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―ヨルダン国内の問題
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、オフィスからライブで
す。今日は 4 月 7 日、イスラエルではホロコースト記念日の前夜です。実際、現在、エルサレムのホロコースト
記念館でヨム・ハショアの式典が行われていて、明日は、数々の式典を通して、ホロコースト全体で殺害された
600 万人のユダヤ人を悼みます。それについては、後ほどお話しします。皆さん全員に強くお伝えしたいメッセ
ージがありますから、皆さんが、目と心の目を開いて、私が言おうとすることを理解してくださることを願って

います。詳細は、後ほどお伝えします。
では、お祈りをして、中東のアップデートを始めましょう。
父よ、あなたがアルファでありオメガであり、アレフでありタブであられ、始まりと終わりであられることに、
心から感謝します。あなたは、あなたの御言葉によって、すべてを創造され、そして、あなたは起こっているす
べてのことを、完全に制御しておられます。あなたが、人に自由意志をお与えになりました。そして、それは人
があなたを愛し、霊と真実であなたを礼拝する為ですが、しかし、残念ながら、私達が知っているように、その
自由意志のために、この世界に悪が忍びこみました。今日、私達はホロコーストを記念して、人間の心が驚くべ
きレベルの悪に達した事を、理解しています。

父よ、私達は、この日を通して、また非常に近い将来、国家としてであれ、個人であれ、私達全員が、常にあ
なたの救い、贖いの真実を思い出しますように。そして、私達が、決して救いの宝を手放さず、私達が持ってい
る、その祝福された希望にしがみつく事が出来ますように。
あなたに感謝し、あなたを祝福します。このお祈りを、イスラエルの聖なる方、他にない方私達が生きるために
死なれた方、イェシュアの御名によって、お捧げします。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から、この中東のアップデートを
お伝えするのが楽しみです。はい、今日、私達は国家としてホロコーストを記念し、悼んでいます。今夜は、全
国のエンターテイメント、飲食店は、すべて閉まっています。レストランは閉店していて、国家として私達は悼
んでいます。それについては、後でお話しします。では、選挙に関して簡単にお伝えします。現在、どの段階に

いるのか？その後、この 48 時間に起こった、いくつかの主要な出来事についてお話しします。それから今日のメ
インの話題、ヨルダンのトラブルについてお話しします。私が今いる場所から、それほど遠くない隣国です。
さて、イスラエルの大統領が昨日、ベンジャミン・ネタニヤフ首相に政府を形成する任務を与えました。
イスラエルでは、どのように機能するかをお話しましょう。選挙が終わり、どの政党が、何席の議席を獲得した
かを私達は、正確に知っています。ベンジャミン・ネタニヤフは 30 席で、2 番目は 17 議席、それから 9 議席以
下です。ですから、間違いなく彼は最大の党のリーダーです。しかし、ご存知の通り、私達の議会は 120 議席あ
って、倒されない安定した政府を形成するためには、61 議席を確保する必要があります。そして、私達が今いる
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のは、ネタニヤフが約 52 議席を確保しており、なんとなく中立の別の党が 7 議席持っていますが、それでもまだ
59 で、彼には 2 席足りません。そして、大統領が、彼に政府を形成する命令を与えた理由は、他の候補者達が…
ところで、複数あります。2 番目は、たったの…[音声が途切れています]もう 1 つは 45、3 番目は 7..3 つは、実

際に、特定の人を勧めませんでした。その為、政府を形成するのに、ネタニヤフが多数派となったのです。これ
から 28 日間で、彼には政府を形成する任務があり、彼は、その間に、なんとかまとめなければなりません。しか
し、彼はまず、立場がよく分からない最初の 7 人の立ち位置を見つけ、そして彼は、彼らを獲得し、その後、外
から、または内側から彼をサポートしそうな人達を、獲得しなければなりません。しかし、重要なのは、政府を
形成するための議会の投票で、彼は、61 票を確保する必要があります。しかし、政府が倒されない為に必要な、

61 票がありません。という事で、ネタニヤフは今日、任務を開始し、それには 28 日かかります。様子を見守り
ましょう。イスラエル人のほとんどは、これについてかなり悲観的で、成功しないで終わるだろうと、ほぼ確信
しています。しかし私達は皆、2 年間で 4 回の選挙を経て、非常に、非常に大きな問題に取り組むために、安定
した政府を得る事を祈り、願っています。

それでは、昨日起こった別の事に移りましょう。昨日、テレグラムで報告しました。ところで、Facebook では、
私は毎日のニュースを上げていません。そして私は、もう Twitter はしていません。しかし私はテレグラムで 1
日に数回報告しています。どんな事でも、ニュース速報でも、何かがあればテレグラムで報告していますので、
あちらで私をフォローしてください。という事で、私は、報告しましたが、貨物船が紅海で攻撃され、その直後、
世界中のすべてのメディアが、それについて話し始めました。誰がなぜ、何のために、それをしたのか。

そこで、何が起こったのか説明しましょう。良いですね？まず、それがどこで起こったのかを理解してみましょ
う。この地図をご覧ください。スーダンの隣にある、エリトリア、
スーダンが西にあり、エチオピアが南にあって、エリトリアのすぐ
隣を通り越した所が、バブ・エル・マンデブ海峡、そこで、船が海
上機雷によって攻撃されました。海軍特種部隊が、その船に接近し

て、それに海上機雷を取り付けることに成功、そして、それらが爆
発し、もちろん船に損傷を与え、船は、イランやどこかに戻らなけ
ればなりませんでした。船は、イスラエルを含む西側のすべての情
報コミュニティにとって非常に見慣れた船です。間違いなく、船自体は、ご覧の通り、全く無害に見えます。
[映像が途切れています]…船が見ますか？無害に見えます…しかし、諜報機関によれば、これはサビズ船、つま

り商船で、覆面の、イスラム革命防衛隊の前方基地である可能性が、最も高
いです。そして私達は、この船について、いくつかのことを知っています。
[映像が途切れています]…これらは、“Boston Whaler”タイプ発射装置と呼
ばれていて、これら、赤で囲まれた船をご覧ください。これらは、アメリカ
製の“Boston Whaler”タイプの船で、非常に、非常に高速で、次の目的地に

素早く行くのに、明らかに、いくつかで完全武装する必要があります。もし、
商船であれば、それらの“Boston Whaler”発射装置は、必要ありませんとに
かく必要ありません。ところで、これらは、イラン革命防衛隊が使用してい
るもので、ちなみに、私は他の場所でこの船を見ましたが、ご覧の通り、そ
のスパイ船は…宇宙船ではなく、スパイ船です。このスパイ船が、まさに循

環していた事が知られています。我々はデッキ上のそれらの“Boston Whaler”
を見つけました。私達は、それがどこにあって、それがどこに停められているのか、その目的も知っています。
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実際、別のインテリジェンスコミュニティが、これを投稿しています。ご覧
ください。‘前方基地船比較'アメリカの海軍船があって、その隣にイラン
海軍、それから、小さなサビズが見えます。間違いなく、誰もが、この船の

目的を知っています。さて、最初の数時間で、[映像が途切れています]…し
かし、アラブの情報源が報告し始めたので、イランは、もはや黙っていられ
なくなり、彼らの情報機関、タスニムが、船は確かに攻撃されたと報告しま
した。実際今日、彼らは、攻撃は海上機雷によるものだったと報告しまし
た。そして、彼らは言いました。「犯人を見つけ次第、我々はその者に復讐

するか、厳しく罰する。」さて、ニューヨークタイムズは、イスラエルがそれをやった、イスラエルが米国にそ
の事件を報告した、と報じました。実際、彼らは言いました。空母アイゼンハワーが、ちょうどスエズ運河を渡
って紅海に入り…[映像が途切れています]サビズから 200 マイル離れた所で、イスラエル海軍特殊部隊が、それ
を取り出した…。繰り返しますが、私はイスラエルがそれを認めたとは言っていません。しかし、ニューヨーク
タイムズがそう言い、そして今、アラビア諸国が、ニューヨークタイムズを引用し、サウジアラビアが、ニュー

ヨークタイムズを引用しています。イスラエルが、それをしたと言おうと言うまいが、それは、本当に重要では
ありません。
「ニューヨークタイムズがそう言ったのだから、我々は、その事でイスラエルを非難することが出来る！」
一つ確かな事は、情報コミュニティは、アメリカであろうと、サウジであろうと、エジプトであろうと、皆、そ
のサビズ“商船”が何であったかを知っています。私達は、彼らが、どんな種類のものをそれに積み、その中に

持っているか知っています。そして、イランはそれの修正を楽しみ、それを送り返すでしょう。
という事で、それが基本的にあちらで起こった事です。皆さん、理解することが重要です。
他にも現在起こっている事…まず第一に、イランが、シリアにさらに多くの軍隊を注入し続けていて、より多
くの武器や弾薬の貨物が、シリアに入り、私達が知っている、いくつかのロシアの機器が、イラクからシリアへ

入っています。しかし、もう一つ、イランがシリア国境沿いの基地に持ち込んだのは、コロナウイルスです。そ
して現在、マヤーディーンの街から入って来る報告によれば、病院からすべての民間人を避難させて、イラン革
命防衛隊の兵士…基本的にはテロリストです…だけを、そこに入院させているとの事です。なぜなら、あちらで
あっという間に広がっているからです。それは、今日の世界が抱えるものの一つです。

もう一つお伝えしたいのは、アラブ首長国連邦国営の主力航空会社であるエティハド航空が、昨日、直行便を開
始しました。私達が知っているのは、それだけではありません。それ以外にも、いくつかのことが起こっていた
ことを、知っています。イスラエルと、アラブ首長国連邦の間の商取引、私達は実際に、150 億ドルを目指して
いました。しかし、現時点では、ドバイで世界的なサイバーコンベンションが行われていて、それは「サイバー
テックグローバル」と呼ばれ、約 50 カ国が参加、イスラエルのハイテクコミュニティが、何百と出席していま

す。イスラエルのサイバーセキュリティは、世界第二、アメリカに次いで 2 番目です。それを理解してください。
しかし、新興企業であるという事、そして他の場所から投資を得ているという観点からいえば私達は、間違いな
くさらに良くなっています。実際、現在イスラエルは、サイバー領域で、“ユニコーンカンパニー”の数が最多
です。“ユニコーンカンパニー”とは何か?これは、実際に、10 億ドル以上の価値がある会社です。
それが、イスラエルには 11 社あります。これは、サイバーの世界だけの話です。イスラエルには 11 社、アメリ

カには 8 社、スイスに 1 社、アイルランドに 1 社、中国に 1 社にあります。ですから、ここで何が起こっている
のかが、分かるでしょう。イスラエルは今、サイバーセキュリティの台頭力です。そして、アラブ世界は、非常
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に興味を持っています。特にアラブ首長国連邦とサウジは、今、さらに大きな問題に直面しています。つまり、
イランにおける中国の影響力と、何がなんでも、イランと別の合意をこぎつけようと必死なアメリカです。
ですから、非常に驚くべきことを目撃しています。という事で、エティハドが運行を開始しました。これは、非

常に興味深いです。しかし、1 ヶ月半前、ドバイで他の軍事装備のセキュリティショーがありました。私は、そ
のビデオを見ましたが、1 ヶ月半前の当時、ウイルスのために、イスラエルが発令していた渡航制限の為、イス
ラエル人のほとんどが参加出来ませんでした。しかし、地元のバンドが、イスラエルのブースでハバ・ナギラ
（ヘブライ語の民謡）を演奏していて、興味深かったです。ドバイの真ん中、最大のイスラエルのブースの前で
アラブのバンドが、ユダヤ人の歌を演奏しているのです。繰り返しますが、私達は、信じられないような時代を

生きています。という事で、基本的には、あちらでそういう事が起こっています。
ここ数日で起こった、もう一つのことは、インターネット上に、イスラエルの西壁から発信された動画が蔓延
しています。怪しげな救世主、Jizkiahu Ben David の到来…基本的にそのようなものです。聞いてください。私
はそれらのビデオを見てきました。これは救世主ではありません。事実、彼の周りの人々は、彼を“ラビ”と言

っています。彼はラビです。彼は超正統派の間では、“奇跡を行う者”と、呼ばれているかもしれません。彼ら
が、ラビ達をほとんど崇拝しているのは、非常に一般的なことで、そして、彼らは、彼の手にキスをします。
さて、私は、イェシーバーの学生が、嘆きの壁でラビの手にキスしているのを何度も見てきました。すべての騒
ぎは、そこにメシアがいるからではなく、そこに、奇跡を起こすラビがいるからです。それがすべてです。そし
て、彼が車に戻る際に、彼らは道をあけながら『道をあけろ、救世主のために道を整えよ！』とは言っていませ

ん。彼らは『ラビの為に道をあけろ』と言っています。彼は、ラビです。それが、奇妙な理由からキリスト教徒
達が、大興奮して飛び上がり言うのです。「おい、イスラエルにユダヤ人のメシアがいるぞ！」
皆さん、イスラエルでは、あちらの極少数の超正統派コミュニティを除いて、誰も、彼のことを聞いた事があり
ません。私を信じてください。彼の名前は、ニュースのどこにも、一度も言及されていません。イスラエル人の
ほとんどが、全く知らない事で、キリスト教徒が、ものすごく刺激されているのは、かなり興味深いです。彼は

救世主ではなく、ただのラビです。悪魔でさえ、奇跡として認識されるような事を行うことができると、私は信
じています。私はまた、サタンさえ光の御使いに変装する（書記注:第二コリント 11:14 参照）と信じています。
また、アロンとモーセがそこに立っていたときに、エジプトの魔術師でさえ、奇跡を起こしたことを思い出しま
す。私は、どんな結論にも飛びつきません。良いですね？イェシュア、イエスを信じていない人物、聖霊を持た
ない人物が、神の奇跡を実行して、神のご計画を推進し、神の事を促進することは出来ないと、私は本当に信じ

ています。サタンは、常に光の御使いに変装し、そして、彼はいつも良いこと、偉大なこと、霊的なことをする
ように見せかけようとします。皆さん、どうか、聖書が告げている事を思い出してください。まず第一に、この
すべては、マタイ 24:3-8 に当てはまりません。イエスは仰いました。
わたしの名を名のる者が大ぜい現れ、『私こそキリストだ』と言って、多くの人を惑わすでしょう。

（マタイ 24:5）
この人は、イエスの名を名乗りもしていません。彼は、自分が救世主であると、言ってもいません。ですから皆
さん、あまり興奮しないようにしてください。これらは、単に逸脱させるもの、欺瞞であり、欺瞞は今、世界中
のインターネット上で急増しています。それを停止するボタンがあればいいのにと思います。しかし、事実、イ
エスが終わりの時を識別するものとして最初に言われたのは、欺瞞です。そして、私達はだまされています。

時として私達は、それに踊らされ、知らずに、他人を欺くのを助けています。ですから、この人は救世主ではな
く、超正統派ユダヤ人によって崇拝、または賞賛されている、ただのラビです。イエスご自身が、シナゴーグの
前部座席に座っていたラビ達の手にキスをした人々を叱責されました。彼らの手にキスするところまで、ラビ達
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を賞賛するというこの側面は、すでに 2000 年前に存在していたのです。ですから、それに驚くべきではありませ
ん。当時、主は、それに驚かれませんでしたし、現在の私達も、驚くべきではありません。私は耐えられません。
私はそれを見たとき、気分が悪くなりました。彼は、彼らがそれをするのを、止めようとしたようには見えませ

ん。彼は、全ての瞬間を楽しんでいました。良いですか？それは神ではなく、神からではなく、繰り返しますが、
イスラエル人のほとんどは彼のことも、嘆きの壁で起こったことも、聞いたことがありません。しかし、超正統
派のコミュニティの中でさえ、彼らのほとんどは、彼を認識してもいません。ただ、過越しの祭りの間に、彼が
嘆きの壁に到着するのを見たごく少数のコミュニティの人達は、興奮していました。私も、多くの団体をイスラ
エルに案内した時、それを見てきました。主任ラビや重要なラビが、嘆きの壁に到着したとき、すべての学生が、

彼の前で踊り、彼らは彼を取り巻いて、大騒ぎします。もちろん、彼らは、彼の手にキスをしました。だから、
その数日前に起こった事も、私は、大して何とも思いません。ちょっと自信過剰な人というだけです。ところで、
彼は、自分が救世主だとは一度も言っていませんし、彼が車に戻って行く時も、誰も、彼をメシアとして認識し
ていません。これが、どのように出現したのか分かりませんが、それは神ではなく、神のものでもありません。
そして、イスラエル人のほとんどが…彼が、彼らを騙す人物だとは思っていません。それは確かです。違います。

この男は、イスラエルに平和も繁栄ももたらしません。イスラエル人が全体で賞賛したり、全世界が賞賛する人
物とは違います。それは起こらないので、次に進みましょう。
という事で、選挙について話し、イランの船についても話しました。エティハドについて話しましたし、その
偽の救世主についても話しました。

次は、この前の土曜日に起こった事を、理解しましょう。私はメッセージを収録中で、実際、イエスの復活に関
するメッセージのライブ中でした。ユダ部族の山から配信中で、私は、エルサレムから 10 マイル離れた所に居ま
した。まだご覧になっていない方は、ぜひご覧ください。「復活の初穂」です。イエスの復活は、春の例祭の成
就に関連していて、主の復活は、4 つある例祭の内の 3 番目です。
そして、私がそこにいる間、すでにオンラインで騒ぎが起こっているのを見ました。それは、はるかヨルダンか

らのもので、明らかに土曜日の午後に、ヨルダンの参謀総長が、王子の家に到着し…私は、「皇太子」と言おう
として、止めました。彼は皇太子ではありませんから。参謀長、ユセフ・
フネイティ少将が、ハムザ・ビン・フセイン王子の家に行って、そして、
彼は、基本的に、彼に対して次のことを言いました。
「私は、あなたに次のことを命じるように指示されました。

(A)ツイートしてはいけない。
(B)あなたの肉親以外の誰にも会ってはいけない。
(C)あなたの家を離れないように
(D)インターネット上で、王や政府について話してはいけない。基本的に、
あなたは、自宅軟禁されている。」

そして電話回線が遮断され、インターネットが遮断されました。ハムザ王子は、彼の衛星インターネットを介し
ていくつかのメッセージを発信することができましたが、それも、その後、遮断されました。そして、彼のメッ
セージの中で、彼がした事は、どんなクーデターの試みよりも、ハシミテ家に多くのダメージを与えたと思いま
す。彼は、王の評判に打撃を与えましたから。これは、失敗に終わったクーデターの試みではありません。
ヨルダン王が、国を悪化させ恐ろしい状況にしていると、王の異母兄弟が非難したのです。そして、言っておき

ますが、ここ数年の間、ヨルダン人の多くは、もはや、自動的に王をサポートしていません。実際、彼らの大半
は、ベドウィン族で、かつて一番の支持者でした。ハシミテは、もともとベドウィン部族ですから。実際、この
すべてがどう始まったかを、見ていきたいと思います。皆さんの多くが、それをご存知ないでしょう。ところで、
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「ロシアとウクライナはどうですか?」と聞いている人達がいますが、ご心配なく。それについても、後でお話
しします。ですが、皆さん、いくつかのことを思い出してください。
まず第一に、これをお見せしたいと思います。これは、イスラームの父祖、預言者ムハンマドにまでさかのぼる

長い王朝の、過去 100 年ほどの名前です。つまり、ハシム、これが彼らが“ハシミテ”と呼ばれている理由です。
いいですね?

そして、そこから、彼らがモハメッドの直系である、という考えが来ていて、もちろん、長年に

わたり、ハシミテ家が支配し、コントロールしていました。彼らが独立していた時もありましたが、ほとんどの
場合、彼らは独立しておらず、しかし、彼らはまだ、メッカとメディナの支配者として任命されていました。
彼らは、ムハンマドの直系であり、この一族が、メッカとメディナを守っていました。また、これをお見せしま

しょう。基本的に、1800 年代後半、オスマン帝国は、周りのすべてをこの
ように分割しました。見ての通り、紅海のそばの緑の線、紅海の緑の地帯
が、メッカとメディナ、ヒジャーズの地域です。それは、メッカの領土と
メディナの領土とで構成され、ハシミテは、それをコントロールしていま
す。そして、何が起こったかというと、現代には、これらの支配者がい

て、左からフセイン・イブン・アリーが見えます。一番左です。それか
ら、シャリーフ・フセイン・イブン・アリーの後、彼の息子ファイサルが
来て、そして、ファイサルの右側には、たった 2 年間だけ統治した彼の息
子、タラールです。
彼は、統合失調症に苦しんでいたので、強制的に外され、そして非常に若

くして、フセイン・ビン・タラール王が、権力を握りました。
さて、なぜ私は、ここで、これらの紳士を見せているのか？
なぜ私は、これを見せているのか？私がここで、これを見せ
ているのは、皆さんが理解する為です。フセイン・イブン・
アリーが、オスマン帝国から、ヒジャーズ、メッカ、メディ
ナに対する支配を受けた事から始まり、その後、サウジが反乱を起こしたとき、彼らは、彼らを追い出します。
サウジアラビアの一族、サウード一族までもが、彼を追い出し、彼は家族と共に砂漠に行って、そこで、アラビ
アのロレンスに助けられます。そして、私達が知っているのは、最終的に、新しい取り決めがなされ、ハシミテ
が、アラブ世界の残りの部分を支配することを許可したのです。それには、イラクとシリア、当時のパレスチナ

が含まれます。さて、非常に、非常に明確にしておきますが、当時のパレスチナは、実際には、イスラエルとヨ
ルダンです。それはイギリスの権限下にあり、イギリスは、そこを独立に向けて整え、バルフォア宣言を成就す
るようるように、命じられていました。バルフォア宣言は、パレスチナ内に、ユダヤ人のためのユダヤ人国家を
約束しています。覚えていますか？パレスチナはイラク国境からずっと、地中海までです。そして、何が起こっ
たかというと、ハシミテが、トルコに敵対して、イギリスを助けた第一次世界大戦の結果、パレスチナの 77%が

切断され、すでにアラブ人に与えられたのです。それが、ハシミテです。それは、トランスヨルダン（ヨルダン
川の向こう）と呼ばれています。ずっと東まで。
そしてもちろん、残りの 23%はと言えば、皆さんは、きっと思うでしょう。
「彼らが 77%を取ったのなら、少なくとも、23%はユダヤ人のものだろう。」
いいえ。その時から、残りの 23%を、ユダヤ人とアラブ人の間でいかに分割するかで皆が戦い始め、いまだに戦

っているのです。すでに、イギリスが、アラブ人に 77%を与えているのに。しかもそれは、ユダヤ人の祖国のた
めの場所を準備し、1917 年からバルフォア宣言を履行せよという、彼らに与えられた命令に、完全に違反してい
たのです。それは非常に驚きです。誰もそのことについて話しません。さて、皆さんに、非常に興味深いものを
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見せたいと思います。今、いかにしてフセイン王が、最終的に王になったかについて話しました。つまり、こう
です。
フセイン・イブン・アリーがいて、そして、彼の後に、彼の息子アブドゥッラーが来て、フセインには、2 人の

息子がいました。イラクを統治したファイサルと、トランスヨルダンを統治したアブドゥッラー、そして、アブ
ドゥッラーが死んだ後…実際、アブドゥッラーは、1950 年代に神殿の丘で暗殺されました。その後、息子タラー
ルが王位に就きましたが、2 年足らずで統合失調症になり、彼の息子が引き継ぎました。
ここからが、興味深いのです。これをご覧ください。
1999 年に癌で死亡した、このフセイン王、フセイン王は、4 人の異なる女性と結婚

しました。彼の最初の妻からは、アリア王女、彼の 2 番目の妻からは、アントワネ
ット・アヴリル・ガーディナーが生まれ、彼には今日、アブドゥッラー国王、ファ
イサル王子、ゼイン王女、アイシャ王女がいます。その後、3 番目の妻はアリア・ト
ゥーカンで、彼女からは、ハヤー王女、アリー王子、もう一人アビール・ムハイセ
ン。

そして、最後の 1 人…ここから、おとぎ話
の始まりです。フセイン王が、最後に結婚
した妻は、ヌール王妃です。彼女はリサ・
ハラビイ、アメリカ人です。1978 年 6 月 15
日、彼女は、ヨルダンのフセイン王と結婚

し、アラブ諸国初のアメリカ生まれの王妃となりました。あの王妃が、
ハムザの母です。だからハムザは、アブドゥッラー国王の異母兄弟で
す。さて、フセインは、1999 年に死亡する直前、アブドゥッラーを国王
として、もう一人の息子ハムザを皇太子として任命しました。この美し
い写真は、王アブドゥッラー2 世と彼の妻ラニア王妃、そして左には、

当時の皇太子ハムザです。しかし、4 年も経たない内に、2004 年、王ア
ブドゥッラー2 世国王は、皇太子の称号からハムザを外し、わずか 22 歳
やそこらの長男フセイン 2 世を置いて、皇太子としました。ですから見
ての通り、すでに 2004 年から、亀裂が始まっていたのです。
ハムザ王子は、彼自身の問題を抱えていて、彼は、間違いなく、皇太子

ではありません。したがって、彼は宮殿には居らず、彼には自分の家族
があって、彼には、彼の生活があります。しかし、彼の外見が…皆さん、お分かりいただけるでしょうか…彼の
外見が、本当に彼の父親フセイン王によく似ていて、これを見てください。彼の外見、彼の話し方、彼の行動全
体から、何らかの理由で、ベドウィンや他の人達は、彼が、本物だと感じていて、彼らは、本当に彼の事が好き
なのです。そして彼は、過去 15 年間にわたってヨルダンで起こっていた事に対して、遠慮なく批判をしました。

彼は多くの腐敗があると信じていて、…私が言っているのは、彼が信じている内容です。彼は、腐敗があり、縁
故主義があると信じています。縁故主義と言うのは、ヨルダンには、75%以上のパレスチナ人がいて、残りのベ
ドウィン族は、強いですが少数派です。そして何が起こったかというと、ベドウィン族はかつて、政府や軍隊、
すべてにおいて主要な地位にあって、全ての場所でです。そして彼らはエリートでした。少なくとも、ベドウィ
ン族出身の者達はそうです。パレスチナ人は、2 級のヨルダン人とみなされ、彼らは、常に隔離されていました。
なぜか？それは、1970 年、パレスチナ人がフセイン王を殺して、乗っ取り、自分達の国にしようとしたからです。
1981 年にも、再びそれがあって、その為、ヨルダンのハシミテ家は、自分達の周辺にベドウィン族を置く事に、
非常に不安を覚えたのです。さて、アブドゥッラー国王が、パレスチナ人女性、ラニア王妃と結婚しているので、
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彼女が雇用を始め、そして彼らがどんどん多くのパレスチナ人を雇用、促進し始めて、その事で、ベドウィン族
を怒らせたのです。ベドウィン族はかつて、父親であるフセイン王を「サイドゥナ」「私達の主」「私達の王」
「私達の主人」と呼んでいました。彼らは、アブドゥッラー国王を、同じように呼びません。ベドウィン族の間

には、多くの論争と不満があって、それに加えて、ヨルダンでは教師、トラック運転手の労働組合、他にも問題
が起こっています。あの場所が安定していないと、信じているからです。実際、58 歳のアブドゥッラー2 世は、
健康ではないという噂もあります。そして、彼の 2 人の息子のどちらも、次期国王になることを望んでいません。
では、彼に何かあったら、誰を任命するのか?
これが、ハムザ王子から出ている批判が、ヨルダンの不安定化と、最終的には軍事クーデターに至る、と考えら
れている背景です。さて、間違えてはいけません。ヨルダンという国は、天然資源が不足しており、ウイルスの
ために、この 1 年半にわたって、観光業はありません。ペトラの街は、完全に空です。ヨルダンは、シリアから
100 万人以上の難民を自国の領土に入れることに成功しましたが、それによって、シーア派イスラム教が入りこ
み、今、その地域から押し出されています。それまで、ヨルダンには無かった問題です。だから今は、ベドウィ
ン族とパレスチナ人の間の緊張だけなく、今や、難民と地元の人々の間の緊張があり、シーア派とスンニ派の間
にも、緊張があります。そして、親政府派と反政府派、親王派と反王派の間にも緊張があります。あちらで、非
常に多くのことが起こっているので、ハムザ王子の動きはクーデター未遂と認識され、そして今の時点で、彼は
ヨルダン北部の空軍基地で逮捕され、彼の妻も逮捕されているようです。さて、情報源がそう報告しているので、
私は、それを言っているのです。彼は以前、自宅軟禁されていましたが、それでも、衛星インターネットを使っ
て動画を制作し続け、さらには、オーディオメッセージを録音して、彼の海外の友人に送りました。
だから、その為に、彼らは、あらゆるコミュニケーション手段を、彼から奪ったのです。それが、今の問題です。
そこには問題があって、そして…ところで、まず第一に、ヨルダン人は土曜日の間、ヨルダンから、全く確証を
受け取ることができませんでした。彼らは、何も起こらなかったと言い、その後、何が起こったかについて、彼
が話す動画が出現して、それが、本当にヨルダン政府とヨルダン宮殿の評判を破壊したのです。なぜなら、彼ら
が「何も起こらなかった」と言ったばかりなのに、明らかに、大きなことが起こったのです。王の兄弟が、彼を
激しく批判しているのです。彼だけでなく、主要な人々が数人逮捕されています。国王の金融アドバイザーや閣
僚、サウジアラビアに所属する人までいて、彼らは、カタールに所属していると言う人もいます。
実際、アラブ首長国連邦と、サウジ、それからヨルダンの間には大きな緊張があります。彼らは、ヨルダンの王
を、イランとトルコと戯れ、自分が、湾岸諸国とサウジによって財政的に支持されていることを、忘れている人

物として見ているようです。数年前、王女の一人が…アリア・トゥーカンの娘、ハ
ヤー王女です。彼女は、アラブ首長国連邦の支配者、アル・マクトゥームと結婚
し、ある日、彼女は荷物をまとめ、子供たちを連れて、ロンドンに逃げました。彼
女は、まだそこに隠れています。実際、そこを彼女の兄アリー・アル・フセインが
訪れて、彼は、その事をツイートしました。

「今日、私は、私の妹であり私の目の瞳であるハヤー・ビント・アル＝フセインと
一緒にいる。」
その時に、彼はそれをツイートしたのです。ですから、王室の兄弟姉妹の間に緊張
があるだけでなく、両者の間の緊張感が、国際的な事件に飛び火しています。
さて、もう一つの出来事は、ヨルダンは、常に、イスラエルを攻撃するためのアラ
ブ界のツールでした。彼らは、イスラエルとの平和を持っていましたが、その平和は、常に非常に冷めたもので、
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非常に興味深い事に、イスラエルがアラブ首長国連邦と和平を結んだとき、その平和は、とても温かく、あちら
で起こっていることについて、先ほど話しましたが、ヨルダンが、すぐにそれを批判し始めたのです。
ヨルダン、少なくとも漫画家がしたことの一つ、彼が示したものを、見てくださ

い。基本的に、イスラエルが、アラブ首長国連邦の指導者アル・マクトゥームの
顔に唾を吐いていて、そして、35 という数字は、イスラエルが、アメリカに、F35 をアラブ首長国連邦に売却しないように頼んだからです。ところで、それは完
全な嘘です。私達は、それを言わなかっただけでなく、ネタニヤフは、それを許
した事で、実際に非難されました。しかし、アラブ首長国連邦は、ヨルダンが、

彼らをこのように描いた事を、非常に怒っています。ところで、王は、このアーティストを刑務所に投げ込むよ
うに圧力をかけられました。そこでは、このように機能するのです。基本的には、それまでです。ハシミテ一族
が支配しているヨルダンの状況は、あなたが望むほど、安定していません。ヨルダンは、すぐにイスラエルにメ
ッセージを転送しました。「ああ、私達は大丈夫です。何も起こっていません。」
軍事演習が、直ちにイスラエルとの国境沿いで始まりました。ただ、彼らが強く、彼らは物事を支配している事

を示す為に。すぐに彼らは、エルサレムの神殿の丘の宗教評議会に、自分達の身内を任命し始めました。ヨルダ
ンは、1994 年以来、イスラエルとヨルダンの平和合意に従って、そこにいくつかの特別な地位を持っていますか
ら。そして今、彼らは、そこのワクフからパレスチナ人を排除し、今、彼らは、国境に沿っていくつかの軍事作
戦を実行しています。彼らは、世界に、すべてがうまくいっていることを示したいのです。しかし現実は、今の
時点で、王と宮殿の評判が深刻に損なわれています。それが起こった事です。評判は、常に権力の主な礎で、そ

して、それが落ちると、その後、あっという間に弱者と見なされ、攻撃されます。
どうなるか分かりませんが。しかし、一つ言えるのは、今日のヨルダンの状況は、非常に、非常に、非常に不安
定です。実際、私はほんの数日前に、軍が道路を遮断している動画を見ました。クーデター疑惑のために、空港
が閉鎖されたことを知っています。彼らは、この時点で、王室を不安定にしようとする外部の要員がいるかもし
れないと、感じています。そしてイスラエルは、ヨルダン王に支持を示しました。ここは、私達の国で、最長の
国境ですから、そこが平穏である方が良く、我々にとっては、ヨルダンが支配権を握り、その支配権を彼らの側
に保つ方が良いのです。なぜなら、時には、知らない悪魔よりも、知っている悪魔の方がマシですから。万一、
一部のイスラム武装勢力が、私達の国境に潜入するような事があれば、事態が悪くなるかも知れません。
ともかく、これが、基本的にあちらで起こっていることです。だから、エジプトの状況もですが、レバノンの状
況は不安定で、もし、シリアで…この時点でシリアはほとんどありませんが、今度は、ヨルダンがその熱を感じ
る番です。現在、私達の地域で、イスラエルが、どれだけ孤立しているか皆さん、理解出来るでしょう。
私達の経済は、今日知らされたところ、5%の経済成長が、予想されます。彼らの予想以上です。私達の失業率は、
縮小しています。現在、すべてが開きつつありますから。そして、先ほども言った通り、私達の GDP は、平均的
なヨルダン人の 10 倍以上です。10 倍以上。イスラエルでは 1 人当たり年間 45,000 ドルなら、ヨルダン人は、
4,200 ドル未満です。だから、お分かりいただけると思います。さらに低いエジプトと、もはや存在しないシリ
ア、レバノンも低く、サウジアラビアでさえ、平均はイスラエル人よりも低いです。これで、イスラエルが、少
なくとも、地域の大国として現在認識されている理由が、理解できるでしょう。そして、これにもちろん、唯一、
イスラエルだけが、イランに対して直接行動を起こしている国である、という事実が加わります。フーシ派や、
他に対してではなく、本当に過去 3 年間に始まった、この海軍戦争、これについては数週間前に報告しましたが、
実際、それが全力で起こっています。
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さて、最後に、私が非常に気になっている事をお話しして締めくくりたいと思います。皆さんが、本当に理解し
て、心と思いを開き、私が言おうとしている事を、理解されることを願っています。
私達は、今夜、ホロコーストを記念しています。ユダヤ人の歴史の中で、そのようなものは何もありませんでし

た。しかし残念ながら、将来的に、そのようなものは何もないとは言えません。預言者ダニエル、預言者エレミ
ヤ、預言者イザヤが、彼らの言葉で言ったので、それは言えません。イスラエルの将来は、大患難を通してさら
に大きな大惨事を経験します。さて、なぜ…私は何を言おうとしているのか？どうか皆さん、理解してください。
良いですね？
ここ数ヶ月、私はイスラエル人、アメリカ人、カナダ人、ヨーロッパ人が、「ナチス」という用語を使用してい
るのを目にして来ました。アメリカでは、時々ある場面で、警察をナチスと呼び、他の要員は、…カナダでは、
警察をナチスと呼ぶ人々を目にしています。イスラエルでは、時には首相をナチスと呼び、時には政府をナチス
と呼びます。見てください。彼らは非常に少数派です。誤解しないでください。しかし私が気になるのは、「ナ
チス」や「ホロコースト」という言葉の使用で、ホロコーストを安っぽくしている事です。
皆さんにお見せしたいものがあります。皆さんが、ホロコーストが何だったのかを、理解できるように。皆さん
は、これを見なければなりません。これはただ、皆さんにショックを与え、それを安っぽくならないように思い
出させるのが目的です。これらの写真をご覧ください。
これが、ホロコーストの写真です。

「ホロコースト」はギリシャ語に由来する言葉で、「火による捧げ物」という言葉から来ています。私がショッ
クを受けたのは、もともとギリシャ語がヘブライ語の言葉「火による捧げ物」の訳であると知ったことです。創
世記 22 章でも-‘olah'-ヘブライ語の「火による捧げ物」“オラ”だから「オラ・コースト」です。
彼らはそれを使用し、後になって、ホロコーストという言葉を使ったのは、第二次世界大戦でユダヤ人に起こっ
たことは、単に、最終的に彼らが行き着く先が…ご覧の通り、ここ、火葬場だったからです。彼らは、捧げられ
…私はサタンにだったと信じています。そして、ご覧の通り、彼らは焼かれました。それが、「ホロコースト」
という用語です。そして、この用語は、ギリシャ語ですが、ヘブライ語では「ショア」と言い、「大惨事」
だから、私達が今夜、記念しているのは「ヨム・ハショア」ホロコースト記念日です。
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そして、私が皆さんに言いたいのは、皆さんが、これらの写真のすべてを見た後、警官に向かって、彼をナチス
と呼ぶ時、また、今日起こっていることを描写して、それを「ホロコースト前」とか「ホロコースト後」とか、
「ホロコーストの最中」という時、あなたは、あなたの周りの人々が、ホロコーストが何であったのかさえ理解

出来なくなるぐらい、ホロコーストを安っぽくしています。そして、その、ホロコーストを安っぽくしている同
じ考え方が、また、大患難や、獣のしるし、それと反キリストを安っぽくしている思考です。私達は、あまりに
も簡単に、人を反キリストと呼んだり、特定のものを、獣のしるしと呼び、そして、特定の人々をナチスと呼ん
だり、特定の状況をホロコーストと呼びます。あるいは、私達はちょうど大患難に突入したと言うことさえあり
ます。あなたは、おそらく、一度も読んだことがないのでしょう。
私が、今お見せしたもの、あの死体の山は、たった 600 万人の内の、ほんの少しです。
私が「たった」言うのは、さらに何百万人もが殺された、という意味です。
しかし、皆さん思い出してください。大患難では、数百万ではなく数十億です。
そして、皆さん思い出してください。獣のしるしは、礼拝のしるしであって、健康上の状況ではありません。
それから皆さんに言っておきますが、レストランの中ではなく、レストランの外に座ることはホロコーストでは
ありません。閉鎖された建物の中ではなく、外でしか式典に出席出来ないのは、それは、ホロコーストではあり
ません。レストランのテラスでステーキを食べて、それをホロコーストと比較しては、いけません。
その用語を無駄に使うのを、やめてください。
もう一つ言います。私は、過越しまたはイースターに、教会から警察を追い出したあのカナダの牧師を見てきま

した。そして、私は、彼が怒っていた理由を理解しています。しかし、一つ、言っておきます。彼は、彼らをナ
チスと呼びました。私は、それに同意しません。私には、彼らの愛が見えず、彼らの中にイエスが見えない、彼
らの自制心が見えません。私は、彼が、彼らにキリストの愛を与えているのを見ていません。私は、彼が、彼ら
の事を、「ナチス」「ゲシュタポ」と叫んでいるのを見ました。彼は、ナチスが何であるかを、学ぶべきです。
と言っても、彼らが、彼の教会に入るべきではなかったことには 100%同意します。それは、私も同意します。し

かし、彼が、彼らをナチスと呼び始めた瞬間、私は、ひきました。私は、ホロコースト生存者の孫ですから。
私は、そこで何が起こったのか知っています。私はそれを勉強しました。私には、母方の家族がありません。誰
一人いないのです。そしてそれは、教会を閉じるように言いに来た 6 人の警官ではなく、人類がこれまでに発明
した、最も残忍な方法で殺害された人々でした。だから、私が言いたいのは、私は、教会を閉じない事には賛成
です。私は、教会を開けておく事、その為の働きには賛成です。私が言おうとしているのは、それではありませ
ん。私が言おうとしているのは、あなたがホロコーストを安っぽくし、警官を、ナチスを呼び始める瞬間、その
後、あなたが、物事をさらに悪い名前で呼び始めるのは簡単です。
そして、見てください。私達の状態はどうですか？
センセーショナリズムに引きずり込まれて、他の誰かをナチスと呼んでいる人を賞賛したり、何であれ、現在起

こっていることをホロコーストと比較するのはやめましょう。今日のこの世界、今の時点のこのパンデミックで、
ホロコーストと比較出来る物など、何一つありません。もうたくさんです。「欺瞞がある」と言うことはできま
す。差別があるとか、そういう事なら言えます。しかし、ホロコーストという言葉を使ったり、自分の周りの人
達を、ナチスと呼んだりしないでください。それは上手くいきません。なぜなら、あなたは、ホロコーストを安
っぽくするなら、さらに大きなものでも、気づかず、それをしますから。
ですから皆さん、その言葉の重さを理解してください。私のような人々、ホロコースト生存者の家族にとっては、
皆さんも、あの死体の山を見たでしょう。もう、二度と見せたくありません。皆さんは、私達全員が、実際に起
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こったことを、学ぶ必要があります。ユダヤ人は、ワクチンにノーとか、ワクチンにイエスと言った為に、虐殺
されたのではありません。彼らは、政治的にリベラル、または保守的な側にあった為に虐殺されたのではありま
せん。彼らは銃賛成でも、銃反対でもなく、移民賛成派でも、移民反対派でもなく、

ユダヤ人は、ユダヤ人だったから殺されたのです。それだけです！
ですから、イスラエルで起こっている事のどれ一つとして、ホロコーストと比較する事は出来ません。
さらに言わせてもらうと、現在、世界中のほとんどどこででも。ですから、物事を正しい視点で見てください。
私は、あなたと一緒に教会を開けておく為に戦います。私は、教会に関しては、操作を止めるために、あなたと
一緒に戦います。しかし、あなたが、キリストの愛を示そうとせず、このタイプの言語に引きずり込まれると、

私はひいてしまいます。それは、間違っています。そしてそれは、さらに悪いものにつながっています。
申し訳ありません。私はこれを言わざるを得ませんでした。特に今夜は、私に重くのしかかっていたのです。す
みません。ただ、皆さんが、それを理解されることを願っています。
では、終わりましょう。まず…言うのを忘れていました。本当にすみません。

研究ガイドも、今オンラインで入手可能です。また英語を話さない方は、YouTube のチャンネル数を見てくださ
い。24 の異なる言語で、24 の異なる私達のチャンネルがあります。そこで、あなたの言語で字幕を見つけること
ができますので、ぜひ、お探しください。
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)

イエス様、ここから私達を連れ出してください。
アーメン。
アーメン、ありがとうございます。Godblessyou!シャローム。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

スマートフォンなどのカメラで読み込むと、このメッセージを YouTube で見られます。
≪リンク先：https://youtu.be/MQeDDxfVXz0≫
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