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         Amir Tsarfati 

[2021年 5月 27 日中東時事アップデート] 

最後のジハード 
 

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のオフィスからライブでお届けし

ます。新しいメッセージの予告編をご覧いただきました。イスラエル時間の明日（2021年5月28日）10時公開、

その後、午後 11時に YouTubeでも公開されます。このメッセージは、あなたが見るだけでなく、ぜひ、未信者の

お友達やご家族にシェアしてください。理解し、消化し、考えさせられることが、非常に多くありますから。特

に、あなたの人生で、今何をするべきか、そして、それがすべてにおいて、どう影響するのか。 

「死者は見る(The Dead See)」です。スペルミスではありません。確かに、死者は見えています。後で、それに

ついてもお話しします。 

 
では、お祈りから始めましょう。多くをはらんだ中東アップデートを用意しています。 

テーマは「最後のジハード」その理由を理解してゆきます。ご心配なく。話すことがたくさんあります。 

では祈りましょう。 

 
お父様、あなたにとても感謝します。あなたは始まりであり、終わりであられ、アルファでありオメガ、あな

たはすべてをご存知です。あなたは、この世界で起こっている事に驚かれません。父よ、私たちがこの世界に住

み、私たちの周りで起こっていることを目撃しながら、時々、私たちは物事を理解しません。しかし、あなたが

計画を持っておられることを、私たちは知っています。あなたが私たちのために素晴らしい約束を持っておられ

ることを私たちは知っています。そして、お父様、私たちは、あなたの御怒りに会うようには定められていませ

ん。お父様、聖霊の力を通して、 私たちが生きているこの時代と季節を私たちが理解し、あなたの御言葉の不思

議を見るために私たちの目を開いてください。このお祈りを、イスラエルの聖なる方、イェシュア・ハマシアッ

ハの御名を通してお捧げします。アーメン。 

 

〈国連人権理事会でフィリピンがイスラエルへの反対票を投じる〉 

シャローム、皆さん。改めて、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ライブです。おそ

らく、皆さんがご存知の通り、この数日間、私は、いくつかのニュース速報をお伝えして来ましたが、これは、

色々な事が起こっているときに使える新しい手段です。ご存知のように、イランの異なる場所の石油化学プラン

トでいくつかの爆発が起こりました。速報をご覧になった方は、私が何を話しているのか、お分かりでしょう。 

しかし昨夜は、イラクのバグダッドで、大騒動がありました。大騒動とは、基本的にイランによるイラク乗っ取

りです。後ほど、そのことについてすべてお話します。しかし、その前に、つい先ほど受け取ったばかりの情報、 

人権理事会で調査委員会の設置に関して投票が行われました。何の為に？ 国際人道委員会…「イスラエルが、

パレスチナ“占領地区”でパレスチナ人に対して行った事に関して」これは彼らの言い分です。ハマスが何をし

たかではなく、イスラエルが何をしたか、です。ほら、昔からいつも同じです。ただ、私が非常に驚いているの

は、フィリピンが、それに賛成票を投じた事です。フィリピンはパキスタン、ベネズエラ、ナミビア、メキシコ、

モーリタニア、エリトリア、キューバに加わりました。ほら、私は彼らには何も期待していませんが、フィリピ

ン…？ 非常に奇妙です。とにかく、皆さんにお伝えしたいのは、イギリスと、そしてイギリスだけでなく、私
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の知る限りでは、ドイツとオーストリアも反対しました。しかし、24 対 9 の過半数で、彼らはそれを始めます。

いつもの事ながら、本当に恥ずべき事です。はじめに、皆さんにあるものをお見せします。皆さん、理解してく

ださい。ハマスが、このすべてを始めたのです。覚えていますか？ロケットを発射したのは彼らの方で、私たち

の首都エルサレムに向かって、彼らがロケット発射を試みました。しかし、この

11 日間の戦いを通して何が起こったかを見てください。4,000 発以上のロケット

が、イスラエルに向けて発射されましたが、680 発のハマスのロケットが誤射さ

れ、ガザに落ちました。これを見てください。赤い点が、発射された場所、その

影響を受けた場所が、青い点です。少なくとも私が知っている 1 つのケースで

は、彼ら自身のロケットによって、家族全員が死亡しています。彼らは民間人の

場所から発射し、それらが、自分達の民間人を襲っています。イスラエルの国民

は、言うまでもありません。それが面白い事に、人権理事会の議長が苦情を述べ

て、と言いました。 

「イスラエルにはアイアンドームがあり、パレスチナ人は持っていない。」 

申し訳ありませんが、それなら、ロケットを撃たず、私たちと戦争を始めなければ良いのです。そっちからロケ

ットを発射しておいて、「報復するな。私たちはアイアンドームを持っていないのだから。」 

そんな事は通用しません。言っておきますが、ガザの国連救援労働機関が、イスラエ

ルのテレビで証言して、実際に彼は、次のように言いました。彼の印象では、 

「イスラエル軍が、精巧かつ正確に目標を攻撃していた。」 

言い換えれば、私たちの誘導ミサイルは、窓を通って、テロリストがいる部屋に入っ

て行ったのです。見てください。私たちは地球上で最も混雑し、最も人口密度の高い

地域で戦い、そして、関与していない人たちの死傷者は非常に少数です。この作戦の

死者のほとんどは、圧倒的に、実際のテロリストです。そして非常に興味深い事に、

ガザで起こっていることすべての為に、ガザの人たちは、あそこを去りたがっていま

す。 

 

〈ガザ、西岸地区を離れたいパレスチナ人、欧米で横行する反ユダヤ主義、進むユダヤ人帰還〉 

皆さんがご存知かどうか分かりませんが、エジプトが国境を開くと、誰もが去りたいと思っているのです。ハ

マスは現在、1 日 400 人に制限しています。そうでなければ、何千人と去って行きますから。そして、西岸地区

であれ、ガザであれ、パレスチナ人が去るとき、彼らはヨーロッパや、アメリカに行きます。そこで彼らは、彼

らの反イスラエルのプロパガンダを開始し、そして、この暴徒達

が、どこでもユダヤ人に嫌がらせを始めます。だから、彼らの憎し

みは今、他の場所で現れ、だからこそ、ヨーロッパでもアメリカで

も反ユダヤ主義が大きく高まっているのです。パレスチナ人の暴徒が、

町中を運転してユダヤ人を探し出して、 バットや何かで、ユダヤ人に暴

行を加えています。彼らはそれをニューヨーク市で行い、フロリダで行

い、カリフォルニアでも行っています。彼らはまた、ヨーロッパ全体で

それをしていて、私たちはそれを見ています。私がそれを言った理由は、

彼ら自身の指導者達の無能さのために、彼らがそこを去りたいと思って

いる最中、イスラエルは、ユダヤ人を故国に連れ戻すのに大忙しだから

です。 
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数日前、ソロモン作戦から 30 周年を迎えました。ソロモン作戦

は、イスラエルが 1991 年 5 月 24-25 日の 36 時間以内に、私が間違

っていなければ、35 機です。私たちは、空軍 C-130 や、エル・ア

ル・ボーイング 747 を含むイスラエルの航空機を使用して、14,325

人を運びました。ところで、私たちは世界記録を保持しています。

747 ジャンボ・ジェットの機体に、私たちは 1,086 人の乗客を詰め

込み、途中、2 人の赤ちゃんが生まれて、飛行機は 1,088 人を乗せ

て着陸しました。写真をご覧ください。左側が C-130、右側がボー

イング 747 です。イスラエルは、地球の四隅からユダヤ人を連れ戻

しています。まさに、イザヤ 11 章が告げる通り、彼らは、はるか

地球の四隅から戻って来ています。こんにちのスーダンとエチオピアである、クシュの地域からも。これは本当

に特記すべき事です。だから、私たちを殺そうとする者たちが絶望的な敗北をなし、そして去って行く間、私た

ちは、ユダヤ人を故郷に戻す事に勤しんでいて、そうすることで、私たちは驚異的な方法で、聖書預言を成就し

ています。 
 

〈消極的なアメリカ、非常に活発なイランとその代理組織〉 

次に、アメリカに移りたいと思います。アメリカが受け身でいる間、イランは非常に、非常に活発です。この後、

ご覧いただきますが、アメリカは中東の外交政策において、可能な限りのあらゆる過ちを犯しています。実際、

この現政権は、中東における前政権の外交政策を逆転させていて、そうすることで、同盟国を弱体化させ、敵を

強めています。そして現在イランは、これまでにない程、制御不能です。見てください。イランがしている事は、

非常に巧妙です。彼らは、長い間取り組んで来て…これは、イラン革命

防衛隊のアル・クッズ軍の指導者であった、カセム・ソレイマニの仕事

でした。彼の仕事は、地域全体にシーア派革命を輸出することで、イラ

ンだけではありません。そして、彼らが何をしたかを見てください。彼

らはレバノンに代理を置き、彼らはヒズボラを置き、イエメンでは、イ

ラクのフーシ派のアンサール・アッラーで、人民戦線であるハシュド・

アル・シャアビ（Hashd al-Shaabi）、シリアには、革命防衛隊がアフガ

ニスタンから人々を採用し、これらはファテミヤン（Fatemiyoun）です。

そしてパキスタン人、これらのすべてのシーア派で、これらはザイナビオン（Zainabiyoun）です。ファテマと

ゼイナは、イスラム文化の中で 2 人の非常に神聖な女性です。そして、パレスチナのアリーナでは、ハマスとイ

スラム聖戦を使用しています。これらの旗の下に表示される、これらすべての名前、これらは、それらの国々の

政府を不安定にしている者の代理で、そして、彼らはまた、基本的に、それらを人質に取っています。 

 

〈イランによる、イラクの乗っ取り〉 

では、昨夜イラクで起こった大騒動に行きましょう。皆さんが、イラクで今見ているもの、この男をご覧くだ

さい。これは、カシム・マスリ、イラクの親イラン民兵、ハシュド・アル・シャ

アビの幹部の一人、この男は上級幹部で、明らかに、過去 2日間、バグダッドのタ

ハリール地区その他のイラクの街で、反イランデモがあり、この男が、2 人の反イ

ラン活動家の暗殺を命じました。彼はまた、ロケット発射の背後に居て、…多分

この 2ヶ月の間で 5番目のアメリカの基地、多くのヘリコプターがあるアル・アサ

ドに向けてのロケット発射です。だから、この男は、イランに反対している者を

 

 

 

 
カシム・マスリ 
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全員殺害しているだけでなく、彼はまた、イラク国内の米軍を攻撃していました。そこで、イラクの首相アル・

カディミが逮捕命令を出し、彼は逮捕されました。それが、昨夜、何が起こったと思いますか？彼が逮捕された

瞬間、親イランの民兵と、戦車を積んだ何百台もの車が、…私は、自分の言っている事が信じられません…文字

通りロシア製の戦車が、通りに乗り出し、大統領の宮殿や、すべての外国大使館がある「安全地帯」として知ら

れている地域全体を遮断して、カシム・マスリの釈放を要求、皆さん、最終的に彼は釈放されました。つまり、

大統領官邸を取り囲み、彼らが望むものを手に入れたのはイラクの軍隊ではなく、イラクの警察でもなく民兵で

した。文字通り昨日起こったことは、イランが基本的にイラク国内で、イラクを破ったということです。彼らは

乗っ取りに成功しました。これからは、間違いなく、誰が本当にイラクを支配しているのかを、誰もが知ってい

ます。それはイラク政府ではなく、イラク軍でもなく、それはイランです。昨夜、イランによる、イラク乗っ取

りのデモが成功しました。イランは文字通り、昨夜、イラクを乗っ取ったのです。それ以外、他に表現方法があ

りません。メディアは、それを過少して伝え、誰も、それを言いませんが、しかし、昨日、バグダッドの通りを

戦車が行き交い、昨夜、私は、バグダッドから流れて来る、すべての情報を見ていてほとんど眠れませんでした。

こんな事が起こっているのに、ニュースがそれについて何も言っていないのが、信じられませんでした。それが、

イラクで起こったのです。皆さん、イラクは、ただのイランの保護国です。 

 

〈崩壊し続けるレバノン〉 

さて、レバノンに移りましょう。レバノンに関連する写真が 2 枚、画面上に出ています。上は、レバノンの軍

のトップが、パリを訪れているのが見えます。彼は、フランス側の相手

を訪問していて、だから、フランスの参謀総長と、レバノンの参謀総長

がいます。そして、彼が言ったことの一つは、軍隊は倒産している。

我々には食べ物がなく、我々には電気がない。我々は、破綻している。

そして、フランスは言いました。私たちが、あなたに食べ物を送り、私

たちが、あなたにガソリンを送り、私たちが、あなたを助けましょう。

レバノンは破綻しています。なぜか？それは、ヒズボラがそこへ支配し

ていて、レバノンを助けようとする、あらゆる働きを妨げているからで

す。なぜなら、彼らは、政治の場から追い出されたくないからです。そ

して、下に見えるのは、ヒズボラが、フェンスで、イスラエルに対して

抗議しているのが見えます。皆さん、レバノンの土壌と、フェンスの反

対側のイスラエル側の土壌の違いを、注意深く見てください。イスラエ

ル側には青々と植物が繁っていて、そして、レバノン人がいる方は、非

常に乾燥した荒れ地です。ガザでのイスラエルの軍事作戦が、すっかり

抑止力となって、彼らに出来る事と言えば、南レバノンでただ旗を振って、ちょっと火をつける程度です。そし

て彼らのリーダー、ヒズボラの指導者がスピーチをしましたが、彼はひどい状態でした。彼は咳をしていて、青

白く、弱々しくて、痩せていました。私たちは、彼はおそらくコロナにかかっているのだろうと思っています。

彼は検査を受けませんが、彼の状態は悲惨です。実際、彼がライブで登場した唯一の理由は、2000 年に、イスラ

エルがレバノンから撤退した記念日だったからです。それだけです。そうでなければ、彼はこんな姿を誰にも見

られたくなかったはずです。 

ヒズボラは抑止され、その途上でヒズボラはレバノンをめちゃくちゃにしていて、レバノン軍は崩壊していま

す。 
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〈イエメンの惨状〉 

では、続けましょう。このように、イエメンは、イランとその代理によって続けて

支配されていて、つい先ほど、マリブでの襲撃で、ヒズボラの軍事専門家が殺害され

たと聞きました。マリブは、イエメンの本当の政府がまだ支配している都市です。し

かし、石油が非常に豊富なので、フーシ派のアル・アンサールがそれを狙っていて、

そして、マリブでのその戦いで、ヒズボラの専門家が死にました。さて、イラン系レ

バノン人の男が、専門家としてイエメンで何を行っているのか？イエメン国内の、あ

ちらでの戦争で、イランを代表しているのではないのですか？イエメンはまた、引き

裂かれています。皆さん、私は、イエメンから発信されている非常に多くのものを読

んでいますが、本当に心が痛みます。女性は性奴隷にされ、殺され、投獄されていま

す。現在、彼らが行っているのは、女性を連れて来て娼婦にし、それらの娼婦に、偵

察機を持たせて、フーシ派に反対する人の家にそれらの機器を取り付けさせているのです。彼らは、それらの女

性を利用していて、もし女性がノーと言うなら、その人は、理由もなく刑務所に投げ込まれます。本当に心が痛

みます。子どもたちは餓死しています。なぜなのか？なぜなら、フーシ派は人々の世話をしたくないのです。彼

らには、たった 1 つの役割があるのです。そのことについては、この後「最後のジハード」の話の時に、お話し

します。 

 

〈イラン、シリア・アレッポに領事館を開設〉 

では、シリアを見てみましょう。イランは、シリアでも拡大し続けていま

す。彼らは、先日、アレッポに領事館を開設しました。間違えてはいけま

せん。アレッポの領事館は、アレッポ市のイラン諜報のもう一つの腕です。 

非常に興味深い事に、イランは、非常に多くのことに投資しています。イ

ランは、シリア国内で契約を締結しています。道路、学校、食べ物、非常

に多くの事で。彼らは、シリアを自分のものにしたいのです。彼らが、イ

ラク、イエメン、レバノンでやっているのと同じように、今、彼らは、シ

リアに同じことをしようとしています。非常に悲しい事です。 

 

〈子どもたちを洗脳し、悲劇を再生産するガザ〉 

さて、ガザを見てください。彼らはまだ、勝利のファンタジーに浸

っています。彼らは、破壊を見せません。彼らは、人々が本当に書

いている内容を見せません。そして、彼らが何をしたか、見てくだ

さい。彼らは子どもたちを連れて来て武器を与え、そして彼らは子

どもたちに言います。 

「おい、君たちも大きくなったら、これをするのだ。 

 シャヒード / 殉教」 

この後、それについてお話ししますが、ただ、皆さんには、この全

体がいかに残忍であるかを見て欲しいのです。そして、彼らが、どのように人々を洗脳し、本当に勝利したよう

に見せているか。彼らは勝利していません。しかし、彼らは今、子どもたちを利用しています。彼らは、大人の

サポートをすっかり失いましたから。 

 

。 

 

 
子どもたちがハマスの犠牲者となっていく 
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〈イランの動向〉 

ところで、その間イランでは、彼らは今、軍事演習を行っています。「空の

守護者」そして彼らは、UAV のすべてを作動させています。これは、イラン

空軍の司令官です。見えるでしょうか。すべて、彼らがノンストップで 24

時間、365 日行っているのは、戦争の準備、暴力を広め、この毒を広げて、

不安定にする事だけ。ところで、それには理由があります。 

 
 

そういうわけで、私はこのアップデートを「最後のジハード」と名付けました。すぐ

にそれについてお話しします。そのすべてにも関わらず、イランはまだ、ウィーンで超

大国と共に座し、新イラン協定に取り組んでいます。そして、国連国際原子力機関局長

の、衝撃的な啓示です。この人、グロッシ氏は言いました。 

「イランのウラン濃縮は、今、爆弾製造国のレベルに達している。」 

彼らは 60%に達し始めました。民間の目的のためにそんなレベルのウランを必要とする国

は、どこにもありません。彼らは、もはやそれを隠しもしません。ところで彼らは、検

査官のカメラすべての電源を切り、すべての検査官のアクセスを遮断しました。彼らは

言いました。 

「よし、取引がないのなら、古い取引の条件はすべて無効だ。我々の好きなようにする。」 

イランは、イランが望むことをやりたい放題しています。 

そしてなんと！ところがなんと！国連人権理事会が調査しているのは、誰ですか？もちろんイスラエルです。当

然です。これで皆さん、お分かりでしょう。まるで、並行宇宙のようなもので、本当に起こっている事を見て、

世界が取り組んでいることを見れば、まるで、イランで実際に何が起こっているのか、誰も注意を払っていない

ようです。イランだけでなく、トルコも、このすべてを不安定にしています。以前言いましたが、トルコとイラ

ンは、アラブ人ではなく、彼らは、イスラム教徒です。 

一方はスンニ派で、もう一方はシーア派、しかし、彼らはアラブ人を使っています。彼らは、パレスチナ人を使

い、彼らはイエメン人を使い、イラク人を使い、アラブ人を使って、彼らは、その戦いにおいて、支配権を得て、 

そして、最終的には、かつてのような帝国になろうとしているのです。 

 

〈最後のジハード〉 

さて、ここから、今回のアップデートのテーマ「最後のジハード」に移りたいと思います。しかし、それを言

う前に、アメリカについて、最後に一つ、前政権の外交政策を逆転させようとする中で、 アメリカは今、パレス

チナ人に再び数億ドルを送っています。なぜなら、彼らのリーダーの銀行口座が、今いっぱいではないから。し

かし、それだけでなく、アメリカは、それをラマッラーに居るパレスチナ自治政府の大統領に送ろうとしていま

す。しかし、この男は、ガザとは何の関係もありません。ガザに行くはずの資金を、どうしてラマッラーに送る

のか？ガザは、もはやラマッラーと関係がないのに。ハマスは「我々を助けたいなら、ガザを助けたいなら、

我々にお金を渡しなさい！」と言い、アメリカは「いいえ」と言います。つまり、アメリカは１匹のモンスター

を養っていますが、そのモンスターが、もう１匹のモンスターを補正することは全くありません。さて、一方、

エジプトは、ハマスを助けることに決めましたが、それは、エジプトが今、アラブ世界の指導者として再び関連

性を高めたいと考えているからです。そして、彼らは、いくつかのことでハマスを支援し始めますが、それほど

多くはありません。アラブ首長国連邦は、支援を約束していますが、しかし、ハマスが外れる事が条件です。そ

れがどのように可能なのか分かりませんが。なぜなら、もはや、誰もパレスチナ自治政府を本気で気かけていま
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せんから。戦闘の 11日間で、ラマッラーのマフムード・アッバス、アブ・マゼンに電話をかけた人は、一人もい

ません。なぜなら、彼がこの紛争全体に無関係であることを誰もが知っていたからです。彼は、間違いなくこれ

ではありません。 

アメリカについて最後に言いたいのは、 アメリカは、前政権の決定を取り消し、パレスチナ人のために、エル

サレムの領事館を閉鎖しようとしています。しかし、イスラエルは、彼らが再びそれを開設する事を認めません。

なぜか？ それは、国際法違反ですから。そして、それはまた、外交議定書に反します。誰かの首都を使って、

自分ではなく他の誰かの、異なる外交主体を開くことはできません。ところで、もう一つは、同じ都市に、大使

館と領事館を同時に持つ事は出来ません。だから、これに関しても、成り行きを見守りましょう。 

 

では、「最後のジハード」に行きましょう。皆さん、非常に注意深く耳を傾けてください。なぜなら、「ジハ

ード」という言葉を聞くと誰もが、心の中に爆弾や、爆発物、ミサイルや、自爆テロリストが浮かびます。しか

し皆さん、「ジハード」という言葉は必ずしも戦争に関するものではなく、「ジハード」という言葉は働きを意

味します。それは努力です。イスラームを広め、アッラーの言葉の優位性を高めて、異教徒の神を蔑める努力を

しなければなりません。それがジハードです。さて、ジハードの始まりは、7 世紀にさかのぼります。モハメッ

ドと、彼の後継者全員がしようとしたのは、イスラームはもっと優れている、アッラーはもっと偉大だと人々に

伝える事です。アッラーと、彼の使者ムハンマドの他に神はいないと 彼らが言うとき、彼らが言う「アッラー

フ・アクバル」とは、アッラーが最も偉大で、他のものは、それに劣っていることを意味します。だから、「ジ

ハード」とは必ずしも戦争ではなく、努力する事です。つまり、すべての人、個人、集団が、その努力に参加し

なければならない。間違えてはいけません。 

さて、ジハードには多くの形態があります。戦争がすべてだと考えてはいけません。 

① 移民はジハードの一形態です。知っていましたか？イスラム教徒の、非イスラム地域への移住は、大半

をイスラム教徒にし、非イスラム地域を、イスラム地域にするためです。それはイスラームを広め、ア

ッラーの言葉を異教徒よりも優位にする方法です。 

② もう一つの形は、教育で、学校を開くのです。銃を撃つ必要はありません。ただ学校を開き、アッラー

が優れていると子どもたちに教えます。 

③ メディア、アルジャジーラ、間違えてはいけません。皆さんは、アルジャジーラが、無害のテレビ局だ

と思うでしょう。さて、ユスフ・アル=カラダウィは、エジプトの非常に重要な説教者、シェイク、イス

ラム同胞団、ムスリム同胞団の指導者の一人で、そして彼は、アルジャジーラで毎週番組を持っていて、

その彼が言いました。「アルジャジーラは、ジハードを行うベストの方法だ。」 

④ さて、それで足りないなら、もう一つのジハードがあります。それは「経済ジハード」と呼ばれていま

す。「経済ジハード」とは何か？イスラームを促進する人々から購入し、そして、イスラームを推進し

ない人々をボイコットする。それが、経済ジハードです。 

⑤ 他にもジハードがあります。祈りによるジハード。祈るとき、イスラームのために祈れば、それはジハ

ードです。 

⑥ そして、信じられないかもしれませんが、家族を拡大するジハードもあります。剣のジハードに参加さ

せる為、多くの男の子を生む。 

皆さん、分かりますか？ここから、剣のジハードです。剣のジハードは、実際に、アッラーの名の下に人々を殺

す事を要求されたときです。例えば、911。なぜ、アメリカで 911が行われたと思いますか？いったいなぜ、アル

カイダは、アメリカで何かをしたのか？それは、アメリカが彼らの家族に輸出している「ゴミと毒」から、イス

ラム文化を守るためです。それはハリウッドであり、エンターテイメントであり、商業であり、業界、すべての
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唯物論的なもの、アメリカから来るすべてのもの。彼らにとってそれらは、彼らの文化、彼らの子どもたち、彼

らの考え方を破壊するものであって、 

「だからアメリカは攻撃されるべきだ！」「我々の家族を守る為だ！」 

分かりますか？それが考え方です。皆さん、それを理解する必要があります。 

 さて、誰かがアッラーの名の下に出て行き自爆するとき、彼のその剣のジハードで、“シャヒード”と呼ばれ

るものになります。殉教者です。さて、間違えてはいけません。“シャヒード”は私たちが考えるような“聖”

ではなく、実際には“証人”です。目に見え、見ることができる人の事で、それは証人です。それがイスラム教

の殉教者です。さて、何の証人なのか？彼は死ぬと、楽園でアッラーを見ることができます。彼は、実際に、楽

園でアッラーの前に居る事が出来、彼は彼を見ることが出来ると、彼らはそう信じています。アッラーは、楽園

で彼を見ることができます。彼の近くにいるから。そして 3 番目は、証人や証言について言えば、アッラーが、

この男の英雄的な死について証言します。ところで、シャヒードは、審判を受ける必要がなく、彼は直接天国に

行きます。彼らはそう信じています。そして、間違いなく、天国には多くの利点があります。天国に行けば、彼

は、今日のこの世に持っていないものを何でも与えられます。たくさんの… 砂漠の出身なら多くの水…園の下

を川が流れます。シャヒードのエデンの園では、ワインを飲むことさえできます。ここでは禁じられていること

が、あちらでは、許可されています。 

私がそのすべてを話しているのには、理由があります。これで、理由が少し理解できたでしょう。なぜ、彼ら

は、シャヒードになりたいのか？なぜ、彼らは、積極的に剣のジハードの役割を果たそうとするのか？その楽園

では、彼は、金で作られた大きな王座に座り、彼の頭上の王冠に付けられた宝石は、一つ一つが、この全世界よ

りも価値がある、果物が鈴なりの木があり、果物は彼の口のすぐ横にぶら下がっていて、果物を摘む努力も必要

ありません。それらは、すぐ隣にありますから。結婚して仕えられますが、仕えるのは、目が黒く、色白で、き

め細かな肌を持つ 72人の処女です。コーランの次の伝統の「ハディス」によれば、彼女達の肌は、とてもきめ細

やかで、色白で、まるで鏡のように、実際に体のその部分を通して、自分自身を見ることができる。彼女たちの

年齢は、30 歳から 33 歳だと言います。30 歳と言う人もいれば、33 歳と言う人もいる。彼女たちは、非常に“熟

している”と言いますか…彼女は、永久的なメイクをしています。良いですか？私の作り話ではありません。彼

女達は永久的なメイクをしているので、あなたの為に美しく飾る必要がなく、常に、あなたの為に美しい。彼女

たちは食べる事もなく、飲みもしないので、トイレに行く必要がありません。だから、彼女たちは常にきれいで、

常に、あなたのために、準備ができています。そして彼女たちは、毎月の月経がなく、常に清いのです。月経の

最中は、彼女たちと何かをすることは許されませんから。そして、彼女たちにはシワがなく、そして…彼女たち

に何をしても、彼女たちは、まだ処女のまま。それが、「ハディス」が告げている事です。 

これで足りないなら、もしそれが、彼らが得られる最高のものなら、彼はまた、そこにいて、アッラーの前で

良いことを話し、そして、彼の親戚の 50人の優秀弁護人になる事が出来ます。だから、家族の一人が殉教者、シ

ャヒード、剣のジハードになれば、少なくとも家族の 50人はおそらく天国に行き、何に対しても、厳しい審判を

受ける事はありません。家族の一人が、シャヒードだから！皆さん、これらを理解する必要があります。 彼らの

考え方を！麝香（ジャコウ）の香りというのがあって、それはノンアルコールの香りです。彼らは、本当に信じ

ているのです。これは、人を 40 年歩かせる香り、それほど強い。それをただ嗅ぐだけで、楽園に着くまで、40

年間歩く事が出来る。本当に驚愕です。シャヒードは、服を着たまま埋葬されます。彼は死んでいない、彼は生

きていると、彼らは信じています。なのに、なぜ彼を埋葬布で包み、彼の顔を覆うのか？彼の顔は、常に、覆い

が外されています。彼の罪のすべては、彼が爆発物を爆発させ、自爆した瞬間に許される。 

女性なら…間違えてはいけません。もしそれが女性なら、彼女は今や、72 人の処女の一人になります。彼女の夫

が死ねば、その夫の、または彼女が結婚していない場合は、他のシャヒードのために。彼女は王位に座るのでは

なく、彼女は同様に、他の誰かに仕えます。 
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さて、ジハードに参加しない人は、どうなるか？覚えていますか？ジハードは戦争ではなく、ジハードは努力

です。イスラームを広めたくない、その努力をしない、非実践的なイスラム教徒は、どうなるか？彼らには、地

獄の火があります。あの描写には触れたくありません。私があの描写を読むと、彼

らはそれを「Nar」 と呼んでいて、「Nar」とは火です。2 冊の本をお見せましょ

う。そうすれば、理解するでしょう。この 2 冊の本を見てください。一つは、実践

的なイスラム教徒でない場合、何が起こるかを記述したアラブの本です。そして、

一つは、約束されている楽園です。なぜ、私はこんな事を言うのか？皆さん、理解

する必要があります。もし誰かが、何もない場所から来て、そして、この 2 つの間

で選択しなければならないとすれば、その人は、何を選択すると思いますか？自分

のため、家族のため、彼の社会のために立派に仕え、そして、はるかに良い場所に行く。それが、彼らの思考で

す。非実践的なイスラム教徒に対する罰は、本当の本当に恐ろしい。彼らはそれを告げ、それを示し、彼らはそ

れを描写します。 

さて、一つ、明確にしておきます。アラビア語には「ahl aḏ-ḏimmah」という用語があって、これは、イスラ

ム国に住んでいる非イスラム教徒への法的保護を意味し、つまり、イスラームは、皆を殺すことが目的ではない

という意味です。それは実際、支配がすべてです。広めるのが目的ですが、支配です。さて、あなたがヒンズー

教徒や、シーク教徒、または、多くの異なる神々を崇拝するのであれば、あなたはイスラームに改宗するか、死

ぬかのどちらかです。しかし、あなたがクリスチャンやユダヤ人なら、それは別の話です。これらは、「ahl al-

kitāb / アール・アル・キタブ」として知られ、「啓典の民」です。啓典の一族、啓典の民の家。キリスト教徒

やユダヤ人は、たとえ彼らが非イスラム教徒であっても、生きていられます。彼らが「ジジア」という税金を支

払い、そして、彼らが、彼らの上に、イスラム教の優位性に服従する限り。だから、彼らは必ずしもイスラーム

に改宗する必要はありません。しかし、彼らはイスラームが優位であると認めなければなりません。これで、ハ

マスが、イスラエルのユダヤ人をどのように見ているか、お分かりでしょう。 

「なあ、お前たちに、この土地の家主になる権利はないんだ。」 

「我々イスラム教徒がそこを支配し、お前たちは我々に従うのだ。そうでなければ、お前たちは死ななければな

らない。」 

皆さん、理解する必要があります。 

「お前たちは、我々よりも強くなれない。お前たちは、我々よりも優れてはならない。」 

私たちとハマスの間の以前の紛争で、彼らは、我々の神、イスラエルの神が、ロケットを目的の場所から遠ざけ

ていると訴えました。見てください。4,500 発のロケットに対して、殺された人々の半分は、ロケットのためで

はありません。11 人が死亡しました。それも、イスラエルで最も人口の多い都市に送られたのです。彼らは、何

が起こっているのか理解していません。 

ここから、そのすべての頂点について話します。そうすれば、皆さんも理解出来るでしょう。イスラム教徒と

中東で平和を持つことの意味、少なくとも、熱心なイスラム教徒と。ムハンマドが、メッカからメディナに移動

した時、ヒジュラ（移民）で、西暦 622 年の事、彼はメッカで歓迎されず、誰も彼を受け入れませんでした。彼

は、非常に奇妙な理論と神学を持つ者として有名だったのです。そして、彼がメッカに戻りたいと思ったとき、

メッカのクレイシュ族は、はるかに大きな軍隊を送ることに決めました。そこで彼らは、フダイビーヤの村まで

来て、彼らはそこに立ち、そしてその場で、西暦 628 年、ムハンマドは、彼の軍隊と、メッカの人々の軍隊の間

で、フダイビーヤ条約に調印しました。条約は基本的に、「9 年 9 ヶ月 9 日間、停戦しよう」というもの。「ほ

ぼ 10年間、あなたは私を攻撃せず、私はあなたを攻撃しない。すべて良好。」握手をし、それぞれの生活を始め

ました。そして 2 年間、ムハンマドは何もせず、2 年が経過した後、クレイシュ一族の軍隊、彼らのラクダと、

彼らの民は、貿易や商業に出て行って、彼らは広がりました。彼らは知っていたのです。 
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「よし。あの男は、彼の約束を守っている。」 

さて、何が起こったかと言うと、630年、2年後…メッカの弱点を利用して、メッカを包囲し、全員を虐殺して乗

っ取り、メッカは今や、彼の街となりました。彼は、基本的に、彼が署名した条約を破ったのです。なぜか。な

ぜなら、イスラムの伝統によると、 

「休憩を取るために、条約に署名し、しかし、敵が弱い時は、それを利用して、必要な事を何でも行え。」 

さて、皆さんはおそらく思っているでしょう。 「アミール、なんでこんな話をしてるんだ？」 

イスラエルが、エジプトとの和平に署名しようとしていた 1979年、アンワル・サダト大統領は、彼の民に尋ねま

した。 「どう思う？」すると、宗教聖職者は彼に言いました。 

「それに署名しても大丈夫です。フダイビーヤ条約が、私たちが条約に署名することを認めていますから。」 

そして、彼らが「フダイビーヤ条約」と言うとき、彼らが何を意味するか知っていますか？つまり、 

「イスラエルが弱くなれば、その条約を見る必要もない。乗っ取りなさい。」 

1994 年のオスロ合意で、ヤセル・アラファトも同じことを言いました。彼は、行く先々で、彼の民に言いました。 

「フダイビーヤ」「フダイビーヤ」「フダイビーヤ」 

つまり、「心配するな、彼らが弱くなった瞬間に、我々は攻撃する。」なぜ、ハマスは、あれらのロケットを発

射したと思いますか？イスラエルが、誰が政府を形成するかについて争っているとき、ハマスは、それが適切な

時期だと考えたのです。 

「彼らは弱くなっている、さあ、やろう！」 

ところで、ハマスは、その先を見ていませんでした。イスラエル軍司令官、軍長官が、今日言いました。ハマス

が査定しなかった事が 3 つある。彼らは 3 つのことに驚いた。イスラエルの軍事作戦に突入する意思、彼が遭遇

した強さ、そして、私たちの操作の精度と質、私たちが、いかにして、実際に彼の能力のすべてを奪ったか。彼

らは海、空、地上からの作戦を実行できませんでした。そして私たちは、地下施設もすべてを破壊しました。で

すから、私はこう言います。イスラエルが、1948 年に生まれた瞬間、詩篇 83 篇が成就、もしくは、成就し始め

ました。しかし、私たちの周りのすべての者たちが、 私たちを滅ぼそうとして、集まって来ました。聖書は告げ

ています。彼らは攻め込み、そして 

 
4      さあ、彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。 

（詩篇 83:4） 

覚えていますか？そこはローマ人によって「パレスチナ」と呼ばれ、彼らは「イスラエル」という名前が気に入

らず、イスラエル国家の存在を消したかったのです。そして詩篇 83 篇で聖書は、1948 年にイスラエルに攻めて

来たすべての国の名前を告げています。そして後に、1956 年、67 年、73 年、彼らは、再度試みました。それで

終わりです。今や、エジプトはイスラエルとの和平を持ち、ヨルダンは、イスラエルとの平和を持っています。

レバノンとシリアは、あらゆる問題のために、もはや存在しません。そして、我々は、他のいくつかのアラブ諸

国と平和を持っています。 

 

〈詩篇 83から、エゼキエル 38章へ〉 

今、イスラエルは、エゼキエル 38章にどんどん近づいています。そこには、安心、安全で繁栄した国であると

表現されています。私たちは、詩篇83篇では繁栄していませんでした。私たちは、1948年、繁栄していません。

私たちは、エゼキエル戦争の前夜には、超繁栄しています。だから皆さん、理解して下さい。これは「最後のジ

ハード」です。私たちが見ているのは、最後のとりで、その集大成が、エゼキエル戦争です。なぜなら、エゼキ

エル戦争が一旦起こると、どうなるか？神が、ご介入されます。神が、火や硫黄、地震を送り込まれ、それは超

自然的な勝利です。そして、過激派イスラームの指導者たち、つまりトルコとイランそれと彼らの代理、スーダ
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ン、リビア、彼らは敗北します。それが最後のとりでです。皆さん、分かりますか？その瞬間から、すべての平

和を愛し、非常に辛抱強いイスラム教徒、剣によるジハードに興味のない者たちは、理解します。 

「よし。終わりだ。我々は完全に敗北した。しかも、イスラエルによってではなく、イスラエルの神によって。」 

そしてその時、彼らは、他の信仰の家を探し始めるのです。その時、私が思うに… 私の「世界統一宗教の台頭」

のメッセージをご覧になれば、私たちの YouTube チャンネルにあります。ユーチューブと、フェイスブック合わ

せて、2週間で、100万回以上の視聴されています。それを見れば、正確に理解されるでしょう。今日の世界宗教

の内、どれが、キリストを完全に排除し、そして、必要な要素をすべて満たして主要な世界統一宗教になるのか。 

私が思うに、混乱したイスラム教徒の全員がこの新しい宗教に同化するでしょう。それが、この先に起こる事で

す。私たちは今、最後のとりでを見ていて、それはエゼキエルの戦争で、最高潮に達します。これは、本当に興

味をそそられます。 

 

〈まとめ〉 

そこで、皆さん全員を励ましたいと思います。今は、ゴール目前です。これは、私たちが待ち望み、話し、祈

って来たものです。今、疲れ果ててはいけません。今こそ、主との関係を正す時です。だから私は、新しいメッ

セージ「死者が見る」がものすごく楽しみなのです。イェシュアを信じなければ、私たち全員にとって何が待ち

受けているのかを理解します。皆さん、どうかそれを覚えていてください。それから皆さん、主に従う時がある

とすれば、今こそ、その時です。皆さん、 私の新しい本「Israel and The Church」を入手していない人は、入

手してください。また、「The Last Hour」と「The Day Approaching」もすべて私たちのウェブサイトにありま

す。毎週のニュースレターに登録してください。 beholdisrael.org 繰り返しますが、ニュースを理解し、年中

無休でニュースを得るための最良のツール、テレグラムをダウンロードして、すでに 91,000人以上が登録してい

るチャンネルに、ご参加ください。 

ありがとうございます。God bless you！アロンの祝福をお祈りします。 

 

 

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) 

 

 

 

 

そして、主が、この困難な世において、あなたに平安を与えてくださいます。平和の君だけが与えることができ

るすべての理解を超える平安、平和の主である方、イェシュア、イエスが、今よりとこしえに、ここでも、どこ

でもあなたに与えてくださいます。主の御名によってお祈りします。アーメン。 
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テレグラムを取得する方法を、このビデオでご覧ください。 

イスラエルのガリラヤより、さよなら。そして、シャローム。 

 

〈テレグラムへのアクセス方法〉 

テレグラムで、アミール・ツァルファティと、ビホールド・イスラエルのチャンネル

に参加しましょう。ここでは、アミールから毎日のアップデートとオーディオメッセ

ージが受信出来ます。また、私たちのコミュニティに参加し、コメントで返信するこ

とができます。始めるのは簡単です。アプリストアからテレグラムをダウンロード

し、ブラウザで、ビホールド・イスラエルのテレグラムチャンネルを探し、そこから

[チャンネルのプレビュー]をクリックし、[ジョイン]をクリックします。それだけです！ テレグラムでお会いし

ましょう。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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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/VIqwBgDuvHo ≫ 

 

 

 

 

メッセージ by Amir Tsarfati / Behold Israel  
  https://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       

 

 

https://beholdisrael.org/

