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Amir Tsarfati 

2021年 6 月 18日中東時事アップデート 

[変化の政府] 
 

［アミール］シャローム、みなさん、アミール・ツァルファティです。ルーマニアのティミショアラから、ライ

ブを行える事をとても嬉しく思います。イスラエルではもうすぐ安息日なので、シャバット・シャローム！私は

まだここに滞在していて、明日、日曜日、月曜日は、ルーマニアの正統派カレンダーでは、ペンテコステの祭り

で、私は、ここの都市と国で最大のペンテコステ派教会でメッセージします。  

しかし、繰り返しますが、これは非常に重要な中東アップデートです。どうか、YouTube か Facebook でご覧に

なっている方は、この動画のシェアと、高評価をお願いします。それによって、アルゴリズムが、実際に私たち

に味方して働きますから。では、お祈りから始めて、この 1週間に起こった多くのことを見ていきましょう。 

 
お父様、心より感謝します。あなたがアルファとオメガであられ、あなたは、始まりであり終わりです。あなた

はあなたの御言葉の中で仰いました。 

「わたしのはかりごとは成就し、わたしの望む事をすべて成し遂げる。」 

「わたしは、終わりの事を初めから告げ、まだなされていない事を昔から告げる。」 

お父様、この機会に感謝します。ルーマニアのこの国で、あなたに仕えるだけでなく、また、世界中の神の人々

にニュースを伝え、 聖書の意味と文脈を伝えられる事に感謝します。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、イェシュアの御名によってお捧げします。アーメン。 

 
改めて、皆さんシャローム。アミール・ツァルファティです。ルーマニアで最大のキリスト教系テレビ局“アル

ファ＆オメガ”のスタジオからライブです。ほんの数日前 15周年記念を迎えました。 

今日は、ここから中東からのニュースを分かち合うだけでなく、 本格的なセットの中でお伝え出来て、素晴らし

いです。今週は、私が覚えている限り、最も忙しい週の一つでしたから。 

 
〈イスラエル、ガザでハマスの標的を攻撃〉 

それでは、ニュースに飛び込みましょう。まず第一に、昨夜、私はローマからルーマニアに移動中でしたが、

あまり眠れませんでした。ガザで多くの行動があったた

めです。昨夜、イスラエルはガザで攻撃を行いました。

おそらく、我々のハマスとの間の停戦以来、最も激しい

ものだったと思います。我々は、民間と軍の両方で、ハ

マスのインフラを破壊し、地下ロケット打ち上げを破壊

し、前哨基地を破壊し、 いくつかの監視点を破壊しまし

た。見てください。ハマスは、イスラエルの攻撃のあま

りの激しさに、非常に驚きました。さて、あなたは思っ

ているでしょう。「なぜ、イスラエルは攻撃したん

だ？」それは、基本的に、一連の“火の風船”の後でし
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た。ハマスが、イスラエル南部に向かって飛ばしていたのです。彼らのしている事を

見てください。彼らは、風船の定義を新しくしました。誕生日パーティーではありま

せん。皆さんが見ているものは、子供や喜び、お祝いとは何の関係もありません。こ

れは、破壊と死をもたらし、イスラエル南部の畑や農地を燃やすためです。イスラエ

ルは、ハマスに警告しました。 

「あなたがたがそれを続けるなら、我々は攻撃する。」そして我々は、確かに攻撃し

ました。さて、あなたは思っているでしょう。 

「ハマスは、なぜ、そんな事をしたんだ？」それはもちろん、先週半ばに戻ります。 

 

〈イスラエルのフラッグ（旗）パレード〉 

イスラエル新政府の、最初の試練がありました。つま

り、戦争のために延期された「フラッグ（旗）パレード」で

す。覚えていますか？1ヶ月前のガザとの戦争は、 エルサレ

ムのフラッグパレードの日に始まりました。それが、数日前

に、我々がした事を見てください。数えきれないほどのイス

ラエル人が、旧市街の壁に押し寄せました。見てください。

旗だけです。私たちは、人を撃ったり、殺したり、殴ったりしていません。私たちは、命を祝っています。死で

はありません。私たちは平和を祝っています。破壊ではありません。私たちは、エルサレムの再統一を祝ってい

ます。エルサレムの分裂ではありません。これで足りないなら、毎年行われるこのパレードの最終的な一致は、

何万人もの行進者が壁に来たときです。皆さん、この動画をご覧ください。これは非常に驚くべきことです。 見

てください。何万人ものイスラエル人が、ウエスタンウォールプラザで旗を振

り、踊り、祝っています。 これを見てください。すぐ上にはアル・アクサ・モ

スクと、岩のドームがあります。さて、なぜ、皆さんがそれを見ることがそん

なに重要なのか？なぜなら、これはまさに、ハマスが「絶対に起こらない」と

人々に約束した事だからです。このために、ハマスは戦争をしたのです。ご覧

の通りのこれです。ところがなんと、それが起こり、パレスチナ人は、非常に

イライラしています。彼らは、ガザで非常に多くを失いました。何のために？ 意味もなく、です。イスラエル

人は、引き続き神殿の丘を訪れ、私たちはパレードを行い、ハマスは抑止されています。唯一、ハマスが行った

のは、一発のロケットを海に向かって打ち上げただけ。それも空中で爆発しました。また、レッド・アラート・

サイレン（緊急事態警報サイレン）が鳴ったのは、彼らがイスラエルに向かって、ロケットを発射したからでは

なく、彼らがイスラエルの飛行機を撃墜しようとした重機関銃砲でした。それだけです。つまり、ガザの住民は、

ハマスが報復しなかったことに、ショックを受けています。そのすべてに、彼らは非常に落ち込んでいます。 

 

〈パレスチナ、エジプトに騙される〉 

彼らが落ち込んでいる理由は、それだけではありません。皆さん。作戦が終わったとき、エジプトは、次のよう

に言い皆をだましました。「我々は、ガザのパレスチナ人に 5 億ドルを与える。そして我々は今、トラックいっ

ぱいの物資を送っている！」さて…トラックが到着すると、トラックの扉が開かれました。この動画をご覧くだ

さい。そして、トラックの中に何があったか、ご覧ください。ほら、大きなトラックです。見てください。彼ら

はトラックを開き…そして、大量の支援物資や何かを受け取るはずが、見てください。ほとんど完全に空っぽで

す。これは詐欺です。見てください。小型トラックや自家用車に積める程度の箱がいくつかあるだけ、しかも中

身は、ほとんど期限切れの抗生物質、それだけです。 カタールからも、エジプトからも、ヨーロッパからも、た
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ったの 1 ドルとして支援は届いていません。なぜか？ハマスは、自身のためにお金

を得て、自分のために使おうとしているからです。そして、一般人に届くのは、よ

く分かりませんが、その 20%か、それ以下です。それがなんと、マフムード・アッ

バス率いるラマッラーのパレスチナ自治政府は言いました。「ちょっと待て。我々

はパレスチナ人の公式の法的指導者だ。すべての資金は、我々に来るべきだ。」彼

らはみな、お金を巡って戦っているのです。ほら、彼らにとって戦争は、大量のお

金を稼ぐマシンです。そして、彼らがお金を得ると、彼らの指導者は自分達で取り

込み、さらに裕福になります。つまり、彼らは、億万長者です。本当に信じられま

せん。 

 

〈地域戦争の脅迫：イラク、シリア、イエメン〉 

そして全てのこの腐敗や、目的達成の失敗の後、私たちがこの地域で耳にしてい

るのは、唯一、テロ組織の声だけです。彼らは、地域戦争を起こすと脅迫しています。地域戦争です。覚えてお

いてください。我々が語るエゼキエル戦争は、地域戦争です。世界大戦ではありません。しかし見てください。

テロリスト、イエメンのフーシ派、シリアにも存在するイラクのシーア派民兵、ヒズボラ、その他、またアル・

ハシュド・アル・シャアビなど、それらのすべて彼らは皆、ただ口先だけで誓っているのです。「今後、エルサ

レムをめぐる新たな紛争が起こるなら、我々はハマスがイスラエルと戦うのを助ける！」だから、皆さん、彼ら

は口では多くのことを言いますが、彼らは超、超抑止されています。なかなか驚きです。 

 

〈レバノン、無政府状態に陥る〉 

ヒズボラは、発言すらしません。ヒズボラは静かです。なぜか？なぜなら、レバノンは、私たちがこうして話

している間にも無政府状態に陥っていますから。ガソリン、基本的には燃料が、信じられないほどの危機にある

のです。想像できますか？ 車のガソリンがなくて、移動できないのです。村や、僻地に住んでいる人は、どうな

りますか？国民は、もはや燃料がないのです。皆さん、一つお伝えしますが、ヒズボラが、政府から、ほぼ毎月

数億ドルと奪い、そして、この危機を作り出して、ヒズボラが唯一の権威になり、直接イランからガソリンと燃

料、石油をもたらせるようにしている事を私たちは認識しました。。国民は超怒っていて、ある人達は、ロバに

乗って、ガソリンスタンドに行っています。彼らは、入れ物にガソリンを入れるため、ガソリンスタンドまで運

転するのに十分なガソリンがないのです。次に、皆さん、もう一つ理解して

ください。軍の司令官、ジョセフ・アウン将軍が昨日だったと思いますが、

スピーチをして、実際に、次のように言いました。「我が国は崩壊し、無政

府状態に陥っている。」彼がそう言ったのです。誰もが恐れています。も

し、軍隊が解散すれば、ヒズボラが、完全に国を乗っ取り、ここは、第二の

イランになるでしょう。ですから、レバノンは、イスラエルを攻撃する気

も、イスラエルと戦う気もありません。私たちがこうして話している間、彼

らには自分の車に入れる

燃料さえ十分にありません。この動画を見てください。完全な

混乱と無政府状態です。ガソリンスタンドに来て、自分たちが

望むものを得られないと彼らは発砲し始めるのです。ところで、

この動画の中で、車のトランクに入っていたガソリンに火がつ

いています。みんな、ガソリンを車に保管しているのです。次

の動画を見てください。音声を再生すれば、暴力が勃発してい
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るのが分かるでしょう。銃声や、射撃が、ただガソリンのために。これはガソリンスタンドで、誰かが建物の上

から撮影した動画です。見てください。かなり深刻です。銃声、無政府状態… それも、生死の問題ではなく、

ガソリンのためにです。これは本当に、本当に… 皆さんに一つお伝えしたいと思います。皆さんの中には、悲

しい思いをしている人もいるでしょう。私たちは自分たちの人生や、自分自身について、自分が経験したことで、

悲しく思う事があるでしょう。しかし、皆さんに考えて欲しいのです。ある人達は、ガソリンスタンドで銃声を

恐れ、彼らには、今、ガソリンさえありません。考えてみてください。あなたが、田舎に住んでいて、ガソリン

スタンドに運転して行くことが、今や命がけ、そして、皆がいたるところで発砲している。こんな国には、住み

たくないでしょう。この視点から見てください。もし、あなたが何かを残念に思ったり、あなたの人生に良くな

い事があったり、何か辛い事があったとしても、あなたに気づいて欲しいのです。世の中には、車にガソリンを

入れる事すら命がけな人たちがいます。これは驚くべきことです。 

 

〈もはや、国家としての体を成していないレバノンとシリア〉 

もう一つお知らせしたいのは、レバノンとシリアは、もはや、実質的に国としては、ほとんど存在していませ

ん。そのために、それらがエゼキエル 38章で言及されていないのかも知れません。しかし、エゼキエルは、イス

ラエルに敵対して来る連合について言及していて、それはレバノンでも、シリアでも、エジプトでもヨルダンで

もなく、それは、第二層の国で、イラン、トルコ、ロシアとリビアとスーダンです。ですから覚えておいてくだ

さい。私たちが今見ているものは、神の御言葉に完全に一致します。 

 

〈出来レースだったイラン大統領選挙〉 

また皆さんにお伝えしたいのは、今日、イラン国民が、新しい大統領に投票しました。これは本当に哀れな投票

日でした。ご覧いただいているのは、アル・クッズのリーダーが投票する様子で、もう一つの写真は、イランの

最高指導者アッヤトッラー・アリ・ハメ

ネイ、それから、新しい大統領になるラ

イシ氏です。念のために言っておきます

が、誰が勝つかは、皆が知っています。

ただ、何よりも残念なのは、彼らは、国

民に投票するよう、懇願しなければなら

なかったのです。国民が投票しなかったから。国民は言いました。「これは私たちの選挙ではない」「私たちは、

どうでも良い。」「お前は国民に敵対している」「私たちはそれに投票するつもりはない。」そして、メディア

は言います。「ああ、たくさんの人たちがあそこにいます」しかし、ソーシャルメディアでは、世論調査は完全

に空であると皆が報告しました。 

 

〈核爆弾完成に近づくイラン、弱さが露呈する米国第 46代大統領〉 

さて、もう一つお伝えしたいのは、イランが、これまで以上に爆弾に近づいています。誰もが、それを知ってい

て、イラン自身が、20%濃縮ウランを、100 キログラム以上持っている事を認めました。ところで、彼らは、それ

よりもはるかに多く持っています。そして、彼らは 60%、おそらく 90%濃縮のウランを

持っています。彼らは、爆弾のために十分なものを、3-4週間以内に取得するかも知れ

ません。そして、まさにそのために、数日前のジュネーブでプーチンとバイデン大統

領が会った時、バイデン大統領とプーチン大統領が合意した事の一つがこれだったの

です。「イランが核兵器を手に入れるのを防ぐ」さて、彼らはそれを行うのか？もち

ろん、しません！イランは、ほんの数週間のところまで近づいていますから。しかし、

皆さんにお知らせしたいのは、アメリカ側から、これまでになかったような弱さの表示がありました。第 46代大
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統領は、EU とアメリカの会合で演説を行い、彼はとんでもない姿をさらしました。彼は混乱していて、彼は物忘

れがひどく…彼の発言を見てください。これをご覧ください。 

[バイデン、スピーチ中] 

彼の発言は、なに一つ、本当に意味をなさず誰もがショックを受けました。

彼らは、認知症についての噂を聞いていました。何かおかしい、と。しか

し、彼らは、今見たような姿を見たことが無かったのです。しかも誰もがそ

こにいたのです。エルドアンはそこに居り、プーチンがそこに居て、誰もが

アメリカが弱いのを見ました。この後、それについてもっと話しますが、プ

ーチンは、本当に激怒しています。 

 

〈ウクライナ大統領、NATO に感謝。ロシアとトルコの動向〉 

それだけでありません。数日前のツイートを見てください。ウクライナの大統領がツイートしました。 彼が言っ

たことを見てください。 

「私は、我々が直面する、すべてのリスクと課題に対する NATO パートナーの理解

を称賛する。北大西洋条約機構(NATO)首脳は、ウクライナが MAP同盟の一員になる

ことを確認した。これはメンバーシッププロセスの不可欠な部分で、ウクライナ

は、ユーロ大西洋の安全保障を確保する役割において感謝に値する。 」 

皆さん、これはプーチン大統領の目を突いているようなものです。北大西洋条約

機構(NATO)が、ウクライナに接近し、そして、基本的に、その国境に駐留する事

は、彼が嫌がる事で、彼はそれをさせないでしょう。皆さん、理解してください。

ロシア大統領は、今目にしている事が、気に入りません。そして、彼が、非常に

近い将来動き出す事は、確実です。ところで、エルドアンは、バイデン大統領から 笑顔と、多分、COVIDスタイ

ルの握手を受け取ったかも知れません。しかしエルドアンは、非常に混乱し、忘れっぽい大統領を目にして、そ

して彼は知っています。「もう、こいつが私の友人になるのを、待つつもりはない。」 

 

〈ベネズエラに向かうイラン船を止められない米国、イランにすり寄るサウジアラビア〉 

アメリカは、ベネズエラに向かう 2 隻のイランの船についてためらっています。彼らは、どうして良いのか分

かりません。もし、イランを止めると、アメリカは、ウィーン核協議に引っかかります。もし彼らがそれらを止

めなければ、武器をいっぱい積み込んだそれらの船は、アメリカに向かうかも知れません。米国は、ただ途方に

暮れています。そして、アメリカが、非常に弱いと見られているため、サウジアラビアは、今、何とかイランと

交渉して何らかの理解を得ようとしています。少なくとも、彼らがイエメンのフーシ派から受ける攻撃からの圧

力を和らげる事。それは彼らにとって、非常に気がかりな事です。 

 

〈イスラエルに誕生した新「変化の政府」〉 

また、皆さんにお伝えしたいのは、今日のメインの話題で、イスラエルです。

イスラエルでは、「変化の政府」が就任しました。前回のアップデートの時

は、ネタニヤフ首相が、まだ政権を握っていましたが、その後、日曜日の午

後、新しい政府が就任しました。私たちが、これまでに見たことがないような

政府です。この政府が、何で構成されているか、見てください。 そうすれ

ば、皆さんも理解出来るでしょう。リベラルで進歩派の左派政党があり、グロ

ーバリストである中道政党があります。イスラム教の宗教的な党があります。

ところで、ユダヤ教の宗教的な党はありません。宗教的なものはイスラム教。

 

 

 

 

イスラエル新政府の内訳 
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そして、右翼政党があります。ところで、そこの右派が一線を越えて、左派を受け入れます。ですから、私たち

がここで見ているのは、統率している首相が、たった 6 議席しか持っておらず、そして、彼は、この訳の分から

ない集団すべてをまとめなければなりません。本当に訳が分かりません。一方はこれを望み、もう一方は、あれ

を望んでいて、一つ、彼らが同意したのは、イスラエルを“シオニスト”、ユダヤ人の場所として促進したくな

いという事だけ。見てください。アラブ人が、それを許しません。だから、大きな変化です。しかしそれは、安

定から不安定への変化です。シオニズムから、ポスト・シオニズムへの変化で、シオニズムはもうありません。

バス運転手が、バスからイスラエル国旗を取り除くように言われているのです。考えてみてください。他の国で

見ているのと同じです。進歩派の思考は、「 さあ、国家主義の兆候は全て排除しよう！」軍隊は、旗の誇りが許

されていますが、しかし、イスラエルの他の非常に保守的な運動では、イスラエルで常に受け入れられ、促進さ

れてきた他の旗は、許されません。過激左派は、そこに留まり、一線を越えたのは右派の方で、メディアはもち

ろん、人々の思想を操作しています。見てください。ネタニヤフが首相だった時、メディアは常に言って来まし

た。 「我々の仕事は、政府を批判することだ。」  

今、彼らは、政府を批判していません。今、彼らは政府を推進しています。もちろん、この政府は、彼らの筋書

きに合いますから。そして、何よりも驚くのは、彼らが新しい法律を提案しているのです。良く聞いてください。

民主国家の歴史の中で初めて、世界中のどこでも、首相を務めた人は誰であれ、国会議員に立候補することさえ

できない。言い換えれば、彼には、再び首相になるチャンスはない。そして、そのすべては、ネタニヤフが立候

補するのを防ぐためです。私は前に言いました。第 45 代大統領が、第 47 代になれると、もし、あなたが思って

いるなら、その考えに“さよなら”してください。彼らは今、非常に多くの偽物、捏造された犯罪ファイルを彼

に着せています。そして彼らは、法律と規則を変更し続けて、彼らが、確実に権力の場所を確保するようにする

でしょう。ほら、私は彼の味方で、私は彼を支持し、私たちは彼のために祈ります。しかし、私は現実を伝えて

いるのです。現実は、一旦、進歩派、リベラルのグローバリストが引き継ぐと、彼らは、決してそれを手放しま

せん。それまでです。彼らはそのために戦って来て、今、彼らは、それを維持するつもりです。 

 

〈米国南部の違法入国者が 100万人を突破。ナショナリズムの終焉〉 

もう一つお知らせしたいのは、アメリカで、第 46 代大統領就任以来、100 万人近くの違法入国者が南部の国境を

越えています。7 ヶ月未満で、ほぼ 100 万人です。皆さん、想像してください。これらは全て、ただの子どもで

はありません、彼らは主に大人で、非常に近い将来、彼らは投票します。誰かさんが、彼らに投票させますから。

ですから、私たちが今見ているのは、リーダーシップの危機です。言わせてもらえば、世界中で指導者の欠如で

す。ベンジャミン・ネタニヤフが、家族と国家の価値観とそのすべてを防衛していた、最後の人だったと言われ

ています。 そして今、彼が取り除かれようとしていて、もう、これまでです。全世界が、起こっている事を見て

いて、これは非常に危機的です。 

 

〈世界統一宗教に向けての動き〉 

しかしまた、私はリーダーシップのこの危機を目にし、また私は、イスラムのテロリストや過激派の怒りを見て

いて、彼らは、それが終わりであることを知っています。私たちが今見ているのは、新しい世界宗教に向けてギ

アが全開になる様子です。私は以前、それについてお話しして、それに関す

るメッセージがあります。しかし、信じられないかもしれませんが、この興

味深いものを見てください。アラブ首長国連邦のアブダビに、これは、私が

間違っていなければ、「アブラハムの家族の家」です。つまり、教会、モス

ク、シナゴーグの話で、ところで、これは、ユダヤ人が関わりもしておらず、 
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主に、バチカンとイスラム当局の間での合意です。無数のイスラム教徒が、過激なテロリストからますます距離

をおいていて、やがて彼らは、より良い場所を見つけるでしょう。 

そこでは基本的に、彼らは、善良な人となり、平和を望み、世界の他の国々に受け入れられる事を望むようにな

ります。この新しい宗教の台頭は、皆に言うでしょう。 

「ほら、あなたは他の何かになる必要はありません。ただ良い人でいなさい。良いことをし、良いことを言いな

さい。そうすれば、あなたは神の王国の一員になります。」 

イエスは、この方程式から、完全に、完璧に削除されています。なぜなら、覚えていますか？主は唯一、 

 
6    道であり、真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなければ、だれひとり父のみもとに来ること

はありません。 

(ヨハネ 14:6) 

だから、彼らは、それを削除しなければならなかったのです。主であり救い主として、彼を受け入れなくても、

誰もが、この一員になるために。それが、私たちがこんにち見ているものです。 

 

ですから、非常に興味深い事が起こっています。私たちは、悪い方向に変化している、「変化の政府」を見てい

て、私たちは、ヨーロッパとアメリカ全土で、指導者の危機を見ています。そして中東では、不安定さが大きく

増し広がり、制御不能なイラン、超激昂しているテロリスト、彼らは、本当に自分達が望むものを得ていないこ

とに、イライラしています。そして、沸々している戦争の条件は、シリアとレバノンを含まず、間違いなくトル

コ、イラン、ロシア、リビア、スーダンを含みます。非常に驚くべきことを目撃しています。 

 

〈アルファ＆オメガテレビ創設者トゥドール・ペタン氏との対談〉 

締めくくりの前に、この機会を利用して、トゥドール・ペタン氏をご紹介したいと思います。この“アルファ＆

オメガテレビ”の創設者です。すごい事に、このテレビ局は出版社も兼ねていて、実際に、私の著書の 3 冊全て

が、すでにルーマニア語で出版されています。トゥドールさん、あなたのテレビ局に私をお招きくださり、あり

がとうございます。ここは、ルーマニアで最大のクリスチャン系テレビ局ですね？ 

[トゥドール] 今日は、アルファ&オメガテレビスタジオで、私たち

とご一緒くださり、ありがとうございます。ここは、「現実と観

点」と呼ばれる番組のセットです。だから、私たちがここで話すの

は、 

[アミール] 「現実と観点」 

[トゥドール] 聖書の観点から見た現実、政治的現実、文化的、社会

的、地域的現実。だから、ここでのあなたの存在は、非常に預言的

でした。 

[アミール] ありがとうございます。 

[トゥドール] ですから、ここに私たちとご一緒くださって、感謝します。私たちは、記念日を祝いながら、あな

たがここに居る事は、主からの贈り物だと思っています。数日前、私たちは、宗教的なキリスト教系の放送局、

アルファ・オメガテレビの放送 15 年周年を祝ったのです。2006 年、私たちは、ルーマニア初のキリスト教系の

テレビ局を立ち上げました。 

[アミール] 素晴らしい。この直前に、私はあなたとあなたの奥様と話しましたが、本当に驚きました。あなたた

ちが信仰を持ったのは、実際においくつでしたか？ 
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[トゥドール] 40 歳です。40 年間、誰も、ルーマニアでキリストについて教えてくれませんでした。私の世代は、

皆同じです。私たちは、完全な共産主義、無神論の環境で育ちました。そして、私たちはエンジニアとして育ち、

二人とも、全くキリストについて、聞いた事がありませんでした。これは私たちだけでなく、私たちの世代全体

がそうです。だから、福音派の割合は、今でも 2〜4 パーセントです。私たちは、神について何も知らない 97%の

一部でした。 

[アミール] ルーマニア人の 97%は、彼らは正教会に属していましたが、彼らは、神を知らない。 

[トゥドール] 彼らは信者ではありません。 

[アミール] はい。そして、あなたは救われた… 

[トゥドール] ルーマニアでは、1989年、共産主義システムに対して革命が起こり、その後、1991-92年、多くの

人々が主を信じ、表現の自由がありました。 私たちも、この一部だったのです。 

[アミール] 第一波？ 

[トゥドール] 第一波です。その事を神に感謝します。1992〜93 年、私は妻のミレラと一緒に主を信じ、そして

一年後、神が、“アルファ・オメガ”テレビミニストリーを開始する意思を、私たちの心に置かれ、27 年前、私

たちはこのミニストリーを始めました。最初のメディアミニストリーでした。神が、私たちに示される通りに、

一歩一歩進み、私たちは番組を翻訳しました。 

[アミール] そして、これらはルーマニア語に翻訳された私の 3冊の本です。 

[トゥドール] ここに 3 冊の本があります。 

[アミール] 「Israel and the Church」 「The Last Hour」 それから「The Day Approaching」全てルーマニア

語です。さて、イスラエルは、ここのあなたのミニストリーで非常に独特な位置を占めていますね？あなたがた

は、本当にイスラエルを愛し、支持しています。 

[トゥドール] 12年近く前、神が、私たちの心の中に置かれたのです。私たちには、ユダヤ人のルーツはなく、 

ただ超自然的に、神が、イスラエルの声になれと、私たちに迫られ、それがルーマニアで、ますます明瞭になっ

て来たので、12 年間、年に一度のカンファレンスを開催し始め、「イスラエルのために祈る」と、カンファレン

スを名付けました。徐々に、私たちはミニストリー、テレビネットワークに、イスラエルに関する番組を入れて

いきました。イスラエルと共に、イスラエルから、ゴラン・ミニストリー。私たちは、異なるミニストリーと提

携して、多くの本を翻訳しました。イスラエルと中東に関する本は、40 冊あると思います。ですから、それは超

自然的なものです。「なぜ、あなたはイスラエルのための声を上げるのか？」「あなたのモチベーションは何で

すか？」と聞かれますが、私たちはクリスチャンです。イスラエルの味方でなければ、誠実なクリスチャンには

なれません。 

[アミール] まさにこれは、私がずっと言ってきたことです。新生し、聖霊に満ち、神の心に近いクリスチャンな

ら、神が、神の国イスラエルに対して持っておられる心を持っていないなど、あり得ません。私たちは皆、同意

します。イスラエルへの愛は、超自然的なものです。自然には、我々はメディアを信じ、敵の欺瞞の嘘を信じて、

彼らを憎みます。だから、あなたを変えられるのは、超自然的な啓示、それから、あなたの中の聖霊の業によっ

て、あなたの中に、その愛が生まれるのです。すべてのクリスチャンが持っているはずの愛。どうしてクリスチ

ャンが、反ユダヤ主義者になれるのか、私にはさっぱり分かりません。 

[トゥドール] ええ。私たちは、イスラエルの声であり続けることをとても嬉しく思います。本当に多くの善良な

キリスト教の友人が、私を批判します。「トゥドール、なぜあなたは、そんなに多くのテレビ番組で、イスラエ

ルについて、そんなに翻訳するのか？何か裏があるはずだ。」 

[アミール] ある人達は、あなたの事を“エージェント”だろう、と非難するのですね？ 
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[トゥドール] 「エージェントや、シオニストの誰かから資金をもらっているんだろう。」とか。主が、私たちの

心の中にそれを置かれたのです。ルーマニア、すべての東ヨーロッパ、世界中でそうでしょう、教会でクリスチ

ャン達は、「置換神学」に直面しています。 あなたもご存知でしょう。 

[アミール] はい、私の著書「Israel and the Church」や 3冊全てに、それについて書いています。  

[トゥドール] 私たちはこれに直面していて、教会の親愛なる友人、誠実な友人達が、まだ、置き換え神学の影響

を受けています。 

[アミール] 面白いことに、「イスラエルがイエスなしで救われる」とは、私たちは、一度も言った事がありませ

ん。しかし私たちは、「神は、イスラエルについて忘れておられない」と言います。「教会は、イスラエルに置

き換わっていない。」教会は、イスラエルの妬みを引き起こさなければなりません。彼らを拒否し、彼らに置き

換わると考えるのではなく。私たちが言っているのは、こういうことです。しかし、最終的には、イスラエルの

全家が救われます。それは、彼らがユダヤ人だからではなく、彼らが突き刺した方を仰ぎ見て、彼らが悔い改め、

彼らが彼を主であり救い主として受け入れるからです。アーメン？ そういう事です。 

[トゥドール] 一つ、追加させてください。私たちは私たちの人生と私たちのミニストリーの中で、非常に大変な

時期がありました。価値を促進するための、長い旅路でしたから。ところで、私たちは宗派に属していません。

以前、あなたが私に尋ねました。私たちは正教会の宗派や、ペンテコステ派のバプテストを代表するのか？いい

え。神が、価値を促進するために、アルファ・オメガのミニストリーを私たちの心の中に置かれました。だから

私たちは、価値観を促進します。これらの価値観の一つ、その価値はイスラエルです。 

[アミール] それに価値があるのです。彼らのために愛し、祈らなければなりません。 

[トゥドール] あなたは私たちの信条や価値観をご覧になりましたが、その中に、イスラエルがあります。 

誰でも私たちと一緒に働き、私たちの一員になりたいなら、この、12 ポイントを受け入れなければなりません。

そして、ポイントの 1 つは、イスラエルです。はい。 

[アミール] ありがとうございます。明日、私は、ここでいくつかのインタビューにお答えして、明日の夕方か

ら、ここの教会の指導者、牧師たちに話して、そしてもちろん、日曜日と月曜日は、こちらではペンテコステで

す。ですから、ここの教会のために、特別なメッセージを用意しています。“御霊も花嫁も言う。「来てくださ

い。」”（黙示録 22:17）ここの教会でこのメッセージをするのが、楽しみです。皆さん、このビデオをシェア

して、高評価をお願いします。そして、覚えていますか？私たちのテレグラムチャンネルは、唯一、毎日、一日

中私からニュースを得る手段です。最後に、私たちのテレグラムチャンネルを取得する方法の動画を再生します。  

しかしその前に、私がヘブライ語でアロンの祝福を祈って、それから、ルーマニアでしていただけますか？ 

[トゥドール] あの… 

[アミール] 大丈夫です。 

[トゥドール] はい、できます。 

[アミール] 分かりました。もちろん民数記 6章 24～26節です。 

[トゥドール] アミールさん、視聴者の皆さんにチャレンジします。皆さんも、大変な時、こんな風に思うでしょ

う。「ああ、あなたはどこにいるのですか？ なぜですか？私たちを助けてください！」しかし神は、常に私た

ちの味方でいてくださいました。そして、主は仰います。「あなたがたが、イスラエルのために声を上げている

から、わたしはあなたを祝福し、あなたに味方しよう。」多分、視聴者の多くが、異なるミニストリー、場所、

教会で、親イスラエルになる事を躊躇っているでしょう。でも、人として、家族として、国家として、私たちの

祝福の鍵の一つは、イスラエルに対する、我々の立場だと私は考えます。これは、私が視聴者の皆さんに送りた

い鍵です。 

[アミール] 本当に重要です。これは神がどのように働かれるか、神の御心の証です。では私が、ヘブライ語でア

ロンの祝福を祈り、そして私の友が、ルーマニア語で祈って、これを締め括ります。ありがとうございます。 
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 24 主があなたを祝福し、 

  あなたを守られますように。 

25  主が御顔をあなたに照らし、 

あなたを恵まれますように。 

 

26 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) 

 

 

 

 

[アミール] シャローム！平和の君、平和の主の御名の下に、今も永遠に、ここでも、どこでも、あなたに平和を

与えることができる方、イェシュア・ハマシアッハの御名によって祈ります。ありがとうございます。God bless 

you！ルーマニアのティミショアラにある、アルファ＆オメガテレビのスタジオより、シャローム。 

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