
Behold Israel 中東時事アップデート 2021年3月17日

 
Amir Tsarfati 

2021年3月17日中東時事アップデート 
ーイランに対するイスラエルの秘密海上戦争ー 

 

　皆さん シャローム。アミール・ツァルファティです。ガリラヤのオフィスからライブです。再び、中東の
アップデートをお伝え出来る事を嬉しく思います。非常に多くの出来事が満載です。いくつかは、聖書の観
点から見て非常にワクワクする内容で、他はローカルな話ですが、今、中東の周りで起こっていることから
絶対に無視できない事柄です。つまり、レバノンとシリアだけでなく、私達の周りの他の国の完全な崩壊に
ついてです。そしてもちろん、イスラエルは、なかなか順調です。そして、他のいくつかのものは実際に今
私達の注意を占領していて、実際、聖書に関連しています。それらについても話します。まずは、お祈りか
ら始めましょう。 

　お父様、私達は、あなたに本当に感謝しています。あなたは私達の信仰の創始者であり、完成者であら
れ、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、あなたが預言者を通して明らかにされた、あなた
の言葉を通して、あなたの子供達が、あなたのご計画を知るようにしてくださり、感謝します。お父様、あ
なたに感謝します。私達は今、世界で起こっているすべての事を見て、はるかに高い視点から、あなたが完
全にコントロールしておられる事を知り、全ての事は目的があり、一時的に起こっていることが分かりま
す。私達はあなたに感謝し、あなたを祝福して、イエス、イェシュアの御名によって祈ります。アーメン。 

　では改めて、シャローム 皆さん。アミール・ツァルファティです。私はワクワクしています。YouTubeで
今見ている皆さんは、私達のYouTubeチャンネルを登録して、通知のベルをクリックしてください。そして
もちろん、可能であれば高評価ボタンもお願いします。それによって、YouTubeのアルゴリズムが機能し
て、より多くの人々に私達のチャンネルが広がりますから。そして、フェイスブックで見ている皆さんは共
有ボタンをクリックして、できるだけ多くの人にシェアしてください。 

　さて、まず第一に、昨夜、イスラエルはダマスカスの南部郊外で再び攻撃しました。一部の人達が私に尋
ねています。「アミール、なぜダマスカスでなく、南部なのですか？」ええ、ダマスカスは巨大な都市で世
界中のほとんどの大都市のように、そこにも郊外があって、イラン革命防衛隊は、必ずしも、常に市内中心
部に位置しているわけではなく、実際、彼らはいつも異なる場所で独自の戦略的な場所を好みます。そし
て、攻撃の前の24時間、イスラエルは、少なくとも4機の747貨物ジャンボジェット機が弾薬と武器を乗せ
て、テヘランから直接ダマスカス空港に到着している事に気付きました。その後、荷物を積んで、まさに昨
日、攻撃が行われた場所に運ばれました。実際には4機以上ありましたが。何が起こったかというと、芝刈
りと同じように私達は物事が成長するのを待ってから、たまに行って、それを刈ります。これがまさにシリ
アでの戦略です。私達は毎日、1時間ごとに攻撃を行うわけでありません。そんな事をすればパイロットを
さらに大きな危険にさらしますから、私達は、もはや容認できないレベルまで待って、それから攻撃しま
す。繰り返しますが、民間航空の運行に気づき、それがテヘランからダマスカスに直接飛行している事を追
跡出来れば、マハン航空のイランの貨物ジャンボジェットを見つけて位置を割り出すのは非常に簡単です。
そして、その中に何があるか正確に知っています。ですから、それが攻撃に次ぐ、さらなる攻撃でした。今
日のアップデートのテーマについては、後で話します。もう一つは、イスラエルとイランの間の”アリーナ”
で海です。もちろん、イスラエルは上空と地上から武器を密輸しようとする全ての試みを攻撃しています。
しかし、海はどうか? この後、それについて話します。 
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　という事で、それが昨日起こりました。私達の北部の国境で、さらに多くの事が起こっていて、もちろ
ん、レバノンの崩壊です。テレグラムで私をフォローされている人はご存知でしょうが、私は、ほぼ一日お
きにレバノンの状況と、現地通貨レバノンリラの価値について報告しています。皆さん、理解する必要があ
ります。公式の為替レートがあって、これは全然変わりません。しかし取引する市場があって、通貨の本当
の価値が正確に分かるのは、そこです。そして皆さん、お伝えしますが、今の時点でレバノンリラは、おそ
らく世界で最も弱い通貨でしょう。それは間違いなく…16,000…17,000を超えているかも知れません。1
米ドル＝16,000リラ。そして、公式為替レートは1500です。ですから、もちろんオンラインで調べれば、
1500となっているでしょう。しかし、そこは誰も見ていません。 
さて、何が起こったかというと、国が、もはや外貨準備を持っておらず、その為その国は、外部から商品を
購入することは出来ません。レバノンには独自の産業だけでなくインフラがない為、彼らは商品がなくな
り、その後、暴力が始まりました。そして現在、私達は、ほぼ日常的にそれを見ています。軍司令官はすで
に自分の身だけを肥やす政治家を容認しないことを、ほのめかしています。言い換えれば、近い将来に軍事
クーデターがあるかも知れません。ヒズボラがレバノン国民の味方につく安定した政府を認めてないという
事実は、言うまでもありません。レバノンは様々な部分で非常に混乱していて、それは政治的な部分だけで
なく、ほとんどが宗教間と部族間です。それが最大の問題です。スンニ派対シーア派、マロン派キリスト教
徒、ドルーズ、彼らは皆、戦っています。そして、私達がレバノンで今見ているのは、実際の国は崩壊して
いるだけでなく、倒産の危機に瀕している事を、今、彼らが理解していて、その為、すべての集団、すべて
の民族集団、すべての宗教団体が、現在、自国民を守る為に独自の民兵を構築しているのです。だから、ド
ルーズは独自の民兵を持ち、キリスト教のマロン派は独自の民兵を持ち、シーア派にはヒズボラがあって、
そしてスンニ派も持っています。これは、悲惨な結末になります。まさにその為にヒズボラが2日前モスク
ワに代表団を派遣したのです。 

　実際、これをお見せしましょう。見えるかどうか分かりませんが、会談は、モスクワでヒズボラ代表団が
受け取ったもの。彼らが受け取ったものを見てください。これは驚くべきことです。私達は、彼らがモスク
ワに向かっていることを知っていて、我々はロシア人を使って、シリアだけでなく、レバノンにもメッセー
ジを届けます。つまり、アメリカに新しい政権が生まれて以来、中東におけるロシアの役割がアップグレー
ドされているという事です。今、我々はレバノンとシリアとの通信の手段としてロシアの方がやり易いと見
ていて、そして、我々はヒズボラに警告するようにロシア人に言いました。「自国で起こっていること利用
して物事を混乱させ、こちらに向かってロケットを発射するな」なぜなら、ヒズボラの存在の基本的な目的
は、イスラエルとの紛争ですから。そして、現在、国がイスラエルに全く興味が無い為、ヒズボラは、全員
が自身の問題を忘れて、イスラエルを敵として見て欲しいのです。だから、彼らは何かを始めるかもしれま
せん。そして、イスラエルは非常に明確にしています。「お前達が試みるなら、我々はお前達を一掃する。
我々は本気だ」ヒズボラは、何かをしようとするほど愚かではないと思います。時が来れば分かるでしょう
が、シリアでもレバノンでもうまく行っていません。 
 
　さて、イランと海軍の戦争、それとイスラエルとイランとの間の戦争を見
る前に、もう少しお話しましょう。もう一つ、お伝えしたいのは、私達の周
りのすべてが崩壊している間、イスラエルの首相はジャレッド・クシュナー
が数日前に言ったことを実証しています。彼は、基本的にイスラエルは非常
に近いうちに、さらに4か国と和平協定を組むと言い、彼が言っている国は
サウジアラビア、カタール、オマーン、モーリタニアです。これまたイスラ
ム教徒の国です。それで足りないなら、この非常に驚くべきことを見てくだ
さい。私の知る限りでは、ヨーロッパで唯一のイスラム教徒の国がエルサレ
ムに大使館を置いています。コソボです。それは米国の前政権との合意に
従っての事で、 
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「コソボがエルサレムに大使館を開設するという約束を果たす。大統領執務室での公約が、今日、ついに果
たされる」（コソボ外務省のツイート） 
 
これは米国の現政権ではなく、前政権の、もう一つの大勝利です。おそらく
約2-3-4-5年前なら、こういった事は、大きなニュースとなって暴動や反コ
ソボのデモが起こっていたでしょう。それが、これだけです。イスラエル
が、もはやパレスチナの人質ではない事を誰もが理解しています。イスラム
諸国などの国々は、ご覧のとおり、イスラエルと平和を持っているだけでな
く、彼らはエルサレムに彼らの大使館を移動しています。そして、大使館を
エルサレムに移すという事が意味しているのは、ただ一つ、エルサレムを、
ユダヤ人国家、イスラエル国家の首都として認めているという事です。これ
を理解することが重要です。 

　さらに、またしてもイスラエルで良いことが起こっています。繰り返しますが、これはウイルスやワクチ
ン、そう言った事について話すアップデートではありません。私がそれについて話せば、面倒な事になるの
は、あなたも私も知っています。しかしお伝えしたいのは、UAEが100億ドルの投資を約束した事について
です。 
「アラブ首長国連邦が、複数の分野でイスラエルに対する100億ドルの投資ファンドを発表した」 

皆さん、分かりますか？これらのアラブ諸国は、もはやロケットを送って
おらず、彼らのドルを送っているのです。私達は、はかり知れない事を目
撃しているのです。国連や世界中のすべてのプラットフォームで、何年もの
間、軍事的にだけでなく政治的にもボイコットされ、攻撃された後、我々
は、国々がイスラエルとの和平に署名しているだけでなく、イスラエルへ

の投資に走るのを見ているのです。イスラエル経済は、現在、ベンジャミン・ネタニヤフの選挙運動のプラッ
トフォームの中でも最大で、彼は言います。「まさに、私がコロナウイルス危機から国を解放しつつあるよ
うに、私はまた金融危機からも国を解放します。そして、我々はイスラエルを中東で高まる財政力にする」
これは非常に驚くべきことです。皆さん、理解する必要があります。何千年もの間、イスラエルは常に何ら
かの超大国の下にあったのです。私達は自分の足で立てるほど強くなくて、私達の歴史の中で私達が独立し
ていたのは旧約聖書の中の数章と、ハスモネア時代だけです。しかし、この土地における歴史の大部分で
我々は独立しておらず、それがシオニスト運動が1800年代後半に始まって、ユダヤ人にイスラエルに戻る
よう呼びかけたのです。シオン、つまりイスラエルは、私達の祖先の祖国だからです。その時、ようやく私
達自身の足で立つ可能性の始まり、私達に十分な人口が揃い、この地域が抱えるあらゆる苦難や問題に耐え
れるようになった時、また、イスラエルには農業の深さがなく、私達には農業に使う為の無限の土地はあり
ません。残念ながら、私達にはそれほど多くの天然資源がありません。しかし、我々には人材があって、今
日、イスラエルの経済の主要な部分はハイテクです。この為に、世界中のすべての国の中で、我々は、実際
に他の国ほどCOVID危機の打撃を受けませんでした。ハイテク産業は継続しましたから。観光や、ホテル、
接客、いくつかの文化的なものは止まり、変わってしまったかも知れません。しかしハイテクに関しては、
これはイスラエル経済全体を支えている原動力です。イスラエルは今、基本的に地域のすべての国との間に
ある種の依存関係を持つ大国になることに関心を持っています。なぜなら、私達は次の準備をしているので
す。何の次か? それは、超大国がイスラエルを守る必要が無くなる日の後です。むしろ、イスラエルは、す
でに独自の地域同盟を持つように。だからこそ、まさに、これらイスラム教の4か国が近日中にイスラエル
と平和を持とうとしているのです。皆さん、イランは、イエメン、サウジアラビア、イラク、シリア、レバ
ノンなど中東全域で、独自のインチキを行っているかも知れませんが、しかし、イランは今、修羅場にいま
す。今、非常に大きな問題を抱えている事を、私達は知っています。彼らが現在行われている選挙運動で、
お互いを攻撃し合っているから分かります。皆さん、理解する必要があります。彼らがイラクの民兵に送っ
た全資金が奪われて、目的の相手に届かなかったのです。イエメンのフーシ派は、ここ数週間、大きな損失
を被っており、イエメンの彼らの地域では、何千人まで行かずとも、数百人もの死傷者と負傷者が出ていま
す。イエメンの状況を理解していない方は、先週のアップデートを見てください。あちらで何が起こってい
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たのかを全て詳細に与えていますから。ともかく、大きな問題があります。とは言え、ここで今回のメイン
に移りましょう。どうか、まだ去らないでください。このアップデートの最高の話題が最後ありますから。
信じられないほどの大発見についてです。我々は、昨日それを公表しましたが、しかしこれはユダヤの荒野
での、4年間の努力の成果です。 

　それではイランで起こっている事をお話ししましょう。数日前、ウォールストリートジャーナルは驚くべ
き記事を発表しました。イスラエルとイランの間の秘密の海上戦争について。どうやら…信じがたいかも知
れませんが、ほら、私はこういった事は絶対言いません。なぜなら、イスラエル軍と政府は、こう言った事
は話さないようにしていますから。しかし、今は外国の出版物に従って見ることができます。やっと表に出
てきましたから。2019年以来、イスラエルはイランが封鎖を破り、制裁に違反して、シリアに石油と武器
を輸出していることに気づいていました。何のため？シリアで自分達の民兵を武装させる為です。彼らは、
どのようにそれを行うのか? 彼らが空路や陸を通って持ち込もうとするものは何でも、ほぼ毎週恒例となっ
た空爆で、イスラエルが始末します。しかし、イスラエルは2019年から始まって、石油タンカーや貨物船
の継続的な往来があることに気づいています。彼らは非常に利口で、絶対に直接ルートでは来ません。時に
は海の真ん中で、彼らは実際に一隻の石油タンカーから別の石油タンカーに石油を移動し、常に誰も彼らを
追跡しないよう確認します。2019年からイスラエルは、それらの一つ一つに目を向けていて、私達は海軍
特殊部隊を使って、それらの船を攻撃し始めました。それらを沈めて、溺れさせるための攻撃ではなく…私
達は、そこで一人として殺したことはありません。しかし間違いなく、それらの船に損害を与えました。そ
して、少なくとも2度、それらの船は向きを変えて去り、物資を配達せずにイランに戻りました。これは、
武器と石油の話です。非常に興味深い事に、2019年はそれが3度、2020年には6回、2021年は、まだ3月
ですが、すでに3回です。言い換えれば、4ヶ月ごとだったのが、2020年には2ヶ月ごとになって、今は、
それがほぼ月に一度です。どうしてイランは何も言わなかったのか? 彼らが何も言わないのは、彼らが、シ
リアに石油と武器を届けている事を誰にも知られたくないからです。ところで、何度も、彼らははるばるシ
リアまで行かず、実際、レバノンに着港して、その後、レバノンの港からシリアまで、トラックで物事を移
動します。だから、レバノン人は、それらのインチキに苦しんでいるのです。覚えていますか？昨年8月、
ベイルートの港で大きな爆発があったのは、まさにこの為です。まさにイラン人が、そこで降ろした硝酸塩
などの化学物質が最終的に爆発し、死者はおそらく260人以上、都市の3分の1がダメージを受けて、何千人
もの人々が負傷しました。 

　さて、イランがそれらを破り、違反している間、イスラエルは実際に禁輸措置と制裁を課しています。で
すから、これは必要です。まず第一に、2日前、イランが初めて発表しました。今は公になりましたから。
そこでイランは、シャール・E・コルドと呼ばれる船が、シリアのラタキアを目指していたところ、ロケッ
ト弾に襲われたと発表。もちろん、彼らは煙が上るのを見せました。他にも写真がありますが、お見せする

必要はないと思います。ともかく、初めてイランは、実際に石油や商品を積んで
シリアに向かう船の存在を認めたのです。ただ、イランは、それについて多く
は話しません。イランは、その事にあまり注目されたくありませんから。イス
ラエルも、それについて話したくありません。しかしイランが、それについて
話したくない理由の一つは、なぜなら、いったんイスラエルがそれをやったこ
とが知られ、イスラエルが、それをしたことを認めると、今度は自分達が報
復、対応しなければならない立場に置かれますから。誰もが、そうすることを
期待します。彼らは、その位置に置かれたくないのです。まさに、シリアの原子
炉の時と同じように。覚えていますか？2007年、私達は我々が原子炉を攻撃し

た事は決して言わなかったし、シリアは、彼らが原子炉を持っている事を決して言いませんでした。だか
ら、あれは両方にとって好都合でした。それはなくなり、誰も、それに対して全く苦情を言わない。 
さて、この種のことが起こっているのは、イランが彼らの民兵を武装する必要がありますが、しかし、イラ
ンはまた物を売る必要があります。制裁は、本当にイランを不自由にしたのです。とても面白い事に、イラ
ンはアメリカの過去の政権下で、イランはベネズエラに原油を送り始めました。想像できますか? 世界最大
の石油生産国の一つ、ベネズエラが、現在、イランから石油を手に入れようとしているのです。イランとベ
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ネズエラに、ただ国民と彼らの経済を世話する政権さえあれば、彼らは史上最も豊かな国だったかもしれま
せん。しかし見てください。こちら側では、宗教的なシーア派が、彼らの自国民に大惨事をもたらし、大西
洋を渡って反対側では、マルクス主義者の社会主義者と共産主義者のチャベスとマドゥロ政権が自国民を飢
えさせました。あれは本当に大惨事です。このどちら側でも、あのような思考や哲学を選んで、将来、国民
を支配する事が私には信じられません。さて、覚えておいてください。これは金融戦争です。イスラエルは
石油船を攻撃する程には武器を攻撃していません。もちろん、それは基本的にイランの懐も攻撃します。
ウォールストリートジャーナルが伝えている事によると、これらのシリアへの石油の運搬は、基本的にはイ
ラン革命防衛隊が運営しています。そしてこれは彼らが資金を得る方法です。これらの資金はシーア派のテ
ロ等に直接行きますから。だから、我々がそれを攻撃すると、我々はまたテロリストの懐を攻撃する事にな
るのです。 

　さて、明確にさせてください。イスラエルが、これらの船を攻撃しているのは、テロリストに打撃を与
え、イラン財政に打撃を与える為だけでなく、基本的に、我々はイランに言っているのです。「お前達は、
中東と地中海には何の関係もない。そこはお前達の場所ではない。お前達はペルシャ湾に属しているのだ。
お前達は世界のその部分に属しているのだ。こっちに来るな！」そして、まさにこの為に、彼らは私達の地
域に１隻として戦艦、海軍船を送らないのです。彼らは、それをすれば大変な事になると理解しています。
だから、イスラエルは基本的に言っているのです。「見ろ、シリア、レバノン、地中海のいずれに関わらず、
イランの存在全てに対して、我々は確実に激しく抵抗する」これは非常に重要です。勘違いしてはいけませ
ん。イランがイスラエルを愛する事はありません。最終的にイランはイスラエルを攻撃する機会に飛び乗り
ます。もちろんそれは前回話したように、エゼキエル戦争が起こる時だと私は信じています。マゴグの地か
ら来るゴグにペルシャが参加すると聖書は言います。それを理解することが重要です。という事で、秘密戦
争は、2週間前ペルシャ湾でイスラエル所有の船が攻撃されたという事実に関連しているかも知れません。
彼らは我々が行った事が不服だというメッセージを、イスラエルに送ったのかも知れません。しかし、彼ら
が一度それをやったら、基本的には彼らに不服な状況が起こっている事を彼らが認めたという事で、もちろ
ん、そうすると全スポットライトが彼らに当たります。「あなた方は何を不満に思っているのか? 」この種
の注目は、イランがこの時点で避けたいものの一つです。ですから、非常に興味深い事が起こっています。 

　さて、アメリカの前政権は、イラン所有の船に対する地中海でのイスラエルの行動を認識していたのか？
もちろんです。彼らはそれに気づいていただけでなく、実際にそれに彼らの祝福を加えました。しかし、現
在の政権はどうでしょうか? 米国の現政権は、地域全体を戦争に引きずり込んでいない限り、何であれ、イ
スラエルが必要なことを行うのを認めています。境界線は、これ以上エスカレートさせて、イラン協定に到
達しようとするアメリカの働きを破壊しない事。非常に興味深いです。イランはすべての制裁を止めるため
に、彼らの要求を持って、あまりにも高い木に登ったに違いありません。もう、彼らがこの現政権の要求を
満たして降りてくることは、ほぼ不可能であるように思われます。もう一つ、興味深い出来事は、米国が文
書を公開し、それにはロシアの干渉があったこと。同様に、前回の大統領選挙におけるイランの干渉を証明
しました。アメリカの大統領はロシアを非難しましたが、イランに対する非難はまだ聞いていません。もし
彼らがそれを行うなら、興味深い事になるでしょう。彼らは第45代大統領である前大統領をロシアが推し
進めたと言っていますが、イランが現大統領を推し進めていたようですから興味深いです。現大統領が、自
分の味方である者を非難しない事が、それを物語っているのかも知れません。 
 
　さて、いろんな話をしましたが、最後に、今日、最も重要な話を
したいと思います。そして、それはもちろん驚くべき発見です。イ
スラエルが死海の地域で聖書の巻物を発見してから60年が経って
います。ご覧ください。これは死海地域の地図で、あの丸い青い点
は、地図上のエン・ゲディとマサダの間に私が付けた印です。
Hever、ヘバーワジ、渓谷、ここは過去に複数の洞窟を見つけた場
所です。イスラエル人は、ローマ人に対するユダヤ人の2度目の反
乱、バル・コクバの乱の時代の遺跡を発見しました。しかし、私達は見つけたと思いますか？私達はあるも
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のを見つけたのです。まず、バル・コクバ時代の、多くのコイン。ところで、私もエルサレムで発見された
コインを2つ購入して持っています。それからご覧の通り、編んだカゴです。非常に良い状態で発見された
カゴの中で、これが世界最古だと言われています。1万年前のもの…どうなんでしょう。…私は専門家では

ありません。そしてもちろん聖書の羊皮紙です。ここからが、驚きの部
分です。皆さん、これを見てください。これは非常に重要です。私達が
発見した聖書の羊皮紙の断片の中に、12小預言書の一部が見つかっ
て、我々はゼカリヤ書とナホム書の数行を繋げる事に成功しました。見
てみましょう。ゼカリヤ書8章16-17節です。私達はそれを見つけまし
た。それはギリシャ語で書かれていますが、「神」という言葉は実際に
はヘブライ語で書かれていました。そこに書かれている事を見てくださ

い。 

「これがあなたがたのしなければならないことだ。互いに真実を語り、あなたがたの町囲みのうちで、真実
と平和のさばきを行え。互いに心の中で悪を計るな。偽りの誓いを愛するな。これらはみな、わたしが憎む
からだ。──主の御告げ──」(ゼカリヤ書8:16-17) 

それは、ゼカリヤからの聖句です。ナホム書1章5-6節 

「山々は主の前に揺れ動き、丘々は溶け去る。大地は御前でくつがえり、世界とこれに住むすべての者もく
つがえる。だれがその憤りの前に立ちえよう。だれがその燃える怒りに耐えられよう。その憤りは火のよう
に注がれ、岩も主によって打ち砕かれる。」(ナホム書1:5-6) 
 
考えてみてください。私がこんにち持っているこの聖書は…私の新刊「イ
スラエルと教会」の中で、「イスラエル」の部分には、背景に死海の巻物
を置いています。これは私達が見つけた最古の聖書の断片です。そして下
の「教会」の部分には、こんにちの聖書の、この表紙を置きました。た
だ、私がこれを言っている理由は、「この天地は滅び去ります。しかし、
主のことばは、決して滅びることがありません。」(マタイ24:35参照)　
そして、この本（聖書）は人が想像出来るどんな物よりも信頼性が高く、本物で正確です。それを、私達は
発見したのです。ところで、私達が発見したのはギリシャ語でした。なぜなら、1世紀の終わりから2世紀に
かけて、それ以前でさえユダヤ人は、彼らの間の会話にギリシャ語を使っていて、そして、彼らの多くにとっ
ては、ギリシャ語で聖書を読む方が簡単でした。その為、ヘブライ語で書かれていたクムランで発見された
ものとは異なり、今回はギリシャ語の巻物の断片が発見され、しかし「神」の御名「エロヒム」は、古代ヘ
ブライ語で書かれていて、これは驚くべき事です。見てください。それは同じ神であり、同じ聖書であっ
て、そして彼らが2000年前に扱い、読んだものは、私達が今日扱い、読んでいるものです。そのようなも
のはありません。このように決して変わらず、決して変わり得ない物など、他にありません。見てくださ
い。音楽は変化し、ファッションは変化し、食べ物も変化し、人々も変わります。15~20年前には、受け入
れられるとは思いもしなかった状況が、今日、広く受け入れられています。しかし神の御言葉は変わること
は出来ず、変わる事がありません。主が、それを約束されました。そしてその同じ神が、預言者の言葉に
従って世を裁かれます。同じものです。そして、その同じものが私達に正義を持ち、お互いに真実を話せ、
と命じているのです。もちろんそれは私が思うに、私達が苦しんでいることの一つで、お互いに真実を話す
能力の欠如です。最近、私はセンセーショナリズムの恐ろしい波を見ています。そして、人々は発狂をもた
らしています。彼らはフェイクニュースを用いますが、それは単なる嘘、欺瞞で、恐怖心を煽るだけです。
それが、これを見てください。聖書は言います。 

「これがあなたがたのしなければならないことだ。互いに真実を語り、あなたがたの町囲みのうちで、真実
と平和のさばきを行え。互いに心の中で悪を計るな。偽りの誓いを愛するな。これらはみな、わたしが憎む
からだ。──主の御告げ──」(ゼカリヤ書8:16-17) 
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面白くないですか? これを今、私達は見つけたのです。まるで、神が私達全員の為に、今日までこのメッ
セージを保っておられたようです。なぜなら、神の言葉は昨日、今日、そして永遠に同じですから。これは
今日でも、今日だからなおさら私達全員が握りしめているように神が願っておられるというメッセージだと
思います。そして、「裁きがある」とナホムが言ったように裁きが行われます。そして彼は言います。 

「山々は主の前に揺れ動き、丘々は溶け去る。大地は御前でくつがえり、世界とこれに住むすべての者もく
つがえる。だれがその憤りの前に立ちえよう。」(ナホム1:6) 

もし、その御怒りを逃れたいなら、あなたは自分は罪人であり、救い主を必要としている事を認め、清めら
れる必要があります。そして、あなたは事実を受け入れなければなりません。 

「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりと
して滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。」(ヨハネ3:16) 

見てください。聖書は、同じヨハネの福音書３章で述べています。 

「御子を信じる者はさばかれない。信じない者は神のひとり子の御名を信じなかったので、すでにさばかれ
ている。」(ヨハネ3:18) 

言い換えれば、私達は罪を持って生まれたので、生まれた瞬間から、私達はすでに裁かれる側のチームにい
たのです。そして、私達をそこから取り出し、そして、裁かれないチームに私達を入れるのは、キリストへ
の信仰とキリストだけ、他には何もありません。言い換えれば、人は生まれつき善人なのではありません。
そして、素晴らしく善良な人達が天国に行くのではありません。いいえ、一人一人が…聖書は言います。 

「神は天から人の子らを見おろして、神を尋ね求める、悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。善を
行う者はいない。ひとりもいない。(詩篇53:2-3) 

「すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず」(ローマ3:23) 

そして、ここで私達は神の御言葉の古代聖書を垣間見て…ところで、私達は非常に驚くべきものを発見して
います。私達は他にも発見していて、実際、胎児の姿勢で埋葬され、ミイラ化した子供が発見され、父親や
母親が赤ちゃんを包むように、全てが一緒に包み込まれていました。コインを発見し、私達はカゴを見つけ
ましたが、文章は信じられないほどです。60年ぶりに私達はようやく発見したのです。ほら、数年前、私達
はクムランで別の洞窟を見つけました。しかし、そこには何もなくて、小さな空欄の巻き物があっただけで
す。今回は、私達は手書きの聖書を見つけたのです。これは驚異的です。ところで、この作戦は2017年以
来続いていたもので、長さ約80キロの広い領域で、500以上の洞窟をイスラエル古代当局が探索し、地図に
してきたのです。そのすべては、その地域には遺跡泥棒がたくさんいるからです。私達は、その領域からあ
らゆるものを排除したかったので、それらの洞窟のいくつかに到達するためには、崖からロープが必要だっ
たのです。それらの洞窟は、2世紀にローマの兵士がユダヤ人の反乱軍を見つけて、実際にそれらを封鎖
し、入り口から火を入れて、窒息させた事が分かっています。私達は、それらの人々の骸骨を見つけ、私達
は他の部分も発見しました。しかし私達は今、その「恐怖の洞窟」と、それから反対側にある別の洞窟、
Hever Wadi（ヘバー・ワジ）で、さらに徹底的に発掘することが出来ました。しかし、さらに多くのケー
ス、多くのものが発見されていて、ただただ驚きです。 

「草は枯れ、花はしぼむ。だが、私たちの神のことばは永遠に立つ。」(詩篇40:8) 
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あなたがこれを理解する事は超重要です。ここで私が何を話していようとも、レバノンで起こっている事に
しろ、イランで起こっている事であれ、シリアで起こっている事であれ、中東の他の部分で何が起こってい
ようと、一つのことを覚えておいてください。聖書に書かれている事は全て成就します。そして、神は、ま
さに私達に思い出させたのです。私達が、どのようにお互いに接し、そして、主がすぐに裁きに来られる事
を思い出すように。ですから、それは超重要です。 

　皆さん、まだテレグラムをダウンロードしていない方、私は毎日、テレグラムに投稿しています。ニュー
ス、音声メッセージ、ビデオメッセージ、書き込みメッセージ。テレグラムに登録してください。私達のカ
ウントダウンビデオに、その方法を載せています。ところで、すでに私の新刊の予約販売受付中です。「イ
スラエルと教会（英語）」必読です。それだけでなく、学習ガイドもあります。少人数での聖書勉強に使え
ます。「The Day Approaching」と同じように、本があって、それから学習ガイドがあります。それから、
研究ガイドは他にもありますので、私達のウェブサイトをご覧ください。可能であれば、フェイスブック、
YouTube、インスタグラム、そしてもちろんテレグラムで、私をフォローしてください。ご一緒くださり、
ありがとうございました。では、アロンの祝福で締めくくりたいと思います。そして、来週の特別選挙アッ
プデートで、またお会いしましょう。その後、過越のセダーや様々な事を行います。 

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) 

唯一、平和の君にしか与える事の出来ないシャローム、イェシュア・ハマシアッハ、サル・シャロームであ
られる方、その方が、今より永久に、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 
                                                                                      2021.03.26 (Fri)
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