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[2021年 4月 16 日中東時事アップデート 

イランの核計画に対するイスラエルの戦争] 
 

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。皆さんとご一

緒出来ることを、とても楽しみにしています。2 日前の水曜日は、独立記念日と、戦没者記念日だったため、ラ

イブができませんでした。この 48 時間は、すべてのイスラエル人が、何もせず、 家族と一緒に、亡き兵士達を

偲んで過ごし、そしてもちろん、建国 73年の非常に若い国家の独立を祝います。 

さて、聞いてください。まずはお祈りから始めて、そして、超重要なアップデートに飛び込みましょう。イラン

の核開発に対する、イスラエルの戦争について。すべては、先週の起こった驚くべき出来事によるもので、それ

は、イランのナタンズ地域と、他の場所で起こりました。 

 
それでは、お祈りから始めましょう。 

 
お父様、あなたに感謝します。私はここに住み、あなたが、あなたの民、イスラエルにお与えになった約束が、 

細部にわたって果たされるのを目にしています。お父様、イスラエルが、世界中のすべての信者にとってあなた

が、約束を果たす神であられる事の保険契約であることを、感謝します。お父様、私達の独立に感謝します。 

ユダヤ人を、自分達の土地に戻してくださり、ありがとうございます。彼らを物理的に彼らの土地に戻してくだ

さり、ありがとうございます。私はまた、霊的に彼らを戻すという、あなたのご計画に感謝します。 

父よ、このアップデートが不安、混乱と恐怖をもたらす事なく、聖徒たちに、多くの希望と励ましをもたらすも

のとなりますように。あなたに感謝し、あなたを祝福して、イスラエルの聖なる方イェシュア・ハ・マシアッハ、

イエス、私達の救世主の御名によってお祈りします。アーメン。 

 
さて改めて、シャローム皆さん。アミール・ツァルファティです。 

私はイスラエルのガリラヤから、皆さんとご一緒出来る事を、とても楽しみにしています。 

驚くべき事に、73年前、まさにイザヤ 66章が告げる通り、イスラエルは国家として生まれました。 

 
国は一瞬にして生まれようか。                           （イザヤ 66:8） 

 
もちろん、できます。そして、神はシオンを贖われその後、その子宮を閉ざされるでしょうか? 

もちろん、ありません。シオンに陣痛が来たとたん、すぐに出産し、すべての逆境に反して、聖書の中の神の約

束に従ってイスラエルが生まれました。多くの人々、特に置換神学を信じる人々は、 1948年 5月 14日、非常に

悪い一日を過ごしました。彼らは、神がイスラエルをすっかり見放したと思っていて、彼らは、教会がイスラエ

ルに取って代わったと思っていました。彼らは、この不従順な国家は、もはや神の良い御手を見ないと考えてい

たのです。そこへ、1948 年 5月 14日、ホロコーストの灰の中、 また、世界で最も敵対的な環境の中から、国家

が生まれました。73 年前に生まれたこの国は、今では世界で最も強い国の一つで、非常に多くの分野で、非常に

多くのエリアで主要な国の一つとなりました。技術、医学、農業、軍事、金融技術、サイバーセキュリティ、 

他にもあります。水もそうです。そのすべてが、私達がとても偉大だからではなく、私達がとても賢いからでも、

私達がとても素晴らしいからでもありません。 
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神がとても素晴らしく、賢く、素晴らしいからです。そして、主の約束に従って、私達はこの土地に戻って来た

のであって、主は、私達を見捨てたのではありません。それは物理的な回復だけではありません。エゼキエル 36

章が、告げている通り、肉体的な回復の後、霊的な回復があります。 

残念ながら… 私はこれを言いながら、とても胸が痛みますが、残念ながら、霊的な回復の為に 我々は、国家と

して、非常に暗い時代を経験しなければなりません。私達がひざまずき、私達のメシアに来てくださいと、呼び

求めなければなりません。 

主は、来られます。 主は言われました。 

 
『祝福あれ。主の御名によって来られる方に』とあなたがたが言うときまで、あなたがたは今後決してわたし

を見ることはありません。                             （マタイ 23:39） 

 
だから、いったん、私達が国家として祈ると…もちろん信者として、私には、7 年間の恐ろしい年の暗い時代の

前にここから取り出されるという、別の約束があります。しかし、だからこそ、私は、私の国のため、私の同胞

のために祈っているのです。一人でも多くが、救世主の救いに至るように、そして、ヤコブの苦難として知られ

ている、あの恐ろしい 7年間を経る必要がないように。 

 

という事で、今日は、イランの核開発に対するイスラエルの戦争について、主に話すつもりです。 

しかし始める前に、皆さんに思い出して欲しいのは、私達には、異なる言語で、24 の YouTube チャンネルがあり

ます。周りに英語を話さない人が居る方は、私達の YouTube チャンネルを見て、これらのチャンネルへのリンク

をその人に送信して下されば、そのチャンネルで、字幕付きで動画を見ることができます。50 人以上の翻訳者が、

無償で素晴らしい仕事をしてくれています。人々が理解して、救世主の知識を得るように世界中で、ボランティ

アとして一生懸命働いてくださっています。また、とても嬉しいことに私達のウェブサイト上で、

beholdisrael.org で、ようやく、私の新しい本と学習ガイドが発売開始となりました。  

「イスラエルと教会」（日本語版はまだ出ていません） 

「教会は、イスラエルに置き換えられていない。」というところから、はじめています。この本を通して、本当

に目が開かれ、 イスラエルと教会、両方の神の選ばれた民ための、神のご計画を理解される事を願います。 

 

では、始めましょう。まず私達の北部の隣人、レバノンからあまり良くないニュースです。 

状況はよくありません。私がこの数時間で得た報告によると、 ヒズボラは、すでに、国が崩壊した後に向けて備

えています。彼らは、すでにフードスタンプ（生活保護）を印刷しており、すでに医療供給、十分な燃料、十分

なガソリンの供給について、話しています。どこから？…イランからです。信じ難いでしょうが。イランは、こ

の、レバノンの後退すべてに責任があり、そして今は、明らかに、ヒズボラの後援の下で、彼らは、イランが文

字通り国家を担うことを望んでいます。レバノン人が、それに賛成しているとは思いませんが、 

しかし、この 48時間の内に受け取った、非常に、非常に悲しい事を、お見せしたいと思います。スーパーマーケ

ットの補給製品は、すべて不足していて、 人々は、もうそれらの安価なものを買うことが出来ません。 

補給された食用油が、スーパーマーケットで品切れになった時、何が起こったかをご覧ください。 

そのすべては、ただ、スーパーマーケットの調理油のためです。状況が

いかに絶望的であるかが、お分かりいただけるでしょう。悲痛です。素

晴らしい国、素晴らしい人々です。それが彼らは、文字通り、ヒズボラ

の手で人質とされ、国が損なわれ、国の経済が損なわれています。国の

中の国としてヒズボラが、文字通り、安定した良い政府を認めておらず
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世界の他の部分から援助を受けることが出来ません。これは、どこであれ、イランが居るあらゆる地域で見られ

る悲劇です。実際、お見せしませんが、他にも、イエメンのフーシ派に関する報告がたくさんあります。彼らは、

若い女の子や女性達を誘拐し、強姦、性奴隷にしています。非常に有名なイエメン人のモデルの報告があります

が、彼女は数ヶ月前に通りの真ん中で誘拐され、誰も、彼女が今、どこにいるのか知りません。推測では、これ

は、女性が何をすべきか、何をすべきでないかに関するねじれた理解によるもので、女性はとても虐待され、人

権が犯され、見るに恐ろしい状況です。イランは中東全域にトラブルをまき散らしており、シリアでも、同じこ

とをしています。彼らはイラクで同じことをし、彼らは、もちろんレバノンでも、イエメンでも同様で、非常に

悲劇的です。イランの人々は、レバノン人と同じように、彼らは、これらに全く賛成ではないのです。彼らは素

晴らしい人々です。なぜなら、イランの人々がいなければ、私達は、ずっと前にイランと和平を結んでいたでし

ょう。彼らは、すでに、彼らが恐ろしい間違いを犯した事を理解しています。 

1979 年、彼らは、アヤトッラー・ホメイニー が、変化の風をもたらし、腐敗を、何か名誉で良いことに置き換

えると思いましたが、しかし、彼らが代わりに受け取ったものは、悪魔的、サタン的なもので、本当に悲惨な事

です。それ以来… 見てください。イランは、中東で最も不安定な勢力で、我々はしばしばそれを見ています。 

 

それとは別に、今私達の地域で起こっているもう一つの厄介なこと、ウクライナ国内の、ロシア軍の大規模な力

です。さて、問題の大部分がどこで起こっているのか、地図をお見せ

しましょう。これはウクライナの地図です。ご覧の通り、東の領域の

ドネツィク、 マリウポリ、そのすべてが、ロシアの分離主義者が支配

する地域です。何か、問題が起きているようです。ちょっとお待ちく

ださい。それから、2014 年に、すでに併合された、クリミアもありま

す。しかし、左側を見てください。モルドバとウクライナの間の領域

もまた、ロシア軍が、かき回し始めた地域です。私がこのすべてを見

せている理由は、…ちょっと待ってください。これを取り除きましょう。どうなっているのか、よくわかりませ

んが…とにかく、私がお伝えしたいのは、西側は、10 万人のロシア軍を恐れています。お見せしましょう。彼ら

は、ウクライナに大規模な軍隊を送っています。これをご覧下さい。これらは、現在、ウクライナで起こってい

ることです。それが十分でなければ、今ご覧になっているこの地図

は、ロシアが、あらゆる側面から乗っ取る事を、西側が恐れている図

です。そして、非常に興味深い事に、ウラジーミル・プーチンは、米

国の新政権を容認せず、今週課された、すべての制裁は、全く役に立

っていません。彼は、殺人者や殺し屋と呼ばれた事実が、気に入ら

ず、そして、彼はウクライナに向かって移動している NATO の軍隊に迷

惑しています。現在私達は、非常に不安定な地域を見ています。と言

っても、不安定な地域はそこにだけでなく、中東も不安定で、ペルシ

ャ湾も不安定、また、米国南部の国境も不安定です。 

 

さて、主な問題に移りましょう。イランの核開発に対する、イスラエ

ルの戦争です。イランは、初日から、イスラエルを破壊すべきだと考

えていたことを理解することは非常に重要です。 

 
イランの核開発に対するイスラエルの戦争は、ずっと前に始まっています。おそらく 10 年以上前、イスラエル

は、イランが核兵器を開発していることを知っていました。世界は、それを認めることを拒否しましたが、2018
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年 イスラエルは、イラン政権の核アーカイブを取り、イランが、他の何でもなく、爆弾を開発するために核開発

計画を持っていることを、全世界にさらしました。それまで、イスラエルは、イランの核開発を遅らせなければ

なりませんでした。さて、私がこれから見せるものは、イスラエルがこれをした、と言っているのではありませ

ん。しかし、イランで何かが起こり始め、彼らは、理由があっていくつかの事が起こっていることを、知りまし

た。これをご覧ください。これら異なる 4人の人物をご覧ください。 

1人は 2007年に死亡し、1人は 2010年 1月に死亡、もう 1人は 2010年

11 月、もう 1 人は 2011 年 7 月。これらはすべて、イランの爆弾計画で

働いていた、核科学者です。皆さん、理解してください。イランは、爆

弾に取り組んでいたのです。もちろん、世界の大国が、2015 年に取引

を形成した時、イランは、決して、潔白でこんな風に言ったのではあり

ません。「はい、私達は爆弾を計画していましたが、私達は、あなた方

と一緒に協力したいと望んでいます。」イランは言ったのです。「そも

そも、我々は爆弾を作ろうなんて思った事がないのだから、何かを証明

する必要はない。」非常に興味深いです。皆さん、知ってください。多くの人々が、こんな風に言っています。 

「イランには、エラムに関する預言があって、エラムは、ブシェール原子炉があるイランの一部だから、将来的

には…」しかし、イランの核開発ははるかに大きい、と私は言いたいです。見て下さい。北西から南東まで全国

各地にあります。全国各地です。彼らが軍事基地を置いている場所に

は、核廃棄物の処分場があります。イエローケーキ生産工場、ウラン

濃縮施設は、複数あります。重水炉は２ヶ所あって、ブシェールに 1

つ、イラクに 1 つ。そして、彼らはもちろん、至る所にウラン鉱山を

持っています。だからブシェールだけではなく、イラクに別の重水炉

があって、 鉱山があり、濃縮施設があります。ところで、爆弾を作

る時は、また、その核弾頭を目標に届ける適切な車両も必要です。 

その為彼らはまた、パルチンの地下に、秘密の基地を持ち、そこで彼

らは、核弾頭を取り付けるロケットに取り組んでいたのです。 

これは、非常に非常に精巧なもので、ほとんどの場合、彼らは、でき

る限りそれを地下に隠そうとします。さて、爆弾に興味がなければ、

なぜ地下に何かを隠すのですか？エネルギーなど、民間の目的のためにウランを濃縮しているだけなら、 なぜ、

それを地下 50メートルの所に隠すのですか？明らかに、私達は皆、その目的を知っています。 

ナタンズのこの施設を見てください。 これをご覧ください。 

[ビデオ再生] これでお分かりでしょう。皆さん、イランは、膨大

なお金を投資していて、彼らは、自国民に投資するお金が、本当に

ないのです。ところで、イランには今、多くの市民不安があり、 

社会のあらゆる場所で、人々が苦しんでいて、なのに、ご覧の通り、

すべてのお金は、これらのものに行きます。そして、非常に興味深

い事に、彼らがやったことは、ウラン濃縮施設のすべてから、循環

してウランを濃縮していたすべての遠心分離機を取り、彼らは、地

下 50 メートルの巨大なコンクリートトンネルでそれらを移動しま

した。ここから、私が共有したかった驚くべきことです。それは、先週起こりました。そして、勘違いしてはい
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けません。先週より以前に、多くのことが起こっています。昨年 6 月、パルチン爆発がありました。6 月 26 日の

事で、これがその現場です。彼らがロケット、ミサイルを作る軍事基地、

それが、ほとんど完全に破壊されました。どこで？…地下です。私達は、

事実としてそれを知っています。そしてもちろん、イスラエルは 2018 年

に、核アーカイブを取りました。2018 年 2 月、イランが何とか見つける

前、数時間以内に私達は、イランからトラックでそれらを持ち出し、そし

て、彼らが目を覚ますと、私達がすでに出て行っていなくなっている事に

気づきました。少なくとも 20 人のモサドエージェントが、これに従事し

ていました。それで十分でなければ、イスラエルのモサドはまた、アルカ

イダのナンバー2の殺害にも関わっています。どこで起こったか? …彼は

イランで殺されました。信じ難いかもしれませんが。イランは、テヘラン

で、アルカイダまで運営していたのです。彼らは、テヘランで安全だと感

じ、彼らは、そこでは誰も、彼らに手を出さないと感じていたのです。そ

して、何が起こったのかを見てください。そしてもちろん、昨年の 12 月

の終わり、イランの核開発計画の責任者、モフセン・ファフリザデが、ま

さに、テヘランの近くで、非常に聡明な軍事作戦によって、暗殺されまし

た。そして再び、そこでも、誰も捕まらなかったのです。仮にイスラエルがそれをしたとして、数分後に、現場

には、イスラエル人は一人も居ませんでした。かなり驚きです。では、説明しましょう。昨年 7 月、ナタンズの

ウラン濃縮施設で爆発があって、 イランは、あちらでいくつかの問題があったと言い、彼らは、それについてあ

まり話しませんでした。しかし、明らかに、1 つの非常に重要な部分を取り出して、海外に送り、修理する必要

があったようで、そして、その帰りに何かが起こりました。 

 
ところで、皆さんは、私に尋ねるかもしれません。 

「アミール、あなたはこれらのすべてを、どうやって知るのですか?」 

興味深い事に、始まりは、アラブのメディアが、アメリカの新聞を引用し、そのアメリカの新聞は、イスラエル

の情報源を引用していると思われます。イランのメディアは、イスラエルの情報源を引用したアメリカの新聞を

引用しました。言い換えれば、誰もが他の誰かを引用しているのです。私は、これら、他のところから引用して

いる情報に耳を傾ける事すらありません。私は、イラン議会を代表する、イランの研究センター長、または 研究

委員会の責任者に耳を傾けます。この男、彼の名前はアリレザ・ザカニ。（Alireza Zakani）彼は、テレビでイ

ンタビューを受けました。さて、人が理解していない事の一つは、イランには、2 つの主要な力があり、リベラ

ル寄りで知られている革新派がいて、そして、ハードコア保守派、イラン革命防衛隊があります。 保守派です。

しかし、ハッサン・ロウハニ大統領は今、リベラル寄りで知られています。そこで、何が起こったのかというと、

保守派陣営の男が自分の受け取ったすべての情報を取り、そして、ハッサン・ロウハニを攻撃する為、彼は、テ

レビの生放送でそれを言ったのです。なぜか？ なぜなら、イランでは選挙が間近に迫っているからです。そし

て、皆さん、言っておきますが、彼が言ったことは、衝撃以外の何ものでもありません。テレビの生中継で、イ

ラン政府当局者が、次のことを認めているのです。7 月に取り出されたその部分は、海外に送られ、そして、イ

ランに持ち帰られた。誰かが、それに精巧な爆発物を 150 キロを入れ、それに気づかず、イラン人が、元々それ

があった原子炉に持ち込み、そして爆発が非常に大きかったので、あちらの電気システムを破壊しただけでなく、

他のものも破壊しました。 

彼が言ったことをお見せしましょう。彼は実際、こう言いました。 
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「ナタンズでこの爆発の後、国内にある我々の濃縮施設のほとんどが…」彼はそう言い、そして、「国会議員が

この報告を聞いたとき、彼らは血の涙を流した。」 

これは現在、私達が皆使用できる、新しいフレーズです。彼らは血の涙を流した、彼らはとても残念だったので

す。彼らは何百万ドルもの資金や、多くの時間とエネルギー、そのすべてを、非常に長い間投資して来て、彼ら

は、皆からそれを隠そうとしたのが、まさにそこで、その全てが…爆発物の塊が密かに持ち込まれ…彼が何と言

ったと思いますか? ザカニは、基本的にこう言って、政府を批判したのです。彼は言いました。「イランは、

スパイでいっぱいだ。」 

皆さん、言っておきますが、彼は正しいです。彼は非常に正しい。モサドが、非常に多くの場所で仕事を済ませ

た後、モサドが、テヘランの中心部に行って、 そして、核アーカイブ全体を取り、一晩の内にそれを外へ運び出

し、モサドが、おそらく、核開発計画のトップを排除し、そして非常に高い可能性で、アメリカと協力して、カ

セム・ソレイマニ将軍を殺害した後、今、モサドには、多くの評判があって、そして、評判が上がれば… 

彼らを探す必要はありません。政府に反対しているすべての人が、 競ってあなたのために働くようになります。

ただの評判であっても。そして、イランの核開発に取り組んでいる、何千人もの人々、彼らの全員が、基本的に

疑われています。よく考えてみてください。そして、かなり驚きなのは、その爆弾を密輸しなければならなかっ

た人は、遠心分離機がどこにあって、電気パネルがどこにあるのか、すべてのトンネルを、正確に知る必要があ

りました。すごいです。イランの核開発の全詳細が、イスラエル人に知られている。これは、私が言っているの

ではありません。イラン人自身がそれを言ったのです。私は今、テレビで公に認めたイラン政府当局者の言葉を

引用しているのです。もちろん、選挙で保守派が勝つ為に、彼は、政府を傷つけたいのです。 

しかし、彼は非常に、非常に、非常に強く言いました。彼は言いました。 

「誰であれ、それを行った人物は、素晴らしい仕事をした。」 

「私達は、誰がそれをしたか知っているが、彼らは素晴らしい仕事をした。私達は大部分を失った。」 

 
さて、興味深いことに、彼はこんな風に言いました。 

「今、『我々はより高い濃度でウランを濃縮し始める』と政府が言うとき…」 

彼らは、今朝、そう言いました。 

「我々は、ウランを 60%に濃縮し始めた。」 

ちなみに、彼らが許されているのは、3.67%だけです。だから、彼らは彼らが許可されている濃度のほぼ 20 倍に

濃縮しているのです。その同じ男が言いました。 

「いつであれ、政府がそれを言うときは、彼らを信じてはいけない。少なくとも、ナタンズでは、ウランが濃縮

される事はあり得ません。ナタンズは、あちらで起こった大被害から回復するのに、少なくとも 9 ヶ月かかりま

す。 」 

 
だから非常に興味深いです。それで足りなければ、イランの政府は今、ウイルスと戦っています。イランの反体

制派が、数を発表しました。もちろん、それらの数字は、イラン政府が隠していますが、彼らは、実際に、死者

の数は25万人だと言っています。さて、それはイランの反体制派で、彼ら

は、通常、国民に真実を伝える人々です。それに対して、政府は、常に嘘

を吐いています。イランでは、コロナウイルスで 25 万人が死亡し、そし

て、政府は、ほとんど何もしていません。ですからご覧のとおり、イラン

は今、非常に大きな圧力の中にいます。ただ、間違いなく、イランはイラ

ン協定を更新することを熱望していて、そして彼らは、ウィーンで、アメ

リカとヨーロッパと会っています。しかし、彼らがそれを更新したい理由は、彼らには、何が何でも、数十億ド
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ルを受け取る必要があるからです。制裁が彼らを殺しているからです。制裁が、あまりにも苦しくて、イラン国

防大臣は、次のように言いました。 

「我々は、お金がなくて、どこの地域でも、我々の民兵に全く給料を支払っていない。」 

見てください。これはまさに、2015 年以前のイランの状況です。それが、あのイラン協定が、イランを復活させ

たのです。イラン国民に、政府を倒す機会を与えるのではなく。2015 年のイラン協定は、イランに数十億ドルを

注入し、それがどこに行ったか、皆さんは、正確に知っているでしょう！それらは、イエメンのフーシ派、レバ

ノンのヒズボラ、向こうの親イラン派のイラク民兵に支払われたのです。そして、仮にイラン国民に行ったとす

れば、非常にごく僅かです。これはクレイジーで、それは非常に驚くべきことです。よく考えてみてください。 

 
皆さん、理解してください。そのすべてが今、再び起こりつつあるのです。アメリカの前政権は、厳しい制裁を

課し、イランが絶望的になるほど、損害を与えました。さて、皆さんが覚えておくべき、もう一つの側面は、数

週間前に、それについて話しましたが、イランは、中国と協定を結んだばかりで、イランは、もはや、イランが

望むことを何も出来ません。イラン国内には今、中国の利益があって、イランは、彼らは本当に、完全にやり方

を変更出来ません。今や、イランは、高い可能性で、以前の他のケースと同じように、報復することはできませ

ん。仮に、イスラエルがそれをしたという証拠があっても、です。彼らは試みました。彼らはイスラエルの船を

襲ったが、あまり、ダメージを与える事が出来ず、そして、彼らはイラク北部で、モサドのエージェントを数人

殺したと報告しました。ところで、それはデタラメです。そんな事は、全く起こっていません。しかし彼らは、

何とか、何人かを殺した、イスラエルのシークレットサービスを攻撃したと言わなければなりません。なぜか？ 

イラン国民の前で、彼らの面目を保つ為です。しかし、我々は理解する必要があります。現在は、全く違う状況

です。 

 
さて、現在、アメリカ政権は、イランと取引をすることを非常に熱望しています。しかし、イランがしているの

は…ほら、彼らが、本当にウランを 60%に濃縮しようとしているなら、明らかに、交渉で、彼らに有利にはなり

ません。エネルギーのためだけに、60%の濃縮ウランは必要ありません。それが必要なのは、武器のためです。

ですから、一度それを行うと、基本的にこう言っているのです。 

「この為に、私は本当にウランが必要なんだ。」 

ですから、私達が今見ているのは、イランの選挙がどんどん近づいていて、彼らは、現在、すべてのルールを破

ることができないことを知っています。彼らはまた、彼らが何かを行うには、その手段が非常に限られているこ

とを、理解しています。彼らはまた、自分達が見事に丸裸で、脆弱であると感じています。なぜなら、私達が、

彼ら核施設の地下で起こっている事を知っているなら、イスラエルは、他に何を知っていて、近い将来、何が損

なわれる可能性があるのか？このように多くの混乱があり、保守派は、それを利用して革新派を攻撃しています。 

思い出してください。マフムード・アフマディネジャードでさえ、彼は、再び大統領に立候補したいと思ってい

るのです。しかし、最高指導者は、彼を許しておらず、彼は非常に怒っています。 

彼は激怒して、言っています。「ハメネイが死ねば、イランは終わりだ。」 

「それまでだ。」彼が、基本的にそう言ったのです。 

 
皆さん、私達は今、驚くべき事が起こるのを見ています。さて、このすべては、聖書のどこに当てはまるのか? 

私達は、差し迫る、ロシアのウクライナ侵略について聞きました。ところで、シリアでは、ロシア軍は基地を離

れていて、そしてイラン革命防衛隊が、その隙間を彼らの民兵で埋めています。民兵の中には、アフガニスタン

人もいれば、パキスタン人もいて、そのうちの何人かは、イラクの地域出身で、彼らは異なる名前を持っていま

すが、すべて民兵です。ただ、イラン革命防衛隊の基地が、シリア全土にどんどん建てられていて、イランは、

長期戦でイスラエルに近づく事を決意しています。 
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さて、聖書的に、私達は皆知っています。最終的に、イランは、イスラエルへの攻撃に参加します。しかし、彼

らは、単独でそれを行うのではなく、アメリカが、もはや世界の超大国ではなくなり、そしてロシアが統率して、

イスラエルへの攻撃を仕掛け、また、それによって、トルコがリビアとスーダンに加わる時に、起こります。だ

から、私達は、非常に驚くべきことを見ています。イランは、今、何も出来ません。なぜなら、イランは面目を

保ち、そして、取引の交渉の席に着かなければなりませんから。しかし、同時にイランは、イスラエルがしたこ

とへの復讐を願っています。そしてイランは、仕返しをしたいのです。 

 
だから、この世界の地政学的状況が、大きく変わる瞬間…ところで、私の予測です。私は預言者ではありません

から、これは預言ではありません。私は、主からそれを聞いたのではありませんが、私は、現在の私の周りを見

渡し、そして、世界中の地政学的変化を見ることができます。今後、数年間で、非常に多くの政権が崩壊すると

思います。私が信じるに、最終的には、大混乱によってロシアが絶望的になり、イスラエルから何かを盗もうと

するでしょう。大混乱によって、最終的にイランが言うでしょう。「よし、彼らに加わろう。」 

トルコ:「私も加わろう。」リビア:「私も加わろう。」 

この大混乱は、アメリカが、もはや重要な役者ではなくなった時です。この大混乱は、ヨーロッパが自分達の問

題に対処している時です。この大混乱は、中国が、イスラエルに攻め込むそれらの国で起こっている事を、全く

制御することができない時です。その変化が起こります。しかしそれまでは、ある場所ではゆっくりと、ある場

所では急速に劣化するのを目撃します。 

 
ところで、間違ってはいけません。大混乱が、あまりにもひどくなり、反キリストが台頭するに至ります。 

反キリストの台頭は、単なる世界の指導者の台頭ではなく、政治的、財政的、霊的な混乱の真っ只中にいる絶望

的な人々が、何らかの贖い主、何らかの救世主を探すのです。彼は、ありきたりの政治的場面からではなく、多

くの希望と、平和、繁栄、新しいシステムをもたらし、世界統一経済、世界統一宗教、世界統一政府が登場しま

す。これらのすべては、現在は、国々や、場所や大陸で、何らかの抵抗があります。しかし、大混乱があまりに

も強く激しくて、全世界が…見てください。黙示録 13章を読めば、全世界が彼を崇拝します。今は、私達には、

それを見ることができません。間違えてはいけません。現在、獣はおらず、反キリストはいません。私達がこう

して話している今は、全世界が崇拝する新しい世界の指導者はいません。もちろん、世界が、神に逆らうものす

べてを推し進めようとするのを、私達は見ています。神のものではなく、聖書と反対のもの、すべてを推し進め

ています。しかし、まだ、ここで何らかの抵抗があります。 

 
さて、覚えておいてください。反キリストが登場し、本性を現すには、私達がまず、取り除かれなければなりま

せん。それが鍵です。だから非常に多くのクリスチャンが、周りで何が起こっている事で、とても不安がってい

るのが、私は悲しいのです。私達には、約束があります。反キリストが登場する時、私達は、ここにいません。 

したがって、私達は、間違いなく彼を崇拝しません。私達は、間違いなく彼のしるしを受け取りません。 

私達は、間違いなく大患難を通る必要はありません。私達は、間違いなく、この世が神によって裁かれるのを見

る必要はありません。私達は、ここにいませんから。だから私達が、するべき事をやり続けることが、非常に重

要なのです。主が、私達を迎えに来て下さる時に、 

主は、私達が御父の仕事をしているところを見たいと願っておられます。 

主は、私達が福音を分かち合い、御言葉を分かち合うことを、望んでおられます。 

主は、私達が彼の使節になることを、望んでおられます。 

主は、彼が使節を呼び戻す前に、彼らが、主を代表する事を望んでおられます。 

そして人々に、神と和解するように呼びかける。皆さんは、それを多くの愛を持ってしなければなりません。そ

れを、神の御言葉を持ってしなければなりません。センセーショナルにするのではなく、間違った木に吠えるこ
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となく、私達のものではない殉教を受ける事なく、私達は、御言葉を分かち合うのです。そして、私達は、御言

葉を分かち合う前に、それを良く知っていなければなりません。それが私達の義務です。 

 
イエスが言われたことは、すべて… 主は言われました。「わたしについて書いてあることは、必ず全部成就す

る。」（ルカ 24:44 参照）そして、主はいつも、エマオに向かう途中の 2 人の弟子や、他の弟子達にさえ、主が

昇天される直前に、彼はいつも、彼らに神の御言葉を言及されました。全て復活は、神の御言葉によるものでし

た。それが、神の御言葉を確証したのです。つまり、ポイントは、私達は、神の御言葉を、人々に届けなければ

なりません。 

私は今日の世界中の状況を見て、今日、自らをクリスチャンと自称しているすべての人が、今日、自分達の時間

を、何が占めているか見て欲しいと思います。怒りですか、それとも神の愛を分かち合っていますか？ 

何かに逆らう事か、それとも私達が、ここで人々に与えるために持っているものを与えているか？ 

ほら、私達は、世界が私達を愛し、世界が私達を受け入れ、世界が私達に従う、道が広く、多くの人がその中を

歩く、とは全く約束されていません。私達は、その反対を約束されているのです！道は狭く、彼らはあなたを迫

害し、彼らはあなたを憎み、彼らは、あなたに対して汚名を着せ、虚偽のことを言うでしょう。それが、私達に

約束された事です。だから、私達は、世からの同情を求めてはいけません。そうでなく私達は、ここにいて、希

望がある事、そしてそれは、イエスであることを、世に伝えなければなりません。そして、この恐ろしく邪悪な

世界からあなたを救うことができるのは、唯一、主だけです。また、あなたの心を新しくし、変えられて、 そし

て神の子となって、神をアバ、父と呼ぶ唯一の道は、主を受け入れる事です。あなたの心に彼を受け入れるので

す。どうやって？まず第一に、あなたは、認めなければなりません。主が来られ、そして彼が、あなたのために、

代価を支払ってくださった。あなたが支払う必要がないように。そして、彼は 3日目によみがえりました。 

だから、彼は、代償を払ってくださっただけでなく、死を打ち破ったのです。 

それで終わりです。「完了した。」これが超重要な事です。 

 
今、私は、これを見ているすべての人が、私達が持ち、私達が与えることができる事柄によって、励まされる事

を願います。私達が腹を立て、抗議したくなるような事柄ではなく。良いですね？ 

皆さんを励まします。起こっていることは全て…見てください。私は、イスラエルに住んでいて、非常に多くの

聖書預言の成就である国に住んでいます。ここにいる私達にとって、神の御言葉は現実です。しかし、私達は皆、

世界中で起こっている事を見ることによって、 実際に、同じように感じるはずです。 

私達は、神の御言葉の成就を、生きて目撃しています。 

(A) いかにして、世界が間違った方向に向かい、 

(B) 私達が、キリストにあるすばらしい希望、それを、他の人と分かち合うという任務。 

 
という事で、イランの核開発について話し、 あちらで起こった事について、話しました。イランで、何が起こっ

ているのかについて話し、彼らが、この現政権との協議に署名することを熱望している事実について話し、中国

の要因が、おそらく、この時点では彼らのバランスを取るであろう事実について話しました。 

しかし、私達はまた、書の終わりを知っています。そして、その書の終わり、私達が、ここから連れ出された後

に何が起こるかを、知っています。だから、私達は、恐れるべきではありません。私達は、私達がここを出た後、

何が起こるのかを知っているのですから、私達は人々に警告し、彼らに真実を伝え、彼らに御言葉を伝えなけれ

ばなりません。彼らが取り残されて、それらの恐ろしい事すべてを通らなくても良いように。 

 

ですから、繰り返しますが、皆さん、続けて勇敢に戦い、競争を走り信仰を保ちましょう。 

来週私は、エルサレムに行って、メッセージを収録します。「世界統一宗教の台頭」 
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非常に興味深い事に、エルサレム、最終的に反キリストの本部となる場所で、それを収録して、できるだけ早く、

公開します。そしてその翌週は、死海から、死についてのメッセージを、収録するつもりです。 

ただ死についてだけでなく、私達の体は死ぬかもしれないが、私達の魂は、決して死ぬことが無いという事実に

ついて、そして、人々の魂は、どこに向かっているのか？堕天使のような、堕落した生き物はどうなのか? 

悪魔はどうなのか？彼らはどこにいるのか？キリストが来て、死者が復活した時、どうなるのか? 

主がそれをされる時、何が本当に変わるのか？その全てを聖書でカバーします。他でもなく、聖書のみです。 

聖書以外の他の本や、解説書や何かを引用する事はありません。私達は、聖書を調べ、そして、それらの一つ一

つを、分析します。皆さんは、南半球で、発見するでしょう…私は今、オーストラリアについて話していません。

かなりの数の場所で、一人ではなく、あるものが複数存在します。 

 

次に、皆さんに知ってほしいもう一つのことは、ニュースレターに登録することを、引き続きお勧めします。私

達のウェブサイト、beholdisrael.org より、ウィークリーニュースレターに登録してください。そして、

YouTube、フェイスブック、インスタグラム、テレグラムで私達をフォローしてください。良いですね？ 

 

ありがとうございます。では、アロンの祝福でお別れしたいと思います。 

『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) 

 

 

平和の君だけが与える事の出来る、すべての理解を上回るその平和を、平和の主である方が、今より永遠に、こ

こでも、どこでも、あなたに与えてくださいます。彼の名前はイェシュア、彼は私達の救いです。 

主の御名によって、お祈りします。 アーメン。 

 
ありがとうございます。神の祝福がありますように。私の新書、「イスラエルと教会」をご注文される方は、 

私達のウェブサイトからどうぞ。他の本も同様です。ありがとうございます。神の祝福がありますように。 

音声の不具合があって、申し訳ございませんでした。皆さんが、メッセージを理解できることを願っています。 

そして、できるだけ多くの人々にシェアしてください。ありがとうございます。God bless you! シャローム。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2021年 4月 16日公開 

 

 

https://beholdisrael.org/


 

2021年 4月 16日中東時事アップデート 

BeholdIsrael.org  11/11 
 

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/753Mnjdu0L4 ≫ 
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