
 

2021年 8月 6日中東時事アップデート｜アミール ツァルファティ 

BeholdIsrael.org  1/10 
 

        

 
 

 
Amir Tsarfati 

[2021年 8月 6日中東時事アップデート―― 

中東、戦争の準備が整いつつある] 
 

［アミール] 皆さん、シャローム。アミール・ツァルファティです。今日は、バリー・スタグナー牧師と一

緒です。ご覧の通り、ネバダ州のラスベガスからライブです。ついさっきこの大きな音が始まって、それが、

どこから来ているのか、大きな機械なのか、私たちには分かりません。ここで仕事をしているとは思えませ

んが…ここは、地上 50 階ですから。ともかく、音の出どころを探し出して、音を止めるように努めます。

さて、バリー牧師、シャローム。 

[バリー] シャローム、お会いできてうれしいです。 

[アミール] 今、私たちの声が聞こえ難いと思いますが、この騒音が何なのか、探しているところです。ま

さに、10 秒前に始まったのです。これは、邪魔して破壊する、典型的な敵のやり方の一つです。バリー牧

師、お祈りから始めて頂けますか？それから超重要なアップデートに入りましょう。 

[バリー] もちろん。お父様、この機会に心から感謝します。現在、私たちの周りで起こっていることはす

べて、以前から予告されており、主よ、あなたが御言葉で告げてくださった情報に感謝します。主よ、この

配信の妨げとなっているこの音源を止めてください。あなたには全ての事が可能で、何一つ不可能でない事

に感謝します。この時間を祝福してください。イエスの御名でお祈りします。アーメン。 

[アミール] アーメン。皆さん、私たちは出来る限りの事をして、アップデートをお伝えします。できる限

り大声で話します。文字通り 30 秒前、この非常に大きな音が始まりました。 

 

〈イスラエル、ヒズボラからのロケット攻撃に報復空爆、ベイルート大爆発から一年〉 

さて、超重要なアップデートです。今回のテーマは、「中東、戦争の準備が整いつつある」。確かに、戦

争の準備が進んでいます。そして、テレグラムで私のチャンネルを登録している、米国在住の方々は、おそ

らく朝一番で、目にしたでしょう。ヒズボラが、朝の挨拶に、イスラエルに対して 19 発のロケットを発射

しました。しかし、これは、唐突に起こったものではありません。これは、イスラエルの攻撃に対するヒズ

ボラの報復です。そして、イスラエルの攻撃は、ちょうど 2 日前にあった、3 発のロケット集中砲火に対す

る報復でした。ですから、2 日前に戻りましょう。非常に高い可能性で、レバノン国内での出来事、ベイル

ートでの爆発から１周年、それから、あちらでの財政破綻や、新しい首相が政府樹立に苦心している事や、

その他、そのすべてのために、ヒズボラは、そこから目を背け、南レバノンのパレスチナの派閥が、イスラ

エル北部に向けて 3 発のロケットを発射する事を認めました。突然、3 発のロケットです。それは新しいこ

とではありません。私は、数週間前にも報告しています。しかし、今回は唐突に、またしても 3 発のロケッ

トです。そして、驚く事なかれ、イスラエルが下した決断は、砲兵での報復だけでなく、2006 年以来初め

ての、南レバノンに対する空爆です。レバノン戦争以来、イスラエルは一度も、F16 でレバノンを空爆して

いません。しかし、私たちはそれを行い、誰もがショックを受けました。なぜなら、今や誰もが、“レバノ

ンの守護人”であるヒズボラに期待していて、…少なくとも、ヒズボラは自身をそう見ています。誰もが、
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ヒズボラが速攻で報復する事を期待していました。それが、2 日前のことです。その夜、ヒズボラは国民に

ツイートして言いました。 

「預言者に祈って、眠りなさい。」 

預言者に祈って、そして眠れ。誰もが、これはばかげていると考えました。それは、ヒズボラの弱さと、新

たな前線に対応できないヒズボラ政権の不能を示し、露呈しました。ところで、レバノン南部への空爆の様

子を映した動画をご覧になりたい方、一つあるかも知れません。真夜中のもので、人々はただ爆発を見て、

そして困惑し、そして、何が起こっているのかを、理解しようとしています。すると、新たに爆発が起こっ

て、全体をバラバラに打ち砕き、カ

メラが揺れます。ご覧ください。。

これが 2 日前に起こった事です。そ

して今朝、皆さん、もちろん、ご覧

いただいたこの映像は、3 日前のも

のです。着弾したロケットによっ

て、イスラエル北部で火災が発生、感謝な事に、死傷者は出ませんでしたが、しかし、そのために、何エー

カーにも及ぶ森林と植物が、燃えました。 

 
さて、今朝は、19 発ロケットの集中砲火です。IDF が、イ

ンスタグラムに投稿した内容をご覧ください。 

「19 発のロケットが、レバノンから発射され、 

そのうちの 10 発は、アイアン・ドームが迎撃」 

つまり、イスラエルは、ヒズボラの報復に備えていたという

ことです。 

「6 発は、イスラエル国内の空き地に着弾、 

 そして 3 発は、レバノン国内で落下。」 

念のために言っておきますと、ナバティーエ県、ヘルモン山

の反対側、レバノン側で、ドゥルーズが、ロケット発射台を

搭載したトラックを捕らえました。見てください。そのうち

の 19 発が失くなっています。発射されましたから。だから、

もっとあったのです。そして、ロケット打ち上げの途中で、

ドゥルーズが… 白い帽子を被ったのがそうです。ドゥルーズ

とは、少数派で、イスラム教徒ではない宗教です。皆さん、

知っておいてください。イスラエル北部には、ドゥルーズが

居て、レバノンにも、シリアにもドゥルーズが居ます。そし

てドゥルーズは、それらのロケットがそこから発射されたこ

とを、イスラエルが知ると、イスラエルが、彼らの町に向か

って報復する事を恐れ、彼らは、このヒズボラの手下、“ご

ろつき”を捕らえたのです。彼らは、彼を捕らえ、トラック

に乗せて警察署に連れて行きました。ではなぜ、写真下の彼

は、こんなに喜んでいると思いますか？警察が、彼を釈放し
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たのです。なぜ？ ヒズボラが、彼らを脅したからです。さて皆さん、間違いなく、私たちが動画で見たも

の、表面化したのは、ドゥルーズが、ヒズボラの工作員を捕らえ、自分達の町から、彼らを追い出している

様子です。それは、レバノン国内の内部紛争の氷山の一角にすぎません。これらのビデオが浮上したとき、

ヒズボラは、恥をかきました。そして皆さん、ヒズボラは、全員に向けて、イスラエルが、空き地を爆撃し

たように、彼らも、空き地に向けてのみ発射したのだと、知らせました。そして、彼らは、ツイッターとフ

ェイスブックに、この写真を投稿しました。 

「お前たちは、空き地に向けて発射し、我々も、同様に発射した。」 

彼らは、なんとか法則を作り上げようとしているのです。 

「お前たちがする事を我々はやる。我々が臆病だとは考えるな。」 

 
しかし、これらの写真を見てください。現在、ヒズボラは非常に不安なって

います。2日前、彼らは、レバノンのベイルートで起こった、硝酸アンモニウム

の巨大爆発から 1 周年を記念していて、あの爆発でほとんど破壊された穀物用

倉庫の隣で行われた、この、大きなデモを見てください。しかし、その出来事

の写真を見ると、彼らが、このすべての責任を誰に問い、レバノンから誰を追放しようとしているか、見て

ください。そうです。「イラン、出て行け！」ところで、彼らが「イラン、出て行け！」と言うとき 、彼

らが意味しているのは、イランの代理人、シーア派の代理人、

ヒズボラは、レバノンでのイランの長い腕です。そして、彼

らが基本的に言っているのは、「私たちは、ヒズボラを支持

していない！」「ヒズボラは、私たちの代表ではない！」

「彼らが、私たちに対して、これをやっているのだ！」皆さ

ん、ご覧の通り、このデモの中で、イスラエルに対する抗議

は、一つも見られません。彼らはよく知っているのです。彼

らの苦しみ、彼らの問題に関して、イスラエルは何の関係も

ない事を、彼らは知っています。彼らの通貨価値の損失、彼らの経済の下落、電気もガソリンも無く、エア

コンが作動していない。それは、ただ惨めな人生で、彼らは、よく知っています。彼らは、このすべてが誰

の責任であるか、正確に知っています。だから現在、彼らが目にしている事から、ヒズボラは、ものすごい

恥をかいているのです。 

 

〈シリア〉 

さて、もう一つ報告したいのは、イスラエルとシリアの国境である、北東部

の前線で、いくつか大きな展開がありました。まずは、ダマスカスの中心部で

起こった事を理解しましょう。アサドの精鋭兵、共和国防衛隊が、ダマスカス

の中心部に、バスで輸送され、そして反乱軍が、バスにブービートラップを仕

掛けました。何が起こったのか、ご覧ください。このバスに乗車していた者

の、ほぼ全員が、死亡したか、重傷を負いました。そこは、シリア政権の弱点

で、ダマスカスの中心部で、アサドの精鋭兵が、反乱軍によって、虐殺されて

います。さて、一つ、お伝えしますと、先週、皆さんにお見せした地図を覚え

 

 

 

https://beholdisrael.org/


 

2021年 8月 6日中東時事アップデート｜アミール ツァルファティ 

BeholdIsrael.org  4/10 
 

ていますか？私がお話しした、南西部の都市ダルアーを覚えていますか？

イスラエルとの国境近く、ご覧の通り赤で囲んでいるのが、ダルアーです。

このダルアーで、10 年以上前にシリア内戦が始まりました。そこで、皆さ

んに逸話を報告しますと、ダルアー は現在、新たな反乱と南部の反乱軍に

よる攻撃の新たな波の中心部です。 

 
皆さんに、一つ逸話をシェアします。シリアの兵士が、ある事を明らか

にしました。数日前、シリア国防相と、反乱軍を代表する地域住民との間

の会議があって、その会議に、ロシアの将軍も参加しました。そして、シ

リアの兵士は、次のように言いました。彼が言うには、「シリアの国防大臣が、彼の事務所の警備員を伴っ

て反乱軍を代表する委員会との会合にやって来て、そして叫び、呪い、『ダルアーに火をつける』と脅し始

めた。それから、ロシアの将軍が到着すると、突然 大臣を含め、全員が沈黙した。それで、シリアの本当

の防衛大臣は、シリア国防相ではない事が判明した。彼は操り人形であって、実際に、すべての指示を与え

たのは、ロシアの将軍で、誰もが彼に耳を傾け、彼に同意しなければならなかった。」 

もう一つ、お伝えしますと、その、同じ兵士が、自分も反乱軍に亡命する、と言いました。そして、さらに

彼は言いました。今起こっている、全ての戦い、彼らが戦っている相手は、アサド軍ではない。彼らは全て、

離脱している。彼らが戦っているのは、イランの民兵です。さて、なぜ私は そのすべてを言っているの

か？私がこのすべてを言っているのは、皆さんが理解するためです。シリアでは、シリア人に発言力は無く、

シリアでは、当事者間交渉に関して、ロシアの将軍が牛耳っていて、そしてイランの民兵が、実際に 反乱

軍と戦う者達に代わって、戦っている。この事から、皆さん理解出来るでしょう。来る、イスラエルの戦争、

そしてロシア、イラン、トルコからの侵略について語る時、皆さん、理解してください。彼らは、イスラエ

ル国境から 8km の所にいて、向こうで、別の戦争を仕切っているのです。それは間違いなく、私たちの所に

飛び火するでしょう。だから、皆さんは、それがあちらで起こっている事を理解する必要があります。 

 
また、米国の UAV（無人航空機）の報告もあります。これは、非常に強

力なものです。ご覧ください。非常に精巧なもので、それが、シリア軍に

よって撃墜されました。動画を持っていたと思います。はい、はっきり分

かる通り、この時、彼らは UAV で、地域に近づき、実際に撃墜しました。

そして、彼らはそれを祝っています。「見ろ！我々は、アメリカの UAV ま

でも撃墜した！」 

 

〈ペルシャ湾での、リベリア貨物船乗っ取り事件〉 

では、ペルシャ湾に移りましょう。数日前に起こった事を、皆知って

いますね。私は、ちょうどフェニックスを出た時にニュース速報で報告

しました。湾岸で、イラン革命防衛隊がリベリアの旗を掲げた、大きな

貨物船を乗っ取りました。ご覧の通り、アスファルト・プリンセスとい

う名の船です。そして皆さん、あの銃撃犯は、この船をイランの海岸に

持って行こうとしました。なぜか？ それは、イランは、身代金の要求

や、お金の交渉に非常に長
た

けていて、それが、現在の彼らの経済を助け

ますから。さて、米国の船と、オマーンからオマーン空軍の船が到着す
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るやいなや、彼らはボートを離れました。それは、紛争が迫っているのを彼らが見たからだけでなく、また、

船の乗組員が、基本的に すべてのエンジンと、すべてのシステムを停止したため、彼らは、船をどこにも

移動する事が出来ず、そして、米国の船がどんどん近づいて来て、彼らが、何かを試みるには遅すぎたので

す。それが何を意味するか、分かりますか？イランは、ホルムズ海峡を、完全にコントロールしたいのです。

そしてイランは、そこへ行く全ての船を威圧し、何も起こらないように、国々が、イランから保証を得るよ

うにしたいのです。そうなればイランは、彼らにこの種の保証を与えるために常にお金を請求します。 

ここから、昨日就任した新しいイラン大統領、エブラヒム・ライシの話に繋

がります。そして演説では…ところで、非常に退屈な演説でした。しかし、彼

は言いました。「すべての外国軍隊は、シリアを去れ。」彼は、自分もその一

人である事を忘れていました。イラクとシリア国内の外国軍に離れるように命

じている彼は、一体何様ですか？彼は、イランの大統領です。しかしそこか

ら、イランが今日、イラクとシリアをどのように見ているかが分かります。自

国の領土です。 

 

〈トルコ、ギリシャでの大火災、弱体化する米国、イスラエル両政府〉 

トルコからの悲しいニュースです。恐らく、

このために、エルドアンの声が聞こえないので

しょう。ここ数日、または数週間、トルコ南西

部で、大規模な火災が起こっています。マルマ

リスと、ボドルムのホテルがある地域全体です。

ええ、災が見えます。もう少し下がって、その地域の写真を見ましょう。観光客が、これらに直面していて、

非常に残念です。 

 
もちろん、それだけでなく、アテネの周辺でもまた、オリンピック発祥の

地、オリンピアで大きな火災が起きています。これは、ギリシャの島々の海岸

です。イスラエルは、ギリシャを助けることを約束し、こうして話している間

にも、助けを送っています。 

 
ワシントンは、どうでしょうか？ホワイトハウスの弱い大統領からの、矛盾するメッセージが、ずっと届

いています。見てください。「我々は、イランに対して厳しい態度で臨む」と言いながら、しかし、「実際、

私たちは、イランとの交渉に戻りたい。」イランは、アメリカには断固としたものがない事を理解していて、

そのために、彼らは、ペルシャ湾で彼らのゲームを繰り広げているのです。全く何も恐れていない。 

 
イスラエルの弱い政府は、北からのあらゆる問題を許しました。なぜなら、イスラエル議会の政府を支援

しているアラブ人たちが、我々の周辺の国々に対して、イスラエルが何かを行うことを許さないためです。 

そのため、ヒズボラに、あのような事が出来ているのです。非常に弱い政府、それと、現在イスラエルで広

がっているウイルスに取り組む政治内部、彼らは、全ての事において、ネタニヤフが間違いを犯したと非難

しますが、彼らも同じことを行い、実際には、さらに酷く、彼らは現在、1 ヶ月半のロックダウンを計画し

ています。想像できますか？イスラエル、最初にウイルス危機から抜け出し、最初に国を開き、至る所で大

規模な集まりで、最初にマスクを外した国です。世界で最初に、サッカーの試合を満席の競技場で行いまし

 

 
。 
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た。そのすべてが、この新政府によって台無しになり、そして今、私たちは、60 歳以上の人に対する 3 回

目の予防接種について話し、そして、今は、迫り来る新たなロックダウンについて話しています。 

イスラエルの弱い政府です。 

 

〈バリー牧師との対談〉 

ここから、バリー牧師とお話ししたいのは、世界中の弱い指導者につい

てです。これは、中東のアップデートかも知れませんが、しかし、私た

ちは理解しています。中東を巡って起こっている事は、もちろん、世界

中で起こっている事の反映です。ですから、私たちが理解出来るよう説

明してください。そのすべてが、中東だけで無く、どのようにして全世

界に関する終末のシナリオに繋がるのか。 

 [バリー] まず第一に、重要な事はこの罪の人、滅びの子、不法の人、黙示録 13 の獣を認識する事です。

彼は、人々に、刻印を受けるよう強要するのではなく、彼は、人々に、彼を拝むよう強要するのでもありま

せん。これは、人々が、自らの意志によって行うのであって、喜んで彼の計画に従うのです。そしてその前

提として、基本的に、世界中のすべての人間による政府に対する不満がなければなりません。人類の思想の

中で、一人の人間に従う必要性が、解決策でなければならない。そして、その集団、あなたは、イスラエル

でそれを見ていて、私たちは、アメリカでそれを見ていて、他の国々も、長い間それを見てきましたが、政

治団体、または政治運動に、不信感を持っているとき、解決策は、「ただ一人だけ、男を見つけよう」とな

るはずです。我々に、議会は必要ない、我々に、上院も下院も必要ない、我々には、しっかりとした一人の

男が必要だ。中東危機を解決し、世界を統一する人物。さあ、全員で彼の下に集まろう。ほら、私たちは、

変化を叫ぶ指導者をこの国で見ています。イスラエルでは、“変化の政府”があって、人々の心に変化があ

ります。そして、そのすべてが、この男が登場するためのステージを整えています。 

「ほら、これが取引だ。私は 7 年間イスラエルと契約する。」 

「それ以外の人達は、ただ、これに参加すれば良い。」 

「これはすべてうまくいく。中東に平和をもたらす。」 

「全ての食卓に鶏肉を！」これは、以前の米国大統領選挙で使われた婉曲法ですが、基本的に、それは、世

界がこの男を迎え入れる準備をしています。なぜなら、繰り返しますが、これは、強制的な予防接種では無

く、何事も、強制するものではありませんから。 

［アミール] 彼らが、選択します。 

［バリー］ 「この男が答えだ！」 

「我々は、こことここに刻印を入れて、彼と一体になるのだ。」 

［アミール] まさに。皆さん、理解しなければなりません。中東で迫り来る戦争も含めて、世界のリーダー

シップ危機。戦争は起こります。我々は、大戦争に向けてすべてのものが整うのを見ています。そして最終

的に、その地域、および世界中で人々が、平和、安定、繁栄を熱望するようになります。 

そして、私たちは世界中で指導者の危機を見ています。私は、全くネタニヤフ支持者ではなかった家族の何

人かと話をしましたが、彼らに、「どうなってるの？」と聞くと、彼らは言いました。 

「私たちは、今イスラエルにはリーダーがいないと感じている。イスラエルは指導者不在の国だ。」 

「誰もが、優しく、礼儀正しく、誰の気分も害しないようにしていて、そして、彼らは何も正しいことをし

ていない。彼らは、すべてを間違って行っている。」 
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皆さん、理解してください。私は今アメリカにいて、政府の中で、指導者の欠如を見ています。私はヨーロ

ッパや、世界中の他の場所で指導者の欠如を見ています。オーストラリア、ニュージーランドでは、政府の

大衆迎合主義対策があって、国民が、彼らに対して不信感を抱くのを見ています。皆さん 間違いなく、本

当に残念な事に、センセーショナル主義や、文脈から物事を取り出して、ワクチンや、獣のしるし、獣のシ

ステムなどについて、人々が書いていますが、いいえ！獣、反キリストは、まだ私たちが知らないところか

ら、唐突に登場するのです。彼は、私たちが知る人物ではありません。私たちは、ここで、彼が登場するの

を目撃する事は絶対にありません。しかし、皆さん、理解する必要があります。世界は…国家では無く、世

界は彼を崇拝します。世界は喜んで受け入れ、喜んで求めます。それは、崇拝のしるしですから。 

世界は喜んで受け取るのです。強制されるのではなく、彼と一体するそれを、喜んで受け取ります。だから、

獣のしるしを受ける者は、誰も救われる事が出来ないのです。だから、それは、現在の予防接種や、ワクチ

ンや、そういったものとは、全く関係ないのです。ワクチンは、ほぼ 150 年間存在していて、新しいワクチ

ンが出るたびに、それに対して、新たな反対が起こっています。1700 年代後半、1800 年代初頭までさかの

ぼる事が出来ますが、それが出るたびに、上がったり下がったりしながら、私たちはまだここにいます。そ

れは獣のしるしではなく、純粋な医療です。あなたは、嫌かも知れません。抗議する事も出来ます。それは

構いません。しかしそれは、獣とは何の関係もありません。獣は、全世界が崇拝する人物であって、そして

人々は、喜んで額や右手に刻印を付けるのです。ちなみに、私の知る限り、予防接種を受けた人のほとんど

は 左(腕)に受けています。それはともかく…しかし、皆さん、理解してください。あなたが今、注意を払

うべき事があるとすれば、それは、ワクチンへの賛否ではなく、世界のリーダーシップ危機と、中東に迫り

来る戦争です。この 2 つが、皆さんが目を向けておくべき重要な事柄です。これらの事が、差し迫る反キリ

ストの台頭を示しますから。ところで、なぜ、私たちはこんなに興奮しているのか？それは、 

［バリー］私たちは、その時、ここには居ないからです。 

［アミール]まさに！私たちは、ここに居て、彼の登場を見る事はありません。引き留める者は、 

［バリー］ 邪魔しないよう、取り除かれる。 

［アミール]  取り除かれます。私たちは、自分達で離れるのではありません。私たちは、取り除かれるの

です。そして、見てください。不法の秘密は、創世記第 3 章からすでに働いています。 

不法の人は、ずっと存在していて、今日、私たちが見ている世界は、創世記 6 章より酷いものではありませ

ん。創世記 6 章で、世界はあまりにも酷かったので、神は全世界を滅ぼそうとされました。それが、常に神

になろうとする人間の性
さが

です。だから私たちは、今や、自分の性別を決めたいのです。私たちは、神のよう

になりたいから。それは、人間には決定出来ません。 

［バリー］いと高き方のようになりたい、これ以上に悪魔的なものはありません。まさにそのために、サタ

ンは堕落したのです。 

［アミール] その通り！そして、人間が神のように振る舞って、父親とは何か、母親とは何か、何が男性で、

何が女性かを決定しようとする時、まるで、あなたに気候を変えることが出来るかのように振る舞う時、人

間が、神のように振る舞う時、その終わりは悲惨です。私が思うに、第 46 代目大統領が、パリの気候協定

を急ぎ、そして、L.G.B.T.Q や、そういった事の促進を取り急ぐのは、確実に、「我々が神に置き換わろう」

ととり急いでいるのです。「それは私たちの手中にある！」「我々が、より良いものを立て直す！」 

［バリー］あなたは今、とても重要な事を言いました。この特定の単語、“ラッシュ（取り急ぐ）"  何か

に向かってスピーディーに動く、最近、私はこれについて多くのことを考えてきましたが、私たちが話し合

https://beholdisrael.org/


 

2021年 8月 6日中東時事アップデート｜アミール ツァルファティ 

BeholdIsrael.org  8/10 
 

ったすべてのもの、そして、私たちが見て来た、大患難のあらゆる前触れ、少し前に私は衝撃を受けたので

すが、第 1 テサロニケ 5 章で、産気づいた女性について、パウロ言ったことを見てください。 

イエスが、マタイ 24:3-8 で仰った事を見れば、これらは、“産みの苦しみの初め”で、ギリシャ語では、

陣痛と同じ言葉です。妊娠の全シナリオを考えると出産の部分は、非常にあっという間です。 

［アミール] まさに。 

［バリー］非常に短い。 

［アミール]妊娠期間は 9 ヶ月ですが、出産の部分は非常に短い、 

［バリー］強烈で痛みを伴いますが、しかし、ゼロから赤ちゃんへと対照的に、非常に短い時間で向かいま

す。そして、イエスとパウロの両方が要点を示すために、この例えを使っています。それからアミール、私

たち全員が、今認識すべき、非常に重要な事は、陣痛はもう始まっていて、物事は、あっという間に展開し

て、イエスが、終わりの日に起こると仰った、すべてのものの成就に至ります。もう一つ、言わせてくださ

い。あなたが話している間に考えていたのですが、世界で起こっていることは、全て、マタイ 24:3-8 のオ

リーブ山の垂訓でイエスが仰った事に関連しています。それらは、同時に起こっていて、それらの質が、エ

スカレートしています。そして、今、世界で起こっていることの中でも強調すべき、とても重要な要因の一

つは、あなたが先ほど言及していた、気候、異常気象です。乾燥して湿度が低く、トルコでの火災、ギリシ

ャでも火災、カリフォルニアでも、大規模な火災が今起こっています。カリフォルニアでは干ばつが起きて

いて、世界の他の場所では、洪水が起きています。そして、一つ、私が興味深いと思ったのは、今朝、聞い

た話ですが、アッ＝シーシーが、エジプトで 44 年ぶりにパンの値段を上げたということです。なぜなら、

需要と供給の問題で、供給が影響を受けているため、そして、The Daily Sabah (www.dailysabah.com) が、

今朝、ちょうどトルコから配信したのは、蜂の生産物が、これらの火災の影響を受けているとの事です。主

要な製品の一つである蜂蜜、蜂によって受粉する作物、食糧不足が始まり、主流のニュースで取り上げられ

ていて、まさにイエスが仰ったように、終わりの時の産みの苦しみが進行しています。これらの事全てが起

こっていて、ここへ来て突然、国々が心配しています。一人の男性が、エジプトで、この価格レースに対し

て、「どうやって家族を養うのか？」 

［アミール] まさに。  

［バリー］どうやって彼らの世話をすれば良いのか？ 

［アミール] 国民が、家族を養えなくなると、何の問題もなく、国家政府を、グローバル政府に置き換えま

す。信じてください。食べ物がなく、希望もないとき、そして、政府を全く信頼していない時、こう考えま

す。「よし、そうだな。国家主義なんて、どうでも良い。愛国心なんて、どうでも良い。」「政府をくれ！」 

［バリー］ それとお金。 

［アミール] その通り！非常に興味深い事に、私たちはこのアップデートの初めに、イスラエル北部に迫っ

ている戦争に関するニュース速報をお伝えしました。IDF が数時間前に配信した、スライドを元に戻しまし

ょう。ヒズボラが、イスラエル北部に向けて 19 発のロケットを発射、そのうちの 10 発を、アイアンドーム

が迎撃し、6 発は、イスラエル国内の空き地に落下、3 発は、届かずレバノンに落下しました。イスラエル

は、間も無く報復します。今は、安息日です。そして、イスラエルの防衛システムが、現在、何かを計画し

ているはずです。今週末は、非常に興味深い週末になると思います。双方共、現在、本格的な戦争に興味が

ありません。ヒズボラは非常に弱く、抑止されています。なぜなら、レバノンの状況はとても脆弱ですから。

しかし、間違いなく、イスラエル政府も弱いのです。今日のイスラエル政府は、議会で、アラブ票に寄りか

かっていて、アラブ人が投票しなければ、即座に失敗します。それらのアラブ人無しに、彼らは議会で過半
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数を持っていません。そして、もしイスラエルがアラブ人を攻めるなら、政府はアラブ票を得られません。

間違いありません。だから私たちは今、手を縛られていて、ヒズボラも手を縛られています。だから、この

“ピンポン”全体は、何らかの停戦や何かで終わるかも知れません。しかし、一つ言えるのは、中東で戦争

が迫っています。北部、北東部の部分で、それが感じられ、ペルシャ湾で起こっている事を見ていて、他の

場所でも、様々な事が起こっているのを見ています。問題は「もしも」ではなく、「いつ」です。そして、

ご存知の通り、その平和の人が現れるには、大きな戦争が必要です。問題は「いつ」です。 

 

〈まとめ〉 

私は皆さんを励ましたいと思います。このアップデートは、皆さんを落胆させるためではありません。これ

は、神の民を励ますためのアップデートです。 

 
28  …からだをまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。 

（ルカ 21:28） 

そして先ほど話した通り、リーダーシップ危機が、世界中で起こっています。 

という事で、イスラエル北部に向けられた 19 発のロケットに関するニュースは、続けてお伝えして行きま

す。皆さん、テレグラム・メッセンジャーアプリをダウンロードして、そして私のニュースチャンネルに参

加してください。私のチャンネルは、Amir Tsarfati、約 124,000 人が参加しています。私は、自慢するた

めに、これを言っているのではなく、どれが私のチャンネルなのかを、皆さんが正確に知るために言ってい

るのです。偽物がたくさんありますから。でも、それだけのフォロワーがいるのは、本物だけです。 

良いですね？ 簡単に見つかります。バリー牧師、あなたも、テレグラムチャンネルを持っていますね？ 

［バリー］ はい。 

［アミール]誰に説得されましたか？ 

［バリー］ あなたですよ！私も持っていたのですが、おかしくなったので、アミールが助けてくれました。

はい、私の名前です。 

［アミール] テレグラムで、Barry Stagner 牧師を見つけてください。フォロワーは、約 8000 人だったと思

います。 

［バリー］  はい。 

［アミール] ですから、それより数が少ないバリー・スタグナーを見れば、それではない事が分かります。

バリーは、すでに数千人のフォロワーがいます。ジャック・ヒブス牧師や、その他もそうです。私は、彼ら

全員に、これをするように説得しています。これは、禁止されたり、制限されたり、ビッグ・テックによっ

て検閲される事なく、言いたい事を伝達する最高のコミュニケーション手段ですから。ですから、私は 1 月、

156,000 人のフォロワーを残して、ツイッターを去りました。私をシャドーバンして、制限し、検閲してい

たあちらを去り、そして、私は自分のチャンネル開くことにして、そして私のチームに言ったのです。「1

年以内に、同じ数のフォロワーに到達する。しかし、今回は、我々のチャンネルを我々のやり方でやる。誰

にも、我々をシャドーバンしたり、制限や、検閲をさせない。」 

ですから、非常に重要なニュースを、イスラエルからの直接、リアルタイムで受信したいなら、テレグラム

で私を見つけてください。すぐにその方法を示します。バリー牧師、ご一緒くださりありがとうございます。

ご覧の通り、私たちはラスベガスにいます。ルクソール、マンダレイ ベイ、アリア、私たちは明日のカン

ファレンスのためにここにいます。カルバリーチャペル・ローマウンテンです。 
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 「Awaiting His Return カンファレンス」バリー牧師と、私、マイク・ゴレイ牧師、そしてジミー・モラ

レス牧師が、そこで教えます。残念ながら（チケットは）もう売り切れたのでお招きできませんが、しかし、

後からオンラインでご覧いただけます。そして、日曜日にもまた、同じ教会の 2 度の礼拝で教えます。そし

て月曜日は、感謝な事に、マイクと私は私たちの家族の元へ飛んで、フロリダで待望の休暇を過ごします。 

 
という事で、ご視聴いただき、ありがとうございました。 

今からアロンの祝福をお祈りして、それからテレグラムに関する動画を流します。 

 

[バリー] 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) 

 

［アミール]アーメン。平和の君、イェシュア・ハマシアッハの御名でお祈りします。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。ネバダ州ラスベガスよりシャローム！ 

屋内は、屋外よりも、ずっとずっと快適です。とにかく超暑いです。 

God bless you! シャローム。さようなら。 

 

〈テレグラムのアクセス方法〉 

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、アミールからの毎日の更新とオーディオメッセージが届きます。また、コミュニティに参加して、

コメントの返信が出来ます。始めるのは簡単。アプリストアから、テレグラムをダウンロード、それから、

お使いのブラウザで、ビホールド・イスラエルのテレグラムチャンネルを訪れて、[プレビュー]をクリッ

ク 、そして[ジョイン] をクリックします。以上です。テレグラムでお会いしましょう。 

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

2021年 8月 6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。 
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