
まず、イランに触れる前に、ロシアに戻りたいと思います。前回、プーチンの問題について話したことを
覚えているでしょうか。この1ヶ月半の間に、ロシアで1万人以上が逮捕されました。抗議をしていた為で
す。経済状況が非常に悪く、また、腐敗も明らかになりましたから。プーチンが黒海の海岸に建てた10億ド
ルまたは20億ドルの宮殿、その動画が波紋を呼んでいます。動画はロシアの野党のトップ、アレクセイ・ナ
ワリヌイによって配信され、彼はすでに逮捕されています。ところで、ナワリヌイの逮捕が原因で、現在、
ヨーロッパだけでなく、アメリカの政権が非常に声高になっています。そこで、私達が聖書の中で見ている
ものが完璧に実現されていく様子を、皆さんにご覧いただきたいと思います。なぜなら、ロシュからゴグが
やって来ますから。ロシュ、メシャクとトバルのリーダーです。彼はやって来て、そしてペルシヤとゴメ
ル、クシュとプテ、彼らはすべて彼に参加します。しかし、リーダーはロシアから来ると私は思います。こ
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れを見てください。繰り返しますが、皆さん思い出してください。ロシアにはノルド・ストリームがあっ
て、いえ、まず、これをご覧いただきましょう。そうすれば、お分かりいただけるでしょう。
ナワリヌイは逮捕され、EUは新たなロシア制裁を推進しています。実
際、数日前、彼らはロシアを制裁するためにEUのすべての外相が集まりま
した。EUがロシアに制裁とは、非常に興味深いです。アメリカは、前政権
の時代にすでにいくつかの制裁を課していました。これはそれよりも少し
大きくて、それだけでなく、プーチンがこれまで以上に、何よりも望んで
いる物はノルド・ストリーム2です。彼は、ロシアからヨーロッパ、実際に
は、東ヨーロッパのすべてを迂回するためドイツに第二のガスパイプを追加したいのです。そして、この発
言を見てください。「EU議会は、ノルド・ストリーム2の停止を望んでい
る」実際、ノルド・ストリームが何なのかをお見せしましょう。これです。
青いものが見えますが、これはすでに2013年からある既存のパイプで
す。そしてそれはロシアの北西部ヴィボルグからドイツに行き、そして、
ドイツに毎年550億立方メートルのガスを直接もたらします。それがなん
と、今、彼はナルヴァ湾からドイツの同じ港にまっすぐ繋がる、もう一つ
のパイプに取り組んでいます。それによって、ガスは1100億立方メート
ルに倍増します。そのすべては、現時点でロシアが非常に悪い財政状況に
ある為で、覚えていますか？アメリカのシェール（頁岩）の為に、石油と
ガスの価格が急落しています。アメリカの前政権は、アメリカが世界最大の石油輸出国になるようにし、ロ
シア経済の主要部分、40~50%近くは、ガスと石油の輸出で、彼らはそれを開発しなワケには行きません。
それに加えて、ロシア人口の高齢化で、ますます多くの人々が労働年齢を過ぎて、政府からの年金を必要と
しています。だから、誰かが働かなければなりませんが、そのすべてを支払う働き手がどんどん減ってい
て、だからロシアは収益を生み出す必要があるのです。まさにその為に、地中海の石油とガスが最終的に主
な目的、彼らの顎にかかる”鉤”となって、彼らを引きずって来ます。しかしここからは、これに関する、も
う一つのパートナーについて話したいと思います。
では、イランに関して一つ説明しましょう。まず第一に、一つお伝えしたいと思います。イラン国民は、
素晴らしい人々です。彼らは捕らえられ、彼らは基本的に今、囚人となって邪悪な政権によって捕らえられ
ています。非常にサディスティックで、激しく悪魔に取り憑かれた政権です。その多くの始まりは1925年か
ら1940年代にかけて、初代イラン国王、レザ・パフラヴィと、その後、彼の息子、モハメド・シャー・レ
ザ・パフラヴィが引き継ぎ、そして、当時の帝国イランの王としての彼の治世の終わりにかけて、非常に…
これは腐敗とは言いません。彼は他の人々とは全く対照的な生活をしていて、それが驚く事に、すべてのイ
ランの政治的な面々が、彼に反対していたのです。つまり、非常に左派から右派、非常なリベラル派から非
常にイスラーム主義者まで、それがあまりにも酷かったので、彼ら全員が他の誰かを望み、そして彼ら全員
がハーメネイーを支持したのです。ハーメネイーは、ずっと長い間イラクに住んだ後、フランスのパリの郊
外に移動し、1979年2月1日にイランに移動しました。そして、それ以来、イランはイラン・イスラム共和
国となり、その瞬間から、イスラエルを破壊することを目指しています。さて、どのようにイスラエルを破
壊するのか? まず第一に核兵器に取り組んでいます。そして第二に、また、多くのミサイルやロケットを
どんどんイスラエルの近くに推し進めています。そして、代理組織を武装して、イラクであれレバノンであ
れシリアであれイエメンであれ、指揮通りに動かします。実際、数日前、2007年に設立された組織の1つイ
ラクのヒズボラの精神、イラクのヒズボラの大隊、彼の最高司令官の一
人が暗殺されました。おそらく別のライバル組織、ISIS自体である可能性
もあります。その暗殺は、2月20日土曜日に行われました。これがその男
です。事実、カセム・ソレイマニ将軍と写っている彼の写真が、左にあり
ます。ですからご覧の通り、イラク人が、実際にはイラン革命防衛隊の命
令の実行者です。もちろんソレイマニ将軍は、アル・クッズ軍の長でし
た。アル・クッズ軍はイラン国外でシーア派革命を起こす勢力で、レバノンのヒズボラや、シリア、イラク、
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イエメンその向こうでも、民兵や他の組織をクモの巣のように張り巡らしています。もちろん、昨年、
2020年1月に、アメリカの前大統領が終止符を打ち、そのヘビの頭を切り落としたので、それ以来、彼らは
回復に苦しんでいます。ソレイマニの殺害といえば、その出来事からちょうど1年2ヶ月、イラン軍の参謀
長、モハメド・バゲリが言いました。「カセム・ソレイマニと、アル・ム
ハンディスの暗殺に、米軍が使用した爆弾は、実は普通の爆弾ではなかっ
た」彼は、実際、今日出された声明の中で、次のように付け加えました。
「アメリカ軍が抹殺に使用したミサイルは、実際には、誘導ミサイルで
あった。厚さ30cmの装甲標的に命中するように設計されていて、その
為、遺体が粉々に引き裂かれたのだ」それから、彼が言った事を聞いてく
ださい。彼は言いました。「サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦、バーレーンに位置する米軍基
地が暗殺を支援した」そして警告です。「これらの国々は、情報を米国に提供した。これらの国々は、この
暗殺の責任を負うべきだ」皆さんが行間を読んだかどうか分かりませんが、イランは基本的に通知を出して
いるのです。サウジアラビア、バーレーン、アラブ首長国連邦、カタールは、基本的に…彼らはアメリカが
やったと信じています。しかし、これらの国々の政府が彼らを支援したのだ、だからイランは、将来的に彼
らにその責任を問う権利があるのだ、と。非常に、非常に興味深いです。
ここから「イラン核合意」に入りましょう。イラン核合意”JCPOA”は2015年に署名され、そして、アメ
リカが先頭となり、オバマ大統領を代表してジョン・ケリーが実際にその取引を推し進めていました。とこ
ろで、ジョン・ケリーは、イランの外相であるジャバド・ザリフの親友です。彼らはトランプ政権の時代で
さえ、会談を続けていました。事実、ポンペオ長官が、昨日フォックスニュースで言いました。それらの会
議の一つ、ミュンヘン安全保障会議で、ジョン・ケリーがイラン人の彼の友人達とそこにいたのを見て驚い
たそうです。彼らは交渉を続け、彼らは舞台裏で動き続けて、当時のアメリカ大統領を弱体化させる事まで
していたのです。しかし、今や物事が表に出て来て、私達はそれを見ることができます。ただ、一つ知って
欲しいのは、前大統領が2017-2018年頃にイラン核合意から撤退し、そして制裁を加えたので、非常に興
味深い事に、イランが暴露されました。ますます多くのことが明るみに出始めました。この取引全体には、
スイスチーズのように非常に多くの穴がありました。しかし、新政権が1月20日に就任して以来、はっきり
分かる通り、ジョン・ケリーが過去にパートナーと交わした会話の全ては、基本的に、彼らを強化して、そ
して、彼らは今、その協議に戻るように米国を脅しています。しかし、大きな問題があります。実際、これ
は同じ合意ではありません。同じ合意では、あり得ません。なぜか？ 国際原子力機関が、昨日発表しまし
た。「イランが17.6kgのウランを20%に濃縮した」これは合意に反します。軍事レベルの武器生産に非常
に近いレベルです。なぜか？ それは、遠心分離機で循環すれば数kgの爆弾が出来るのに十分な重量だから
です。そして、国際原子力は加盟国に配布された機密文書で報告し、その一部が国際通信社AP、AFP、ロイ
ターによって公表されました。「2月16日の時点で、テヘランは17.6kgを追加し、全体で濃縮ウランの在
庫は11月2日の2442kgに対し、2967.8kgに増加した。」間違ってはいけません。これは巨大です!
2015年に米国、ドイツ、フランス、イギリス、中国、ロシアと締結された核合意でイランに保持が許され
ていたのは、202kgだけです！それが、その10倍以上、多分12〜15倍です。
ここからが本題です。私が言いたいのは、現実が変わったということです。イランは爆弾にはるかに近づ
いていて、イランは当初の合意に反して、ますます多くのウランを生産しています。さて、新しい合意が行
われるならば、イランは言うでしょう。「よし、それなら、ここから始
めよう」彼らが違法に取得したすべてのウランを解体するよう、誰も彼
らに要求しません。とても興味深いです。さて、これを見てください。
イランには、”オペレーション・モード”があります。「弱い者は脅かす
ことができる。彼らを脅し、暴露して、弱みにつけ込もう」例を挙げま
しょう。先月、韓国の石油船のタンカーが捕獲されました。イラン海軍
に止められ、乗組員が人質に取られたのです。その背後にある理由は何
か? 公式の理由は、彼らがイランの領海を汚染した。もちろん、それ
はナンセンスです。最後まで聞いてください。彼らがそれらを停止した本当の理由があるのです。そこで韓
国とイランは会話を始め、話して、話して、今、本当の取引が登場です。本当の取引とは何だったのか、見
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たいですか? 本当の取引の全目的は、これです。はいどうぞ。本当の取引はこれでした。「イランは、押
収された韓国タンカーの乗組員を解放することに同意。展開は、テヘランがソウルに韓国で凍結された数十
億ドルのイラン資産を解放するよう要請する中で起こった。」それが目的です。我々は、自分たちの攻撃性
を使って何かをし、そこから自分達の望むものを絞り出す。ところで、彼らは、アメリカ海軍にそれをしま
した。彼らは、前政権が就任する数日前に、それを行い、そして今や、アメリカの現政権が就任して以来、
我々は目にしています。実際、過去10〜12日間で、イラクの米軍基地に対する、攻撃が３度、イランの代
理によって行われています。
まず、この地図をご覧ください。この地図は、イラクにおける米国、英
国、フランスの軍事駐留をすべて示しています。周辺全体に、かなりの数
の基地があることがわかります。そのうちの一つは一番上にあって、エル
ビル国際空港、そこに基地があります。バグダッド周辺にいくつかと、他
にもあります。あまり多く残っていませんから。しかし、ご覧の通り、そ
れが今、米国の弱点です。なぜなら、ソレイマニの殺害以来ずっと…そし
て今や新しい政権は、非常に弱いと認識されていて、イランは民兵に汚い
仕事をするよう迫っているのです。これは非常に有名なトリックです。彼
らは民兵を作り出し、彼らを訓練し、武装し、資金も与えて、そして彼ら
が望む事は何でも民兵に実行させ、自分達の手を汚しません。では、何
が起こったのかを見て行きましょう。まず、2月17日、エルビル国際空港
の軍事基地が14発のロケットに襲われ、米国市民が殺されました。彼は
契約労働者で、別の兵士が負傷しました。それが17日です。その後20日
に、2月20日に、バグダッド北部のバラド空軍基地が、イランの支援を受
けたイラク民兵に攻撃されました。これらは、イランが背後にあるシーア
派民兵です。その後、昨日… 私の間違いでなければ、2日前、2月22日
(月)、バグダッドのグリーン・ゾーンにある米国大使館の構内で、数発のロ
ケットが…対ロケットシステムは動作もしませんでした。あまりにも近かっ
たので、これら迫撃砲弾が探知されなかったのです。そして、被害を見てく
ださい。これは大胆な動きです。前回、誰かが大使館を妨害しようとした時
はカセム・ソレイマニでしたが、アメリカの元大
統領は、彼のために72人の乙女との会合を手配し
ました。皆さん、こういった人間にいい加減な態
度を取ってはいけません。見てください。基本的には、1週間以内に3つの攻撃
で、米政権や米軍からの応答はありません。何もない。びっくりです。
さて、もう一つ、起こった事をお見せしたいと思います。昨日、最新の最後通告で、テヘランは米国が合
意の完全な遵守に戻るまでの期限を2月23日に定めました。さもなければ、イランは、国際原子力機関の抜
き打ち検査を許可する核合意の部分に従うことを拒否する。イラン議会が定め、法律通過した期限に、国連
査察官の排除の可能性に対する国際的な懸念が高まっています。イランは国際原子力機関に対し、「自発的
な透明性対策」とりわけ、核関連の活動が疑われる軍事施設を含む非核施設への視察訪問を停止すると語っ
た。基本的に、イランは気づいたのです。つい最近の抜き打ち訪問で、彼らが実際に軍事計画、核計画を
持っていることが明らかになった。彼らは決して一言も言っていないのに。そして今、彼らは気づきまし
た。「この検査官達を、追い出さなければならない。絶対に追い出さなければならない。彼らは真実を見つ
けていて、これは良くない。」だから、彼らはこのトリックを引っ張り出しました。「アメリカが合意に戻
らないので、我々は彼らを追い出し、抜き打ち訪問を認めない」ほら、弱いと、こうなるのです。アメリカ
は、「ほら、我々には交渉する意思がありますよ。交渉に戻ります」と言っただけでなく、実際、アメリカ
はイスラエルに言ったのです。「さあ、話しをしよう。イランとの取引について、我々が知りもしなかった
オバマ大統領の時代とは異なり…」この政権は言いました。「今は、イランとの取引に関して、すでにイス
ラエルとアメリカの間のコミュニケーションの手段が必要だ」一つ確かなのは、ネタニヤフ首相は「米国
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が”古い取引”に戻る事で、イランの核兵器への道を開くだろう」と述べま
した。彼は自分が何を言っているのか分かっていますから。しかし、彼は
また、こうも言いました。今日だったと思います。「取引があろうと、取
引がなかろうと私がイスラエルの首相である限り、イランは核兵器を持た
ない」それを解釈する方法は、2つしかありません。ネタニヤフは、「我々
は前回のものよりも良い取引に取り組む」と言っているか、もしくは、彼
は基本的に、本当に起こっていることを言っていて、「イスラエルはすで
に攻撃を計画している」と言っている。それは真実です。私達は計画して
います。それを実行するかどうかは私には分かりません。それがすでにパイプの中にある事は知っていま
す。我々は、もうそれを隠していません。これは明確しておかなければなりません。イスラエルは、実際、
今、選挙シーズンで選挙活動が全力で行われています。私達が今知っていることが1つあるとすれば、あれ
は悪い取引であった事、そして、今立候補している候補者は、ネタニヤフに反対している人ですら、イラン
との核合意を受け入れないでしょう。だから、ネタニヤフはいくつかのポイントを取得し、イスラエル人の
票を得る事を望んでいるかも知れませんが、しかし私が思うに、今、彼に対抗して立候補している他の人達
は、この事に非常に、非常に注意するでしょう。イスラエルの軍事情報、モサド、私達は皆、イランが爆弾
への道を歩んでいることをとても確信しています。彼らが過去2ヶ月半の間に得たものは、すでに爆弾用の
濃縮ウランを製造するのに十分です。この為、イスラエルが心配しているのは、核物質だけではないので
す。我々はまた、イランの弾道ミサイル計画についても懸念しています。そして昨日の時点で、そして今
日、イランは最長で24時間飛行出来る、新しい無人航空機を発表しました。それは実際3000kmまで行く
ことが可能で、はるばるイスラエル、少なくともイスラエルの一部に十分届きます。ですから、非常に興味
深い事になるでしょう。すべてのそれらの飛行物体、エゼキエル戦争に関して聖書が告げている事について
私は考えていますが、それは、攻撃が”暗雲”のように襲う、と告げています。それは地上から来るのではな
く、それは空から襲います。それは暗く、そのように来るのです。非常に興味深いです。
イラン合意について話しました。アメリカが最終的にそれを行うかどうか、私にはわかりません。なぜな
ら、現在の条件は2014-2015年の条件とは異なりますから。しかし一つ確かな事は、イランは爆弾を入手
する決心をしており、世界は非常に注意しなければなりません。今日はロシアについても話しました。今
度、全アップデートを費やして、現在トルコで起こってる事についてお話しします。聖書の預言に照らして
中東の状況を理解するために、これも非常に重要ですから。
しかし最後に、イスラエルのグリーンパスについて少し話したいと思います。これがグリーンパスです。
これは、今、我々が持っているアプリの一部で、イスラエル保健省が製作しました。さて、非常に明確にさ
せてください。私がこの話をするのは、何百人もの人々が私達に問い合わせて来たためです。これが何なの
かよく分からないので、私達にそれを説明して欲しいと頼まれたのです。これは中東アップデートですし、
私はそれについて話すことができます。これが何なのか説明できます。前もって言っておきますが、私が今
から言うことは、ここで起こっている事の報告です。私の意見は言いません。また私は、私がここである議
題を推し進めていると仮定して、それを信じている人を容認するつもりはありません。私は推し進めていま
せん。私は今、グリーンパスについて報告しているのです。成長しましょう。全てを戦う必要がない事を学
びましょう。
これはレポートです。グリーンパスとは何なのか?
グリーンパスとは非常にシンプルです。グリーンパスとは、コロナウイルス
から回復した患者と予防接種を受けた人々への場所や施設への入場許可で
す。グリーンパスの対象者、そのパスの限界、そして、他の誰がグリーンパ
スを得ることができ、グリーンパスの管轄権は何なのか?そのすべてが、こ
の文書に書かれています。Googleで検索すれば、どこでも入手可能です。そ
こで、基本的に何が起こったかと言えば、イスラエルは厳しいロックダウン
の最終段階です。これまでに３度あって、前回のものが最長でした。間違えてはいけません。イスラエルの
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国際空港がこれほど長期間閉鎖されたのは、イスラエル国家の誕生以来、これが初めてです。というか、ま
だ閉鎖中です。少なくとも、あと1ヶ月は閉鎖されます。考えてみて下さい…国際空港です。そして、唯一許
可されているのは、イスラエル人で、1日あたり約200人です。そして、これらの便に乗るには正当な理由
が必要です。予防接種を受ける事は求めませんが、少なくともPCR検査で陰性である事が求められます。し
かし、緊急の場合のみです。言い換えれば、もしイスラエル人の私がルーマニア、または米国を訪れるため
に飛行機に乗り、そして、ただ素敵な場所を訪れ、友人を訪れるために旅行でそこに行き、そして今、私は
そこで立ち往生して、イスラエルに帰らなくてはならないとしても、イスラエル政府は私が戻る事を許しま
せん。緊急事態ではありませんから。病気の家族に会うとか、葬式のために墓地を訪れるとか、または医療
的問題を抱えていて、イスラエルで治療を受けなければならないとか、そういった事です。これが驚く事
に、イスラエルは外国人に閉ざしているだけでなく、現時点ではイスラエル人にも閉鎖されているのです。
全ての始まりは南アフリカとイギリスで変種が始まった時です。イスラエルの感染例が激増して、病院も患
者でいっぱいでした。
イスラエルは、先ほど言ったように、今、段階的に排除しようとしています。そこで最初の段階は、2週
間前、一定数、特定の仕事に戻る人々を解放しました。その後、第2段階は今週の日曜日に始まって、基本
的に経済を開いています。街中の店舗が全員に開かれます。もちろん、マスクや社会的距離などは必要で
す。しかし、特定の場所は、回復し抗体を持っている人と、または予防接種を受けて抗体を持っている人の
み利用可能になります。言い換えれば、予防接種を受けている人で一回しか接種していなかったとしましょ
う。グリーンパスの目的から言えば、それは、まだ予防接種を受けた事にはなりません。2回予防接種を受
けるだけでなく、2回目の予防接種から1週間経って抗体があることが確信されなければなりません。グリー
ンパスを持つ人だけが行くことができる、いくつかの場所とはどこなのか? スポーツイベント、文化イベ
ント、ジム、ホテル、屋内レストラン。言い換えれば、それらの場所ではグリーンパスの提示が求められま
す。さて、どのようにグリーンパスを入手するのか? コロナウイルスから回復したとしましょう。その後、
回復したことを示す書類が作成され、アプリ上でグリーンパスを生成することができます。それは偽造する
ことが非常に困難です。このアプリの前は印刷できるものを持っていましたが、とても簡単に偽造すること
が出来たのです。さて、ワクチンを2回接種し、7日後からは同じことを行うことが出来ます。そして、それ
をアプリに持っていれば、後は、その場所に到着してから、アプリでそれを表示するだけ。アプリとIDを
チェックして、本人確認が済めば、中に入れます。
あなたは、それを好きかもしれないし、あなたはそれが気に入らないかも知れない。誰も好きではありま
せん。皆、どこにでも行きたいです。でも、これが今の状況です。他に説明する方法はありませんが、現時
点では、これを受け入れなければなりません。ところで、イスラエル人は何の問題もありません。イスラエ
ル人のほとんどは理解しています。これは明らかに一時的なもので、この1年間に起こったことが原因であ
る。そして、皆、協力します。それは彼らが愚かだからでも、教養がないからでも、だまされやすいからで
もありません。違います。信じてください。私達の周りの、私達の敵に尋ねてください。私達は簡単には騙
されません。しかし、彼らはそれを理解し、従います。私達は異なる思考だからです。イスラエルは非常に
異なる思考を持つ国です。違いを説明しましょう。イスラエル人の信頼のレベルは、教育システムや軍隊、
医療や政治システムに対してさえ、他の国よりもはるかに高いです。私達は非常に小さな国で、私達は敵に
囲まれていて、私達は、みな軍隊に従軍します。イスラエル人の誰一人として、イスラエルの首相が邪悪な
戦争犯罪者で、国民を殺したいと思っているなんて信じていません。だから、イスラエル人は理解していま
す。見てください。過去73年間、私達は非常に多くの状況に適応しなければならなかったのです。テロが押
し寄せ、戦争があり、数々の問題がありました。いいですか？ 私が軍隊にいたとき、兵役の最初の2ヶ月
は、ミサイル飛来のサイレンがなるたびに、顔にガスマスク着けていたのです。私は、それを身に着けてい
たのです。第一次湾岸戦争の時、サダム・フセインから飛んで来ました。それだけでなく、私達はそれを着
けて演習もしました。また、何百万人ものイスラエル人が何時間も、時には何日も、家の中でガスマスクを
着けていた状況がありました。なぜか? 戦争があったからです。そういう状況だったのです。だからイス
ラエル人は、何かをするように求められていると、彼らは状況を計算し、周りを見回して言うのです。「そ
うだな」そして、自問します。「そうだな。それをしよう。でも、代わりに何を得られるんだ？ なぜ、私
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がそれを行っても、前に出来無かった事が、まだ出来ないのですか？ それでは辻褄が合わない。私に予防
接種を受けて欲しいなら…」私は、イスラエル人が政府にどう話すかを言っているのですよ？「あなたは、
私に予防接種を受けろと言う。なら、私が予防接種を受けたとして、私は、そこから、どんな恩恵を受ける
のだ？ 健康問題に加えて、私はそれから恩恵を受けるのか? 何かを見るのか？」そこで政府は言いま
す。「もちろんです。そしてA、B、C、D、Eが回復して抗体を持っている人と、予防接種を受けた人々に
対してのみ、開かれます。」これが私達の考え方で、それが、ここのやり方です。
皆さん、これを見てください。これはイスラエルの人口です。イスラエル人口は、2020年の大晦日の時
点で約929万1千人、1948年に国が設立されたときの10倍です。この929万1千人のうち、ユダヤ人は
75%、アラブ人は21%、その他が4%。イスラエルの人口は、他の西側諸国の人口に比べて若いと考えら
れ、2020年時点で、0〜14歳は人口の28％、65歳以上は、わずか12%でした。OECDの平均は0〜14歳
が18.5%、65歳以上が15%です。イスラエル人の平均余命は83歳、男性は81歳、女性は84.75人、平均は
もちろん83歳で、2017年のアラブ人女性の平均余命は79.5歳、男性は77.4歳でした。さて、これ見てく
ださい。今日の時点で16歳以上の人、約700万人のうち450万人以上のイスラエル人が予防接種を受け、そ
の上に、ほぼ100万人のイスラエル人、約80万人のイスラエル人が、現在、コロナウイルスから回復してい
ます。ですから、残りの予防接種を受けていない人は、100万人半未満です。さて、繰り返しますが、私は、
ここでワクチン接種について議論するつもりはありません。これはグリーンパスについてのレポートです。
人々に聞かれたので、私は答えているのです。また、ここでは、それがどのように機能し、人々がどのよう
に考え、人々がどのように振る舞うか、そして、いかにして人口わずか900万人の国で、すでに450万人が
接種しているのかについて説明しているだけです。私は、ただ、それを報告しただけです。いいですね？私
は、これを議論するつもりはありませんから、それを理解してください。率直に言って、私はこれにうんざ
りしています。
そして、私がこれにうんざりしている理由は、私達が道に迷ったと思うからです。私は人々が福音のため
に戦う以上に、このために戦っていると信じています。それを見ていてとても、とても残念です。この終わ
りの日に、私達は戦いを選ばなければなりません。信じてください。これよりも、はるかに困難なことが起
こるでしょう。パンデミックは1900年代初頭にもありました。当時も、人々はマスクを着用していて、子
供達は強制的に…ニューヨーク市では、子供達がソーシャルワーカーによって家からに連れて行かれたので
す。彼らがポリオに感染している事を恐れたために。私が言いたいのは、これらは一時的だという事です。
私は新世界秩序が動いている事に警戒していますよ。グレートリセット、財政的なリセット、霊的な後退、
家族の価値観、性的価値観の低下、性別アイデンティティ、クリスチャンが非常に多く…教会でさえ真実か
ら脱線し、めちゃくちゃです。しかし、ペテロが使徒5で経験したことを思い出してください。皆さんにお
見せしたいものがあります。本当に私達が警戒すべき事は、これです。これを見て下さい。聖書は使徒の働
き5章でこう告げています。いいですね？ 多くの人が、この聖句を引用しているのを知っていますが、彼
らは文脈を無視しています。これを見てください。26節から読みます。
「そこで、宮の守衛長は役人たちといっしょに出て行き、使徒たちを連れて来た。しかし、手荒なことはし
なかった。人々に石で打ち殺されるのを恐れたからである。彼らが使徒たちを連れて来て議会の中に立たせ
ると、大祭司は使徒たちを問いただして、言った。「あの名によって教えてはならないときびしく命じてお
いたのに、何ということだ。」（使徒5:26-28）
「この名前で教るなと命じたではないか！」それから、こうあります。
「エルサレム中にあなたがたの教えを広めてしまい、そのうえ、あの人の血の責任をわれわれに負わせよう
としているではないか。ペテロをはじめ使徒たちは答えて言った。『人に従うより、神に従うべきです。
私たちの父祖たちの神は、あなたがたが十字架にかけて殺したイエスを、よみがえらせたのです。そして神
は、イスラエルに悔い改めと罪の赦しを与えるために、このイエスを君とし、救い主として、ご自分の右に
上げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのこと
の証人です。』」（使徒の働き5:28-32）
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私が言おうとしているのは、それこそが私達が恐れるべき事です。その瞬間が来て、「イエスの御名を説
くな。イエスの名の下に何も言うな。」と言われる瞬間、その時、私達は言うのです。「人に従うより、神
に従うべきです。」これがポイントです。エネルギーを節約し、戦いを選びましょう。
そして覚えておいてください。キリスト教徒にとって最も重要なこと。ほら、イエスが来られるとき、主
は、私達が何かをしているのを見たいと言われた時、主は、こうは言っていません。「わたしは、あなた方
が自宅に閉じ込もっているのを見よう。」または、「あれやこれを恐れて、洞窟に閉じ込もっているのを見
よう。」とも言っていません。いいえ、彼はこう仰いました。「わたしは、あなた方が御父の業に従事して
いる所を見たい。わたしの業を行い、わたしの御心を行い、福音を分かち合って、人々に神の愛を示しなさ
い。」これが最も重要なことです。イエスの御名の下に人々に話し、教義を教え、弟子とし、御父と御子と
聖霊の御名によってバプテスマを授ける。私達がすべき事はこれです。これらが最も重要なことです。いい
ですね？ だから、私は皆さんを奨励します。戦いを選んでください。戦うべき戦いを選び、重要でないこ
とにあなたのエネルギーを無駄にしないでください。そして…ええ、すべてが重要です。でも、私達が立ち
上がって言うべき時、「人に従うより、神に従うべきです。」と言うのは、福音が関わる時です。人々をキ
リストに導き、福音を分かち合い、主の御名で教えることに関わる時です。彼の御名で説教し、彼の御名の
下に癒し、魂を救うことが関わっている時でなければなりません。魂の救い、それがすべてです。ですから
皆さん、それをしてください。繰り返しますが、他の医学的問題に関する私の意見は、全く無関係です。医
学的な質問があるなら、医師に尋ねてください。しかし、皆さんは自問しなければなりません。「この最後
の日の最後の時間に、福音を宣べ伝えることに関して、私は何をしてるか？私はそれに勤しんでいるか？
それとも戦うのにに忙しいか? 教会の中で戦い、他の人と戦い、政府と戦い、あれこれと戦っていない
か?」時が来れば、彼らはあなたを呼び出し、言うでしょう。「その名前で教えてはならない！」その時、
私達は言うのです。「人に従うより、神に従うべきです。」
さて、私達はロシアについて少し話し、私達はイランについて話しました。イスラエルの選挙で起こって
いる事について話し、そして、グリーンパスについて話しました。皆さん、理解してください。たくさんの
フェイクニュースが出回っています。イスラエルで起こっている事は、ほとんどホロコーストだと言ってい
る人達がいますが、これは馬鹿げています! イスラエル人のほとんどが現在の状況に照らして、これに納得
しています。あなたはイスラエル人に同意する必要はありません。私達は聖徒ではありません。イスラエル
人は、イスラエル人だから聖徒ではありません。唯一、人が聖徒となるのは、イエス・キリストの信者であ
る時、それだけです。その時、神はイエスの血潮を通してあなたをご覧になるからです。どちらにしても、
あなたは完璧ではありませんから。ただ、皆さんに言っておきます。皆さん、自問しなければなりません。
「私は、この最後の日の最後の時間にいて、私の全エネルギー、私の全集中力を、主の業、神の業を行う事
に注いでいるか？」戦いを選んでください。それがすべてです。
ありがとうございます。皆さん、YouTube、テレグラムで私達をフォローしてください。それから
「Israel and the Church」の購入ご希望の方は、すでに”Barnesand Noble”に出ています。また「The
Day Approaching」と同様、研究ガイドがあります。「The Day Approaching」も、本と研究ガイドが
あって、多くの人々が愛し、教会で学んでいます。「The Last Hour」はもちろん、オンライン・ショップ
でベストセラーです。以上です。皆さん。私達のウェブサイトから、ニュースレターを受け取ってくださ
い。
では、アロンの祝福で締めくくりましょう。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。(民数記6:24-26/ヘブル語)
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
8/9

Behold Israel

中東時事アップデート 2021年2月24日

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)
すべての理解を上回るその平安、平和の君、平和の主、イェシュア・ハ・マシアハが、今より、永遠に、こ
こでもどこででも、あなたに平和を与えてくださいます。主の御名によってお祈りします。
アーメン。
皆さん、ありがとうございます。
God bless you!
ガリラヤからシャローム。

⬅ 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。

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
2021.03.16 (Sun)
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