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Amir Tsarfati 

2021年 8 月 17日中東時事アップデート 

[今こそ、ロシアが動くのか？] 
 

［アミール］ シャローム、皆さん。アミール・ツァルファティです。フロ

リダ州南西部のフォートマイヤーズからライブです。今晩は、マイク・ゴ

レイ牧師が一緒です。シャローム、マイク。私たちは、偶然にも姉妹と結

婚していて、義理の兄弟です。だから、一緒に家族の休暇を過ごしてい

て、二家族がここに居ます。私たちは、数日前にカルバリーチャペル・ゴ

ルフコーストで説教をして、そのために、私たちはここに居るのですが、

とても素晴らしかったです。イスラエルの攻撃に関する、いくつかのニュース速報、ベイルートでの爆発につい

て、そして他の多くのことについてをお伝えする前に、マイク牧師、お祈りをお願いします。 

［マイク］ では祈りましょう。主なる神よ、私たちはあなたの民として、あなたの御前にお祈りします。主よ、

これらのメディアを通して、自由に話せることを感謝します。主よ、これらすべては、本当に興味をそそられま

すが、最も重要な事をシェア出来るように、あなたが私たちに知恵を授けてください。そして、これを見ている

すべての人を、あなたが励ましてください。また、私たちが生きるこの時代についての理解と確信を、一人一人

にお与えください。このビデオがシェアされ、ツールとなって、人々が、あなたに近づき、あなたの御言葉と時

代を理解しますように。この時間、技術面から、内容に至るまで、あなたが祝福してください。イエスの御名の

下、お祈りします。アーメン。 

［アミール］ アーメン。さて、シャローム、皆さん、アミール・ツァルファティです。マイク・ゴレイ牧師と

一緒に、 今、家族とフロリダ州南西部に居ます。しかし、これは重要な中東アップデートです。私たちは、すべ

ての事をお話しします。シリアで数時間前に起こった、イスラエルの攻撃から、ベイルートでの爆発、ヨーロッ

パで起こっていることすべて、他の場所での自然災害、アフガニスタンの崩壊、それによる波及効果。しかし、

今日のテーマは次のとおりです。「ロシアの次の動きは何か？」皆さんは、おそらく思っているでしょう。「ち

ょっと待って？アフガニスタンの事を話すのだと思った。」 

さて、皆さん、思い出してください。聖書預言は、アフガニスタンについて言及していません。聖書預言が何か

を言及しているとすれば、それは、イスラエルとの関係です。だから我々はロシアに焦点を当て、マイク牧師が、

明確に説明してくれます。信者は、何に目を向けるべきか？私たちは、他でもなく、ロシアで起こっている事に

目を向けるべきか、また、聖書預言における、ロシアの役割とは何か？それを理解することは、非常に重要です。

聖書預言を信じるすべての人にとって、また、まさにそれが成就するためには、ロシアは、重要なプレーヤーで

す。今、彼らが動くには、適切な時期です。私たちはその事について語り、その理由を説明します。 

 

〈イスラエル、シリア南部で地対地ミサイルを発射〉 

しかしその前に、ニュース速報です。この後すぐにご覧いただきますが、イスラエルはシリア南部で、数発の

地対地ミサイルを発射しました。この動画をご覧ください。ミサイルが、ドカンと目標に命中しています。私た

ちは、実際にシリアで 2 つの異なる目標を攻撃しました。両方とも、ヒズボラとイラン革命防衛隊のアル＝クッ
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ズ部隊に属しています。見てください。ここは、イスラエルとシリアの国境の近くで、彼

らは、シリアの兵士のように装っています。彼らは、本当はイラン人と、ヒズボラのレバ

ノン人であることが私たちには分からないと思っていて、彼らはそこからイスラエルを見

て、そこで起こっている事を報告しています。そして、明らかに、前進部隊として彼らの

後に居る者の動きを指示します。イスラエルは、その場所でいくつかの怪しい動きが起こ

っていて、おそらく攻撃に備えているのであろう事に気づいて、 地対地ロケットを発射し

て、その標的を攻撃する事を決断しました。さて、なぜそれがそんなに重要なのか？これ

が重要なのは、我々が、ここ数週間、シリアでの空爆を、ほぼ停止したためです。それに

は理由がありました。一つは、ロシアについて話す時にそれに触れますが、ロシアは、シ

リアでの攻撃に関して、イスラエルに対する考えを変えました。そして、その事が、将来

イスラエルを襲う侵略を止めるイスラエルの能力に、重大な影響を与えます。ですから、

それについて、後でお話ししますが、空爆は、もうほとんど報告されていません。 

繰り返しますが、これらは地対地ロケットで、我々は、イランの前哨基地を破壊しました。以前なら、我々は、

何十という数の武器庫や、ミサイルや UAV の格納庫を破壊していました。以前、私たちは、かなりの数を破壊し

ていたのに、今は、まるで 2 発のロケットが、イランの前哨基地を一箇所破壊すると、興奮しているようで、

我々のレベルが落ちたように思えます。この新しい“変化の政府”は、現在、ロシアの指導者の間では、信頼が

皆無で、我々はもはや、シリアの空域に関して、主要プレーヤーではありません。私は、これを報告する時、本

当に心が痛みます。しかし、私は、これが起こっているのを目にしています。 

 

〈レバノン、ベイルートで大爆発〉 

さて、それで足りないなら、1 時間半前、ベイルート郊外で大爆発があ

りました。主要な発電所が…動画を流します… はい。主に、ベイルート

のダーヒヤに電力を供給している、大きな発電所の動画です。ここは、ヒ

ズボラと彼の支持者が住んでいる地域で、ベイルートにある彼らの拠点で

す。さて、私がこれをお伝えする理由は、ヒズボラには、近頃、レバノン

に多くの敵がいて、そして、レバノン人のほとんどが、発電所を運営する

ための、燃料やガソリンがないため、夜を通して、完全な暗闇の中にいる

時、ヒズボラ関係者には、もっと長い時間、電気があって、恐らく、誰かが、それは間違っていると思ったので

しょう。そして、レバノンにわずかに残されていた電力供給を爆破して、ヒズボラを苦しめようとしたのです。

そして今、彼らは、その地域から何千もの人を避難させています。空気中に、有毒ガスが放出され、また、地下

に燃料貯蔵タンクがあって、それらが爆発する恐れがあるためです。そうなれば、あちらの非常に人口の多い地

域で大惨事を招きます。だから、レバノンは、次々と災害に見舞われていて、そして、ヒズボラは、自分がレバ

ノンの救世主であると主張しています。「我々は、違法密輸とは一切関わらない！我々は、イランからガソリン

を持って来る。心配いらない。我々があなた方を救う。」レバノン人は、もうそれを信じません。おそらくそれ

が、今のこの爆発の理由でしょう。ですから、繰り返しますが、この 2 時間半の間に 2 つ、大きな緊急ニュース

がありました。シリアでのイスラエルの攻撃と、ベイルートでの大規模な爆発。 

 

〈Behold Israel アメリカ講演ツアーとヤング・アダルト・リトリート〉 

では、マイク、少し休憩しましょう。 

［マイク］ 良いニュースのコーナーですね？ 
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［アミール］  はい、私たちは、ここで、長いミニストリーツアー

の最後を迎えています。そこで、世界中で起こっている、非常に多

くの事柄に戻る前に、少し休憩して、このツアーの最後に起こった

事を少し教えてください。さて、私たちは先日、ラスベガスでカン

ファレンスを行いました。他でもない、罪の都市、そこで、教会が

満員になりましたね。カルバリーチャペル・ローンマウンテンで、

何百人もの人々が参加、そこで私は、マイク牧師、バリー・スタグ

ナー牧師と一緒に教えることができました。それから、地元教会の

ジミー・モラレス牧師も一緒でした。あれは、素晴らしいイベントでした。しかし、そのカンファレンスの終盤

を迎え、はるばるフロリダに到着した頃、ミニストリーは、初のヤング・アダルト・リトリートを行っていまし

た。 

［マイク］ はい。イスラエルツアーが行えなかったので。私

たちは通常、夏に、若者たちと実際にイスラエルで行ってい

るのですが、今年は、多くの若者たちを、テキサス州にある

リトリートセンターに連れて行きました。そして、私たちの

スタッフと、これらの若者たち全員が…皆さん、約 70 人が参

加しました。私たちはずっと、このことについて話してきて、

皆さんは、ずっと祈って下さり、多くのご支援をいただいた

おかげで、私たちは、若者たちの多くに、奨学金を出す事が

できました。皆さん、先週のこのリトリートで、12 人が洗礼

を受け、2人が信仰に至り、3人が信仰を新たにしました。そして、ここ数ヶ月の間に信仰を持った人も居て、新

しい信者が居るので、彼らの信仰を強化できるように、論争の対象になっている事柄を彼らに教え、神の御言葉

に対する確信を持てるようにターボチャージャーを括り付けました。本当に素晴らしかったです。この、大切な

魂たちの写真を見てください。本当に美しいです。 

［アミール］   イスラエルが、観光に扉を閉ざしている限り、私たちは、これからも若者たちを教育し、彼らの

人生の基礎となる神の御言葉を、アメリカであれ、ヨーロッパであれ、オーストラリア、アジアでも教え続けま

す。私たちは、可能な限り、世界中でそれを行います。彼らは、未来です。 

［マイク］ これらの若者たちは、非常に柔軟で、影響を受けやすいですから、私たちは、本当に彼らを装備し

たいのです。 

［アミール］  その通り！では皆さん、次に進みましょう。 

 

〈レバノンとの北部戦線においての、弱い「変化の政府」〉 

次は、レバノンとの北部戦線です。いくつかお伝えしますと、現在、イスラエルの政府は弱く、レバノンとの

間に前線があって、1 週間半前、19 発のロケット弾が、ヒズボラによってイスラエルに向かって発射されました。

イスラエルは報復したか？…いいえ！ 

昨日、ガザからイスラエルに向けてロケットが 1 発、発射されました。イスラエルは報復したか？…いいえ！ 

私たちは弱いと認識されています。私たちが弱いから。これが“変化の政府”です。 

 

〈パレスチナ人の放火による、イスラエルの大火災〉 

見てください。火事についてお話ししましょう。この 50 時間程の間、イスラエルで起こっている大火災です。 
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イスラエルで、6,100 エーカー(24.7 ㎢)が完全に燃えました。本当に深刻

な火災で、私たちは実際にトルコとギリシャに助けを求めました。最終的

には、感謝な事に、その必要はありませんでしたが、至る所に火災が起こ

っていて、私たちは、初めて軍用の C130（ヘラクレス）を使用したので

す。聞いてください。それは放火で、パレスチナ人が火をつけました。し

かし、変化の政府は、ものすごい革新派のリベラルで、環境大臣が、それ

は気候変動だと言いました。ほら、私たちはそれを見つけ、当局は、それ

が放火であることを確認したのです。そして「気候変動」です。 

［マイク］ ええ。嘘を信じ、神の真理を偽りと取り代える…。 

 

〈世界中で起きている火災、洪水、大地震〉 

［アミール］ さて、間違いなく、イエスは気候問題と自然災害について、語られました。中東の他の地域で、

何が起こっているか、見てください。地中海の他の地域では、イタリアや、ギリシャ、トルコ、アルジェリアな

どで火災が起こっています。実際アルジェリアでは、当局が、自分達から批判をそらすために、 漫画家を雇っ

て、アルジェリアの火災を、イスラエルのせいにしているのです！これはめ

ちゃくちゃです。見てください。イスラエルの手が、アルジェリアに火をつ

けている！しかし、もう一つ、私は、私のチームに、ここに投稿しないよう

に頼んだのですが、皆さん、お伝えしますと、恐らく彼らは、レポーターで

あった人物を見つけて、これらのすべての場所から、それをレポートしてい

たその人物を、彼らは放火犯だと非難しました。そして、彼らが、彼に何を

したかと言うと、彼らは、生きたまま彼に火をつけ、そして、彼らは、燃え

ている彼の体の隣で自撮りしたのです。これはあまりにも…とても気分が悪

い。それほどに彼らは… もう、考えられません。人間にそこまで出来るなんて、理解出来ません。しかし、それ

が、私たちが直面している事です。 

アルジェリアで足りなければ、イタリアでも、火災があります。イ

タリアの、これらの写真を見てみましょう。 

異なる部分で、多くの火災が見えるでしょう。サルデーニャでは、

人々が自宅から避難していて、シチリア島では、記録的な温度を観

測しました。 

それで足りなければ、皆さん、トルコでは洪水がありました。 

日本でさえ、前例のな

い洪水がありました。

日本での洪水の様子を

ご覧ください。この時期にこれ

は、とても珍しい事です。 

それで足りなければ、大地震が、アラスカとハイチの両方で、次々に発生しま

した。ハイチでは、彼らがサタンと交わした誓約は機能しなかったのでしょ

う。 

［マイク］ ええ、それは終わりました。まったく機能していません。 

そして彼らは、過去の彼ら指導者達が下した間違った決断の報いを受けていま

す。同様に、それ以前にも、多くの文明が奪われました。 

 

 

 

 
広範囲にわたる日本の洪水 
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〈イラン全土を襲う COVID-19デルタ株、全世界で巻き起こっている指導者たちへの不満〉 

［アミール］ イランでは、明確にしておきますが、イランは COVIDで、大きな打撃

を受けています。現在、新しいデルタ株が、イラン人を襲っていて、あちらでは毎

日、1000 人が死亡しています。見てください。国全体がほとんど赤くなっていて、

ロックダウンが行われるでしょう。イラン当局は、ミサイルや、民兵、そういった

もののために、多くのお金を使い、国民のためには、何もしません。 

［マイク］ 本当に残念です。 

［アミール］  彼らの自国民の扱いは、本当に残念ですが、それは、世界中で見ら

れます。だからこそ、政府に対する信頼は最低レベルなのです。そして人々は、こ

の世の新しいタイプの指導者を呼び求めるでしょう。私が思うに、反キリストは、

その何か違うものへの切望に収まるのでしょう。 

 

〈アフガニスタン崩壊、超大国アメリカの終焉〉 

では、マイク、アフガニスタンについて話しましょうか。私は昨日、ニュース速報を配信しましたが、100 万

回近く視聴され、多くの人が、それをシェアしています。ともかく要点は、ここ数日で、何かが起こったという

ことです。アフガニスタンは、あっけなく崩壊しただけでなく、アメリカ軍が、アフガニスタンから脱出した方

法、そしてアメリカの大統領が、アフガニスタン軍はタリバンの挑戦に対して準備万端だと、非常に確信してい

た事、 彼は言いました。 

「我々は彼らを訓練し、我々はその軍隊を構築した。今こそ、彼らがタリバンと戦い、その弾力を披露するチャ

ンスだ。彼らはしっかりと武装され、十分な訓練を受けている。」 

ところが皆さん、なんと、何百もの真新しいドローン、何百もの車両、戦闘機、ヘリコプターが、タリバンの手

に陥り、彼らは、私の人生で見た中で、最も装備の整ったテロ組織です。 

［マイク］あれは、衝撃的な動きでした。軍事コミュニティに聞けば、彼らは、この事で完全に混乱しています。

私たちが持っていたすべての資産は、軽率にも残され、我々には明確な計画が無くて、非常に不透明な状況です。

と言っても、タリバンが引き継ぐ事は、誰もが知っていました。アフガニスタン軍は、能力や強さや弾力、タリ

バンの意欲からは程遠く、私たちは、長年にわたって、これを知っています。 

［アミール］  これらの写真は、今後ずっと残るものの一つだと思います。そこから人々の避難を見てください。

さて、左に見える写真は、アメリカが避難させたかった人々ではあり

ません。これらの人々は、巨大な 4 エンジン貨物ジェット C17 に駆け

込み、ジェット機を離れなかったのです。そして、私の理解では、彼

らを降ろしている時間が無い、それをすれば、大量虐殺になる、と乗

組員が気づいたのです。そこで彼らは、この人達を乗せたまま離陸し

ました。 

それで足りなければ、これは飛行機の中ですが…私の理解から… と

ころで、他の 2枚の写真は、ドイツの飛行機です。 

他の何人かを避難させましたが、この人達は、リストに載っていまし

た。あちらは、それほど混沌としていないことがわかります。 

では、少しさかのぼって、何が起こったのかを理解して行きましょう。タリバンは、アメリカが去ることを理解

しました。アメリカが、まもなくいなくなる。彼らは、小さな地域を占領し始め、そしてその地域が、どんどん

大きくなっていき、そして、彼らは、すべてのこれらの地域を合体させて、文字通りカブールを取り囲みました。

タリバン自身が、とても驚いたのです。アフガニスタン軍の基地を、あまりにも簡単に乗っ取れたから。戦うこ
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ともせず！彼らはただ、銃を落とし、車両を残して、空軍基地から逃げ出したのです。戦闘機やヘリコプターを

残して！本当に、信じられないことでした。 タリバンは、2〜4ヶ月の長期戦に備えていたのに、それは 2〜4日

で、終わりました。私は、テレグラムでかなり長い間タリバンの前進について、伝えて来ました。テレグラムを

していない人は、毎日のニュースを、見逃しています。テレグラムを入手して、情報を得てください。ともかく、

皆さん、理解してください。タリバンでさえ、ショックを受けたのです。アフガニスタン軍が、あまりにも早く

崩壊するのをアメリカが見たとき、アメリカは、直ちにタリバンと契約しました。 

「よし、あなたたちが支配しなさい。ただし、空港を確保して、我々の国民、外交官や、我々が撤退すべきだと

考える者たちを避難させるから、数日、多分 1〜2週間、我々に与えなさい。」  

そのためです。空港で、いくらか流血がありましたが、それでも、それほどひどくならなかったのは、取引があ

ったからです。その取引とは、タリバンは、米軍を攻撃しない、というものです。米軍は、現在、タリバンを攻

撃していません。そして、その取引の中には、アメリカは、残されるすべての機器に害を与えないという内容が

含まれているのではないか、と私たちは疑っています。なぜなら、今なら、アメリカは、全ての航空機や、全て

のヘリコプター、全てのドローン、すべての施設、それらを、爆撃出来るのです。タリバンの手に渡らないよう

に。しかし、今のところ、それをしていません。これが取引の一部であったかどうかは、分かりませんが、時が

来れば分かります。ただ、皆さん、波及効果を理解してください。 

そして、皆さん、3 ヶ国に目を向けておいてください。ロシアについては後ほどお話ししますが、それ以外に、

もちろん、イランがあります。イランは、本日、発表して、「最高レベルでウランを濃縮している」と言いまし

た。今日です。「我々は合意に拘束されない。合意など、存在しない。」「我々は、最後までやる。―核兵器―」

イランが、そう発表したのです。さて、普通の日なら、それは大々的に見出しを飾っていたでしょうが、皆さん

のほとんどは、今日それを全く聞いていません。 

それで足りないなら、米軍の目は、こうして話している間にも… よく聞いてください。私は、ハワイだけで

なく、太平洋においても、米軍内に情報源を持っています。米軍の目は、現在、北朝鮮に向いています。 

「北朝鮮から目を離すな。」彼らが望むのは、弱いアメリカ政権、そして、彼らが望むのは、彼らが動き出す、

絶好の機会です。 

それで足りなければ、中国について、少しお話ししましょう。マイク、昨日、なぜ私がオンラインでニュース

速報をしたか、知っていますか？ 私は、グローバル・タイムズだったと思いますが、そこの編集長のツイート

を見たのです。その人のツイートと、彼が言った内容をお見せしましょう。ええ、これです。彼の名前は胡锡进、

彼は、グローバル・タイムズ（書記注：環球時報。人民日報傘下のタブロイド紙）の編集

長です。ところで、これは政府機関紙です。ですから、中国のグローバル・タイムズを読

むというのは、政府が伝えたい事を読んでいるのです。見てください。彼は言いました。 

「カブール政権の崩壊後、台湾当局は、震えているに違いない。米国が守ってくれるとは

考えるな。台北の当局者は、中国本土からこっそり通販で五星紅旗（中華人民共和国国旗）

を買え。いつか、中国人民解放軍に降伏する時に、役に立つだろうから。」 

皆さん、中国は… これで足りなければ、今朝のグローバル・タイムズの、他のツイート

を見てください。 

「またしても、“サイゴンの瞬間”絶望するアフガニスタンの人々の、衝撃写真！」 

「逃げるために、米軍機を追いかけ、よじ登る。これは、米国が、同盟国に背を向ける時、

いかに冷酷であるかを示している。彼らが支持すると主張した人々は、とり残され、裏切

られたと感じている。」 
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そして、この 2 枚の写真を見てください。1975 年のサイゴンと、2021

年のカブールです。皆さん、中国は、基本的に今世界に伝えていま

す。「これは、アメリカの世界秩序の終わりであり、従って、ポス

ト・アメリカ世界秩序が始まった。」だからこそ、イランは今、あの

ような行動をしているのです。 

中国。まもなく、皆さんは、中国が、台湾、フィリピン、その他の場

所、その後、別の島々を乗っ取ったと耳にするでしょう。皆さん、よ

く聞いてください。アメリカが、世界の超大国である時代は終わりま

した。ところで、イスラエルは、それを知っています。 

 それについては、すぐにお話ししますが、ここから、私た

ちの地域でロシアに起こっている話に入ります。さて、アフ

ガニスタンのカブールでの恐ろしい場面を、皆さんにご覧い

ただきます。皆さん、この飛行中の C17を見てください。人が、

実際に落ちているのです。実際、数人が、その飛行機から落

ちています。なぜなら、彼らは、その飛行機の車輪につかま

っていたからです。上空を飛行中の C17の、このビデオを見て

ください。人が落ちているのが見えるでしょう。見てくださ

い。人が落ちて行きます。皆さんにも見えた事を願います。

もう一つの衝撃的な動画は、その飛行機からです。文字通り、

飛んでいる人が見えます。見えるでしょうか。見えると良い

のですが… 飛行機からの映像です。非常に衝撃的な動画です。見てください。機外に人

がいます。ほら、まるで、旗がなびいているようです。これで足りないなら、皆さん、こ

れをご覧ください。人々が、必死になってバリケードを越えようとしているのです。壁を

上がって、ターミナルに入ろうとしています。そのすべては、彼らが、何とかして、そこ

から抜け出したい為です。さて、タリバンや、過激なイスラム教が、本当に平和的な宗教

なら、見て下さい。何千人もの人々がいて、そのバリケードを破ろうとしています。なぜ

だと思いますか？ タリバンの手に陥るよりも、むしろそこで死にたい、と言っている人

たちがいました。彼らは、何が彼らを待ち受けているかを正確に知っています。 

さて、間違えてはいけません。バージョン 2.0 のタリバンは、より優しく、より寛容に

見せかけ、彼らは、すでにいくつかの声明を発表しました。「女性にとっては、前回、タ

リバンがそこにいた時よりも、楽になる。」しかし、皆さんに言っておきますが、現実は、私の所に届いている

報告では、12 歳の女の子が、ジハード主義者を、満足させる道具として連れて行かれ、女性はレイプされ、殺さ

れ、鞭打たれています。それで足りないなら、協力していた人は、ほぼすべて、政府や、アフガニスタンの軍隊

の元で働いていた人すべてが、現在、集められ、処刑されています。現在、大量虐殺が起こっています。そして、

信じられないかもしれませんが、私が間違っていなければ、アフガニスタンは現在、人権理事会に参加していま

す。本当に哀れです。私には、想像もできません。 

 

さて、なぜそのすべてが、それほど重要なのか？波及効果です。覚えておいてください。聖書預言が言及して

いるのは、国家間の相互関係では無く、それぞれの国の、イスラエルの民と国土に対する関係のみです。ですか

ら、私が、アフガニスタンについて話し、そして中国について話す時、周辺で起こっている、すべてのことにつ
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いて、私が話す時は、私が、皆さんに伝えようとするのは、波及効果が、最終的にどのように諸国に影響し、い

かにして、彼らがイスラエルに対して、聖書に記載されている通りの動きをするのか、です。 

 

〈ロシアがなぜシリアにいるか――経緯を振り返ってみると〉 

だから、我々は、ロシアについて話したいのです。なぜなら、アフガニスタンは、聖書に出て来ませんが、ロシ

アは出て来ますから。しかし、聖書の中でロシアを見つける方法について話す前に、皆さんの記憶を、呼び戻し

て欲しいと思います。ロシアは今、シリアで何をしていますか？すべては、2015 年 8 月にさかのぼります。6 年

前です。シリアにロシアが駐留するようになってから 7年目に入りました。6年前、2人が別々に、クレムリンに

飛んで、モスクワに入り、緊急に、プーチン大統領に話をしました。そのうちの一人は、我々の友で、今はもう、

72 人の乙女が彼を待っていなかった事に気づいている、カセム・ソレイマニ。イラン革命防衛隊を代表して彼は

飛び、もう一人は、シリア政権を代表するアリ・マヌク将軍でした。二人とも、プーチン大統領に、非常に緊急

のメッセージを伝えるためにやって来て、そして、彼は言いました。 

「バッシャール・アル・アサドは、2 週間以内にスンニ派の反政府勢力によって、倒されます。彼らはジハード

主義者で、ダマスカスが崩壊すればバグダッドは崩壊し、ダゲスタン、チェチェンも崩壊して、彼らはロシアま

で来るでしょう。」 

彼らは、このスンニ派のジハードが、ロシアの門前にやって来ると言って、彼を恐れさせたのです。 

そして、彼らは言いました。「唯一、介入して、そこから救い出せるのは、あなただけです。」 

そして彼らは、それぞれを別々に彼に言いました。 

「これは、アメリカの陰謀であって、さらにアラブ政権を倒して、無政府状態を生み出そうとしているのです。

私たちを救ってください。」 

彼らは、アメリカの事情を利用しました。なぜなら、思い出してください。当時の大統領は誰でしたか？第 44代

目（オバマ）私たちは皆知っています。第 44代大統領は、中東に、多くの混乱をもたらしました。それ以前の大

統領とは大違いで、「アラブの春」を引き起こしたのは、第 44代大統領でした。ですから、非常に多くの人が、

アメリカは、中東を不安定化させようと企てている、と考えていたのです。そこで彼らは、彼に言いました。

「ダマスカスの宮殿の下にある地下都市は、すでに、ジハード主義者に乗っ取られました。」 

あちらの地下には、秘密の都市があって、それは、バッシャール・アル・アサドと、彼の父親が将来のイスラエ

ルとの戦争のために、準備したものです。そして、彼らは言いました。「それが乗っ取られたのなら、上の宮殿

も、まもなく取られるでしょう。また、ダマスカスの大部分は、すでに、反乱軍によって乗っ取られています。」 

プーチンはそれを聞いて、一言も発しませんでしたが、しかし、すぐに彼は動きました。彼は、いくつかの上級

部隊を送り始め、それから建設チームを送って、彼らは、フメイミム空軍基地を視察しました。そして後… プ

ーチンがしようとしていることを知っていた、唯一の人物は、ベンジャミン・ネタニヤフ首相。彼はすぐに、イ

スラエルを発ち、彼と調整するために、モスクワに向けて出発しました。彼は、知っていたのです。 

「もし、ロシアがやって来ると、シリア上空で、作戦を実行するのが困難になる。プーチンが動く前に、彼と話

さなければならない。そうすれば、実際、私が彼に敵対しているのではない事を、彼は理解するだろう。私が敵

対しているのは、イランと、シリアのヒズボラだ。」 

皆さん、理解してください。数週間後、重爆撃機とジェット機がやって来て、 もちろん、すべてが反対側に傾き

ました。そして、6 年半後、シリアがまだ戦場であるとは、誰が想像したでしょう？プーチンは、こんな事にな

るとは思っていませんでした。彼は、今頃は、復興のための大きな契約を得て、 全世界が数十億ドルを寄付して

いる、そして、ロシアの請負業者が、空軍基地を建設するのだ、と思っていました。我々が都市を建設し、我々

がホテルを建設する。彼は、心の中でそう思っていたのです。ところが彼は、まだ戦争中であるだけでなく、彼
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は、もはや経済も持っていない、非常に病んだ政府を支援しています。彼は、そこに、2 つの大きな問題を抱え

ています。イランです。彼は、彼らなしでは生きて行けず、かと言って、彼らと共存する事も出来ません。 

彼が、ジハード主義者と戦っている時、イランが地上軍を供給しているので、彼は、彼らなしでは生きていけま

せん。しかし、彼らは、彼が望むことをしないので、彼は、彼らと共存出来ません。彼らは、彼らが望む事をや

っているので、彼には、それが大問題です。彼とトルコにも、同じことが言えます。信頼するが、実証しろ、と

いう関係があって、トルコが、シリア北部を占領し、プーチンはそれが気に入りませんが、今は、トルコとロシ

アが、その地域を共同パトロールしています。皆さん、ここ数週間で起こった、主なことは、イスラエルの首相

は今、クレムリンで全く信用がありません。そしてプーチンは、ロシアとイスラエルの間のすべての協力に、終

止符を打つ事を決定、実際、将軍が出て来て言いました。海軍将官です。彼は、公に言いました。それは 7 月 19

日、イスラエルが攻撃した後、ロシアのシステムがあちらで援助して、実際に、ロケットの大部分を阻止し、そ

して基本的に、彼らは言いました。 

「ロシアは、イスラエルの攻撃に対して、シリアを助ける。」 

それ以来、イスラエルは、一度も空から攻撃していません。もう 1 ヶ月以上です。それは非常に珍しい事です。

さて、そのすべてから言える事、そのすべてが、イスラエルが問題に直面している事を物語っています。私たち

が問題を抱えているのは、ワシントンの同盟国が弱いためで、私たちが問題を抱えているのは、新しい変化の政

府が、弱いと認識されているためで、私たちが問題を抱えているのは、ロシアはもはや、私たちを信頼していな

い、もしくは、私たちの政府を尊重していませんから。そして、私たちが問題を抱えているのは、また、イラン

が制御不能になっているのを目にしているからです。そして、他の誰もが見ているだけで、何もしていません。 

 

〈聖書預言のロシア〉 

さて、ここから、ロシアについてお話しします。聖書の信者達が、ロシア、ロシア、ロシアと、ロシアを理解す

る事に必死になっていますから。私たちはトルコ、イランについて話します。 しかし、なぜロシア？なぜなら、

非常に議論が分かれるからです。そこで、ロシアが出て来る箇所のオプションを教えてください。なぜ議論の余

地があるのか？そして、非常に重要なので、ロシアに目を向けておくべきだと、私たちがミニストリーとして信

じているものは何ですか？ 

［マイク］では、大急ぎで説明したいと思います。集中して聞いてください。エゼキエル 38章の冒頭の節、そし

て、彼は 39 章を通して… 私たちをフォローしている方はご存知の通り、私たちはこれらの節を、よく引用しま

す。そこには、ヘブライ語の独特のフレーズがあって、それは、いくつかの地域の君主について語っています。

さて、ヘブライ語の構築の仕方から、3 つの地域があるように見え、しかし、コメンテーターや翻訳者が、私た

ちの多くに対して、害を与えたと言わざるを得ません。例えば、英語の標準訳のような聖書の訳を読めば、2 節

は、「メシェクとトバルの大首長」（新改訳）となっていますが、ヘブライ語では… 

［アミール］ エゼキエル 38章です。 

［マイク］エゼキエル 38章。 

［アミール］ゴグとマゴグ戦争…そして、2節にこうあります。 

翻訳の一部では、“大首長”。 

［マイク］しかし、より良い翻訳では、「ロシュ、メシェクとトバルの君主」となるべきです。「メシェクとト

バルの大首長」ではありません。なぜそれが重要なのか？なぜなら、新ジェイムズ王訳（NKJV: 欽定訳聖書の現

代英語による改版)と、その他いくつかの訳では、次のようになっていますから。 

「ロシ、メセクおよびトバルの君」（文語訳 1917） 

それには、この“ロシュ”という独特の言葉が含まれています。さて、私たちは、これに関して研究し、これを

徹底的に調査したのです。皆さん。そして、私たちは、ずっと以前の人々、聖書のコメンテーターを見つけまし

https://beholdisrael.org/


 

2021年 8月 17日中東時事アップデート｜アミール ツァルファティ 

BeholdIsrael.org  10/15 
 

た。つまり、1700年代、1800年代の人達が、これはロシアだ、と言っているのです。それで足りなければ、ユダ

ヤ人の通訳者の多くが、何年も前に、さらには、ずっと、エゼキエルの時代や 1 世紀までさかのぼってさえ、こ

れはロシアである、と明白な形で結論づけています。さて、皆さん、エゼキエルが場所を指しているとき、それ

らは、彼の時代に呼ばれていた、その場所の名前です。 

［アミール］ その通り。 

［マイク］ だから、私たちはそれらの場所が、彼の時代には何であったかを見て、そして、今日の地図を見な

ければなりません。 

［アミール］  ロシアを探してはいけません！それはまるで、「携挙は聖書に書いていない！」と言っている人

たちのようです。「ラプチャー（携挙）」という言葉は英語で、ラテン語から来ています。しかし、原語はギリ

シャ語で、そしてギリシャ語で、それは、「ハルパゾ（ἁρπάζω）」 ちゃんとあります。ですから、苦悶し

ている人達がいますが、彼らは、間違った理由で苦悶しています。 

［マイク］ 他の言語を話さないと、少し難しいかも知れません。 

［アミール］まさに。 

［マイク］では次に、これを考えてみてください。― びっくりしますよ。良いですね？もし私たちがそれを見

るなら、正しいヘブライ語の読み方は、「ロシュ、メシェクとトバルの君主」と言うべきです。 

［アミール］  その通り。それがヘブライ語です。 

［マイク］ さて、ロシュは、その派生的な形の用語で、それは、多くの異なる古代の写本に現れます。エジプ

トの碑文では、「ロシュ」または彼らが言う「ラシュ」は、現在のロシアの領域を指しています。エジプト人が、

その用語を使用したのは、紀元前 2,600年です。 

［アミール］ほぼ、エゼキエルの時代、その少し後です。 

［マイク］ 驚きです。そして七十人訳聖書では、それは、3 回登場します。 これは、旧約聖書のギリシャ語訳

で、紀元前 2 世紀に翻訳されました。これについて考えてみてください。それは、古代近東の文章、サルゴンの

碑文で、10 回登場します。 アッシュルバニパルの石柱には 1 回、センナケリブの年代記で 1 回、聖体大会のメ

モ帳には 5 回登場、それで足りなければ、サルマティア人もまた、「ラス」「ラシュ」「ルス」と言う用語を使

用しました。そして、彼らは、それは現代のロシアの地であると信じていました。さて、それで足りなければ、

38章と39章の同じ文章で、それは、イスラエルから“極北”だと言います。まっすぐ線を引き、極北に行けば？

ハロー？ハロー？ どこにたどり着きますか？だから、アミール、私が言っているのは、この、終わりの時のエ

ゼキエル戦争は… あなたは、イランについて話し、レバノンで起こっている、すべての状況について話しまし

た。あなたは、現在、シリアで起こって事、そして複雑さについて話し、あなたは、プーチンと、彼の計画につ

いて話しました。皆さん、ずっと起こっている、この解釈を受け取り、ユダヤ教やキリスト教だけでなく、他の

人達、古代近東の人々も使っているロシュとは地域で、エゼキエルの中にある何か大きなことをします。事実、

この地域、マゴグは広い地域であると言います。 

［アミール］  そして、非常に多くの歴史家によれば、マゴグの壁（万里の長城）は、非文明的な部分から、文

明を守った壁でした。そして、多くの人のために… 

［マイク］ ジンギスカン！ 

［アミール］  その通り、ジンギスカン！彼は、当時、“マゴグの壁”として言及しました。皆さん、また理解

する必要があります。ヘブライ語で “ロシュ”、“ネシ・ロシュ”とは、決して、一緒に使う事のない、2つの

肩書きです。「ネ・シ」は君で、ロシュは頭になり、同じ文で「君主と頭」とは言いません。ヘブライ語では、

意味を成しません。ですから、ロシュが頭というよりも、ロシュの君主で、ロシュは、メシェクやトバルと同じ

ように、実際の場所です。ですから、それは非常に明確でなければなりません、それはロシアである、という結

論に達した時、それは、我々が世界の出来事を見て、ロシアが理にかなっているからではありません。違います。
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私たちは、聖書が告げている事に立ち返り、それを分析します。私たちは、“ネシ”と“ロシュ”が一緒になっ

ている聖書の中の他の箇所を探しましたが、誰かの説明や、肩書きとして、一緒に使われている箇所は、他にあ

りませんでした。肩書きを描写する時は、「ロシュ」と言うか、「ネ・シ」と言うかのどちらかで、2 つの場所

の、2つの肩書き一緒にはしません。ヘブライ語では文法的にさえ、意味を成しません。 

［マイク］ さて、本当にすごいのが、宗教改革後の聖書研究の復活において、人々は、これに乗って、そして、

彼らは「ロシュは、おそらく地域である」と言っていました。そして、彼らがそう言うと、人々は、彼らを笑い

飛ばしていたのです。なぜなら、1700-1800年代のロシアの地域はとにかく… 

［アミール］  誰もそれが危険をもたらすとは、思いませんでした。 

 しかし、皆さん、今日は…さて、ここから、ロシアが出ると思う行動についてお話しします。ロシアが動くた

めに、ただ必要なものは、ダマスカス、テヘラン、エルサレム、ワシントン DC を、見れば良いのです。重要で

す。これを理解することが重要です。私たちは、それらの場所から目を離してはいけません。ダマスカスは、ロ

シアが物理的にそこに居ますから、ここには移行があって、すべての目がダマスカスからテヘラン、エルサレム、

ワシントン DCです。なぜか？まず第一に、ダマスカスに何かが起こらなければなりません。そして、ロシアが言

うのです。「よし、誰であれ、これをした者を我々は追いかける。」 

第二に、テヘランは、彼らが対立への道を歩んでいる事を、完全に確信していなければなりません。第三に、 エ

ルサレムには、弱い政府が存在しなければなりません。そして第四に、 それが強ければ、誰も、それに手を出し

ませんから、そして、ワシントンは、ロシアがその動きをするために、ほとんど無力でなければならない。そし

て、私たちは今何を見ていますか？一つ、要因が不足しています。なぜなら、テヘランは、すでに爆弾への道を

突き進んでいて、エルサレムには、弱い政府があって、ワシントンは今、無力になりつつあります。不足してい

る要因は、イザヤ 17 章です。 

［マイク］ダマスカス。 

［アミール］ ロシアが動くためには、ダマスコは取り去られて町でなくなり、廃墟とならなければなりません。

私が思うに、それこそが我々が見るべきものです。世界の目が見ているのは、中国で起こっている事や、 北朝鮮

で起こっている事かも知れません。しかし、聖書を信じる者の目は、皆さん、ダマスカスで起こっている事に、

向けておかなければなりません。なぜなら、ダマスカスが取り去られて町でなくなれば、言っておきますが、ロ

シアは、イスラエルに向かって動きます。それがターゲットになりますから。そして繰り返しますが、マイク、

私はワクワクしています。私がワクワクしているのには、2つの理由があります。 

(A)聖書が告げている事、全てが私たちの目の前で起こっています。 

［マイク］ 驚くほど正確に。 

［アミール］  驚くべき形で。しかし 

(B)そのすべてが、教会の携挙の前兆として起こら無ければなりません。 

［マイク］ その通り！ 

［アミール］  教会は、平和の人の前に居なくならなければなりませんから。 

［マイク］ はい、それは「平和の人」と呼ばれています。 

［アミール］  見てください。面白くないですか？彼は、非常に多くの戦争や分裂、問題をもたらすのに、彼は

平和の人として認識されます。それは、彼の動きは、恐ろしい戦争をした地域に、平和を導入するからです。だ

から私が思うに、ゴグとマゴグ戦争はイスラエルに「うわー、メシアの時代だ」と思わせるのでしょう。 

「神が私たちのために戦ってくださった。」「神は、あらゆる敵に反して、私たちに勝利をもたらされた。」 

しかし、もちろん、こういったメシアへの期待、彼への切望は、罪の人に誤って解釈されます。限られた期間、

限られた場所で、平和を提供する滅びの子。そして、彼はそれでさえ、途中で破ります。ですから皆さん、言っ

ておきます。信者にとっては、今は、ものすごい時代です。非信者にとっては、言っておきますが、この終わり
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は、悲惨ですよ。それからまた、これも言っておきます。マイク、人々が COVID を軽視していて、私は心が痛み

ます。現在、非常に多くの人が、それに苦しんでいるのを知っていますから。現在、そのために、命が危ない

人々を知っています。私は、父親、母親、姉妹、兄弟を失った人達を知っています。私の知っている非常に多く

の人が、現在、人工呼吸器を着けて瀕死の重症です。COVID は本物です。私は、あれは人工に製造されたものだ

と信じています。私は、そう信じています。だからこれは、ものすごく致命的なのです。皆さん、言っておきま

すが、まだ、それは終っておらず、まだほんの始まりです。これは操作され、これは他にも非常に多くの事を行

うために、利用されるでしょう。しかし、それは存在します。それはそこにあって、ここから無くなる事はあり

ません。私も無くなって欲しいですが、それはそこにあります。皆さん、どうか理解してください。私たちは、

イエスが語られた事のすべてを見ています。私たちは、疫病を見ていて、私たちは、地震を見ています。私たち

は、欺瞞を見ていて、私たちは… 

［マイク］ 陣痛ですね。 

［アミール］  これらは陣痛であって、陣痛は、私たちが理解するためのものです。 

［マイク］ハロー、ハロー、ハロー！ 

［アミール］私たちは、まもなくここから出て行く。ただ、私たちは、その日その時を知りません。しかし、私

たちは時代と季節を知っています。そして、我々は準備ができている必要があります。それらのすべてに、私た

ち信者は、ワクワクするべきです。そして弾力性、忍耐、希望に満ちていければなりません。なぜか。なぜなら、

見てください。神は、彼の恵みによって、ずっと以前に、私たちにそれを明らかにされ、主は仰いました。 

 
33  あなたがたは、世にあっては患難があります。（ヨハネ 16:33） 

彼は、どの患難であるかを、正確に教えてくださいました。彼は、終わりの時の兆候がどうなるかを正確に教え

てくださいました。信者として私たちは、誰一人として驚くべきではありません。そして、小さなことについて

怒る代わりに、私たちは、全体像にワクワクしなければなりません。良いですね？皆さん、一つ言っておきます

が、もしあなたが、自分の自由が奪われていることに腹を立てているなら、あなたはまだ、何も見ていません。 

あなたは何も見ていない。これは、もっと悲惨なことへの導入です。覚えておいてください。今は、信者にとっ

ては、最高の時代です。世のようになろうとするのではなく、キリストの愛、キリストにある希望を世に示すの

です。ほら、もし、人々がフェイスブックで聖書や、聖書に関する事をもっとシェアしたら、ファウチや、他の

事をシェアするよりも。そうすれば、物事ははるかに良くなるでしょう。 

［マイク］ 人々が、この時代に関する聖書の一節を取り上げた事を考えてみてください。エゼキエル 36〜39 の

ような。そして、それを読み、それにコメントする事に、時間を費やせば、どれほどの人が、信仰に至るか想像

してみてください。 

［アミール］ 聖書は言います。 

 
27  …揺り動かされるものが、取り除かれる…（ヘブル 12:27) 

そして、神のものだけが、永遠に立つのです。分かりますね？では、神の事とは何でしょうか？…神の御言葉で

す。それが立つのです。神の民と神の御言葉。他のすべては、崩壊します。あなたは政府を信頼し、軍隊を信頼

し、あなたの憲法を信頼し、あなたは公民権を信頼し、あなたの銀行にある、あなたのお金を信頼しますが、あ

なたの経済、あなたの宗教的な所属、すべてが崩壊します。すべてが崩壊し、あなたが信頼できる唯一のもの、 

そして、唯一、倒れないものは、神のものです。皆さん、言っておきますが、あなたが主に近づけば近くほど、 

御言葉に近づけば近づくほど、あなたにとって、良くなります。その事が、あなたに、このすべてを乗り越える

力を与えますから。ほら、陣痛とは何ですか？陣痛とは、痛いものです！ 

［マイク］ものすごい痛みです。ええ、本当にすごく痛いです。 
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［アミール］ 人生は…私たちが、今経験しているものは、素晴らしいものではありません。元々、素晴らしい

ようには作られていません。ほら、誰か、女性に聞いてみてください。「あなたは、陣痛で病院に担ぎ込まれた

いですか？」もちろん嫌ですよ！それは、とんでもない時間です。彼女達は、その後が好きなんです。私たちは

皆がそうですよ。でも今私たちは、陣痛を見ているのです。それが、まるで女性が医者の所に行ってこう言って

いるようなものです。 

「私は陣痛に抵抗します！私はそれらの痛みに反対です！それらの痛みを取ってください！」 

いいえ！医者には、それらの痛みを取ることは出来ません。それは避けられません。ですから、痛みと戦う代わ

りに、全体像を見てください。これらの陣痛は、差し迫る私たちの出発の兆候です。そして、あなたの信仰、あ

なたの家族の信仰よりも重要なこととは何ですか？あなたの友人、あなたの近所の人、皆にとって、もっと重要

なことは何ですか？皆さんにお願いします。私の知っている、多くのアメリカ人が、 神から与えられた憲法にし

がみついています。ほら、世界のほとんどは、皆さんの憲法を持っていません。いいえ、世界のほとんどは、そ

れを持っていません。「私たち国民」は素晴らしいですが、世界の 99%は、そうではありません。では、彼らは、

どうするのか？つまり、あなたがアメリカで、憲法のために戦うのは構いません。しかし、世界の残りの部分は、

どうすれば良いのか？彼らは、何のために戦うのか？彼らが持っていない憲法のため？ちょっと考えてみてくだ

さい。一つ、あなたが戦えるものがあって、それはグローバルです。そして、そのために戦うことが出来るし、

戦うべきであるもの、それは福音です。 

［マイク］ 福音は最前列です。そして、私は個人的に、それを吟味せざるを得ませんでした。私もアメリカ人

で、しかも私は、軍隊にいて、私は私の国を愛し、これを守るためなら何でもします。しかし、私たちは、私は

覚えておく必要があります。私は、私の人生の中で経験して来た多くの事、つまり自由に関して、自分の権利に

死にました。そして、私たちは聖書から知っています。世界中で、自由が無くなります。そして、不法の霊が存

在します。あざけるものが存在し、背教があります。 

［アミール］ 私たちは、2人とも感じています。私は今、約 1ヶ月半アメリカにいますが、霊があります。雲が

あって…私には、それを説明することさえ出来ませんが、私には、もう、この国を認識することも出来ません。

雲があって、今、何らかの悪魔的な存在があります。そして、それは手放しませんよ。それは、他のことが起こ

るために、アメリカを、完全に麻痺させます。ほら、今、ホワイトハウスに座っている人がホワイトハウスに居

るべき人物であるなんて、全く意味が分かりません。私たちは皆、明らかにそうではなかったことを知っていま

す。現実は違いましたから。しかし、それが今の現実です。そして、彼が、それを知っているかどうかに関わら

ず、彼がホワイトハウスにいて、彼が世界中で指導している事は、悪だけでは済まされません。それはアメリカ

が、世界の紛争に興味さえを持っていない、というメッセージを送っています。世界中のどこででも、 

「私たちは、ただ、自分のことだけをしていたい。」 

「そして、私たちは、最悪の方法で自分のことを行う。」 

国境は開いていて…誰が、今、ロシアの経済を救ったと思いますか？現在の政権

です。ノルド・ストリーム 2 のガスパイプ。ノルド・ストリーム 2、これは、ド

イツに、ヨーロッパ、ロシアからガスをもたらすパイプです。 

第 45 代大統領は、それを停止しました。彼は、こう言ったのです。「どうして、

NATO の一員が…」彼はドイツに言いました。「北大西洋条約機構(NATO)の一員

として、ロシアに対して立ち向かいながら、どうして、彼らのガスのすべてを購

入して、彼らの経済を助けるなんて事が出来るのか？そして、資源に頼るとは。

そんな事は、してはならない！」 
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さて、第 46代大統領は、彼がロシアに対して何らかの措置を持っているふりをして、しかし、実際には、すべて

の障壁を解除しました。そして今、ノルド・ストリーム 2 が起こっていて、そしてそれが、ロシアに、次の事を

もたらします。 

(A)欧州、欧州エネルギーに対する統制、そして 

(B)それが、彼らに必要な資金をもたらすでしょう。 

そして皆さん、ロシアは動きます。ダマスカスから、目を離さないように。そして、信者として私たちの義務は、

福音を分かち合うことです。誰もが、ワクチンについて話していますが、私は「ゴスピル」について話していま

す。私たちは「ゴスピル」がいっぱい入った箱を与えられました。私たちは、人々に、それを分け与える必要が

あります。 良いですね？それが、あなたの命を救うのです。それが、あなたに、永遠のいのちを与えるのです。

他のすべてについて話す代わりに、…これは、牧師ではなく、医師に話すべき医療的問題であって、あなたはこ

の「ゴスピル」を取り、人々に、それを与えなければなりません。そのために、私たちはここにいるのです。 

 
19  あらゆる国の人々を弟子とし、そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け… 

（マタイ 28:19） 

そして、彼らに神の御言葉を与えるために。それを私たちは、テキサス州で若者たちにしようとしたのです。そ

れを、私たちは、他の場所でもやりたいのです。しかし、それは、あなたもあなたの場所で行うべき事です。こ

の目的は、ニュースや、センセーショナリズムではありません。これが、私たちがここにいる理由であって、そ

して、この暗い時代に、私たちに出来る事です。時代は、さらに暗くなります。聖書は、邪悪な時代だと述べて

います。聖書は、私たちは、私たちの時間を最大限に活用しなければならない、と述べています。 

 
16  機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。（エペソ 5:16） 

どのようにして機会を十分に生かしますか？何のために戦うのですか？あれやこれを行う権利のために戦うので

すか？福音のために戦うのです。イエスが戻って来られた時、私たちが、御父の仕業を行っているところを見て

いただくのです。 

［マイク］このカメラを見ると、数えきれない程の人々が見えます。そこで私は、これを実用的にしたいと思い

ます。あなたの人生の中の、一人の人を思ってください。家族でも友人でも、今、イエスを信じていない人の名

前を思い浮かべてください。未信者。その名前が出発点です。その名前、その人に電話してはどうでしょうか。

メールを送るとか、可能であれば、その人と一緒に座ってみませんか。そして、聖書のヨハネ 3:16 を開くので

す。ここで私たちが紹介した動画をいくつか紹介してみてください。その人に、聖書を声に出して読んでもらっ

てください。彼らに読んでもらうのです。 

 
6  わたしが道であり、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） 

彼らと一緒に座って、彼らにその反応を尋ねてください。 

「今、あなたの人生に、主イエスを招待する祈りを私と一緒に祈りませんか？」 

「そして、あなたの罪の赦しを求めますか？」 

皆さん、簡単です。私たちが言っていることが、すべて真実であれば、そして、あなたもウォッチマン（見張り

人）であるなら、今がその時です。ロシアは聖書の中にあり、彼らはこの連合でイスラエルを侵略します。私た

ちは、それが周辺で起こるのを見ています。アミールが話したことは、実際に起こっている事実に基づく証拠で

す。ところで、すでに、ほとんど時間切れです。ほんの数秒しか残っていませんが、まだ話すべき事があります。
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ただ、私は、実用的にしたかったので、友よ、あなたは、これをしなければなりません。これは、未信者の家族

や友人とあなたとの関係です。 

［アミール］ はい。ええ、終わりにしたいと思います。もうすぐ 1時間です。最後に、アロンの祝福で締めくく

りたいと思います。私はヘブライ語、マイク、よければ英語でお願い出来ますか？それから、テレグラムをダウ

ンロードして、毎日のアップデートを取得する事をお忘れなく。そしてまた、ソーシャルメディアで私たちをフ

ォローして、私たちのニュースレターを受信してください。 

では祈りましょう。 

 

［マイク］ 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。私たち全員が必要とするその平和、唯一、平和の君、 

イエス、平和の主だけが、今より永遠に、ここででもどこにいても、あなたに平和を与えてくださいます。 

場所と時間に制限されません。ありがとうございます。神の祝福がありますように。シャローム。マイク牧師、

ロシュとロシアについて、多くの事を明確にしてくれて、ありがとうございます。テレグラムのダウンロードの

このビデオをご覧ください。We love you！ ありがとうございます。神の祝福がありますように。さようなら。 

（以下略） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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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/InVHqyr_OXk ≫ 
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