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2021年 5月 16日中東時事アップデート 

中東の戦争 
 
 

〈はじめに〉 

はい、シャローム皆さん。アミール・ツァルファティです。ガリラヤの自宅からライブです。かなり暗くて見

えませんが、エズレル平野が、実際に向こうにあります。Guardian of the Wall（城壁の見張り人）作戦が全力

で行われているため、F-16 の離陸音が聞こえるかもしれません。そのことについてお話しして、他にも、中東で

の戦争に関連する多くのことについてお話しします。しかし、その前にお祈りしましょう。 

 
お父様、あなたに感謝します。今日はシャブオット、七週の祭り、ペンテコステ、

今日は初穂が神殿に持ち込まれた瞬間からちょうど五十日目です。また、イエスの復

活から 50 日の間に起こった事を、私たちは再び集まってお祝いします。お父様、あ

なたの例祭に感謝します。あなたの定められた祭りに感謝します。それらは、見事に

あなたの贖いと救いのご計画を指し示しています。今、私たちがこの部分の出来事を

理解できるように助けてください。また、流血と戦争が多いこの時代にあって、私た

ちの思いと心に平和をお与えください。そして、このアップデートを通じて、人々を大いに励ましてください。

あなたが、まだ御座に着いておられますから。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、イエスの御名によってお祈りします。アーメン。 

 

では皆さん、シャローム。アミール・ツァルファティです。またご一緒で

きることを、とても楽しみにしています。通常、私は日曜日にはアップデー

トをしません。私は、日曜礼拝を尊重しますから。実際、皆さんの多くが、

後でこのアップデートをご覧になると確信しています。ただ、中東の出来事

は、日曜日であろうと月曜日であろうと、全くお構いなしで、フルスピー

ド、フルスイング、まさにノンストップで続いています。ですから、アップ

デートをした方が良いと思ったのです。皆さんの多くは、テレグラムで私を

フォローされていて、私は毎日、そこに動画や写真や情報をアップしていま

すが、ほとんどの人はまだテレグラムをご覧になっていないようです。そし

て、多くの人々が欺瞞に晒され、多くの人々が周辺の偽情報や、ゴミの多くに晒されています。そこで私は、す

べてをまとめることに決めました。かなりの数の人が、前回の私のアップデートをとって、独自の解釈をしてい

ます。真実が世界中で聞かれている限り、私のアップデートから物事を取り出しても構いません。すべては主の

栄光です。 

 

〈国連・安全保障理事会と、世界各国の反応〉 
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では、ニューヨークで現在起こっていることからお話ししましょう。ニューヨークでは現在、国連の安全保障

理事会の会合が行なわれています。私は彼らを「ユナイテッド・ナッシング（何一つ一致していない）」もしく

は「Unnecessary（不必要）」の頭文字で「UN」と呼んでいますが、ともかく、国連は現在、会合を開いていま

す。今回は、中東危機に関する安保理事会、第三回目です。ただ、三回のうち、第一回目は公開で行われました。

そこで、我々の疑問は、「Guardian of the Wall（城壁の見張り人）」と呼ばれるイスラエルとガザの軍事作戦

の七日目になりますが、イスラエルに対する、本当の国際的な圧力は今、あるのか？これを問うのは、重要なこ

とです。通常は、それで軍事作戦が最後の段階に入り始めますから。国際的な圧力、外交的圧力は、本当にある

のか？それは、尋ねる相手によって異なります。まず第一に、ここ数日を通して、いくつかの、イスラエルの主

要同盟国から、信じられないほどの支持の表現を見ています。まず、驚くべきことに、ドイツの与党が、ベルリ

ンの事務所のすぐ上に、イスラエル国旗を掲揚したのを見ました。それが左側で、それからチェコ共和国の大統

領は、信じられないかも知れませんが、右側に見えるものは、彼は欧州連合（EU）の旗を取り外し、その代わり

にプラハの宮殿に、イスラエル国旗を揚げている様子です。信じられません。ところで、それに加えて、ウクラ

イナのキエフでは、長さ 40ｍの巨大なイスラエル国旗が、ウクライナのドニエプル川の上に掲げられました。こ

れで足りないなら、私のお気に入りの一つは、オーストリアの首相セバスティアン・クルツが、首相官邸の上に

あるオーストリア国旗のすぐ隣に、イスラエル国旗を置きました。なぜ、これが嬉しいかというと、国際原子力

機関があるウィーンでの核協議のために、今日ウィーンに上陸するはずだったイランの外相が、ウィーンに上陸

することを拒否したのです。首相官邸の上に、イスラエル国旗があったためです。イスラエル国旗が、イランと

の核協議を止めるなんて、誰が想像しましたか？かなり効果のある旗です。ということで、これらが支持の表明

です。しかし、時によって声を上げる人ではなく、声を上げていない人を見なければなりません。確実に、ハマ

ス、パレスチナ人が尋ねているはずです。「一体全体、アラブ界はどこへ行ったのか？」 

何も聞こえてきません。むしろ、アラブ首長国連邦が言いました。 

「ハマスがロケット弾の発射を止めなければ、我々はガザへの投資を推し進めない。」 

まあ、この後に残されたものでは、ガザには多くの投資が必要になると思います。しかし、一つ確かなのは、ア

ラブ首長国連邦は私たちの味方側に立っていて、それから、サウジはまだ静かです。唯一、クリスチャンの間で、

大きなニュースになっているのは、エルドアンが「我々は、イスラエルを痛い目に遭わせなければならない。」

とか何とか、プーチンに言ったことです。エルドアンは、発言はしますが、エルドアンは何もしていません。そ

れだけでなく、皆さん、「イランはどこに行った？」と思いませんか？イランの代理ヒズボラはどこに？それは、

誰もが今、ガザで起こっている事を見て、そして彼らには、本当に何も言えないと理解しているからです。終わ

りは既に分かっていますから。それについて、すぐにお話しします。 

 

〈選挙後の風向きが変わったイスラエル国内、ネタニヤフ首相への支持〉 

イスラエル前線では、念のために言いますと、ベンジャミン・ネタニヤフ首相、

軍の指導者と国防相に対して、イスラエル国民からの、前代未聞の支持があります。

一つ、言わせてください。他の候補者が組閣命令を受けたことで、ベンジャミン・

ネタニヤフは非常に弱体化され、新政権が出来て、ベンジャミン・ネタニヤフは首

相ではない、というのが、ほとんど決まったかのように見えました。ところが、こ

れが起こった瞬間、すべてが変わりました。ヤミナ党（ナフタリ・ベネット率いる

右派政党）は、左派と政権を樹立することは、今のところ実現不可能であると判断

しました。そして今、ネタニヤフの選択肢は、自身で政府を形成するか、第 5 回目

の選挙に立候補するかで、これまで以上に有利です。ですから、かなり驚きです。ところで、すべての主要なイ
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スラエルの軍事活動が、自動的にイスラエル全土で国民の支持を得る、とは考えないでください。1981 年を思い

出してください。1981 年 6 月 7 日、イスラエルは史上最も驚くべき軍事作戦の一つで、かなりの数の F-16 を送

り、彼らはイラクまで飛んで、フランスがサダム・フセインのために建設したばかりの、イラク原子炉を破壊し

ました。 

皆さん、言っておきますが、…爆発音が聞こえました…まあ良いでしょう。 

ご存知のように、ロナルド・レーガン、私たちの友人が実際に、アメリカ製の F-16

でそれを行った事で、私たちを非難し、ヨーロッパが私たちを非難し、もちろん、

フランスが私たちを非難しました。フランスの原子炉でしたから。しかし、一つ言

っておきますが、イスラエルの中でも、野党はそれが気に入らず、彼らはメナヘ

ム・ベギンが、同じ年に行われた選挙で勝つためにそれをしたと、非難しました。だから、私たちが何か素晴ら

しいことをする時、常に、イスラエル人の中から支持を得るわけではありません。しかし今回、以前のすべてと

は異なり、すべてのイスラエル人の素晴らしく見事な民意の一致があります。彼らは政府に言いました。 

「私たちは、必要な限りずっと爆弾シェルターに入っています。心配しないで！文句は言いません。私たちに任

せてください！しかし、あなた方は、行ってするべき事をやり遂げてください。数年後に、また同じ事をしたく

ありませんから、とにかく行って、ハマスを破壊してください。私たちが、二度とこんな思いをせずに済むよう

に。」 

まさにそのために、閣議は前進する決断に至ったのです。停戦も、イスラエル軍の活動停止もなく、前進する。 

皆さんは、これを理解しなければなりません。この作戦の有名な写真の一つは、片側でハマスのロケットが飛び、

イスラエルのアイアンドームが、反対側で、それらのすべてを傍受している写真で

す。非常に有名な写真ですが、それが基本的に全貌を語っています。彼らはロケッ

トを撃ち、我々はロケットを迎撃する。それがすべての始まりです。間違えてはい

けません。イスラエルは、ここの侵略者ではありません。私たちは決して戦争を望

んでおらず、私たちは決して戦争を求めていません。エルサレムにロケット弾を発

射したのは、私たちではありません。ハマスです。ところで、ハマスはロケットを

発射しましたが、我々は、彼らがそれを計画していることを知っていました。彼ら

は、イスラエルが報復することを知ってロケットを発射するのです。言い換えれば、彼らは、次の紛争の準備が

できていると感じたのです。彼らは、イスラエルの報復の強さと長さを査定しませんでした。 

 

〈ハマスの「ミサイル経済」〉 

しかし、皆さんに知ってほしいのは、ハマスが持っている 14,000台のロケットで、現在、彼らは「ミサイル経

済」が必要です。なぜか？なぜなら、4,000 台はすでに使用されており、10,000 台はまだ残っていて、すべてで

はないにしても、そのほとんどが民家の下、地下にあります。間違えてはいけません。すべてのロケットです。 

我々がその 10,000台に手が出せない唯一の理由は、それらのロケットの真上に、家族が住んでいるからです。 

そして、彼らは何をするかというと、彼らはそれらを取り出し、発射するのです。彼らがそれらを撃つ頃には、

それは終わりです。彼らが毎日発射するロケットの数を減らすと 10,000台あれば、1ヶ月分は十分にあります。 

彼らは、そう考えたのです。長い軍事作戦になって、イスラエルは疲れ果てるだろう。さて、彼らが本当に考慮

に入れていなかったのは、イスラエルが何をしようとしているのか、そしてイスラエルが、彼らについてどれだ

け知っているかです。さて、イスラエルが彼らについて知っていることをお話しする前に、皆さんは、一つ理解

する必要があります。ハマスは、自分が軍事的にイスラエルに勝つとは全く思っていません。彼らは、イスラエ

ルが弱く、そして、あの小さなテロ組織が、強い国をひざまずかせたと、世界に示したいのです。そして、彼ら

の切り札は、「我々はテルアビブを攻撃する！」「世界は我々が強いことを見るだろう！」 
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まあ、彼らはそれを一度試し、彼らは二度試してみましたが、誰も、それに感銘を受けませんでした。 

 

〈イスラエルの爆弾シェルター〉 

イスラエル人が使っている爆弾シェルターは、1991 年以来、すでに持っているものです。湾岸戦争以来、イス

ラエルのすべての新しい家は爆弾シェルターを持たなければなりません。実際、私も 1 つを持っています。私た

ちの家は、2006 年に建てられたので、明らかに我が家にも一つあって、私が今ここで配信している理由は、ロケ

ットが、私の地域に向かって飛ぶ危険性がありますから、私は我が家の爆弾シェルターから数秒の距離にいたい

のです。そして、皆さん理解してください。私たちは、それで構いません。さっき、息子が公園に行くところだ

ったので、私は、彼が家を出る前に、教えました。 

「もし空き地にいる時にサイレンが鳴ったら、横になって、頭の上に手を置き、それが終わるまで数分待ってか

ら、動きなさい。」 

息子は 8 歳で、すでに対処法を知っています。また、私たちの家では誰もが避難方法を知っています。サイレン

が鳴った場合、 

「パニックになると、家の中で事故になるので、パニックにならず、ただ階下の爆弾シェルターに歩いて入り、

ドアを閉めれば、すべて大丈夫。」 

 

〈PR勝利 VS 軍事的勝利〉 

ですから、皆さん知っていてください。ハマスが求めているのは、PR 以外の何でもありません。彼らにとって

重要なのは「PR 勝利」です。イスラエルの我々にとっては、PR は必要ありません。我々は、2 年後にミサイルが

発射されると嫌なので、だから我々には、軍事的な結果が必要です。イスラエル人は、それを政府に要求してい

るのです。 

「今停止しないで！ 中途半端な仕事をしないで、最後までやり遂げてください。」 

「誰が何を言おうと、関係ない！」 

「彼らが私たちを攻撃し、彼らはいつでも私たちにロケットを発射してくるのだ。これを終わらせてください！」 

イスラエル政府は、この侵略に終止符を打つという命令を国民から受け、これが本当に…私たちは徹底的に行い

ます。 

さて、その行い方に進む前に、皆さんに知ってほしいのは、繰り返しますが、アラブ界はどこにいるのか？どこ

にもいません。でも…一部のパレスチナ人は、面目を保つ為に、彼らは、私たちの周辺三ヶ所の前線で、ある事

をします。レバノンで、彼らは出て来て、フェンスの切断を試み、レバノンからイスラエルに侵入しようとしま

す。ヨルダンでも、彼らは同じことをし、そのうちの 2 人はナイフを持って侵入しようとしましたが、我々が彼

らを捕まえました。そしてシリアでは、一部のイラン民兵が 3 発のロケット弾を発射、レバノンでは、また別の

パレスチナ民兵がロケットを発射しましたが、それらのロケットは、イスラエルに届かず、すべて海に落ちまし

た。しかし、少なくとも、今、彼らは世界に言えます。 

「ほら、私たちはパレスチナ人のために何かをしました。」 

すべては PR、すべては面目を保つ事、すべては認識される為、それに実体はありません。皆さんは、それを理解

しなければなりません。 

 

〈ハマス、不意を突かれる〉 

さて、今私の背後で、F-16 が数機離陸していると思います。ですから、音がうるさ過ぎると、少し停止するつ

もりです。はい、彼らはちょうど今離陸し、ミッションに向かいました。しかし、彼らが行ったので…続けまし

ょう。ここから、このアップデートの主要な部分ですから。それは、イスラエルの能力に対する、ハマスの驚き
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です。ハマスは不意を突かれました。彼は、イスラエルが彼らについてここまで知っているとは、思ってもいま

せんでした。ハマスの秘密兵器は、常に、“ガザ地下鉄”と呼ばれるものでした。それは地下トンネルで、ガザ

とイスラエルの間だけでなく、主にガザ市内で、ある場所から別の場所へ、自由に移動出来るのです。何キロメ

ートルにもわたるものです。ある人によれば数百キロ、家の下、道路の下の地下を通っていて、そこで彼らは自

由に動き、彼らは自由に会い、地上で何が起こっていても、彼らは干渉されることなく、テロを企て、テロを実

行して生活を続けることができます。彼らは、今までそれをやっていました。彼らは、パレスチナ人に与えられ

た数千万ドルを一つの事に投資し、彼らはそれを取り、そのためにそれを使用しました。恐らく、彼らは、ずっ

とそれを続けられると考えて、それで誇り、傲慢になっていたのでしょう。ほら、彼らは移動出来るし、彼らは

逃げることができ、隠れられますから、全て大丈夫だ！と。ところがなんと。覚えていますか？ 2018 年にイス

ラエルが、テヘランにあるイランの核アーカイブに手をかけた時、誰もが非常にショックを受けました。これ、

見てください。イスラエルは、場所とそこにたどり着くコードを正確に知っていて、そしてイスラエルは、物理

的に核アーカイブを取り出し、それを密輸したのです。さて、皆さん、なんと、私たちは、ハマスの地下トンネ

ルの地図のコピーを手に入れることができました。だからといって、ただ行って、それらを攻撃する事はできま

せん。まず、彼らがトンネルに降りるようにしなければなりません。そうして、ただトンネルを破壊するだけで

なく、トンネルと共にテロリストも破壊します。だから、イスラエルは、非常に興味深い軍事的知恵を使用しま

した。つまり「欺き/操り」です。軍事作戦を行う際の操作は、実際に、聖書的です。 

箴言 24:6 は告げています。 

 

6     あなたはすぐれた指揮のもとに戦いを交え… 

ヘブライ語では「すぐれた指揮」は、“優れた指揮”ではなく、ヘブライ語のその言

葉は「操作」です。言い換えれば、敵にこちらがが考えさせたいように考えさせてお

いて、こちらは何か他のことをするのです。さて、私たちはどのようにそれを行った

か？イスラエル軍報道官は声明を発表して、イスラエルは空中作戦と地上作戦の両方

を行っていると述べました。するとなんと、すべての国際メディアがすぐに報道した

のです。そのうちのいくつかを見てください。国際メディアが報じた記事のスライド

です。見てください。ニュース速報。 

「イスラエルは、空と地上からの軍を発表。」「イスラエルは、地上侵攻を開始し

た。」「イスラエルの地上軍が、ガザを攻撃している。」 

それはハマスに「おい、イスラエルは…」と言い、そして、我々は戦車を置き、装甲車を置きました。すると彼

らは、我々が実際に地上作戦でガザに入っていると確信し、それで、彼らは何をしたかというと、彼ら全員が、

それらのトンネルに駆け込んで身を隠しました。200 人まで行かずとも、

数十人か恐らくもっといたでしょう。彼らは、まだあそこにいるので、正

確な数は分かりませんが…死亡しました。そして、皆さん、言っておきま

すが、それが起こっていることに、私たちが気づいたとき、見てくださ

い。彼らの戦術は、こうです。 

「我々のロケット発射台と我々のリーダーたちは地下にもぐり、対戦車ロ

ケットの部隊と、対戦車ミサイルは、地上で戦車を攻撃しろ。」 

それでイスラエルがした事を見てください。35〜40 分以内にイスラエル

は、160 機の戦闘機で 450 トンの爆弾を投下、6 つの異なる基地、12 の異

なる飛行隊から来る戦闘機で、まさにその場所全体を吹き飛ばしました。
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すべてのトンネルは、テロリストを入れたまま崩壊しました。イスラエルは、地図、座標に従って、私たちは実

際にトンネルを暴露し、中にテロリストが入った状態でそれらを破壊したのです。それは壮大で、驚異的でした。

それは将来的に軍事アカデミーで研究されると私は思います。それから皆さん、そうして私たちは彼らを驚かせ、

そして彼らは、もはや、あのような傲慢さと自信を持って動き回ることは出来ないと思います。私たちは、彼ら

の指導者の家を破壊しました。 

 

〈なぜ、イスラエルはビルを壊しているのか？〉 

  さて、皆さんの中には、こう思っている人が居るでしょう。 

「ちょっと待って！ビルが崩れるのを見た。」「なぜイスラエルは、ビルを倒しているのですか？」 

さて、非常に明確にさせてください。私たちは、ただビルを崩すだけではありません。私たちが崩したビルは、

ハマスと直接関係があって、彼らがビルにいたのは、イスラエルがビルに触れないと彼らが確信していたからで

す。さて、彼らがエルサレムとテルアビブに、あのような事をした後私

たちは、本気を出し、そして、ガザの中で、一ヶ所として、彼らにとっ

て、安全な隠れ場を残さないと決意しました。それらの“ビル”が、ど

のような様子であったか、見てください。これが、ただの“罪のないビ

ル”ではないことが分かるでしょう。私たちが倒した、メディアタワー

でさえ、AP 通信と、アルジャジーラが入っていました。これらの通信社

は、ハマスの工作員や事務所がその建物のあちこちにいることを、知っ

ていました。実際、私は彼らが彼らと協力していたと信じています。だ

から、皆さんが今スクリーンに見ているビルは、二次的被害を出さず崩

壊するように、ビルの下に数発のミサイルを発射したのです。その下の

建物は、一棟も破壊されませんでした。かなり凄い事です。私はロケッ

トの写真を持っているので、それが下から取り壊されたとは思わないで

ください。そうではありません。しかし、皆さんに理解してほしいのは、

それらのビルは… 見てください。ハマスの事務所のビルが、どのように見えたか。これです。これがビル、複

数階建ての建物の様子です。分かりますか？ 彼らはオフィスをあちこちに分散していて、全く罪がないように

見えます。ところで、イスラエルは、これらのビルを突然破壊する事は決してありません。覚えていますか？ 私

たちは屋根をノックし、私たちは彼らに、避難するように言います。私たちは、彼らに 20〜40 分、時には 3〜5

時間を与え、伝えます。 

「必要な機器を取り、必要なものは何でも持って逃げなさい。このビルは崩れます。」 

ところで、だから、それらのビルの死傷者はゼロだったのです。それらのビルは空でした。我々は、彼らのイン

フラを破壊する為に、それらのビルを倒すのです。イスラエルは、イスラエル人の命を救う事を望み、また、戦

闘に加わっていない人を殺したくないのです。残念ながら、彼らが子供や女性の後ろに隠れると、それは難しい

ですが、私たちはできる限りのことをします。今回のパレスチナ人の死傷者数は、前回の戦闘よりも 60～80%少

ないです。イスラエルは、巨大な二次被害を出さず局地的に目標を狙う方法を、多くを学びました。それが、こ

れらのビルの目的であって、その為に私たちはそれらのビルを倒すのです。 

 

〈パレスチナ、欺きの達人〉 
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さて、パレスチナ人が、欺瞞の達人であるものの一つ、特にオンライン

で、皆さんが、それを理解することが重要です。今出回っていたビデオの一

つは、神殿の丘が燃えている間に嘆きの壁のそばで踊るイスラエル人の若者

の写真やビデオでした。さて、それは… 写真を見てください。私はビデオ

を持っていますが、同じです。私たちは踊っていて、そして、火事が起こっ

ています。さて、皆さんは、火がついてるから、私たちが踊っていると思う

でしょう。彼らがそう見せましたから。一つ、言わせてください。例えて言

えば、あなたが、あなたの親友の結婚式に行くのと同じです。彼女は、ずっと長い間、この結婚式を計画して来

て、あなたは結婚式に出席します。すると通りの向かいで、近所の犯罪者、彼の息子達が家に火をつけ、そして、

向かいの隣人の家が燃えている間に、あなたが友人の結婚式で踊っている様子を、誰かがビデオで撮影して、ま

るで、隣人の家が燃えているから、あなたが踊っているかのように見せかける。それがどれほど欺瞞的であるか、

分かりますか？嘆きの壁の下で踊っているのは、火とは全く関係ありません。これは、「エルサレム・デー」の

お祝いの踊りで、それから、誰であれ火を放った者は、実際、爆竹で神殿の丘の木を燃やしたパレスチナ人です。

ちなみに、それは後で消されました。イスラエルは、神殿の丘を燃やしていません。彼らはそう見せかけようと

しましたが。そして、私たちは、それが燃えているから祝っているのではありません。違います！このお祝いは

毎年の事で、これは、計画していたお祝いです。あなたの友人の結婚式と同じように。私たちは結婚式に行き、

私たちはお祝いに行って、そして事実は、盗賊や犯罪者、テロリストが、何かに火をつけているのに、世界は、

それで終わりだと思うでしょう。それは関係ありません！ですから、この写真は、彼らのプロパガンダがどのよ

うに機能するかを示しています。これはかなり驚きです。事実、皆さんに見せたいと思います。私は、他にも多

くの詐欺があると言いたい。実際、パレスチナの欺瞞に関して私のメッセージがあります。「諸国の欺き」（日

本語版 URL: https://youtu.be/lwWZPRf6nUI）です。皆さん、私たちの YouTubeチャンネル「Behold Israel with 

Amir Tsarfati」に行って、（日本語は Behold Israel/日本語: Japanese ）チャンネルを登録、フォローしてく

ださい。ともかく「諸国の欺き」で、いくつかの主要な欺瞞がどのように

与えられ、我々はどのようにしてそれらに取り組むかについて、伝えてい

ます。イスラエル…  

欺瞞 No.1「イスラエルは神の民ではない」 

欺瞞 No.2「土地の本当の名前はパレスチナ」 

欺瞞 No.3「アラブ人が最初にそこにいた」 

私は、それらがどのように間違っているかを、一つずつ証明しました。占

領が問題である、中東の平和… 

ぜひ、メッセージをご覧ください。その情報に、ぶっ飛びますよ。驚きです。イスラエルは平和を望んでいます。

我々は、平和を望んでいますが、しかし、我々は、同様に平和を望む国々との平和を持っています。 

第 45代大統領が、アメリカの選挙の数ヶ月前にした事を見てください。バーレーンや、アラブ首長国連邦などの

国々との和平に達しました。スーダンとモロッコ以来… 皆さん、コソボはエルサレムに大使館を開設しました。

私たちは平和を望み、平和を望む人々と平和に達します。しかし、残念ながら、私たちが共存している人々は平

和を望んでいません。聖書は言います。 
 
7   私は平和を──、私が話すと、彼らは戦いを望むのだ。 

（詩篇 120:7） 

繰り返しますが、それは悲しい現実だと言わざるを得ません。翌日はどうなるのか。この軍事作戦の翌日に、何

が起こるか？彼らが、自分自身に招いた、この不必要な戦争の翌日？ゼカリヤ書 2章 8～9節は、告げています。 
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8      主の栄光が、あなたがたを略奪した国々に私を遣わして後、万軍の主はこう仰せられる。 

『あなたがたに触れる者は、わたしのひとみに触れる者だ。 

9      見よ。わたしは、こぶしを彼らに振り上げる。彼らは自分に仕えた者たちのとりことなる』と。 

このとき、あなたがたは、万軍の主が私を遣わされたことを知ろう。」 

（ゼカリヤ 2:8～9） 

神はイスラエルのためにそこにおられ、主はイスラエルの破壊を狙う者に対して、ご自身のこぶしを振り上げま

す。そういう事です。そして、すべてが終わる時、ガザに何が残っているか、見てください。破壊を見てくださ

い。これを見てください。これは、ガザのメインストリートの爆撃前の様子です。そしてそちらは、今の様子。 

彼らが、これを自分自身にもたらしたものです。私たちはそれをした

くなかった。私たちは、実際、彼らがロケットを撃たないで、買い物

をしてくれる方が良いのです。しかし、ガザの今の様子を見てくださ

い。これを見て、他の写真を見てください。そのすべては、これらは

すべてハマスの建物、ロケット発射台とロケットの保管場所だった所

で、これら全て無くなり、それと共に、建物、通り、インフラ、すべ

てがなくなりました。彼らは翌日、これに直面するのです。私たちは、

私たちの生活を前進させ、彼らは彼らの傷をなめ、何年もその後片付

けをするのです。ガザ地区の復元に、いくらかかるか知っています

か？繰り返しますが、この全ては、非常に高慢なテロ組織がパレスチ

ナでの選挙に勝つために、世界をあっと言わせようとして、その為に彼は、真昼間に主権国の首都にロケットを

発射しているのです。でも、それはうまくいきません。 

 

〈息を吹き返した「ナチス・パレスチナ主義」〉 

さて、多くの人が言っています。「アミール、今イスラエルで起こっている事につ

いて話してください。」 

それが悲しいことに、私は前回のアップデートでは、それについて話しませんでした

が、しかし、はい。非常に醜いことが今起こっています。「大多数」とは言いません

が、しかし、多くのイスラエルのアラブ人、彼らは私の隣人であり、彼らは私たちの

友人だったのですが、このすべてが起こったとき、彼らの多くが、私たちに背を向け

ました。実際、彼らは、実際に、私たちが知らなかった別の顔を見せました。イスラ

エルのハダッサ病院で働く、この人物を見てください。非常に教養のある人です。彼

の真新しい Facebook のプロフィール写真を見てください。この男は今、“パレスチナ

のナチス”として自分自身をタグ付けしています。 

皆さんは、おそらく思っているでしょう。いったい全体、自身を“ナチス”とタグ付

けし、枠に入れて、自身を定義する人間なんているのだろうか？通常、私たちがナチ

スと呼ぶのは、恥をかかせたい相手や、怒らせたい相手、侮辱したい相手です。私た

ちは、そういう人の事を“ナチス”と呼びま

す。しかし、この男は誇らしげに、それを自称

しているのです。これこそが、私たちが対応し

ている悪魔ですから。 

 ところで、この「ナチス・パレスチナ主義」

は何も新しいものではありません。これは、ナチスがドイツの党として本

 

 

 

 

 

https://beholdisrael.org/


 

2021年 5月 16日中東時事アップデート｜アミール ツァルファティ 

BeholdIsrael.org  9/10 
 

当に存在した時代にさかのぼります。その土地のパレスチナ人指導者、ハジ・アミン・アル・フセイニは、ベル

リンのヒトラーを訪問し、これを見てください。彼はヒトラーと一緒に座って、彼らはパックに署名、同意しま

した。「一旦、ヒトラーがヨーロッパのユダヤ人を終わせたら、彼の軍隊はまた、あの地でもユダヤ人を始末し、

そして、パレスチナ人が引き継ぐ。」それが取引でした。この、「ユダヤ人は全滅させられ、殺され、虐殺され、

破壊されても構わない、そうすれば、アラブ人がこの土地を引き継げる。」という考えは、新しいものではあり

ません。それは非常に古く、今、彼らは再び、自分自身にこの肩書きを掲げています。非常に、非常に悲しい事

です。皆さん、私は、アラブ人とユダヤ人の混合都市の多くで無政府状態を見ています。ロッド、ラムラ、ヤッ

ファ、ハイファ、エルサレム、その他の場所で。こんな事は、これまで見たことがありません。さて、彼らは若

者で、これはまるで、現在アメリカに居る悪魔のアラブ人版のようです。この名前を見てください。【アンティ

ファ】私は名前は言いません。ブロックされますから。皆さんが今画面上に見ているのが、その名前です。 

彼らを見てください。彼らは黒い服を着て、自分達の顔を覆い、彼らは出て行って、車を燃やし、家を燃やし、

シナゴーグを燃やし、人々を攻撃して、半殺しにしています。殺された人もいます。ただ、彼らがユダヤ人だと

いうだけで。アメリカでは、ある特定の色で居る事は許されません。なぜなら、あの批判的な人種理論によれば、

私たちは、人種差別主義者として生まれましたから。そしてここでは、彼らの思考の中で、ユダヤ人で居る事が

許されません。生まれつきの反アラブ、反イスラム教徒だから。それは悪魔です。それは、革新派思考の悪魔で

あり、リベラルの悪魔、それは、全世界に影響を与えている悪魔です。これらの人々は、彼らは両親の言うこと

を拒否し、権威に耳を傾ける事を拒否し、彼らは非常に反抗的で、彼らは無政府主義者です。そして、私たちは、

ここでもそれを見ています。ただ、ここでは、私たちの政府がそれを容認しません。大西洋の向こうの、それを

可能にした政党からなる政府とは大違いで、ここでは状況は非常に異なり、我々は、それをさせません。我々は

それと戦っていて、最終的に、それを根絶すると確信しています。 

 

〈まとめ〉 

最後に、皆さんに思い出して欲しいと思います。今日は、シャブオット、七週の祭り、ペンテコステの祭りで

す。そこで、「ハッピーバースデー教会！」と言わせてください。今日は、教会が誕生した日、今日は、ユダヤ

人がシナイ山で、律法を与えられた日です。覚えていますか？ ユダヤ人の間の伝統では、律法がシナイ山に与

えられたとき、火の舌として彼らに下りました。面白くないですか？2,000 年前、エルサレムでのその祭りで聖

霊が降った時もまた、火の舌でした。そして、シナイ山の時は、3,000 人が死亡しました。この時は、金の子牛

の事で、律法が彼らを裁きましたから。2000 年前のエルサレムでは、その日 3,000 人が教会に加えられました。

彼ら全員がユダヤ人でした。主にエルサレムのユダヤ人で、当時の教会は、主にユダヤ人でした。驚きです。で

すから皆さん、覚えておいてください。ヘブライ暦の中で唯一、日数に関する限り、その前の例祭に左右される

例祭は、七週の祭りです。なぜなら、神が、この祝日からこの祝日まで、特定の日数を数え始めなさいと仰った

のは、唯一この時だけですから。それは驚くべきことです。なぜなら、復活がなければ教会はなかったのです。

教会は、存在し得ませんでした。そしてもちろん、復活から数え始めます。数えるのは期待であり、待ち望む事。

そして、私たちは、期待の日々に生きていて、私たちがここから連れ出され、主と一緒にいるのを待っていると

信じています。本当に近いです。本当にもうすぐです。私はそのすべてに、とてもワクワクしています。 

ということで、今日、シャブオットのお祝いです。ハッピーバースデー教会！ 2,000歳です。 

しかし、これを祝う最高の方法は、間違いなくここではなく、他の場所でしょう。 

 
ということで、以上です。最後に、テレグラムで私とつながる方法をお知らせします。テレグラムが私の伝達方

法です。皆さん、理解してください。FaceBook と Twitter は、私がテレグラムで共有している内容をシェアする

ことはできません。だから、あちらでブロックされる代わりに、そこにチャンネルを開始したのです。現在、フ
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ォロワーが 65,000人以上います。毎日、ニュース、アップデート、ビデオ、写真、情報がご覧いただけます。超

重要です。ですから、ぜひフォローしてください。では、締めくくりましょう。 

 

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) 

 

 

平和の君が、今より永遠に、ここでもどこででも平安を与えてくださいます。イェシュア、イエスの御名によっ

て祈ります。アーメン。 

ありがとうございました。God bless you！テレグラムのこのビデオをご覧ください。それた、YouTube、フェイ

スブック、インスタグラム、テレグラムで私たちをフォローしてください。 

ありがとうございました。God bless you！おやすみなさい。 

イスラエルのガリラヤから、シャブオット/ペンテコステおめでとうございます。 

God bless you！ さようなら。 

テレグラムで、ビホールド・イスラエル、アミール・ツァルファティのチャンネルにご参加ください。 

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

2021年 5 月 16日 初回公開 
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