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2021 年 10 月 8 日中東時事アップデート
イスラエルとイランとの間の戦争は
もう始まっているのか？
シャローム皆さん。イスラエルのガリラヤより、こんばんは。アミール・ツァルファティです。
ようやく家に帰り、ここガリラヤのオフィスに戻って来ました。体調は最高ではなく、椎間板ヘルニアにま
だ苦しんでいますが、しかし、少し休めたので状態は良くなっています。信じ難いかも知れませんが、実は
私はまだ隔離中です。医者は隔離から解放してくれたのですが、保健省がまた戻して、3 ヶ月後に米国から
戻ってくる人に対する COVID のペテンが、まだ終わっていません。ですが、全て大丈夫です。皆さんのお祈
りに感謝します。腰痛は、帰って来た時よりもマシで、来週治療を始めます。改めてありがとうございまし
た。では、お祈りから始めましょう。
お父様、本当にありがとうございます。あなたはとても良い父であられ、あなたは真実です。
あなたに感謝します。あなたが私を帰国させてくださり、そして今晩、この中東アップデートを行えるよう
に整えてくださいました。お父様、今日のこのアップデートで人々が祝福され、私達の生きる時代と季節を
理解して、それによって、恐れるのではなく備えますように。
あなたの約束、あなたの御言葉、あなたの民、あなたの土地に対する、あなたの真実に感謝します。
この全てを、イスラエルの聖なる方、イェシュアの御名によってお祈りします。アーメン。
さて改めてシャローム。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。3 ヶ
月ぶりのオフィスからの中東アップデートで、本当に楽しみです。元々予定していた時間ではありません
から、今回は、出来る限り短くするつもりです。しかし、非常に重要な内容で、皆さんは、おそらく、物
事がはるかによく分かるようになるでしょう。このアップデートのテーマは、
「イスラエルとイランの間の戦争はすでに始まっているのか？」
それについて、後ほどお話ししますが、その前に、いくつかお伝えします。

≪イスラエルを必要としている国々、人々≫
まず第一に、本当にイスラエルを求めている国、イスラエルと何かを望んでいる国が、いくつかありま
す。バーレーン、アラブ首長国連邦、どちらもイスラエルとの和平を持っています。それからスーダン、
この 3 カ国は全て、アブラハム合意の下で、現在、イスラエ
ルとの平和があります。
さて、バーレーンについて言えば、バーレーン当局の代表
団がここ数日間、イスラエルを訪れていましたが、彼らは、
嘆きの壁エリアまで歩いて行き、ご覧の通り、地元の人々に
温かく迎えられました。正統派ユダヤ人達が、彼らと一緒に
写真を撮り、誰も彼らの邪魔をしません。実際、唯一彼らの
邪魔をしたのは、地元のアラブ人達です。彼らは、アラブ人
が嘆きの壁を訪れ、イスラエルとの平和を持っているという事実に、耐えられませんでした。
二番目は、かなり歴史的で、アラブ諸国の博覧会展示で、イスラエルが初めてパビリオンを開設しまし
た。これは、ドバイの博覧会で、数日前に開催され、史上初めてイスラエルがそこにパビリオンを開設、
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最も人気のあるパビリオンの一つでした。イスラエルはそこで、
世界中の人々が見たいと願う技術や製品を多く披露しましたか
ら。それはまた、通常、超イスラム、過激なイスラムのプロパ
ガンダで洗脳されている、アラブ世界に対しても示しました。
彼らは、イスラエルはサルか、あるいはイスラエル兵士は血に
飢えていると考えるように洗脳されてきましたが、初めて彼ら
は、イスラエルの革新的な性質と精神、平和を愛するイスラエ
ルの性質を見ることが出来て、この場所を訪れた彼らの多くが
かなり衝撃を受けています。
もう一つは、多くの人が知りませんが、この 2 日間で、スー
ダンの特別軍代表団がイスラエルを訪問して、イスラエルの軍当局者と、何度か秘密会談を行いました。
そして、聞いてください。アブラハム合意が、今本格的です。皆さんの多くは言うかもしれません。
「ちょっと待って！スーダンはイスラエルに攻め込むと思っていましたが…」
はい、最終的にはそうなります。しかし、この政権ではありません。この政権は、イスラエルとの和平を求
めていて、ほんの数週間前、クーデターの試みはすでにありました。おそらく、イスラム同胞団によって広
まったようですが、彼らは成功しませんでした。また起こるかもしれないし、次は、彼らが成功するかもし
れません。そうなると、間違いなくスーダンは我々に攻めて来ます。しかし、現時点では、彼らは我々の側
で、彼らは、私達から学ぶ事を望み、そして、彼らは今イスラエルにいます。そういう事です。だから、こ
れらはイスラエルを求める人々で、また、イスラエルを嫌う人々がいます。彼らは、イスラエルを憎みます
が、イスラエルを必要としています。
私が言っているのは、ガザの話です。見てくださ
い。イスラエルが、2,500 人に労働許可証を与えて
いると、ガザの人達が聞いた時、何十万人もの人
が、その事務所に群がって、まるで、ここで宝くじ
に当たっているかのようです。ただ、イスラエルで
労働許可証を取得する機会を得るためだけに、彼ら
が憎み、爆撃して破壊したいと願う国で、彼らは、
仕事が欲しいと懇願しているのです。ですから、一
部の人達は、私達を望んでいるかも知れませんが、
一部の人達には、私達が必要なのです。これが、あちらでの状況です。

皆さんの多くが、ユダヤ人が、エルサレムの神殿の丘で祈ることを認める、イスラエルの裁判所の判決
を聞いたでしょう。
さて、キリスト教徒の間で、多く人が興奮しています。それも分かります。クリスチャン達は、こんな
風に考えて、
「うわー、ユダヤ人が、神殿の丘で祈れるなんて、まさに終わりの時だ！」
いいえ。その意味を説明させてください。
まず第一に、皆さん、理解してください。ユダヤ人は、すでに何年もの間、神殿の丘を訪問することが、
許可されています。観光客も行けますし、ユダヤ人の団体も行くことができます。これは異常な事ではあり
ません。問題は、毎回、ユダヤ人が立ち止まって、さらに、黙って祈りを捧げようとすると、イスラエルの
警察が、その人に嫌がらせをするのです。そして、その人を止め、短い祈りを捧げる事を許しません。だか
ら、そのうちの一人が、数週間、裁判所に控訴して、言ったのです。
「何故ですか？私が神殿の丘を訪れ、立って、人目を引く訳でもなく、ただ、黙って祈りを捧げるだけなの
に、私は、自分達の警察から嫌がらせを受けているのです！」
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裁判所は、そのユダヤ人に有利な判決を下し、それが大きな波紋を呼びました。誰の間で？私達に敵対して、
それを利用したい人の中で、です。パレスチナ人、ハマス、ヨルダン人でさえ怒っていました。ところが、
サウジは何も言わず、アラブ首長国連邦は何も言わず、バーレーン、主要イスラム諸国の、誰も何も言いま
せんでした。なぜなら、これが、ここで流れを変えるものだとは、誰も、一瞬たりとも考えなかったからで
す。要は、皆さん、理解しなければなりません。終わりの時、神殿の丘に神殿が存在し、ユダヤ人が黙って
祈りを捧げる事が許可されるかどうか、ではありません。神殿が立っていて、そしてユダヤ人は、実際に犠
牲をささげるのです。聖書のダニエル 9 章に書いていますから。反キリストが、イスラエルと交わす 7 年の
条約の途中で、彼はこの犠牲を終わらせる。言い換えれば、肝心なのは、警察に護衛されたユダヤ人の静か
な祈りではなく、ユダヤ人が神殿を持つ事を認め、動物の犠牲、その全てを認める、平和条約です。ですか
ら、一部のキリスト教徒が、これに興奮している事は知っています。
「ユダヤ人が、神殿の丘で祈れる！」
しかし、それは長い間行われてきた事で、ただ、地元のイスラエル警察が、それに対して好意的でなかった
のが、今、裁判所が言っているのです。
「短い祈りを捧げる事は、彼の信念の問題であって、彼が、彼の望む所で祈りを捧げる権利を否定すること
は出来ない。」
これは、彼が床に敷物を置いて、ある場所に向かって平伏す、というのではありません。違います。彼は数
分間立って祈って、そして立ち去ります。それが全貌です。

≪「終わりの時代の約束」パレスチナ・バージョン≫
さて、私達には、私達のバージョンの終わりの時の約束と希望があって、それは、聖書、神の御言葉に基づ
いています。ところが、何が起こったと思いますか？ほんの 1 週間ほど前、ガザで会議があって、彼らはそ
れを、「終わりの時代の約束」と名付けました。これは、パレスチナ・バージョンの終わりの時代の約束で
す。
この写真を見てください。ほら、彼らはそこに座って、「終わりの
時代の約束」彼らは次々とスピーチをしました。それが、信じ難い
ことに…というか、皆さん、理解する必要があります。彼らが、実
際にそこで言っていた事、その会議は、パレスチナの夢がすべて
で、イスラエルを根絶し、彼らが土地を制御した後彼らは何を行う
か、その詳細な計画です。信じられないかもしれませんが、彼ら
は、次のような詳細を述べました。「銃を持っているすべてのイス
ラエル人を殺さなければならない。」言い換えれば、兵士は殺さな
ければなりません。「殺されない者達は、国際的、および、法的な
場面で彼らを追い詰めなければならない。」また、彼らは結論付け
ました。「利口なイスラエル人は、維持しなければならない。」技
術、土木と軍隊の両方に関する知識を持つ者、実際に、健康や他の
部門で我々を助けることができる者を、我々は、実際に去らせず、
できる限り、彼らを利用する。「我々は、世界中のすべてのユダヤ人代理機関を確実に捕らえ、そして、そ
れらから、すべての情報を収集しなければならない。」見てください。私が読んだのは…彼らは、約 20 の
異なる決議案を持っています。彼らは、丸一日を無駄にして、イスラエルが消えるという、ファンタジーに
費やしました。彼らが土地を支配し、彼らがユダヤ人をどう扱い、そして彼らが、土地で何をするのか。し
かも、このハマスは、ガザの運営方法について、自国民、ファタハ、イスラム・ジハードと同意すら出来ま
せん。しかし彼らは、全体の場所を支配したいのです。これが、パレスチナ人が対処しているものです。
どうやってイスラエルを破壊するか？それと同時に、ほら、イスラエルが 2,500 人分の労働許可証を提供す
れば、何十万人もの人々が、それを得ようと押し寄せて来ます。だから、一方で現実は、彼らがイスラエル
を必要としていることを告げ、他方で、彼らはまだ、イスラエルが居なくなるという夢の中に生きているの
です。これは非常に興味深いです。それが、向こうで起こったことです。
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≪イスラエルによるシリアでのイラン標的攻撃、アフガニスタンのモスクで ISIS によるテロ≫
次は、イランとアゼルバイジャンで、今、起こったことに移りましょう。しかし、その前に、お伝えした
いのは、昨夜、イスラエルが、再びシリアで攻撃を行いましたが、しかし私達は、有人航空機をあまり使用
せず、 最近、我々は、UAV を多く使用しています。そして、我々は、イラクとの国境にあるアル・ブカマ
ルで、イランの標的を攻撃しました。それから、もう一つお伝えしたいのは、今日、アフガニスタンのモス
クで、恐ろしい爆発があって、ISIS が犯行声明を発表しました。私は、数分後に出回った動画を見ました
が、テレグラムでそれをシェアしないことにしました。ところで、ご存知ない方、テレグラムで、私はニュ
ースを毎日、一日中シェアしています。そして、フェイスブックと、WhatsApp、インスタグラムが閉鎖され
ていた時でさえ、テレグラムは動き続け、私は途切れる事なく、中東からのニュースを、世界中の人達に伝
え続ける事が出来ました。だから、テレグラムを開設して、私のチャンネルを登録してください。常に新し
い情報をアップしています。という事で、これが今日、アフガニスタンで起こったことです。60 人が死亡、
150 人以上が負傷、すべてが、シーア派イスラム教徒に対するスンニ派イスラム教徒による犯行です。
彼らのお互いに対する憎しみの大きさは、信じられないほどです。

≪イラン‐アゼルバイジャン間の緊張と、イスラエルの関与≫
では、このアップデートのメインの話題に移りましょう。現在、イランとアゼルバイジャンの間にある緊
張と、この全体像の中で、イスラエルがどう関わっているのか。さて、アゼルバイジャンとイラン間にある、
緊張の理由は何なのか？皆さん、理解する必要があります。最近、この両国の間で、いくつかの事が起こり
ました。
まず第一に、アゼルバイジャン人が、イラン人のトラック運転手に攻撃を仕掛け、そして、イラン人は、そ
れが気に入りませんでした。
第二に、イラン人が達した結論です。少なくとも、彼らの調査によると、彼らは、いくつかの結論に達しま
した。イランにおける、最近のイスラエルの攻撃は、実際に、アゼルバイジャンから打ち上げられた。
だから、皆さん、様々な緊張がある事を理解してください。
では、少し、イランの恐れについて、お話ししましょう。皆さん、これを理解することが重要です。あ
れは、新聞だったと思いますが、「テヘランは、イランの状況の事
で眠れない」と告げています。今からイランとその国境の地図をご
覧いただきますので、皆さん、イランの国境を良く見てください。
見ての通り、南東の果てに、パキスタンがあって、その上に、アフ
ガニスタンがあります。それから、その北西にトルコがあって、そ
して、アルメニアと、アゼルバイジャンがあります。さて、皆さん
は、理解していないかもしれませんが、これを見てください。アゼ
ルバイジャンは、イランと国境を接しますが、しかし、その左側に、
ナヒチェバンと呼ばれる場所があります。これは小さな飛び地であ
り、また、アゼルバイジャンの一部です。アゼルバイジャンからは、
離れていますが、ここもアゼルバイジャンです。そしてアルメニア
に向かって、イランが持っている、非常に狭い回廊地帯を見てくだ
さい。さて皆さんがこれを理解する事は、重要です。なぜ、私はそ
れを言っているのか？
では、最近イランで多く事が起こっている、という事実から始めま
しょう。最近の出来事を見てみましょう。ほんの 1 週間半前、大爆発
があって、イラン革命防衛隊の秘密施設の大部分を破壊しました。
左の写真は 9 月 22 日のもので、ビフォー、そしてアフターは、右側
で、9 月 27 日のものです。皆さん、仮にこれがイスラエルの仕業な
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ら、イスラエルは、どうやってあの地域にたどり着いたのか？イ
スラエルは、テルアビブやエルサレムや何かから、はるばる飛ん
で行くのか？もちろん、違います。イスラエルが、アゼルバイジ
ャンに駐留している事を、イランは理解しています。
さて、それはすでに 2012 年に始まりました。これを見て下さい。
「イスラエルは、イランへ攻撃を計画。（どこから？） アゼル
バイジャン。」これは 2012 年で、それで足りなければ、2012 年、
ニュースではすでに、アゼルバイジャンが、イラン国境の空軍基
地へのアクセスを、イスラエルに与えています。2015 年、彼らは、
約 50 億のイスラエルの軍事製品を購入したと、アゼルバイジャン
の大統領が、言いました。それが 2015 年。皆さん、2018 年には、
地元の歌手の短い動画があって、その動画の中で、彼らはアゼル
バイジャン軍を映し、そして誤って、彼らは、アゼルバイジャン
が購入した、イスラエルのものを映したのです。それは、イスラ
エル製の Harop 自爆ドローンで、現在存在する中で最も精巧な自爆
ドローンです。私が間違っ
ていなければ、2020 年だっ
たと思います。アゼルバイ
ジャンは、経済的な関係を
強化する為に、最初の貿易
事務所を開設し、2021 年、
ナゴルノ・カラバフで、ア
ルメニアとアゼルバイジャ
ンとの戦争があって、全て
をアゼルバイジャン側に傾けたのは、イスラエルの軍事装備だっ
たと、誰もが言います。その為、あの戦争が、イスラエルの軍事
装備に市場を開いたと、皆が考えるのです。ナゴルノ・カラバフ
での、アゼルバイジャンの勝利の後、イスラエルの潜在的利益、
そしてもちろん、先ほど言ったあのドローン、あれは、反放射線
自爆ドローンで、そして別の武器、タイフーン武器、海軍船から
のシステム、両方です。それで足りなければ、ちょうど 4 日ほど
前、アゼルバイジャンの大統領が軍の野営地に行き、そして彼
は、イスラエルの無人機のそばに立って、それを撫でました。こ
の写真を見てください。彼はまるで、 「これは、私の所有物の中
で最高のものだ。」とでも言うように、彼はそれをしながら、基
本的に、イランにこう伝えています。
「お前達が何を持っていようと、私の方がずっと優れたものを持っている。」

≪3 つのレベルの戦争≫
さて、皆さんが理解される事を願いますが、多面的な戦争が、世界のその部分で発展しています。いいで
すか？
①まず第一に、イラン対アゼルバイジャン戦争があります。それは金融戦争で、税金、交通機関、これらの
ことのすべてに関してです。少なくとも、それが表面上にあるものです。
②そして、もちろん、シーア派対スンニ派レベルの戦争があります。ご覧の通り、アゼルバイジャンはスン
ニ派、トルコとパキスタンもそう、彼らはすべてスンニ派で、彼ら全員が、シーア派イランを取り囲んでい
ます。この後、それをご覧いただきますが、アゼルバイジャンだけではなく、あちらで、イランに対する連
合が展開しているのです。
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③そして、もちろん最後は、イスラム教徒対ユダヤ人の聖戦、イラン側から、イスラエルに対する聖戦です。
イスラエルは、ユダヤ人国家ですから、イスラエルは、イスラム教に従うか、破壊されるべきである。これ
らが、あの部分で私達が見ている層です。
次に、ほんの数日前、トルコが、イランとの国境をすべて閉鎖し、
イランとトルコの国境検問所が、すべて閉鎖されました。公式の理
由は COVID です。さて、COVID が理由ではない事は、誰もが知ってい
ます。その理由をお伝えしましょう。ここから、現在行われている、
いくつかの軍事訓練に移りましょう。まず第一に、イランはアゼル
バイジャン国境で軍事訓練を行う事を決定、そして、彼らが、それ
に付けた名前が…彼らがその名を付けたのには、理由があります。
「カイバルの征服者」。
「カイバルの征服者」なぜ、そ
の名なのか？さて、皆さん、歴
史を辿って下さい。ところで、彼らが乗り入れた戦車が見えます。そ
れは、かなり大きな軍事訓練で、コブラヘリコプターが、実際に、ロ
ケットを数発発射し、誤ってイラン兵を殺害、多くの混乱が起こって
います。ただ、「カイバルの征服者」という名前の源は何なのか？と
尋ねるなら、彼らは、意味もなくそれを選んだのではありません。イ
ランがやっていることは、常に背後に目的があります。彼らは、実
際、アゼルバイジャン人に信号を送っていて、「我々がお前達に攻め
込むのは、実際は、イスラエル人のせい、お前達の領土に居ると我々
が信じる、ユダヤ人のせいだ。」
皆さん、西暦 628 年にさかのぼります。その時、メッカとメディナか
らさほど遠くない、サウジアラビアのカイバルのオアシスで、ムハン
マドが、実際にユダヤ人と戦いました。これは有名な戦争です。なぜ
陸
なら、その
時、ムハンマドが、ユダヤ人を、イスラームの優
位性に服従させ、税金を払わせるようになったの
です。彼らは、ナツメヤシの収穫の半分を、支払
わなければなりません。それは今日でもまだ存在
します。ですから、「カイバルの戦い」とは、ユ
ダヤ人との戦いです。では、なぜ彼らは、アゼル
バイジャンとの国境での軍事訓練に、ユダヤ人と
の戦争を記念する名前を選んだのか？それは、彼
らは、基本的にこう言おうとしているのです。
「我々は、アゼルバイジャンに攻め込むが、しかし、実際はアゼルバイジャンにおけるイスラエルの存在を
攻めるのだ。」
これを見て下さい。反対側で先月行われた軍事練習の名前…ここ
でも名前を見てください。
「エタニティ（永遠）2021」そしてこの訓練は、アゼルバイジャ
ンと、スンニ派イスラム教国家であるトルコ、それと、ロシアの
南にあるキリスト教国家、ジョージアです。さて、なぜ私はその
すべてを言っているのか？なぜなら、イラン国境の地図に戻って
見れば、ジョージアが、アルメニアのすぐ上にある事が分かりま
す。つまり、アゼルバイジャン、ジョージア、そしてトルコが周
囲を取り囲み、もはや、イランがロシアに入る隙を与えていませ
ん。
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さて、それで足りなければ、別の軍事訓練は、
「3 ブラザーズ」と呼ばれ、「3 ブラザーズ」
は、トルコ、アゼルバイジャン、パキスタン
の間で行われている訓練です。これで、イラ
ンが、非常に閉所恐怖症を感じている理由が
お分かりでしょう。見ての通り、北西から南
東へと、誰もが彼らを取り囲んでいるのです。
今回は、パキスタンが関わって来ました。そ
れで足りなければ、アゼルバイジャンと、ト
ルコの間だけの新しい訓練は、「揺るぎない
同胞団」として知られ、これは、実際、トルコに近い小さな飛地で行われています。 皆さん、覚えていま
すか？ですから、皆さん、何が起こっているのかを理解してください。この小さな飛び地は、ご覧の通り…
この地図（この PDF4 ページ参照）の矢印を見てください。その飛び地を指しています。小さな飛び地です。
だから、イランは、トルコとアゼルバイジャンが、何らかの形で、アゼルバイジャン本土と、その小さな飛
び地ナヒチェバンの間に陸橋を作り出し、それが、ロシアに対するイランのアクセスを完全に閉鎖する事を
恐れているのです。ところで、念のために言っておきますが、ロシアも、この全てが気に入りません。

≪周囲を敵に囲まれたイランの言い分――戦争への大義名分≫
さて、面白い事に、アゼルバイジャンは、彼らがイスラエル軍部隊を駐留させていると言うイランの主張
を否定しました。念のため。それは、新聞のいたるところに出ていました。
「アゼルバイジャンは、彼らがイスラエル軍部隊を駐留さ
せているという、イランの主張を否定。」
しかし、これを見て下さい。実際にそれが告げているの
は、「国境付近のイスラエル軍の存在を、彼らが否定。」
言い換えれば、「我々は、イスラエルがアゼルバイジャン
にいない、とは言っていない。しかし、彼らは国境の近く
にはいない。」基本的に、そういう事です。
という事で、皆さん、何が起こっているのか、理解してい
ますか？イランは、周辺全体を閉鎖されていると感じてい
ます。そして、唯一、イランが今できることは、何とか戦
争を始める事。どこだと思いますか？イラクです。イスラ
エルの存在を攻め込むには、イラン北部のクルディスタン
であると、彼らは信じています。それから皆さん、私がこ
れを言っている理由ですが、彼らは、アゼルバイジャンを
攻撃することはできません。トルコがそこにいますから。彼らは、トルコを攻撃することは出来ません。彼
らには、そんな根性はありません。彼らは、核所有国であるパキスタンを攻撃しません。彼らは、彼らが好
き放題やっている操り人形を攻撃することが出来ます。つまりイラクです。
日曜日、イラクでは選挙があって、そしてイランは、イラク人を脅して、親イラン派のイラク民兵にだけ投
票させようとしています。これは非常に驚くべきことです。
≪イスラエルとイランとの間の戦争はもう始まっているのか？――エゼキエル戦争へ≫
そこで質問は…それが今回のトピックです。
「イスラエルとイランの間の戦争は、すでに始まっているのか？」
私がこれに答える必要はありません。イランが、すでに答えています。イランが言ったことを見てください。
私は実際の投稿を見ていますが、「イラン外務省のスポークスマン、サイード・ハティブザデが、伝えられ
るところでは、イスラエルのマーリフ新聞に声明を発表――彼が言うには、『イスラエルが核科学者を殺害
して、イラン国民に危害を加え、この地域の危機はイスラエルのせいである。』この主張が発表されたのは、
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イスラエルのベネット首相が、国連でイラン支援を非難した数日後で、彼は、バーレーンの王との会談に、
イスラエルがヤイル・ラピッド外相を派遣したことを非難した。」
ほら、彼らは非常に激怒しています。皆さん、理解して下さい。イスラエルが、アラブ世界の他の国々と素
晴らしい仕事をしている事、そして、イスラエルが、イラク北部とアゼルバイジャンに手を伸ばしている事
に、彼らは激怒しています。そして、彼らは、とにかく何かをしたいのです。だから、戦争がすでに始まっ
ているかどうか、私が答える必要はありません。イラン自身によると、それはすでに始まっています。
間違えてはいけません。イランは、主要連合国から離れて、イスラエルに直接ロケットを発射するような、
愚かな行動はとりません。それがエゼキエル連合です。彼らは、ロシアが動くまで待ち、そして、これは自
分達の利益になると、トルコが感じるまで待ちます。
トルコのリラは暴落していて、イラン経済は 48%近いインフレです。ロシアも、多くのエネルギー源が必
要です。ヨーロッパには、大きな危機があって、イスラエルのガスは超安いです。誰でも、イスラエルと契
約を結べば、現在、ヨーロッパに販売されている価格の 10 分の 1 で購入出来ます。
ですから、覚えておいてください。資源、資源、資源。覚えておいてください。経済、経済、経済。そ
して、覚えておいてください。最終的には、イスラエルに対する大規模な攻撃が行われます。
イランによると、戦争はすでに始まっています。しかし、イスラエルによると、直撃的な攻撃は、エゼキエ
ル攻撃の前にはありません。

≪まとめ≫
という事で、地域の状況を説明することが
出来たと思います。それから皆さん、「帝国
の衰退」アメリカの衰退に関する、私のメッ
セージが、この 30 分後に配信されます。そし
て明日は、Prophecy Roundtable（預言座談
会）です。久しぶりに、バリー・スタグナー
牧師とジャン・マーケルと私、そして、マイ
ク・ゴレイ牧師も一緒です。皆さん、ぜひご
参加下さい。もう一つ、お伝えしたいのは、
「帝国の衰退」、「預言座談会」、「Operation Joktan」
この領域の多くの状況を、詳細にわたって描
写しているのが…私は、どうやってこれを推測したのか分かりませんが、近日発売予定の推理小説、私が書
いた初の小説、「Operation Joktan」です。ところで、“ヨクタン”の理由は、彼はノアの子孫で、世界の
あの部分、ペルシャ湾の地域に来たからです。ただ、皆さんにお伝えしたいのは、私達が、アマゾンで予約
注文するよう、皆さんにお願いする理由の一つは、私が、アマゾン好きだからではなく、唯一、アマゾンで
購入する人が多ければ多いほど、より多くの書店が、店頭に置くようになるからです。それが唯一の目的で
す。ほら、私はアマゾンが大好きな訳ではありません。私は、フェイスブックやユーチューブが好きな訳で
もありませんが、しかし、ここで私達はそれらを使います。これら、激しく神を否定するプラットフォーム
を使って、福音と、我々の大義を広めましょう。ですからアマゾンに行って、「Operation Joktan」を予約
注文して下さい。それで私も祝福されますが、それ以上に、この本を出来るだけ多くの書店でに置く事で、
多くの人が祝福されます。
このアップデートをご覧いただき、ありがとうございます。
当社のウェブサイトから、ニュースレターに登録して下さい。BeholdIsrael.org、他の私の著書も、同様に
ウェブサイトにあります。それから、ソーシャルメディアで私達をフォローしてください。YouTube は、
Behold Israel / 日本語: Japanese、インスタグラムは、BeholdIsrael、テレグラムも、必ずサインアップ
して、登録して下さい。それから、フェイスブックも。
ありがとうございます。神の祝福がありますように。では、アロンの祝福を祈りましょう。
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『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、今よりとこしえに、どんな場合に
も、いつもあなたに平和を与えることが出来
る方、イェシュアの御名の下、お祈りします。
アーメン。
ありがとうございます。God bless you!
今から「帝国の衰退」を配信します。よかったら、このまま YouTube とフェイスブックで、ご覧ください。
そして明日の預言座談会は、非常に重要な内容で、「堕落した世界でクリスチャンとして生きる。」
超重要です。

ありがとうございます。God bless you!イスラエルのガリラヤよりシャローム。さようなら。
（以下略）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2021 年 10 月 8 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。
≪リンク先： https://youtu.be/HEycJDNc9Rw ≫

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
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