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Amir Tsarfati 

[2021年 4月 28 日中東時事アップデート 

困難の只中にあるトルコ] 
 

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、配信していま

す。この中東のアップデートが出来る事を、とてもうれしく思います。テーマは、「トルコがトラブっている」 

そこで、トルコ大統領と国が、この時点で遭遇している 5つの主要な問題について、言及します。 

では、お祈りから始めましょう。 

 
お父様、あなたがすべてを完全にコントロールしておられることに心より感謝します。 

お父様、私達はまた、あなたの子供として、不安や恐怖の中にいないことを感謝します。 

それは、あなたからのものではありません。私達は、力と愛と健全な心で、 あなたの御言葉のレンズを通して、

世界の出来事を見、私達が生きている、この時代と季節を理解しなければなりません。そして、そこから多くの

慰めと励ましを受け取ります。あなたに感謝し、あなたを祝福します。 

私達の主である救い主、イエシュア・ハマシアハ、他にないイエスの御名の下に、お祈りします。アーメン。 

 

〈偽ＳＮＳにご注意を！〉 

改めて、皆さんありがとうございます。シャローム。アミール・ツァルファティです。ここイスラエルのガリ

ラヤにあるオフィスから、配信しています。今日は 4月 28日、イスラエル時間の午後 8時です。中東、ペルシャ

湾で、たくさんの事が起こっています。シリアでさえ、イランの問題があって、ヨーロッパでは、イラン協議に

関する事が起こっていますが、今日は、トルコについてもっとお話します。 

トルコは、「マゴグの地のゴグ」「エゼキエル戦争」で知られる戦争に関して、終末の預言で不可欠な、中心的

役者です。今日は、間違いなくそれについてお話ししますが、その前に、ソーシャルメディアとビホールド・イ

スラエルに関して多くの人々が、非常に混乱しているので、明確にしておきます。偽のチャンネル、偽アカウン

トが、あまりにも多く出回っていますから。秩序を正して、明確にするために、 皆さんは、次のことを理解して

ください。 良いですね？聞いてください。Facebook で、私は数年前にプロフィールを開きました。これが無け

れば、他のものを開くことができません。プロフィールは私の名前、ア

ミール・ツァルファティで、私は、そこから 4 つのページを作りました。

ご覧ください。実際の Facebook プロフィールには、私の名前があって、

その下には、ご覧の通り、私達のミニストリーが持っている 4 つのペー

ジです。ビホールド・イスラエルのページ、アミール・ツァルファティ

のページ Bible Bites のページと、ヤング・アダルトのページ、それぞ

れの下に、フォロワー数を書いたのは、自慢する為ではなく、偽物は、

それほどのフォロワー数が得られないので、少ないフォロワー数で、偽物を簡単に識別し、私達のものではない

事が分かる事を、皆さんにご理解いただく為です。Facebook に関しては、これが私達のもので、このようなチャ

ンネルは、私達のものではありません。3500 人が、これが私達だと思って、このグループをフォロー、または関

わっていますが、これは私達ではありません。誰なのか、分かりませんが。 
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それだけではありません。YouTubeでも、偽の YouTube チャンネルがあります。 

ご覧の通り、“ Amir Tsarfati Sermon”…私達の YouTubeチャンネ

ルには、391,000 人のチャンネル登録者がいます。自慢する為でな

く、これは、常に、本物と偽のものを識別するための最善の方法で

す。テレグラムは、私が毎日のニュースや他のものを日に何度も投

稿しているプラットフォームです。テレグラムでは、これが本物の

私達のテレグラムチャンネルです。登録者は、44,000 人。ご覧の通

り、ユーザーは、「ビホールド・イスラエル」チャンネルで、それ

から左側をご覧ください。たくさんのチャンネルが登場して、彼ら

はすでに、登録者を獲得していますが、それは私達ではありませ

ん。ですから、お願いします。これらの、偽アカウントから離れて

ください。それを明確にする必要がありました。このチャンネル

で、何が語られているのか、分かりませんから。これらの偽アカウ

ント、 偽チャンネル、 偽ページ、 偽グループ、それは私達ではあ

りません。 

 

〈偽の犯行声明をするイラン〉 

良いでしょう。さて、先週私は、イスラエルがイランでいくつかの驚くべき事をしたと、お伝えしました。私は

また、イスラエルで起こったことを見て、イランが、必死になって、あたかも、自分達が行ったように見せよう

とした事も、お伝えしました。一つは、シリアから飛んで来たロケットで、 これは、ロシア製の対空ロケットの

ようで、イランとは、一切関係ありません。しかし、もう一つは、前回お伝えしましたが、イスラエル中部の、

厳重に管理された場所で爆発があって、イランは、「あれは我々のサイバー攻撃だ。」と言いました。 

こちらは、遠くから見た、爆発の様子です。 

それを見た専門家が書いたものを、ご覧ください。彼は、こう書きました。

彼は、基本的に、「あれは爆発ではない」と言いました。 

「あれは、固体ロケットモーターの実験だった。」 

これは、物事を理解している専門家です。とにかく、皆さんは理解してく

ださい。イランは、必死でフェイクニュースを流して、自分達が、一切し

ていない事に対して犯行声明を主張しているのです。ですから、それは一度も起こっていないという事を理解し

てください。 

 

〈ロシア、イスラエル、シリア謎の会合？イランのシリアでの動向〉 

この数日間に起こった、もう一つのことは、私達は、ロシアの航空機を目撃しています。私用ジェット機…とい

うよりロシア軍が所有する、小さなロシア製の政府専用機が、モスクワからテルアビブ、テルアビブからシリア

のフメイミムにある、彼らの基地に飛行しています。すでに、2 日以内に 2 回ありました。そして、イスラエル

とシリアの当局者が、おそらく、その基地のどこかで会合を開いている事が、分かっています。興味深いのは、

それで、ここ数日の間、シリア戦線が超静かである事の説明がつくかも知れません。ロシアも、イランのシリア

関与に非常に反対していると思います。しかし、残念ながら、イランは止めていません。イランは、ますます多

くの民兵部隊を、シリアの異なる地域に送り込んでいます。アフガニスタンからの民兵、イラクや他の場所から

の民兵を、はるばるシリアまで、もちろんそれは、彼らが必要とする瞬間に向けて、軍隊を前進させる為です。 

 

 
偽物の YouTubeチャンネル（左）と本物 

偽物のテレグラム（左）と本物 
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〈イラク・バグダッドの病院で爆発、死傷者多数〉 

それで足りなければ、不幸な事に、数日前にバグダッドのイブン・ハティーブ病

院で爆発がありました。あそこのコロナ病棟で、酸素容器が爆発し、これは、その

病棟の残骸です。もう一枚の写真はこちら。残念ながら、これまでに 130 人が死亡

し、 何百人もが負傷、バグダッドでは暴動が起こっています。あちらで、自分達

のインフラの世話をしない政府の大きな問題であって、これは本当に、本当に悲し

いことです。 

 

〈サウジアラビアとイランの、双方へのタンカー攻撃〉 

数日前に起こった、もう一つのことは、サウジアラビアです。まず、イランのタ

ンカーがあって、これは、シリア沖で、ドローン攻撃を受けたイランのタンカーで

す。しかしイランは、それは自分達の船ではないと言いました。私を信じてくださ

い。私達は知っています。イランは、石油タンカーを海に持ち込み、そこへ小さな

船が来て、石油を容器に入れて、動かしています。イランは、あれは小さな船だと

言いましたが、ご覧の通り、大きな船から、煙が上昇しています。それが、基本的

に起こったことです。 

もう一つ起こったことは、サウジアラビアの石油タンカーが、サウジアラビア

のヤンブー港沖で攻撃された、サウジアラビアの石油タンカーを、お見せしまし

ょう。昨日、サウジアラビアのタンカー、NCC ダンマーム石油タンカーが攻撃さ

れました。この攻撃は、イランの代理で動いているイエメンのフーシ派によるも

のです。サウジは嘘をつき、「何も起こらなかった。」「我々は、本当は、ブー

ビートラップの船を破壊したのだ。」と言いました。しかし、写真は、違うことを示しており、最終的に彼らは

後になって、彼らの石油タンカーが攻撃されたことを認めなければなりませんでした。それは、革命防衛隊のイ

ランの船だけではなく、 実際には、イランと強い関わりがあるダンマームもです。彼が、昨日そう言って、みん

な、それに衝撃を受けたのです。なぜなら、イランが、サウジアラビアを破壊し、 聖地メッカとメディナをコン

トロールする事を望んでいるのは誰もが知っています。 

ここで、現在の米国政権に、何らかの利益があって、ポイントを稼げたかどうか、私達には分かりませんが、 

しかし、またしても、一方では、良好な関係を望んでいると言い、他方では、代理を使って攻撃しています。 

 

〈米国を挑発するイラン〉 

この、切羽詰まったイランと言えば、過去 3 日間に 2 回、ペルシャ湾で、米海軍は、警告銃を発砲しなければ

なりませんでした。イランの船が、ペルシャ湾の米海軍の船に近づきすぎたからです。今日、ほんの数時間前に、

それが起こりましたが、それは数日前にもあって、私は、それをテレグラムで報告しました。ですから理解して

ください。一方で、イランは、アメリカとの交渉を望み、他方で、イランは、アメリカに恥をかかせたいのです。 

彼らは、イラクのアメリカ基地への攻撃を狙い、ペルシャ湾では、アメリカの船を攻撃しようと狙っていて、 

そして、ウィーンでの会談では、誰にとっても受け入れ難い事を要求しようとしています。繰り返しますが、私

達は、この信じられないことを見ています。私には、説明することが出来ません。理解をはるかに超えています。

こんな事をする人間の思想とは、一体どうなっているのか。しかし、そういう事です。 
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〈イスラエル、GDP世界 19位、グリーン・パス解除を検討〉 

イスラエルにとっての良いニュースをお伝えして、それから、悪いニュースにつ

いてお話します。良いニュースは、昨日の時点で、イスラエルは世界の裕福な国

の上位 20 位に仲間入りしました。イスラエルの国民一人当たりの GDP は 19 位、

地球上の 180 カ国、多分 190 カ国から、私達は 19 位で、 世界で最も裕福な国、上位 20 位に入りました。これ

は、非常に励みになります。 ほぼ全世界が、COVID と金融危機を経験している最中に、私達の経済は、以前の所

まで戻って、我々の失業率は今 10%未満。COVIDのせいで、すべての国で失業率が天に届きそうでしたが、今は、

ずっと縮小していて、文字通り、来月再開される観光を除けば、イスラエルでは、すべてが開かれています。す

べての学校、幼稚園、大学、すべてオープン、すべてのビジネス、全てが開店していて、ホテルは、イスラエル

人でいっぱいです。もう一つ言いますと、数週間前に、私は、グリーンパスについて説明しましたが、イスラエ

ルは現在、グリーンパスの解除を検討しています。終了です。おそらく、集団免疫を達成したのでしょう。 症例

件数が非常に低く、1 日 100 人未満です。全国で、COVID に感染している人は、2000 人未満です。だから、イス

ラエルは、グリーンパスの解除を検討しています。終了、それはもう必要ありません。私達は、私達が望むもの

に達し、経済が開かれ、 病院は、もはや溢れかえる事がありません。素晴らしいです。これは、ここがアパルト

ヘイト国家ではなく、 ここでホロコーストが起こっていない事を示すサインでもあります。この全ては、センセ

ーショナリストな人達のナンセンス、これらは、ゴミ箱行き、ここでは、そうではありません。 

 

〈5 月、アミールさんの米国講演ツアー〉 

さて、来月、私はアメリカを訪れます。このリストをご覧ください。私が訪れるのは、カリフォルニア州、ワ

シントン州、アイダホ州、それから、テネシー州、フロリダ州にも行きます。テネシー州は、まだ場所が決まっ

ていませんが、とにかくそこを訪れ、それからフロリダに行きます。メッセージの一つは、これです。神が、本

当に私の心に置かれ、予定しているメッセージです。 

「神、聖書と 2人の大統領」 

神が、いかにして完全にコントロールされているか、神の御言葉に定められた、主の計画の全てが実現しつつあ

って、誰が米国大統領であろうと、全く問題ではありません。神の計画が、実行されていて、これは素晴らしい

ことです。 

 

〈F-35、3機がイスラエルに到着〉 

さて、もう一つご覧いただきたいのは、この写真です。それらの美しい戦闘機

が、数日前、イスラエルに到着しました。3 機の新しい F-35 が、アメリカ人のパ

イロットと共にアメリカから到着しました。中央の写真は、アメリカ人のパイロ

ットが、イスラエルの基地司令官によって迎えられている様子で、ご覧の通り、

イスラエル人が飛行機にイスラエル空軍のロゴを取り付けています。これらは美

しい戦闘機で、素晴らしいものです。この後、F-35 についてお話します。これは、トルコが今抱えている、最大

の問題の一つですから、 この後、それについてお話しします。 

 

〈パレスチナ大統領選挙と、ハマスとの分裂、暴力に、もはや見向きもしないアラブ諸国〉 

また、皆さんに思い出して欲しいのは、ロケットや何かが、ガザからイスラエルに向かって飛んでいる事で恐

怖に陥っている人達がいますが、私は、先週の金曜日のアップデートで言いました。まだ 1 週間も経っていませ

ん。これは全て、パレスチナ議会と大統領選挙の問題です。皆さん、理解する必要があります。パレスチナの大

統領、マフムード・アッバース（通称アブー・マーゼン）は、ところで、彼は決して当選していません。2005 年
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以来、彼の任期は終わっているので、彼はもう大統領ではありませんが、彼はまだ大統領です。とにかく、彼は

基本的にヨーロッパやアメリカなどから正当性を得ているので、パレスチナへの注目は、PLO、パレスチナ解放

機構を通し、 それが、パレスチナ自治政府の主要な管制官です。さて、それがなんと、ハマスは、すでに数年

前、暴力によってガザ地区を引き継いでいてそして、彼は、ガザの人達を人質にしています。ハマスは、西岸地

区のパレスチナの他の人々の間で大きな人気を享受していて、数ヶ月前、80 代半ばで重病人の、パレスチナのア

ッバース大統領が、 実際に、選挙を発表したのです。さて、ハマスは驚愕しました。「おい、それは私達が望ん

でいた事だ！選挙！」我々が勝つことは、分かっている。それに、選挙なしでは、全体の場所を占領することが

出来ない。イスラエルが、非常に厳しく西岸地区の周辺全体をコントロールしているから。私達は、ハマスに、

そこで活動させていませんが、ハマスは、自分達が当局に選ばれれば良い事を知っていて、その為、ハマスは今、

この宣言を利用しています。さて、アッバースは自分が負けることを理解していて、…なぜ彼は、以前それを理

解していなかったのか、分かりませんが、彼は、選挙をキャンセルしようとしています。さて、彼らは、そのす

べてを、イスラエルを攻撃するための口実として、利用します。なぜか？ 感情、宗教的感情、エルサレム以上に

最善なものはありますか？そして国家的な事、イスラエルです。占領者イスラエルを憎もう！さて、彼らの間で

は、彼らは互いに憎み合っています。しかし、彼らは理解しています。彼らが勢いを得、注目、その他を集める

為の最良の方法は、私達を攻撃することです。 

 
面白いのは、アラブ世界は、もう、それに興味がないのです。以前、彼らは、周りの多くの国から多くの注目

を集めていましたが、しかし、今、このナンセンスに関わって、明らかにパレスチナの味方をするのは、イラン

とトルコだけでしょう。むしろ、イランが背後にあると、我々は信じていて、我々は、様子を見ています。事態

は、今、落ち着いていますが、来月の選挙日に向けて、事態は、再び噴出する可能性があります。ほら、20 年ご

とに、パレスチナ人の新世代が登場して、暴力的な活動を試みようとします。なぜなら、彼らは、それが成功し

ないことを知りませんから。彼らは新しい世代です。前世代は、それがうまく行かないことを知っています。彼

らが、それを行うたびに、私達はさらに前進し、彼らは後退して来ました。だから、新世代が、また試みようと

しているのだと思います。その結果は、非常に簡単です。ハマスは、明らかにムスリム同胞団ですが、彼らは、

若者たちに、エルサレムでユダヤ人を攻撃して、TikTok で撮影し始めるように言ったのです。これは今の新しい

ものです。 

「正統派ユダヤ人を、電車の中や、街を歩いている時に攻撃して、そして、TikTok にそれを投稿する。そうだ！

これで自分も人気者になる！」 

さて、その後、イスラエル人達が、それに激怒し、彼らは、アラブ人を攻撃し始めました。そこで、アラブ人は

言っています。 

「よし、今、我々はエルサレムに行って、アル＝アクサ・モスクを守らなければ！」 

そして今、彼らは、行ったり来たり、行ったり来たりしていて、そのすべては、ガザのパレスチナ自治政府と、

ハマスの間に内部対立があるからです。それがすべてです。 選挙… 

これが、私達の周辺の人達で、これが、神が私達に贈ってくださった隣人です。たぶん、これが、私達を謙虚に

保つための最良の方法なのでしょう。 これに囲まれる。そういう事なのでしょう。という事で、これが今の私達

の状況です。 

 

〈トルコの混乱〉 

では、今日のトピックに入りましょう。トルコです。現在のトルコは、1923 年、アタテュルクがオスマン帝国

の残骸から設立したトルコ共和国で、カリフ・オスマンによって設立され、実際には 1200 年から 1900 年代まで、

つまり、1923 年までそこにあった、非常に古い帝国です。非常に長期間、彼らは、世界の私達の部分イスラエル
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を 1517 年から 1917 年まで支配していたのです。私達の地域だけで 400 年です。他の地域は言うまでもありませ

ん。人は私に尋ねます。「なぜ、トルコがリビアに？」リビアは 1920年代まで、オスマン帝国によって支配され

ていました。リビアの一部の地域の部族は、リビアに残ったトルコ兵が、地元の人々と結婚し、自分自身を、ト

ルコ人であり、リビア人であると考えています。だから、トルコが、リビアで起こっていることから完全に切り

離されているわけではなく、かつて、100年前は、リビアの占領者でした。 

 

さて、なぜ私は、こんな事を言っているのか？トルコは、国家として新たに動き出した時、国として、放棄され

た宗教を去り、西洋に対して非常にオープンになって、カリフの確立を廃止、 彼らの文字を、アラブ文字からラ

テン文字に変更する事までしました。西洋の世界に対して、もっと開かれるように。信じられないかもしれませ

んが、世界で初めてイスラエルを承認した、イスラム教徒国家です。1949 年でした。だから、イスラエルとトル

コは、実際に非常に親しかったのです。エルドアンが政権を握り、2003年に首相に就任し、2014年に大統領に就

任するまでは。 

しかしポイントは、国家が非常に親しかった為、私達が、トルコととても近かったので、なんと、ギリシャとキ

プロスは、私達が嫌いだったのです。だから、ギリシャとキプロスは、常に、すべてにおいて、パレスチナの味

方をし、トルコは、パレスチナに関しては、中立を保つ中、我々は素晴らしい関係にあって二国の軍隊は、非常

に大きな軍事協力関係にありました。皆さん、理解する必要があります。エジプトもまた、トルコと非常に親し

く、またしても、ギリシャとキプロスは、常に反対側にありました。それがなんと、エルドアンが、全てを変え

たのです。彼がすべてを変更しました。そこで、トルコが今経験している 5 つのトラブルについて、お伝えした

いと思います。 

 
5つのトラブルです。さて、一つ目は、今日の時点で、1.完全なロックダウンに入っています。 

「トルコ、COVIDの完全制圧を目指して、完全ロックダウンを発表」 

あちらの COVIDの症例は、1日に 5万件です。…1日 5万人、たぶん今は少し減っ

たかも知れませんが 4 万人近くが死亡、 400万人以上が、ウイルスに感染してい

ます。だから、それに関して、あちらで多くの問題があります。そこでエルドア

ンは決めました。 

「わかった、もうこれ以上は耐えられない。病院は機能していないし。」 

「完全ロックダウン」 

 
今、金融危機の真っ只中にあるトルコで、ロックダウンです。元々、金融危機があ

ったのです。それが第二の問題で、2.通貨価値の低下です。「トルコリラ、利下げ

で過去最低の落ち込み」米国が懸念。これからの数分間でお話しする事は全て、ト

ルコがうまくいっていない、と言う話です。アラブ諸国から受けた、多額の融資が

今、返済出来ません。彼らが受け取った、安いローンで家や車を買ったトルコ人の

多くは、今、返済の時期ですが、それを支払うことができません。トルコ人が、こ

れらのローンを支払うことが出来ず、彼らは、政府に支払うことが出来ない、だか

ら政府は、他の政府に支払う事が出来なくて、今、彼らの通貨が暴落しています。それが今、エルドアンにとっ

て大問題で、彼は、この瞬間に、戦わなければなりません。 

 
それからもう一つ、興味深いのが、今週の土曜日、3.アルメニア人虐殺に対するアメリカの認定がありました。 

それでは、常に明確にしましょう。ところで、アルメニア人虐殺は、ただの一度ではありません。1800 年代後半、

トルコ人は、数万人のアルメニア人を惨殺し、 それが、アルメニア人を、ますます怒らせただけでなく、若いト
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ルコが、1910 年代とそれ以降、若いトルコが引き継いだ時、そこで何が起こったかというと、それから、第一次

世界大戦に突入し、そして、第一次世界大戦では、これをご覧ください。 

「第一次世界大戦で、ロシアとペルシャの領土侵略の間に、オスマン帝国の準軍隊が、地元のアルメニア人を虐

殺し、虐殺は大量虐殺に変わった。」 

100 万から 150 万の人々です。さて、最大の問題の一つは、トルコ人とロシア人の間にあった、トルコ北東部、

サリカミシュでの戦いでした。トルコ人は、そこで大敗を喫しました。 2万 5千人のトルコ兵が、戦う前に、凍

死したと言います。そして、トルコ帝国が、アルメニア人を非難することの一つは、ロシアの兵士を支援した事

です。これは、ロシアの領土下にあったアルメニア人です。トルコではありません。そして、何が起こったかと

いうと、その大敗北のために、トルコの支配者は、イスタンブールとトルコ中の、すべてのアルメニア人を集め 

そして、トルコ全土を横切って、シリアの砂漠まで行進を始めました。 死の行進です。彼らは食べ物を与えられ

ず、水を与えられず、年配者が最初に死に、次に幼い子供たち、そしてもちろん、女性達はレイプされ、人々は

殺され、虐殺されました。何人が生き残ったか分かりませんが、 しかし、生き残った人々は、話を伝えました。 

それに関与したほとんどすべての人は、逃亡した為に、トルコの指導者から暗殺されたか、…彼らは、裁判に召

喚されていたので、逃げました。 彼らは逃げ出し、そして殺されました。ドイツで、アルメニア人の学生によっ

て殺された人もいれば、 ある人達は、他の場所の党員集会で殺されました。しかし、ポイントは非常に明確で

す。トルコは、自分達が大量虐殺を犯したことを、知っていました。そして、彼らは逃げました。自分達が捕ま

る事に、気づきましたから。皆さんにお伝えしたいのは、誰も、それについて話したくなかった理由は、トルコ

が、ずっと長い間、その大量虐殺を否定していたからです。さて、これを見てください。トルコは今、西側に開

かれたイスラム教国家に変わり、北大西洋条約機構(NATO)の一員となり中東で非常に重要な軍事力でした。誰も、

彼らを怒らせたくありません。だから、毎年 4月 24日は、アルメニア人虐殺の記念日ですが、 

「オスマン帝国は、アルメニアの人々に大量虐殺を犯した」 

という言葉は、誰も言いませんでした。1914 年、1915 年、第一次世界大戦の話です。繰り返しますが、100 万〜

150 万人のアルメニア人が虐殺されたのです。ちなみに、これは、ユダヤ人のホロコースト以前で、当時、史上

最大の大量虐殺として知られていました。問題は、すべてを非常によく記録したドイツ人とは異なり、アルメニ

ア人虐殺の記録は、あまりありませんでした。それが、トルコ人の思う壺となりました。しかし、それが非常に

大きな残虐行為だった為、シリアの砂漠にいたアメリカ人旅行者が、自分達が見たものを証言したのです。他に

も、ヨーロッパ人の旅行者も同様です。それは、何千もの論文に文書化され、今日でも、米国のアーカイブに保

持されています。だから、大量虐殺が起こったことは、誰も疑っていませんでしたが、 誰もが、トルコ政府を怒

らせるのを恐れていたのです。 

さて、バイデン大統領は、とにかくエルドアンが嫌いで、彼は当選する前に、「彼を倒したい」とすでに、カメ

ラの前で言いました。彼がそう言ったのです。 

「 彼は排除されなければならない。」 

そして、アメリカ大統領は、今がその時だと決意し、それが起こったのです。トルコの反応を見てください。ト

ルコ外務省は、述べました。 

「言葉は歴史を変えたり、書き換えたりすることはできない。」 

「我々は、自分達の過去の誰からも、学ぶことは何もない。」 

「政治的日和見主義は、平和と正義に対する最大の裏切りである。」 

「我々は、人民主義にのみ基づいた、この声明を完全に拒否する。」 

トルコ外務省が、あの声明の後、そうツイートしたのです。ところで、

あれはジョー・バイデン大統領の大統領声明です。初めて、アルメニア記念日に、彼は発表しました。 

「米国は、当時のオスマン帝国による大量虐殺を認定する。」 
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だから、それが起こったことは、間違いありません。誰もが、それが起こったことを、知っ

ています。いくつかの映画や、文書が存在します。残念ながら、写真はあまり無く、…多分、

好都合だったのかも知れません。しかし、繰り返しますが、アメリカのような超大国の認定

が、常に欠落していました。40 カ国以上が、すでにそれを認定しています。しかし、アメ

リカがそれをしなかったのは、非常に奇妙でした。しかしそれも、4 日前、今週の土曜日に

終わりを迎えました。 

 

さて、今週起こった、もう一つのこと、トルコの誇りを砕いた、もう一つの大きな打撃は、4.トルコが、基本的

に、F-35 プログラムから追い出されました。さて、それについて、一つ説明しましょう。多くの人々が、それを

理解していないかも知れませんから。全ては、ただトルコが F-35を購入するだけだと考えている人がいますが、

違います。はい、トルコは 100 機を注文して、すでに、3 機だったと思いますが、受け取っています。しかし、

トルコは、F-35 の製造プロセスの一員だったのです。皆さん、理解する必要があります。私が今日見つけたもの

を、ご覧ください。トルコが、F-35プログラムから外された事で、エンジン価格

が上がる。なぜか？ なぜでしょうか？それは、F-35 のエンジンが、3%増加する

ように設定されている為です。なぜか？合計約 188 の部品が、トルコの業者によ

って生産された為、だから、その企業との契約が切れる、おそらく 2022 年、そ

の時になって、初めて、トルコの関与が無くなるのです。しかし、皆さん、理解

しなければなりません。それは、トルコの防衛に、大きな打撃を与えるだけでな

く、その為に、トルコ経済も大きな打撃を受けます。 

 
非常に興味深いです。このもう一つの側面はこれです。皆さんに、あるものをお見せしましょう。これをご覧下

さい。これはトルコの TCG アナドルです。これは、強襲揚陸艦で、トルコの空母の

ようなものです。さて、なぜこれを見せたのかというと、トルコは、F-35 の一部を

注文しようとしていて、彼らが注文した F-35B は、海軍のためのもので、垂直に離

陸し、垂直に着陸する能力を有し、そして、その空母は、F-35 を運ぶはずでした。

それが、現在、それが出来る戦闘機があまりないの

で、トルコが、基本的に、それを動かすのは、何ですか？ 唯一、ヘリコプター

と、それと、独自のバイラクタル TB2、中高度長時間滞空型 無人戦闘航空機

（UCAV) の為だけです。今、彼らは、それらの為にだけ、このアナドルを使用しな

ければなりません。彼らは、それ用に、これを使用しなければなりません。非常

に興味深いです。非常に興味深い。 

 
さて、皆さん、理解してください。他にも、トルコに起こった事があって、それは、彼らの 5.外国の前線の、ほ

とんどすべてで抱えている問題で、全くうまくいっていません。つまり、ギリシャ、キプロス、イスラエル、エ

ジプトと、リビアでも、うまくいっていないし、ロシアともうまくいっていなくて、アメリカとは確実です。ト

ルコは今、大きな問題を抱えています。トルコは、イスラエルと、エジプトの親友でした。 それが、何が起こっ

たかというと、エジプトで、エル・アッ＝シッシーを政権に導いた軍事クーデターが、エルドアンは気に入らな

かったのです。彼は、ムスリム同胞団のファンで、エルドアンは、軍事クーデターが気に入らなくて、その為、

エルドアンは、エジプトに対して非常に敵対的でした。それは大きな間違いでした。トルコにはエジプトが必要

で、エジプトにはトルコが必要で、そのため、今エジプトは、イスラエルの友になり、トルコの敵、キプロス、
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ギリシャの友になっています。皆さん、思い出してください。トルコは、この地図を設計しました。彼らは本当

に、リビアと、そしてイスラエルとの海路を設ける事を望んでいました。 

そして、そうすることによって、彼らは、キプロスの、ギリシャ、それと

キプロスからギリシャの島であるクレタ島へのアクセスを遮断したかった

のです。私がこれを示している理由は、非常に簡単です。皆さん、イスラ

エルは彼らに言いました。「結構です。私達は、それには興味がありませ

ん。」そこでトルコは、言いました。「ちょっと待ってください！ほら、

あなた達にガス田を与えましょう。これは、あなた方のものではありませ

んが、現在、キプロスが所有しているアフロディーテの一部をあなた方に

与えます。」イスラエルは言いました。「いいえ、結構です。私達は今、

ギリシャ軍、ギリシャ海軍、ギリシャ空軍、それからキプロスとも、素晴

らしい関係にあって、私達にとっては、こちらの方がずっと重要です。」 

エルドアンは毎日、毎晩イスラエルをバッシングし続けていますが、私の

友が私に背を向けるとき、私は他の友を探します。時に、私の敵の敵は、私の友です。まさに、それが今起こっ

ていることです。皆さん、理解してください。トルコは、いじめっ子のように振る舞っていて、皆、それが嫌な

のです。トルコはまた、1 年前…そしてここ数年、トルコの領土には多くの難民がいます。何が起こったかとい

うと、トルコは、ヨーロッパを脅迫しました。「我々は、門を開いて、お前達の領土に、何百万人もの難民を行

かせる。」さて、彼らは、昨年の 3 月にそれをしました。彼らは、門を開き、ギリシャは、52 隻の沿岸警備隊の

船を送りました。ギリシャの沿岸警備隊は…一部の難民は、ギリシャとトルコの間で捕まって、トルコは、後に、

彼らを引き取らなければならず、そしてギリシャに入った、少数の人は逮捕され、起訴されました。そして、そ

の瞬間から、トルコは、もはや、その武器を使わなくなりました。そのボタンは、もう機能しない。彼らは、ギ

リシャが今は本気であることを理解しています。それだけではありません。トルコは、エジプトに何かをし、ま

た、カタールと一緒になって、湾岸諸国にイジメ行為を試みました。そして、トルコ製品に対して、大規模なボ

イコットがあり、その後、トルコの経済は、大きな打撃を受けました。皆さん、そのような行動には報いが伴い

ます。 

 

さて、トルコのした事を見てください。彼らは非常に利口です。まず第一に、彼らは、新しい海軍を設けていま

す。新しい海軍です。皆さん、理解しなけばなりません。トルコには、地中海沿いに、最長の海岸があって、 黒

海、エーゲ海にも海岸を持っています。トルコには、広大な海岸線があるので、海軍は、もちろん非常に重要で

す。そして実際、ご覧ください。彼らが今、UAV を含め、どれほどの数の船や

海軍装備に取り組んでいるか。 大量です。これで足りないなら、彼らは、フ

リゲート艦を築いています。フリゲート艦は、小さな戦艦で、それらのフリゲ

ート艦は、これらの船を支援しています。これら

の船を見てください。これは…これをご覧くださ

い。これはトルコの掘削船で、こちらはトルコの

地震探査船です。これが、海底にあるものを読

み、そしてそれが、ガスや石油を掘削できる場所

を見つけると、彼らは掘削ボートを送ります。さ

て、なぜそれが重要なのか？彼らがした事をご覧

ください。彼らは非常に利口です。彼らは、これらの大型船に、トルコの旗を描き

ました。掘削船であろうと、地震探査船であろうと、まるで、巨大なトルコ国旗の
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ようです。彼らは、それらに国旗を描きました。なぜだか思いますか？彼らは、一つのことを理解しているので

す。誰であろうと、エルドアンの最大の敵でさえ、トルコ国旗のついた船を攻撃すると、大変な事になります。

「誰かがトルコ国旗を攻撃している！」という感じで。 

「一致団結して、石油を見つけ、ガスを見つけて掘削し、それを得るために、我々は、船にトルコの旗を描いた

のだ。だから、誰であれ、それらの船を攻撃する者は…」 

それらの船は、彼らが居る必要のない場所の、いたる所に居て、彼らはギリシャ諸島の間を行き、そして、ギリ

シャや周辺の他の船に伝えます。 

「これに近づくな！さもなければ、戦火に巻き込まれる事になる。」 

言い換えれば、彼らは、まるでそこが自分達の水域であるかのように振る舞うのです。そして、非常に興味深い

事に、もしそれに対処して、これら、トルコ国旗が描かれた船を攻撃すれば、「お前達は、トルコ国旗に発砲し

ている。」それが、彼らのメンタリティです。 

だから、トルコは、うまくいっていません。彼らは、非常に多くの異なる場所に居ますが、すべてにおいて、周

辺とうまくいっていません。彼らは、イスラエルとうまくいっていません。イスラエルは、ギリシャ空軍と、12

億ドルの契約を結んだばかりです。私達は、今後 20年間、ギリシャ空軍を訓練します。私が今言ったことを、理

解していますか？次の 20年間、ギリシャは、イスラエルと友でなければなりません。つまり、もしトルコが、何

であれ、イスラエルやエジプトからの合意を失えば、トルコは、その地域の石油とガスの戦いでも、敗北します。 

トルコは、最大の同盟国であるアメリカを失ったばかりです。 

では、トルコは、誰に頼ると思いますか？正解です。 ウラジーミル・プーチンだけです。 

F-35 の全問題の始まりは、エルドアンが、1 つの超大国だけに留まりたくなかった為です。彼は、中国から買い、

ロシアから買い、アメリカから買おうとしましたが、アメリカが言いました。 

「残念だが、あなたは、ロシアの S400 地対空ミサイルシステムを購入しながら、私達から F-35 を購入する事は

出来ない。」 

「それは出来ない。実際、あなたは NATOのメンバーでありながら、ロシアの製品を購入してはいけない。」 

「そうは行かない！」もちろん、エルドアンは自分の望むままに行動し、今、エルドアンは、それの代償を払っ

ています。そして今、米国で扉が閉ざされ、彼は、ロシアに駆け込みます。そして、先に私達が見た通り、確か

に、ロシア、イラン、トルコは、最終的にイスラエルに攻め込みます。私達が今、中東と中東情勢に関して、こ

の同盟が、最終的に形成されて行く様子を見ています。皆さん、思い出してください。イスラエルは、彼らの事

を待っていません。イスラエルは、ギリシャ空軍と契約しました。それ

から、ヨーロッパのイスラム教国家は、トルコを恐れていません。 

コソボが、つい先日、エルサレムに大使館を開設しました。これをご覧

ください。これは、エルサレムのコソボ大使館です。 

コソボ、ヨーロッパのイスラム教国家が、

エルサレムに大使館を開設したのです。も

はや、誰もトルコを恐れていません。彼らは、もはや、いじめっ子からのいじめを

恐れていません。トルコは、財政的、軍事的、誇りの面でも流血していて、すべて

がうまくいっておらず、ご覧の通り、COVIDも、彼らを襲っています。それで足りな

ければ、道徳的にも、彼らは、150万人近くのアルメニア人に対する、本当に恐ろし

い大量虐殺の責任を問われています。これが、トルコが今、直面していることです。 
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〈まとめ〉 

そこで皆さん、理解してください。私達は、エゼキエル戦争に向けて巨大な一歩を踏み出しています。この為に、

皆さん全員が、思い出す必要があるのです。時に、大統領執務室の親イスラエル大統領が、重要な役割を果たす

ことがあり、しかし、時に、反トルコ派、反ロシア派の大統領も重要な役割を果たすことがあります。私達は、

今、目の前でそれが形成されるのを見ています。だから、神が、完全にコントロールされています。物事は、理

由があって、一時的に起こっています。そして、私達は、覚えておかなければなりません。私達が信頼するべき

なのは、政治家でも、軍事指導者でも、メディアや、他の何でもありません。私達は、覚えておく必要がありま

す。信頼出来、本物で真実であるものが、一つあるとすれば、それは、神の御言葉です。 

そして、神の約束は「しかり」であり「アーメン」です。この書に書かれていて、成就しないものは何もありま

せん。何もない。現在、中東で本当に何が起こっているのかを、皆さんが理解された事を願います。トルコに関

して言えば、トルコは、ゴメルとペテ・トガルマ（トガルマ一族）で、エゼキエル戦争の説明では、彼らはペル

シャに参加し、彼らはロシュ、メシェクとトバルに加わり、リビアとスーダンである、プテとクシュに加わりま

す。彼らは間違いなく、イスラエルに攻め込むこの全同盟の主要な部分になります。しかし、イスラエルに攻め

込むためには、反イスラエルでなければなりません。そして、この時点で、ロシアはまだ私達と協力関係にあり、

イランは、間違いなく我々に敵対、トルコは、間違いなく我々に敵対、この時点で、リビアがトルコの支援、サ

ポートを受けているなら、間違いなく、リビアは私達に敵対しています。そして、スーダンは現時点ではイスラ

エルと良好な関係にありますが、しかし、何がきっかけになるか分かりません。チャドは一晩で大統領を失いま

した。スーダンでも、それは起こり得ます。私達にはわかりません。私達が知っていることは、中東が安定して

いない、ということです。そして、私達が今こうして話している間にも、新しい章が記されています。本当にワ

クワクします。 私達はそれに携わって、聖書の預言が成就するのを見ています。私は興奮しています。ほら、私

達は、以前あったものは失ったかも知れません。しかし、私達には、新しいものがあって、それらに慣れる必要

があります。そして、覚えておく必要があります。私達の国籍はここにではなく、天にあります。そして、私達

の約束は、この書の中にあるのであって、いかなる憲法、政府、他の何でもありません。私達の本当の約束は、

この書の中にあります。 

 
皆さん、私達のウェブサイト、beholdisrael.org より、ニュースレターを登録してください。それから、24 言

語の異なる YouTube チャネルがあります。私の著書「The Last Hour」それから、「The Day Approaching」そし

て新書「Israel and the church」が発売開始されました。 とても楽しみです。ありがとうございました。では、

アロンの祝福をお祈りして、終わります。 

 

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) 

ありがとうございます。God bless you! ガリラヤから

シャローム。  
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2021年 4 月 28日 初回公開 

 

 

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/qtl5bpfJV_Q ≫ 
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