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2021年3月3日 中東時事アップデート 
ー 米国とサウジの関係悪化、増加するイラン支援の民兵による中東での攻撃 ー 

 

　皆さん、シャローム。アミール・ツァルファティです。何度かライブを行おうと試みたのですが、うまく
いきませんでした。すみません。修復して、今、フェイスブックとYouTubeでライブ配信をしています。理
由はわかりませんが、両方で、いくつかの技術的な問題に直面しています。すぐに改善されることを願って
います。聞いてください。ちょうど数分前に大きなニュースがありました。 

　ものすごい話です。先に進む前に、お祈りをしましょう。そして、ニュース速報から始めます。イスラエ
ルは、先週イスラエルの海岸を襲った巨大な石油流出について、イランを公に直接非難しています。そし
て、私達は何かがおかしい事を知っていました。報道禁止令が出ていましたから。今は、イランを去った石
油船が原因であった事が分かっています。その船は、通信システムやGPS、無線などすべてのスイッチを
切って、サイレントモードでイスラエルの海岸のそばに石油を落としたのです。ところで、石油はレバノン
まで届きました。それによって、文字通りイスラエルの海岸線が黒くなり、何千匹…どれほどの数の動物が
死んだか分かりません。イスラエル人は一人も死亡していませんが、大量の動物が死に、私達の海岸を汚染
しました。さて、大勢のイスラエル人が、そこへ行ってすべてをきれいにしています。私がビーチでジョギ
ングをしていたとき、何百人ものイスラエル人がボランティアで掃除しているのを見ました。残念ながら、
レバノンは違いますが。ポイントは、この1週間に私達が目撃したこれは、新しいタイプのテロです。そし
てイスラエルはイランを直接的かつ公に非難していて、これは軽いことではありません。これは非常に重い
ことです。なぜなら、一度、公的かつ直接的にある国を非難すれば、それは、ただの日常に戻る以上の事を
意味します。それでは、お祈りから始めましょう。それを忘れては大変ですから。そして、この超重要な
ニュースに入りましょう。 

　お父様、あなたに感謝します。あなたは始まりであり終わりで、すべてをご存知です。私達は、すでに終
わりがどうなるかを知っています。あなたが、あなたの御言葉の中で私達に伝えてくださいましたから。私
達がそれを知って恐れるのではなく、準備する事を、あなたが望んでおられるからです。私達は怖がるので
はなく、準備します。ですから、お父様、あなたの御言葉に感謝します。あなたの子供たちに、時代と季節
の理解を与えてくださりありがとうございます。私達は今、世界の出来事、特に中東での出来事を、あなた
の御言葉に照らして理解し、そこから慰めを得たいと思います。今日、私達を励ましてください。私達は、
あなたが完全にコントロールされていることを知っています。あなたの御言葉は真実ですから、あなたの御
言葉で、私達を清めてください。あなたに感謝し、あなたを祝福します。イェシュアの御名によって。 
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
よりライブです。イスラエル政府は、ほんの数分前に基本的に爆弾を放出しまし
た。皆さんも聞いておられるかも知れませんが、これは、私達が対処しなけれ
ばならなかったものです。先週、巨大な石油流出があって、イスラエルのすべて
のビーチが北から南まで閉鎖され、そして野生動物に大惨事をもたらしていま
す。そして、イスラエル政府、シークレットサービスから報道禁止令があって、

多くの人が考えていました。「何が起こっているのだろう？　」「石油流出だ。タンカーを見つけて、何が
起こっているのか調べなければ」今は、タンカーが最終的にギリシャに行った事が分かり、我々はギリシャ
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にチームを送りました。しかし、私達は何かがおかしいと分かっていました。その船がそこにあることを
我々は知っていて、しかし、それは、そこにあることを誰にも知られないように、大きな石油タンカーはイ
スラエルの海岸線を汚染する任務を持ってイランを去り、そして汚染しました。 

　さて、私達はできる限りの修復をしました。私達は、そこを掃除しました。イスラエル人のボランティア
が何千人、その中には、その任務のためにイスラエル軍が送った何千人ものイスラエル兵が含まれます。彼
らは、イスラエルの海岸線を、死海でも、紅海でもなく、地中海に沿って、最北から最南まで歩いて、すべ
てのタールや、すべての汚れ、すべてをきれいにしました。ウミガメや鳥や他の多くのものが壊滅的で、絶
望していました。もちろん水中生命も、この原油流出で壊滅的な被害を受けました。そして今、私達が乗組
員、船の所有者を調査し、それから、その船の全ルートを追跡して分かったのは、皆さん、これはイラン側
からの新しいタイプのテロ攻撃で、イランから直接来ています。代理によってではありません。それが、イ
スラエルに向けられました。面白いのは、昨日、レバノンは、この石油流出の為にイスラエルを訴えると言
いました。それが、あちらの海岸に到達した為です。だから、レバノンは今度は何と言うのだろうと思って
います。ヒズボラはイランによって資金提供され、イランがこの石油流出の背後にあるのです。言い換えれ
ば、イランはレバノンの海岸も汚染したのです。イラン代理が、その国の政府の一員です。巨大なニュース
が、まさに飛び出しました。私はイスラエル政府がしようとしている事に、非常に興味をそそられました。
もちろん、これは通常に戻るタイプのものではありません。私達は未開人や野蛮人ではありません。見てく
ださい。彼らは一人としてイスラエル人を殺していません。今は2月、3月ですから、誰も泳いでいません。
海水浴の季節ではありません。ビーチはほとんどが遊泳禁止です。だから、彼らが私達の夏を破壊したわけ
ではなく、彼らがイスラエル人を殺したわけでもありません。しかし、彼らは何千もの動物を殺し、彼らは
海中を汚染して、そして、基本的に自然を破壊しました。そういう事です。皆さん、これは人間の堕落した
性質です。私達は罪深い性質のために色々な事を行います。人々は、この地球を修正しようとしますが、人
間の罪深い性質は修正しません。この問題に対処しません。という事で、今日のアップデートの後半にかけ
て、それついても話します。多くのことが起こっていますから。しかし、今は船に関する別のエピソードを
お伝えします。 
 
　先週、水曜日にアップデートを終え、木曜日の昼間、革命防衛隊
のイラン海軍艦艇がイスラエル所有の貨物船に2発のロケットを発
射しました。念のために言いますと、これはイスラエルの貨物船で
す。これは大会社のもので、テルアビブに拠点を置くイスラエルの
会社です。しかし、その船が掲げていた旗はバハマのものでした。
そして、そのような船が約60隻、作動しています。皆さん、大量
の車が中にあって、飛んできたロケットによって、船の両側が損傷
を受けました。皆さんがそれを知っておくことは非常に重要です。我々は、それがイランの仕業であること
を知っていて、私達は、実際にイランの仕業だと言いました。そして今、見てください。私達はそれほど気
になりませんが、これは我々以上にサウジ、アラブ首長国連邦、バーレーン、カタールが気になっているは
ずです。それは、そこで起こりましたから。船がサウジアラビアの港を出て、カタール北部からシンガポー
ルに向かってずっと進んでいた時に、オマーン湾で、これが起こりました。つまり、ちょうどペルシャ湾を
出たところ、オマーン湾でイランが攻撃したのです。大きなダメージではありませんが、またしても、これ
はイランの強化のステップアップだと言えます。皆さん、理解しなければなりません。アメリカ合衆国の前
政権の下では、これは決して起こりませんでした。彼らは、そのようなことをすることを非常に恐れていま
した。 

　これで足りないなら、昨夜、再びイラクの米軍基地が攻撃されました。これが基地です。念のために言っ
ておきますと、アル・アサド空軍基地。バグダッドの北西にある、アル・アサド空軍基地。そして、皆さん
に言いますが、アメリカ市民が再び殺され、数人の米兵が負傷しました。まさに１週間前と同じです。ご覧
の通り、エルビルです。だから両方がそこにいるのです。イランは、イラクでアメリカ人を殺しています。
なぜ私はこんな事を言っているのか?なぜなら、アメリカは、イラン民兵に対して最も哀れな攻撃をしたか
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らです。それもどこで？　…シリアです！そして今日、国防総省のこ
の発言で、その皮肉はコメディになりました。「我々は、イランの民
兵を攻撃して、イラク国内にあるアメリカの利益への攻撃を止めた」
なら、なぜシリアで攻撃するのか?　イラクで彼らを攻撃しなさい!　
彼らはイランの支援を受けたイラク国内の民兵です。いいですか？　
シリアは何かをしたい者全員の遊び場です。そして、魅了されるの
は、アメリカが爆撃しているのは‥。 

　ところで、アメリカはF15（戦闘機）を送っていただけでなく、アメリカはロシアに通知して、そして、
ロシアはイランに通知しました。その為、ほとんどすべてが空だったのです。死傷者は1人だけでした。さ
て、皆さんは、死傷者が約17人出たとニュースで見るでしょう。それは嘘です。国防総省でさえ、イラン民
兵の間で1人の死亡者しか認めていません。あそこで死者を数えている人物は、人権団体に変装した人が一
人。しかし彼は違います。これは、いつも誇張している人間です。皆さん、非常に明確にしておきます。イ
ランは、イラクの土壌でアメリカを攻撃しています。そして、これは2番
目の致命的な攻撃です。先週、より多くの攻撃がありましたが、これは
この2週間の内で2番目の致命的な攻撃でした。米軍基地が攻撃され…と
ころで、車両の様子をご覧いただきましょう。皆さん、この車両が見え

るかどうかわかりませんが、ここからロ
ケットが発射され、後に破壊されまし
た。丸い発射装置が全部見えるでしょう。右側の破壊された車両の上に発
射装置があって、この10の穴全てからロケットが発射されたのです。勘違
いしてはいけません。これらが、どのロケットであるか我々は正確に知っ
ています。これらは短距離ロケットで、イラン製です。間違いなく、それ
はイラクにおけるアメリカの利益に対するイランの攻撃です。そして現政
権が、まだ核合意更新の交渉をイランとする事を楽しみにしているのを見
て、私は驚いています。哀れを超えています。いいですか？　それは哀れを
超えています。この時点で、私にはこれしか言えません。 

　もう一つお伝えたいのは、イランの攻撃はイスラエルに対してだけではありません。たった今お話しした
石油流出や、オマーン湾でのイスラエルの貨物船、またはアメリカの基地、しかし、彼らはイエメンで彼ら
のフーシ派を利用してほぼ日常的にサウジアラビアを攻撃しています。皆さんに動画をお見せしましょう。
ほんの一部だけですが、数日前のものです。これらのドローンは、ご覧の通り迎撃されました。これらは
フーシ派が送った自爆ドローンですが、彼らが送ったのは、それだけではありません。彼らはサウジアラビ
アの首都リヤドに向けて弾道ミサイルを発射し、そしてダメージがありました。それがロケットの発射で
す。ですから、ご理解いただけたでしょうか。イランは、しおらしく身を清めて交渉に戻ろうと頑張ってい
るわけではありません。いいえ、彼らは、すべてをステップアップしました。それだけではありません。私
は、すでに前回と2週間前にもお話ししましたが、彼らはすでに、彼らに必要な量をはるかに超えて、ウラ
ンを濃縮しています。彼らは許可されている量の10倍の濃縮ウランを持っています。そして、彼らの大統領
は既に言いました。「我々は必要に応じて、さらに濃縮する権利がある」ところで、国連の査察官は、予告
なしにイランの核施設を訪問することは許されません。ご覧のとおり、それは合意の非常に重要な部分でし
た。それが彼らは言いました。「いや、いや。事前に私達に知らせなければならない」そうですか。私達は
元々ここで何の合意について話しているのか?私にはよく分かりません。皆さん、これが私達が今話してい
るもので、非常に興味深いです。イランがイラクで、アメリカやシーア派、ムラー派、イラクのアヤトッラー
を攻撃している間…「アヤトッラーはイランだけだと思っていた」ですか？　いえいえ。シーア派は彼らの
いる所はどこにでも独自のアヤトッラーを持っていて、イラクの主要な1人は、来週、イラクで彼の友人に
会う予定です。これを見て下さい。”兄弟の出会い”のために、誰がイラクを訪れると思いますか？　注意深
く見てください。見ましたか?教皇が訪問する予定です。彼はシーア派の指導者アヤトッラ・シスタニに会
う予定でこれが、非常に興味深いのです。皆さん、あそこに書かれているものを見ましたね？　「人間には
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2種類あって、信仰の兄弟か、もしくはあなたと同じ人間だ」そのような会合の大
きなポスターに、こんな事を書くなんて非常に興味深いです。実際には、シーア派
は自分達とは違う種類の人間を全員虐殺しています。つまり、私達が見ているも
のは...？　私達は確かに見ています。近い将来訪れる新しい世界宗教の誕生か？　
それは間違いなくやって来ます。私は「新しい世界宗教の台頭」のトピックで、非
常に特別なメッセージをお伝えするつもりです。また、これはジャン・マルケルと
バリー・スタグナーと行う、次回の預言座談会のトピックでもあります。それも
お楽しみに。しかし、イラクの街で今日これを見ているのは、非常に興味深いで
す。もちろん、その間、彼らがあちらで米国の資産への攻撃を止める事はありま
せん。ですから皆さん、ここ数日間、アメリカ政権がしている事は、イランを称
賛し、サウジ政権に屈辱を与えるにほかなりません。 

　先週機密解除された報告書では、基本的にサウジアラビアの皇太子に、2018年のイスタンブールのサ 
ウジアラビア領事館でのジャマル・カショギ殺害の罪を着せました。しかし2日前の月曜日、米国務省は皇
太子に非常に近いサウジアラビア宮殿の高官70人以上に制裁を科し、そして、見てください。国務省は言い
ました。「我々には、皇太子自身に対して、より多くの行動を取る権利がある」彼らはサウジアラビアの人
権状況に目を向け、非常に懸念しています。これを見て思い出すのは、オバマ時代に彼らがホスニ・ムバラ
クにした事です。彼らは彼に言いました。「私達は人権を非常に心配しています。あなた方はムスリム同胞
団に対して、非常に不当な扱いをしている」さて、ムスリム同胞団はテロ組織です。もちろん、それでホス
ニ・ムバラクを倒したのです。アラブの春を覚えていますか?そして、エジプトにとって最悪の時代の到来
です。モハメド・モルシの登場で、モルシはホワイトハウスで歓迎されました。しかし、ありがたいことに、
エル・シシが引き継ぎ、現在、あちらの事態は、はるかに良くなっています。ただ、言っておきますが、こ
のように事態が動いていて、サウジは今大きな問題を抱えています。彼らは、現在のアメリカ政権に関し
て、あちら側には彼らが信頼できる者が誰もいないことを理解しています。 
 
　皆さんに、この偽善をお見せしましょう。見てください。いいで
すね?　2人の人物の話です。いいですね？　カショギの話。これで
す。2人のジャーナリストの物語。2018年10月2日ジャマル・カ
ショギは、米国に拠点を置くジャーナリストで、サウジアラビア政
府を批判していました。ところで、彼はムスリム同胞団の一員また
は少なくとも支持者でした。彼はイスタンブールのサウジアラビア
領事館に入り、そこで殺害されました。この事で、彼らは皇太子を
非難しているのです。次に、これを見てください。彼らは言いませ
んが、別の場所に、もう一人のジャーナリストがいて、彼に何か他のことが起こりました。見てください。
こちらはルホラー・ザム。ルホラー・ザムは、2009年の選挙後の抗議行動の後、イランを脱出、フランス
に亡命が認められるが、彼はイラク訪問中に拉致されました。彼は文字通り誘惑され…。私にはそれが何
だったのか定かではありませんが、しかし、イラン革命防衛隊は彼をイラクにおびき寄せ、そして、1年後
の2019年、彼のイラク訪問中に、革命防衛隊は明らかにイラク情報当局の助けを借りて、強制的に彼をイ
ランに連れて行き、そして2020年12月、イラン当局は彼を絞首刑にしました。ホワイトハウスや国務省か

ら、この人について何らかの発言があったかどうか分かりません。なぜか?それ
は、カショギはワシントン・ポストに記事を書いていたからです。ワシントンポ
ストが誰を支持しているか、皆さんは正確にご存知ですね。ルホラー・ザムはイ
ラン人で、イラン人がイラン人を殺した…だから？　ここに偽善が見られます。
彼らは2人共ジャーナリストで、どちらも彼らの政権を批判していました。しか
し、一方だけが今、厳しく対処されて私が思うに、間違った理由でです。 

　ここから、非常に大きなポイントに入ります。サウジは、イスラエルと公式な関係を持ってないかもしれ
ませんが、ご存知のように、彼らは今パレスチナ人やその他との別の戦線は要らないのです。しかし、サウ
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ジは、北大西洋条約機構(NATO)のような地域同盟を希望していると表明しています。イスラエルとアラブ
首長国連邦、バーレーン、そのすべてとの軍事同盟です。それだけでなく、アラブ首長国連邦とサウジが鉄
道建設を推し進めている事が分かりました。イスラエルには既に存在しますが、ヨルダンにはありません。
はるばるサウジアラビアとアラブ首長国連邦からイスラエルを横切って、地中海まで。そうすれば、彼らは
イランとフーシ派によって攻撃されている船に頼る必要がなくなるのです。皆さん、理解してください。彼
らはこう言っているのです。「ほら、我々はヨルダンと和平があり、今、我々はイスラエルとの和平がある。
その成果を享受しようじゃないか」そして、イスラエルは、すでにハイファの地中海からはるかヨルダン国
境に向かう新しい鉄道システムを持っています。しかし、ヨルダンはイスラエルのような先進国ではないた
め、サウジアラビアは、こう言っているのです。「私達がそれを支払いましょう。心配しないで。ヨルダン
の皆さんは、ただ私達に建設させてください。私達がそれに取り組んで、そして私達がそれを建設します」
かなり驚きです。サウジアラビアが鉄道建設費用を払う意思があると言っているのです。びっくりです。彼
らの方からイスラエルに向かって商品を持って来るために。明らかに、今は終わりの時代です。私が今言っ
たことが想像できますか?つまり、現在、非常に興味深い展開がいくつか起こっているのです。その多くは
もちろん、米国とイランとの今の状況によるものです。 

　さて、私はアメリカを気の毒に思います。彼らのイランとの関わり方は、哀れを超えています。ほら、 
地域のすべての国は、アメリカの事を恥ずかしく感じているのです。彼らは、本当にアメリカの事を恥ずか
しいと感じています。なぜ、アメリカがロシアを追いかけ、サウジアラビアを追いかけて、そして、中国と
イランは追いかけないのか分かりません。ところで、中国は現在イランと協力しています。中国は今、イラ
ンと組んでいます。間違ってはいけません。だから、私達は非常に奇妙なものを見ていて、米国の政権は、
米国の利益に反して働いていて、彼らはサウジアラビアとの武器取引の多くをキャンセルし、彼らはテロ組
織リストからフーシ派を削除しました。彼らは考えました。「テロ組織のリストから彼らを削除すれば、彼
らは行儀よくするだろう」彼らがそれをして以来、サウジアラビアへの攻撃はエスカレートして、今では、
ほぼ1日に2回になりました。地域のすべての国が、中東に関してアメリカ政権の対応に目を見張っていて、
衝撃どころではありません。ただの世間知らずであるのと、誰かに唾を吐かれて、「ああ、雨だ。傘をさそ
う」と言うのとは別問題です。雨ではありません！誰かがあなたに唾を吐いているか、あるいは、誰かがあ
なたにおしっこをしているかのどちらかです。それは雨ではありません。そして、イランはペルシャの交渉
の秘密を教えているのです。クレイジーです。こんなものは見たことがありません。アメリカを交渉に戻ら
せたい国が行儀よくする事を期待して、実際に彼らが彼らの側の契約を守る約束の印に、オリーブの枝を差
し出す事を期待している。しかし、彼らは出来る限りの事をして、「我々は、我々の側の契約は守らない！」
と全世界に示しているのです。「我々は実際にテロ民兵を養ってアメリカの利益を攻撃し、サウジの利益を
攻撃し、イスラエルの利益を攻撃させる」彼らは、ただ地域を不安定にしているのです。今、中東は文字通
り沸点にあります。まさに文字通り。前政権は一回も戦争を始めさせず、4つの和平合意をもたらしまし
た。あれは、この地域で大きな繁栄の時代でした。そこへ登場したこの政権は驚くべき才能を持って、60日
以内に全てを最も不安定な領域にしました。これは、ほんの始まりです。まだ、この政権が3年半以上続く
のです。終わりの時点での被害が、どれほどになるか想像もできません。しかし、これ、私達が現在対処し
ているものです。 
 
　もう一度、このアップデートのはじめに言った事に戻ります。先週、イスラ
エルの海岸線で起きた原油流出、イスラエルはちょうど報道禁止令を解禁しま
した。課されていた報道禁止令をご覧ください。「イスラエルはビーチを閉鎖
し、野生動物を荒廃させた石油流出の調査に報道禁止令を発令する」皆さん、
つい先ほど報道禁止令が解禁されました。今、それはイランを出て真っ直ぐ私
達の所へ向かった石油タンカーが、石油を放出した事が分かっています。さ
て、その途中で私達の海岸に到着に際して、その船はすべての通信、GPS、無線システム、すべてを切り、
オフにしました。さて、それをするのは、誰にも見られたくない時だけです。つまり、自分が何をしている
か分かっているという事で、あれは事故ではありません。その後、その石油タンカーは続けました。我々
は、それを特定し、我々はそれが何であるかを知っています。我々はチームを派遣して調査しました。これ
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がテロ攻撃であることは明らかです。生物学的なものではなく、イラン側からの生態学的テロ攻撃。ところ
で、先に述べたように、その原油流出はレバノンの海岸にも達しました。そしてレバノンはイランによって
引き起こされた石油流出のためにイスラエルを訴えると脅しました。忘れないでください。レバノンの政府
にはレバノン国内のイランの代理人であるヒズボラがいます。それはまるで…これが深刻でなければ、私は
今、笑ってますよ。見てください。すべてがクレイジーです。DCでは誰も気にしていないようで、まるで
DCの誰もが…これを見て思い出すのは…こんな例えを使って、すみません。ごめんなさい。でも、エン・
ゲディの近くで野生のヤギの交配シーズンを見て、私は非常に…恥ずかしくなりました。オスがメスを追い
かけるのを見て、その様子が、まるで悟る事が出来ないというか、メスが全く興味を持っていないか、獲得
する為に必死になっているか。オス達は、まるでクギ付けにされていて全く常識がなく、本当に信じられま
せんでした。今も同じ気持ちです。核合意に戻ることを必死でターゲットにしている行政があって、彼ら
は、イランイスラエル、サウジアラビア、地域全体に対して現在やっていることを、とにかく、すべて無視
しています。私が先週お伝えした事は言うまでもありません。 

　イランは利口で、韓国の外相がテヘランを訪問する1週間前に、彼らは韓国のタンカーと、その乗組員全
体を乗っ取りました。いくつかの環境問題に違反したというのが口実です。多分、彼らが、その1分前に環
境法を法制化したのでしょう。明らかに、韓国人は何も悪いことをしていませんから。さて、これを見てく
ださい。彼らが乗組員を解放するのに、しばらく時間がかかりましたが、彼らは、まだ船を維持していま
す。そして、これを見てください。彼らは、韓国人に80億ドルの凍結を解除させるに至りました。制裁によ
り、韓国の銀行で凍結されていたイランのドルです。さて、ある人は言うかも知れません。「まぁでも、そ
れはイランのお金でしょ？　」それはイランのお金です。しかし彼らは、それをテロに使用していて、だか
ら凍結されていたのです。だから制裁が課せられたのです。彼らが彼らのお金を使わないように。お金が必
要なのは、むしろイランに攻撃されている国や個人への補償です。しかし韓国は、その金額を解除しまし
た。80億ドルです。それはイランにとって、天文学的な数字です。非常に利口です。訪問の1週間前。そし
て今、彼は来ています。きっと、彼は小切手を持って来たでしょう。船は、まだイランの手中にあります。
乗組員は見せかけの為に解放されましたが、このように、彼らは地域で好きなことをしていて、誰も彼らに
責任を負わせません。 
 
　それで足りないなら、オランダ、ハーグにある国際刑事裁判所は…前回か、
2週間前にも話しましたが、彼らは、今日、決定しました。その内容は、はい、
どうぞ。ああ、いや、いや、いや、彼女はどこでしょう。はい、いました。彼
女は今日、私が、”彼女”と言っているのは、ファトゥ・ベンソウダ、ナミビア
出身です。彼女について一つお話ししますと、彼女は..いや、今は彼女につい
て話すのはやめましょう。ご覧のとおり、これが今日の決定です。それが、今
日、決定した事です。彼らはいくつかの人道的犯罪の調査を望んでいます。そ
して、これを見てください。彼らがどこから調査を開始しようとしているか見
てください。彼らは、2014年7月14日から調査しようとしています。ガザに対するイスラエルの軍事作戦
の開始からです。70発のロケットがイスラエルに向かって飛んで来たのが発端です。それだけでなく、この
直前にハマスは、イスラエルの少年3人を誘拐して殺害し、彼らの遺体が西岸地区で見つかるまでに数週間
かかりました。だから、彼らは、全ての発端であるイスラエルの少年3人の拉致、殺害から調査を開始せ

ず、彼らはハマスがイスラエルで70発のロケット弾を発射し始めたところから
調査を始めず、彼らはイスラエルがこれらのことの結果として軍事的対立に従
事した所から調査を始めます。これを見てください。基本的に、ハマスは住宅
地を利用し、彼らは病院や救急車に隠れて、罪のないイスラエルの民間人にロ
ケット弾を発射し、爆発物を動物に着けて利用します。彼らはイスラエルに続
くテロ用のトンネルを大量に建設しています。彼らは、学校やモスクに武器を
隠します。ほら、もう一つ、お見せしましょう。はいどうぞ。見て下さい。ハ

マスに属する武器庫です。どこ？　その周りにどれほど民家があるか見てください。さて、彼らはロケット
を発射し、私達はロケットがどこにあるか知っていますが、それに触れることが出来ません。なぜなら、周
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りにたくさんの家があるからです。もし、我々がそれに何かをすれば付随的
損害が出ます。それから、これも見てください。ガザの内側のどれほどの場
所から彼らが私達にロケットを発射していたか見てください。文字通り、い
たる所からです。現在ガザは世界で最も人口が密集した地域です。つまり、
この中の赤い点がある場所は、どこも大勢の民間人が住んでいるのです。そ
して、彼らはそこから私達にロケットを発射します。我々がロケット発射台
を破壊し、テロリストを殺せば、付随的損害が生じてパレスチナ人にも命中
する事を知っていますから。これに我々は対応しているのです。動物。そし
て今度は彼らは調査したいと言います。さて、これは前大統領、前政権が制
裁したものと同じです。それが今、制裁は解除され、イランはそれを祝って
います。見てください。面白い事に国際犯罪裁判所が実際に犯罪者の希望、
テロリストの希望なのです。法を守る市民ではなく。驚愕どころではありま
せん。 
 

　それだけではありません。今日、ギリシャではテサロニキの南120キロで、マ
グニチュード6.3の地震がありました。それで足りないなら、昨日、インドネシア
のシナブン山が噴火しました。5kmの高さに噴出した火山灰が写っています。こ
れはすごかったです。すごいです。さて、なぜ私はこの全てを話しているのか?私
がこの全てを伝えているのは、多くの人が…私が今から言う事で、おそらく何千
人ものフォロワーを失うでしょう。しかし、私はそれで構いません。これは言わ
なければなりませんから。私は、私の良心に従う必要がありますから私は言いま
す。あなたは、あなたの好きなようにしてください。この現政権が入ったとき、
彼らが最初にしたことの一つは、これです。パリ協定に戻りました。私が今言っ
たことを理解していますか？　つまりそれは、アメリカは何百万人もの人々の仕
事を破壊する為に数十億ドルの投資をしなければならない事を意味します。それ
で、最終的に1-2度の温度を下げるかもしれません。そして面白い事に、アメリカ

は、他の国よりも多くのことをしなければならないのです。アメリカは公害に関して言えば、この中で最も
少ないのに。しかし、なぜ私はこんな事を言っているのか?私がそのすべてを伝えているのは、平等法が下
院を通過したからです。パリ協定：私達はそれに戻りました。ええ。これら2つは、長年にわたって彼らが
押し進めようとして来た事です。気候変動、そして平等法。これはもちろん、性別や性的指向、そのすべて
に関するものですが、しかし、この目的は人種差別を排除することを意図した1964年の人権法案を取り、
そして今、この性同一性に関するものを加える事です。 
 
　さて、私はこの全貌を掘り下げるつもりはありませんが、この1年
間…この1年間、クリスチャンは間違った木に吠えていたと思います。そ
して、彼らは間違った木に登って、彼らは今日の教会の、それでなくて
も歪んだイメージに大きな被害を引き起こしました。殉教が、信仰や福
音を伝える事が可能かどうかでなく、マスクの着用やワクチン接種が全
てになっていて、今や、あなたは一日中それに対応している。すると、本当の敵が周りから潜り込んで、バー
ンとあなたを襲います。だから、人は教会は不可欠ではないと考え、ずっと閉鎖しようとするのです。言っ
ておきますが、教会はアルコールを売る場所よりはるかに不可欠です。教会は麻薬を売っている場所より
も、はるかに不可欠です。教会はスーパーマーケットの一部よりもはるかにずっと不可欠です。私は人の魂
を救う事の出来るスーパーを一度も見たことがありません。しかし、一つ言えるのは、スーパーマーケット

や酒屋は、あなたの医者のふりをしません。残念ながら、教会の主要な
部分、教会の指導者達、彼らは医者になりました。突然、彼らはあなた
に言います。あなたは何を着け、何を着ける必要がないのか、あなたは
何を接種し、何を接種するべきでないのか、ウイルスがあるのか、ウイ
ルスがないのか。そして、今や全体がそれについてで、そこへ敵は下か
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らやって来て、そのすべてを利用し、私達がどれほどばかげているかを証明しています。そして、誰が権力
を握り、彼らが最初に何をしているか正確に知っています。彼らがまずやっていることは、彼らが前にやろ
うとしたことです。そして今、彼らは、それらのことを行う力を得ています。その事に私は本当に心が痛む
のです。見てください。敵は、これらの3つのことで私達の社会の基本構造にダメージを与えようとしま
す。人間には堕落したこの惑星の腐敗を遅らせる事が出来る。人間には聖書にある家族の定義を変える事が
出来る。現実を切り離して、人間は自分の性別を決定する事が出来る。アルゴリズムに捕まって禁止される
ので、私はこれを言いませんが、しかし、はっきりと見て分かるように、全ては人間がしてはいけない事を
人間に出来ると考える。はっきりとそれを見ることができます。これが、まさに私達が今見ているもので
す。 
 
　さて、非常に興味深いもの、聖書が告げている事もお見せしま
しょう。主が惑星地球を創造され、それは完璧でした。創造の6日
間。主はまた完璧な人を創造され、それを見て良しとされたので
す。素晴らしい！そして、主は人に自由意志を与えられました。そ
れで何が起こったか見てください。あっという間に罪が世に入りま
した。そして、死と自然災害、被造物と聖徒の両方が、うめき声を
あげます。これを見て下さい。私が驚くのは、その世に入り込み、非常に大きな代償をもたらした罪は、今
や無視され、彼らは損傷を修正しようとしているのです。私は良い本を読みましたが、題名は…ちょっと
待ってください。ヘンリー・モリス博士の著書「The Genesis Record (創世記の記録)」科学者達は、惑星
が水で覆われるとどうなるかを調べ、今日の現実に一致する結論に達しました。凍結した2つの極、地下の
流れから地面を潤した蒸気の覆いの溶解によって新しい細菌が侵入し、人や獣や植物に病気をもたらした。
この自然界の不均衡は、その時以来、大惨事を引き起こしている。私達は堕落した生き物であって、私達と
私達に与えられた非常に美しい創造を罪が破壊したのです。そして、これらの病気のすべてが起こり、今
や、まさに世界中を見てください。私はイザヤが伝えた事を読んでいて……どこにあるかな…ここにあると
良いのですが…まず、神が創世記6:5-6で言われた事を見てください。 
　 
「主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることがみな、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。」
（創世記6:5） 

これは、創世記の第6章に過ぎません。 

「そして主は仰せられた。『わたしが創造した人を地の面から消し去ろう。人をはじめ、家畜やはうもの、 
空の鳥に至るまで。わたしは、これらを造ったことを残念に思うからだ。』（創世記6:5-7） 

これは、ものすごくものすごく、超超悲劇的な聖句です。最も悲しい聖句の一つでしょう。さて、私がお読 
みしたかった聖句は、…私はそれを持っていると思ったのですが、..イザヤ24章です。お読みしましょう。
イザヤ24:4-6です。いいですね？　それには、こうあります。 

「地は嘆き悲しみ、衰える。世界はしおれ、衰える。天も地とともにしおれる。地はその住民によって汚さ
れた。彼らが（環境ではありません。）律法を犯し、定めを変え、とこしえの契約を破ったからである。」 
（イザヤ24:4-5） 

ほら、先ほどお見せしましたね？　平等法、気候変動、その他。『私達がそれを修正する』『私達で物事を
変える』『私達にはその力がある！』これを見て下さい。 

「彼らが律法を犯し、定めを変え、とこしえの契約を破ったからである。それゆえ、のろいは地を食い尽く
し、その地の住民は罪ある者とされる。それゆえ、地の住民は減り、わずかな者が残される。」 
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（イザヤ24:6） 
とても悲劇的です。ローマ人8:20-21は言います。 

「それは、被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく、服従させた方によるのであって、望みがあるか
らです。被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの、栄光の自由の中に入れられます。」 
（ローマ8:20-21） 
 
皆さんに、お伝えしたい事があります。いつ、緑の地球になるか知ってい
ますか？　地球は、いつ回復するか知っていますか？　パリ協定（気候変
動）を通じてではありません。それは確かです。それがどのように起こる
か、お教えしましょう。とても素晴らしいです。これをお見せしましょ
う。まず第一に、これを見てください。皆さんに見えるはずです。これを
見て下さい。損なわれた地球があって、損なわれた人々がいて、単に罪が
あります。何が起こったか見てください。ご覧の通り、イエスが御自身の
民に現れました。明らかにご覧の通り、あなたは、まだ、この損なわれ
た世界にいながら、新しく創られた者になることが可能です。ご覧の通
り、あなたは青に変わります。しかし、その後、目に見えない希望があり
ます。それはもちろん、私達が新しい体で上に上げられる事で、私達は緑
になり、そして私達は回復した地球に戻ってきます。これを見てくださ
い。ここでは、汚れた世と人々、そして見ての通り、人は再生すると新し
く創られた者になります。-青-そして、永遠の体、栄光に満ちた栄光の体に変えられます。私達はその緑に
なり、それは最後のラッパの時です。それから私達は天国に上って、ユダ族の獅子でもあるイエスから報酬
を受け取ります。そして、私達は主と一緒に戻って来て、地球は回復されますが、そこには、まだ罪深い人々
がいます。黙示録20章、最後の最後に彼らはサタンに参加しますから、それが分かります。 
 
　もし、これで足りなければ、これをお見せしたいと思います。いいです
か？　損なわれた地球があって、イエスの死と復活は損なわれた人を新し
い創造物にします。そして、その新しく創られた私達は、主と共に、罪深
い人々を1000年間統治します。私達は、主と共に罪深い人々を統治する
のです。ですから、これらは非常に重要なことだと私は信じています。も
う一度、ご覧いただきましょう。これ..ええ、これはお見せしました。こ
れを見てみましょう。はい。これも見ましたね。私がここで言おうとしているのは、本当のダメージは…ほ
ら、1919年、誰もがマスク着用を求められました。子供達はポリオにかかっているかも知れないという恐
れから、自宅から掴み出され、人々は予防接種を命じられていました。ところで、今はもうポリオはありま
せん。今、「これは獣の印だ」とか何とか言っている聖書教師の多くは、絶対に、もし彼らが1919年に生
きていたら同じことを言ったはずです。つまり何かというと、私達は、その事であまりにも興奮しすぎて、
現在起こっている事を見ていないのです。見てください！あなたは福音を宣べ伝えることを禁じられて、刑
務所に行く準備をしておくべきです。あなたは、このためにあなたの命を捧げる準備が出来ているべきで
す。これは唯一、ペテロと弟子たちが言った事です。 

「人に従うより、神に従うべきです。」（使徒の働き5:29） 

イエスの御名で説教する事を禁ずる命令に対してです。それが、すべてでした。皆さん、私はクリスチャン
達が戦うべきではない事をめぐって戦っているのを見て、本当に心が痛みます。そして、彼らは周りで起
こっている他の部分をとにかく無視しています。人間には堕落したこの惑星の腐敗を遅らせる事が出来る。
人間には聖書にある家族の定義を変える事が出来る。現実を切り離して人間は自分の性別を決定する事が出
来る。これらの事、すべては私達が今話したことです。すべては、ここ
ではっきりと読むことが出来ます。これらのことは、COVIDが登場する
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はるか以前に始まって、COVIDが消えた後も続きます。それは続きますから。皆さん、これを理解しなけれ
ばなりません。人間が神を置き換える時、それは敵です。いいですね？　それが問題です。そして、私達が
病気に対処し始めると、基本的に、あなたも私は知っている通り、それは歴史の中でずっと存在していて、
異なる形や形で出ては消えて行きます。しかし、そのすべてはずっとさかのぼって、罪が原因で、バランス
が崩れ、洪水を引き起こしたのです。なぜ、それまで洪水がなかったと思いますか?洪水まで雨さえ降らな
かったのはなぜだと思いますか？　水が下から来て、蒸気があったからです。それは地球上の天蓋のようで
した。水が地下の川から湧き上がると、それが蒸発し、そして戻って来て、世界を潤したのです。雨は必要
なくて、当時、神が雨を降らせる必要はありませんでした。そこへ洪水が起こって、初めて雨が降り、もち
ろん、その蒸気はなくなりました。言っておきますが、科学者達が証明したのです。もし地球が、これほど
大量の水で満たされていたら、洪水の説明は、まさに今日あるものです。ところで、その事から分かる通
り、私達が今日見るすべてが洪水があった事実を証明しています。それは人類が非常に悪であったという事
実の証で、神が、あの洪水を送られたのは、そのためです。創世記3章の、その罪がそこにあります。です
から、皆さんにお願いします。間違った木に向かって吠えたり、その木に登るのを止めて、本当に起こって
いる事を見てください。アメリカだけでなく、平等法はアメリカだけかも知れません。でも、気候変動はど
こにでもあります。そして、その平等法は全世界に及びます。ほら、ご存知ですか？　ミスター・ポテトは、
もはや”ミスター・ポテト”ではありません。間違っても、”ミスター”でない人の感情を傷つけてはならない！
だから、彼はもう”ミスター”ではない。ほら、これはあっという間に全世界に広がりますよ。だからこそ、
私達は、すぐにここから出て行き、神が、この世界を裁く必要があるのです。しかし、神が最も見たくない
のは、私達が御父の仕事をせずに互いに争う事です。私の発言で気分を概した人がいれば謝りますが、しか
し、もうたくさんです。「ワクチン賛成！」「ワクチン反対！」とか「マスク賛成！」「マスク反対！」と
か、あれだとか、これだとか、このナンセンスを止めなさい。何でも好きなようにしてください！いいです
か？　しかし、それは、ここでの私達の戦いではないことを覚えておいてください。これは、ここで私達が
戦う事ではありません。いいですね？　そうじゃありません。ワクチンを接種した何百万人もの真面目なク
リスチャンに対して、彼らは救いを失ったとか、彼らは獣に属しているとか、彼らはとんでもない事をした
などとは言えません。それは言えません。戦うのは、それではありません。戦いは救いが全て、あなたの魂
が全てです。それから言っておきますが、私は皆の意見を尊重します。あなたがすべき事をすればいいので
す。私は絶対に尋ねることはありません。私は、あなたが何をすべきかなんて言いもしません。私には関係
ありませんから。しかし、私は私達クリスチャンが何をすべきか、聖書が告げている事を知っています。そ
れは、この数ヶ月間ここで行われ、私達が目撃して来た、この信じられない事とは異なります。それは狂気
の沙汰ですし、もう十分です。いいですね？　 

　さて、聞いてください。大きなニュースでした。できる限り多く、これをシェアしてください、私が今お
伝えしている内容はソーシャルメディアで抑制されると確信していますから。できるだけ多くの人々にシェ
アしてください。では、アロンの祝福で終わりましょう。 

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) 

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) 

イェシュア、シル・シャローム、平和の君の御名によってお祈りします。アーメン。 

ありがとうございます。私達のニュースレターを登録してください。もう、ここにはいなくなるかも知れま
せんから。ところでテレグラム、私はツイッターはしていませんが、1日に数回、テレグラムに投稿してい
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ます。私はそこで、1日に数回、最新ニュースをお伝えしています。だから、テレグラムを見てください。
YouTubeは、Behold Israel with Amir Tsarfati、（日本語は、BeholdIsrael/日本語：Japanese） 
Facebookは、BeholdIsrael、私達のニュースレターの登録は、BeholdIsrael.orgに行ってください。 

ありがとうございます。 

God bless you! 

ガリラヤよりシャローム！ 
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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 
                                                                                      2021.03.19 (Fri)

https://www.youtube.com/channel/UCLcuvC6Mr63AqwiiXDkwRVQ
https://www.youtube.com/channel/UCLcuvC6Mr63AqwiiXDkwRVQ

