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議事録：ベンジャミン・H・フリードマンのスピーチ、ウィラード・ホテル、ワシントン

D.C.、1961年 
 

 
紳士淑女の皆さん、今から恐る

べき演説を聴きます。この演説

は、アメリカを第三次世界大戦

に突入させる計画についての説

明です。少し前にワシントンの

ウィラードホテル      の会議室

で行われました 

D.C.のスピーチと質疑応答の期

間の両方は、後に愛国者のグル

ープが2つ        の     長い再生        

に転送されていることを聴衆に

感電させた。 

このレコードを購入して、友人やクラブ、教会のグループのために演奏することができます。

スピーカーはベンジャミン・フリードマン氏で、シオニズムとその計画の権威です。フリー

ドマン氏は元ユダヤ人、つまり元ユダヤ人です。彼は共産主義世界の陰謀と 徹底的に戦って

きました そして今日、アメリカを代表する 愛国者として立ち上がっていますそれでは演説

台にご案内しますベンジャミン・フリードマンをご紹介します 

 
[フリードマンのスピーチ] 

 
 

私が今夜お話しすることは、他のいかなる情報源からも学ぶことができ

なかったことであり、私が今お話しすることは、あなただけでなく、あ

なたの子供たちや私がここに来たのは 血圧を上げるために 事実を並べ

るためだけではありません あなたが世界で最も神聖なものと考えるも

のを 守るのに役立つことを お伝えしたいのです 自由と自由 そしてキリ

スト教徒として生きる権利です 

 
ベンジャミン・H・フリー

ドマン 

 

1960 年 8 月 25 日、選挙の少し前のことですが、現在のアメリカ大統領であるケネディ上院

議員は、ニューヨークに赴き、シオニスト組織に向けて演説を行いました。  その演説の中

で、簡単に言えば、彼は、パレスチナを占領しているシオニストによってパレスチナに設立

された体制の存在を維持するために、米国の武装勢力を使用すると述べています。 

 
言い換えれば、キリスト教の少年たちは、彼らの家から引きずり出され、家族から離れ、パ

レスチナで、単に自分たちの家に戻りたいだけのキリスト教とモスレムのアラブ人と戦うた

めに海外に送られようとしています。そして、これらのキリスト教徒の少年たちは、これら

の人々が自分の家に戻ることを許可するためにシオニストに呼びかけて、過去12年間に国連

によって可決された15の決議に従うことを望むだけの、これらの無実の[アラブ・パレスチナ

人]の人々を殺すために撃つように頼まれようとしています。 

ウィラード ホテ
ル 
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さて、東欧からそこに移植されたシオニストによる1948年の武装暴動で追い出された彼らの

帰還を阻止するために、シオニストを味方につけて戦うための米軍が中東に現れたとき......

そうなれば、アメリカは第三次世界大戦の引き金を引くことになります。 

 
いつになったらそうなるのかと言うのですか？答えは、フランスとアルジェリアの間の問題

が解決したらすぐに、それが起こるでしょう。フランスとアルジェリアの間の困難が解決し

たらすぐに、それは起こるだろう。フランスとアルジェリアの問題が解決して、アラブ世界

やモスレム世界がフランスとの戦争がなくなったら、彼らは人々を自分の家に戻そうとして

います。そうすれば、ケネディ大統領があなたの息子たちを送り込んで、犯罪者たちが罪の

ない男女や子供たちから盗んだものにしがみつくのを助けるために、そこで戦うことになり

ます。その戦争に負けることになります。なぜなら、そのような大義のために、息子の一人

を我々と一緒に戦わせようとする国は、世界に一国もないからです。 

 

私は、ワシントンや国連の大使たちと話していますが、そこにいる９９カ国のうち、おそら

く７０カ国と相談してきました。 

 
そして、これらの人々は誰に支えられているのか、とお聞きになるでしょう。  ケネディ大

統領（当時はケネディ上院議員）がこの発言をした４日後の１９６０年８月２８日、アラブ

諸国はレバノンで会議を開き、パレスチナ政府を復活させることを決めました。 

 

それだけではありません。彼らはパレスチナ軍の創設を命じ、今、世界のその地域で約50万

人の兵士を訓練しています。彼らと一緒に、彼らは同盟国として、バンドン会議グループと

呼ばれるもののすべての国を持っています。これにはソ連とソ連の衛星も含まれています。

レッドチャイナも含まれています。アジアとアフリカの独立国も含まれています。世界人口

の８０％ですね。地球上の人類の5人のうち4人が、私たちと戦争をしている敵となるのです

。そして、彼らだけではなく、今、地球の顔にいる人類の5人のうち4人は、世界の非キリス

ト教徒であり、彼らは、世界の非白人国家であり、それが私たちとの戦争の敵となるのです

。 

 

その理由は？理由は、ここアメリカでは、シオニストとその共産主義者が、政府を完全に支

配しているからです。この時点でここに入るにはあまりにも多くの理由があり、複雑すぎる

ため、私は喜んで質問に答えようと思いますが、この声明を支持するために、シオニストと

彼らの共同宗教者は、あたかも彼らがこの国の絶対的な君主であるかのように、このアメリ

カを支配しています。 

 
さて、あなたは「まあ、それは非常に大雑把な発言だ」と言いますが、あなたがいた間に何

が起こったかを見せてください - 私はそれを消耗したくありません - 私はWEがすべて眠っ

ていた間に何が起こったかを見せてください。私も含めてね。私たちはみんな眠っていまし

た。何が起こったの？ 

 

第一次世界大戦が勃発したのは1914年の夏。1914年は第一次世界大戦が勃発した年である。

それを覚えている人は私と同年代ではほとんどいません。さて、その戦争は一方ではイギリ

ス、フランス、ロシア、もう一方ではドイツ、オーストリア、ハンガリー、トルコが戦って

いました。何が起きたのか？ 
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2 年以内にドイツはその戦争に勝利した：名目上の勝利だけでなく、実際に勝利したのであ

る。世界を驚かせたドイツの潜水艦は大西洋からすべての護衛艦を掃討し、イギリスは兵士

のための弾薬もなく、一週間分の食糧を前にしてそこに立っていました--そしてその後は飢

餓状態でした。 

 

その頃、フランス軍は反乱を起こしていた。彼らはソームのヴェルダンの防衛でフランスの

若者の花の60万人を失った。ロシア軍は亡命していた。彼らはオモチャを拾って家に帰り、

もう戦争をしたくなかったし、皇帝が嫌いだった。イタリア軍は崩壊した 

 

今やドイツは...ドイツ国内では一発も発砲されていない。敵の兵士は一人もドイツに入国し

ていないドイツはイングランドに 和平条件を提示しました彼らはイングランドに、弁護士が

言うところの「現状維持」を前提とした和平交渉を提案したのです。つまり"戦争を終結さ

せ、すべてを開戦前のままにしよう"ということです。 

 

まあ、イギリスは、1916年の夏に、それを考えていました。真面目な話！選択肢はありませ

んでしたドイツが寛大にも提供していた和平交渉を受け入れるか、戦争を続けて完全に敗北

するかのどちらかでした。 

 
その間、東ヨーロッパのシオニストの代表であるドイツのシオニストはイギリスの戦時内閣

に行きました - これは長い話なので簡単に説明しますが、もしここにいる人が興味を持って

いるならば、あるいは私が言っていることが全く可能だと信じていないならば、私の発言を

証明するための全ての文書を持っています。"ロンドンのシオニストたちはイギリスの戦争

内閣に行き、こう言いました。あなたはまだこの戦争に勝つことができる。諦める必要はな

い。ドイツが提示した交渉による和平を受け入れる必要はありません。"米国が同盟国とし

て参加すれば この戦争に勝つことができる" 

 

当時のアメリカは戦争に参加していませんでした。私たちは新しかったし、若かったし、金

持ちだったし、力があったのです。彼ら（シオニスト）はイギリスに言った。"もしあなた

が戦争に勝った後にパレスチナを約束してくれるならば、アメリカをあなたの同盟国として

戦争に参加させ、あなたの味方として一緒に戦うことを保証します。 

 

言い換えれば、彼らはこの取引をしたのだ。"我々は米国を同盟国としてこの戦争に参加さ

せる。戦争に勝ってドイツ、オーストリア、ハンガリー、トルコを倒した後に 我々に支払わ

なければならない代償は パレスチナである。" 

 

今やイギリスは誰にでもパレスチナを約束する権利があるのと同じように、アメリカがどん

な理由があっても日本をアイルランドに約束しなければならないのと同じように、パレスチ

ナを約束する権利があります。パレスチナと呼ばれるものとは何の関係も利害関係も権利も

ないイギリスが、アメリカを戦争に巻き込んだシオニストに支払うために、パレスチナを王

国のコインとして提供することは、絶対に不条理なことです。 

 

しかし、その約束をしたのは1916年10月。1916年10月です。その直後に - ここで覚えている人

がどれだけいるかわかりませんが - アメリカはほぼ完全に親独的でした - 完全に親独的でし

た - なぜならここの新聞はユダヤ人によって管理されており、銀行家はユダヤ人であり、こ

の国のマスコミはすべてユダヤ人によって管理されていたからです。 

 
ユダヤ人は皇帝が好きではなかったし、ロシアに戦争に勝って欲しくなかった。そこで、ド

イツの銀行家、つまりドイツ系ユダヤ人、クーン・ローブや、アメリカの他の大手銀行は、

フランスやイギリスに、1ドルの範囲での融資を拒否しました。彼らは、脇に立って 
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彼らは言った"フランスとイギリスがロシアに縛られている限り 一銭たりとも渡さない！"し

かし彼らはドイツに金を注ぎ込み ドイツと一緒にロシアと戦い 皇帝体制を舐めようとした

のです 

 
同じユダヤ人たちが パレスチナを手に入れる可能性を見たとき 彼らはイギリスに行って こ

の取引をしましたその時、すべてが変わりました。信号機が赤から緑に変わるように。新聞

は親独派で、ドイツが商業的にもその他の面でもイギリスと戦っていることの難しさを伝え

ていましたが、突然、ドイツはダメな国になったのです。彼らは悪党だったフン族だった赤

十字の看護婦を撃っていました。赤ん坊の手を切り落としていたそして彼らはダメだった 

 
まあ、その直後にウィルソン氏はドイツに宣戦布告しました。 

 

ロンドンのシオニストはこのケーブルを米国に送った ブランディス判事に"ウィルソン大統

領の件で仕事をしろ。我々はイギリスから我々の望むものを得ている。さあ、仕事に行って

、ウィルソン大統領のために仕事をして、アメリカを戦争に巻き込むんだ」というものでし

た。そうして米国は戦争に参加したのです。私たちはもう戦争には興味がありませんでした

。私たちはもう戦争に参加する権利はありません。 

 

さて、アメリカが参加した第一次世界大戦は、我々の戦争である理由が全くありませんでし

た。私たちは、世界のシオニストがパレスチナを手に入れるためだけに、その戦争に参加し

たのです。さて、このことはアメリカの人々には全く知らされていません。なぜ我々が第一

次世界大戦に参戦したのかを知らないのです。さて、何が起こったのでしょうか？ 

 
戦争に突入した後 シオニストはイギリスに行って言った"我々は協定の一部を履行した。戦

争に勝った後も約束を守り、パレスチナを与えるということを示す文書を作成しよう」と言

ったのです。戦争があと1年続くのか、あと10年続くのかわからなかったからです。そこで彼

らは領収書を作成し始めました。その領収書は手紙の形をしていて、非常に分かりにくい言

葉で書かれていて、世界中の人には何のことか分からないようになっていました。それがバ

ルフォア宣言と呼ばれた 

 

バルフォー宣言は、アメリカを戦争に参加させるための対価として合意した金額をシオニス

トに支払うというイギリスの約束に過ぎませんでした。ですから、あなたがよく耳にするこ

の偉大なバルフォー宣言は３ドル紙幣と同じくらいインチキなのです。そして、これ以上の

強調はできないと思います。 

 

さて、ここからがトラブルの始まりです。  アメリカは戦争に行った。  米国はドイツを粉砕

した私たちはそこに行って、それは歴史です。何が起こったか知っていますね。戦争が終わ

り、ドイツがパリに行き、1919年のパリ講和会議に参加したとき、そこには117人のユダヤ人

がユダヤ人代表団として参加していました。私はそこにいました。私はそこにいました。さ

て、何が起こったのか？ 

 

ユダヤ人は和平会議で ドイツを分割して ヨーロッパを分割して ヨーロッパの領土の一部の 

権利を主張する国々に分けようとしたときそして、彼らは初めてドイツ人の知るところとな

ったバルフォー宣言を発表したのです。そこでドイツ人は、初めて「ああ、これがゲームだ

ったんだ！」と気付いたのです。それが米国が戦争に参加した理由だ」とドイツ人は初めて

自分たちが敗北したことに気付きました 彼らはこの恐ろしい賠償金に苦しんだのです 

http://www.sweetliberty.org/issues/wars/wwi.htm
http://www.sweetliberty.org/issues/wars/balfour.htm
http://www.sweetliberty.org/issues/wars/balfour.htm
http://www.sweetliberty.org/issues/wars/balfour.htm
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シオニストはパレスチナを望んでおり、何としてでも手に入れようとしていたからです。 

 
さて、それはもう一つの非常に興味深い点をもたらします。ドイツ人がこのことに気づいた

とき、彼らは自然にそれを恨みました。それまで、ユダヤ人は世界のどの国でも、ドイツよ

りも良い暮らしをしていたことはありませんでした。 

 

そこにはラテナウ氏がいました。彼はこの国のバーナード・バルヒの100倍も産業と金融に

おいて重要な人物でした。北ドイツのロイズとハンブルグ・アメリカン・ラインという

二つの大きな蒸気船会社を経営していたバリン氏がいました。ホーエンツォレルン家の銀行

家であるブリークローダー氏がいました。ハンブルグには、世界最大の商人銀行家であるウ

ォーバーグ家がありました。ユダヤ人はドイツで非常にうまくやっていました。それは疑問

の余地がありません。ドイツ人は感じた"あれは完売だった"と 

 

それは私が最高に比較することができる売り切れだった - アメリカが今日ソ連と戦争をして

いたとしましょう。そして、私たちは勝っていました。そして、我々はソ連に言った"もう

やめよう。和平条件を提示する。全てを忘れよう」と言ったそして突然、レッドチャイナが

ソ連の同盟国として参戦してきましたそして彼らを参戦させたことが 我々の敗北をもたらし

た壊滅的な敗北をもたらした人間の想像力では到底理解できないような賠償金が発生した 

 

想像してみてください。もし、敗戦後、この国の中国人が、中国人であることが分かったと

したら。中国人は、私たちと一緒に働いている忠実な市民だと思っていたのに、私たちをソ

連に売り渡していたのです。アメリカで中国人を相手にしたら、私たちはどう感じるでしょ

うか？どの道にも顔を出すことはないだろう。彼らの世話をするのに十分で便利な街灯もな

いだろう。私たちがどう感じるか想像してみてください 

 

1905年以降、ロシアで最初の共産主義革命が失敗して、ユダヤ人がロシアから脱出しなけ

ればならなくなったとき、ユダヤ人は皆ドイツに行きました。  ドイツは彼らに避難所を与

えました。  彼らはとても親切に扱われましたここで彼らはドイツを川に売ったのです 理由

は何もありませんが パレスチナをいわゆる「ユダヤ連邦」として 欲しがっていただけなの

です 

 

ナホム・ソコロフは 偉大な指導者たち、今日シオニズムに関連して 話題になっている大物

たちですが、1919年、1920年、21年、22年、23年、彼らはすべての新聞に、そしてマスコミ

は彼らの発言で埋め尽くされました。 

 

ユダヤ人自身がそれを認めた1919年にドイツ軍が、ユダヤ人の血の入ったグラスがコカコー

ラやミューンヒナービールよりも美味いことを発見したのではありませんでした。  宗教的

な感情はなかった。  宗教的な信念を理由にして、ユダヤ人に対する感情はなかったのです

。すべて政治的なものだった。経済的なものだった宗教的ではなかった 

 

ドイツでは誰も気にしていなかった。 ユダヤ人が家に帰ってシェマ・イズラエルと言おうが

、父よと言おうが。ドイツでは誰も米国と同じように気にしていなかった。後にドイツでこ

のような感情が生まれたのは、あることが原因でした。それは、ドイツ人がユダヤ人に敗北

の責任を負わせたということです。彼らには何の罪もなかった。ただ成功しただけだ。彼ら

は大規模な海軍を築き上げた。世界貿易を築き上げた。 
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覚えておいてください、ナポレオンの時代、フランス革命の時代、ドイツ帝国とは何だった

のでしょうか？  - 小さな都市国家、プリンシパル、デュークドムなどで構成されていました。  

300の小さな独立した政治団体です  その間、ナポレオンとビスマルクの間に、それらは一つ

の国家に統合されました。その時から５０年で世界の大国の一つになった  彼らの海軍はイ

ギリスに匹敵し、世界中でビジネスをしていました。彼らは誰よりも安く、より良い製品を

作ることができました。  その結果どうなったのか？  その結果、何が起きたのか？ 

 
イギリス、フランス、ロシアの間には、「ドイツを叩きのめす」という陰謀がありました。

なぜなら、この3カ国がドイツを政治的に抹殺しようと決めたのか、その正当な理由を見つ

けられる歴史家は世界に一人もいないからです。さて、その後どうなったのでしょうか？ 

 
ドイツが敗北の原因がユダヤ人にあることを知ると、彼らは当然のことながらそれを恨んだ。

しかし、ユダヤ人の髪の毛は一本も傷ついていませんでした。髪の毛一本たりとも。ジョー

ジタウン大学のタンシル教授は、国務省のすべての秘密文書にアクセスできたが、その著書

の中で、コーデル・ハルがいわゆる政治犯収容所の調査のために1933年にヨーロッパに派遣

したユダヤ人、ヒューゴ・シェーンフェルトが書いた国務省の文書を引用して書いている。

そして、彼はそれを非常に良い状態で発見したと書き返しています。 

 
彼らは素晴らしい状態で、誰もがよく扱われていました。そして共産主義者でいっぱいでし

た。彼らの多くはユダヤ人でした。たまたまユダヤ人は当時のヨーロッパの共産主義者の98

％を占めていたからです。そこには聖職者、牧師、労働指導者、メイソン、その他国際的な

関係を持っている人たちがいました。 

 

ユダヤ人はこの事実を隠蔽しようとしていました。彼らはドイツを売り渡したことを 世界に

理解して欲しくなかったのです ドイツ人はそれに憤慨していました 

 

だから、彼らは彼らに対して（ユダヤ人に対して）適切な行動をとった。彼らは...私が言う

のもなんですが、可能な限り彼らを差別したのでしょうか。彼らは彼らを敬遠しました。中

国人、黒人、カトリック教徒、あるいはこの国の誰もがそうであるように、敵に私たちを売

り渡し、私たちの敗北をもたらしたのです。 

 
さて、しばらくして、世界のユダヤ人は何をすべきかわからなかったので、彼らはアムステ

ルダムで会議を招集しました。  1933年7月、世界中のユダヤ人が参加しました。  そして、彼

らはドイツに言った。"ヒトラーをクビにしろ。そして、すべてのユダヤ人を、共産主義者

であろうと何であろうと、元の地位に戻せ。我々をそのように扱うことはできない。我々、

世界中のユダヤ人は、あなたに呼びかけ、この最後通告をしています。  ドイツ軍は彼らに

言った...想像できるだろうそれで彼らは何をしたのか? 

 

別れたんだ サミュエル・アンターマイヤーは... この名前が何か意味があるのかな？(質問し

たいのか？)- 当時のドイツには共産主義者はいなかった 彼らは社会民主党と呼ばれていた) 

 

まあ、私は彼らが何と呼ばれていたかで行きたいとは思いません。今は英語の単語を使っ

ていますが、ドイツでは何と呼ばれていたのかは、あまり材料にはなりませんが、彼らは共

産主義者でした。   ローザ・ルクセンブルクとカール・リーブクネヒト、そしてドイツのユ

ダヤ人のグループが3日間政府を乗っ取ったのです。  実際、カイザーは終戦時にオランダに

逃げたのは、共産主義者がロシアと同じようにドイツを乗っ取ろうとしていると思ったから

で、皇帝がロシアでやったのと同じ運命を辿ることになると思ったからです。だから彼は安

全と安心のためにオランダに行ったのです。 
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当時、ドイツの共産主義者の脅威が鎮圧された時は静かでした。ユダヤ人は働いていて、ま

だ元の地位に戻ろうとしていました。あるグループ、禁酒主義者が酒に興味を持った人々と

戦ったのと同じで、彼らは拳銃を持って互いに戦うのではなく、あらゆる方法で戦ったのです。 

 
まあ、それがドイツでのユダヤ人との戦い方だったんですね。当時、ドイツには8000万人か

ら9000万人のドイツ人がいましたが、ユダヤ人は46万人しかいませんでした...ドイツの1％

の半分以下がユダヤ人だったのです。それなのに、彼らはすべての報道機関を支配し、経済

の大部分を支配していました。 

 

1933年、ドイツがアムステルダムで開催されたユダヤ人世界会議にドイツが降伏を拒否した

とき、彼らは解散して、アメリカ代表団の団長であり、会議全体の議長であったウンターマ

イヤー氏がアメリカに戻ってきました。 

 

"世界のユダヤ人は今、ドイツに対して聖戦を宣言する。我々は今、ドイツ人に対して神聖

な戦いに従事している。彼らを飢えさせて降伏させようとしている我々は彼らに対して世界

的な 不買運動を行うつもりだ 彼らは輸出ビジネスに依存しているので 彼らを破壊するだろ

う" 

 

そしてドイツの食糧供給の3分の2を輸入しなければならなかったのは事実であり 輸出した分

の収益でしか輸入できませんでした彼らの労働力です。ですから、もしドイツが輸出できな

ければ、ドイツの人口の3分の2が餓死しなければなりません。ただ、人口の3分の1以上の食

料が足りなかっただけなのです。 
 

http://www.iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm
http://www.iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm


8  

私が持っているこの宣言書は 1933年8月7日のニューヨーク・タイムズに 1ページ丸ごと掲載

されています サミュエル・アンターマイヤー氏は大胆にもこう述べています  "この経済ボイ

コットは、我々の自衛手段である。ルーズベルト大統領はNRAでの使用を提唱した。  覚え

ている人もいるかもしれませんが、ニューディールによって定められた規則に従わなければ

、誰もがボイコットされることになっていました。 

 
それにもかかわらず、世界中のユダヤ人がドイツに対するボイコットを宣言し、その効果は

絶大で、世界中のどこの店に行っても「Made in Germany」と書かれたものを一つも見つけ

ることができませんでした。 

 
実際、ウールワース社の幹部は、何百万ドルもの食器や食器を川に捨てなければならなかっ

たそうです。店に入って「ドイツ製」と書かれた皿を見つけると、「ヒトラー」とか「殺人

者」とか、南部で起きている座り込みのような看板を掲げてピッキングされました。 

 

R.H. メイシーはシュトラウス家が経営していて 偶然にもユダヤ人だった... ある女性がケム

ニッツから来たストッキングを 見つけたんです "Made in Germany"と書かれていました綿の

ストッキングだった20年前からあったのかもしれませんね。私はこの20年間、女性の脚を観

察してきましたが、綿のストッキングを履いているのを見たことがありません。だからメイ

シー!メイシーがボイコットされて、何百人もの人が「MURDERS」とか「HITLERITES」と

かの看板を持って歩いているのを見ました。 

 

その時までドイツではユダヤ人の髪の毛は一本も傷ついていなかった。苦しみも飢餓も殺人

も何もありませんでした。 

 
さて、それは...当然のことながら、ドイツ人は、「なぜ、この人たちは何者なのか、我々に

対してボイコットを宣言して、我々の国民全員を仕事から放り出し、我々の産業を停止させ

るのか」と言いました。誰が我々にそんなことをするんだ」と当然のように憤慨しました。

確かに彼らはユダヤ人が経営する店に卍を描いていました。 

 

なぜドイツ人がボイコットに参加していた店主に金を渡す必要があるのでしょうか？その店

主はドイツを飢えさせて世界のユダヤ人に降伏させようとしていたのです。まあ、それは馬

鹿げていた。 

 

それはしばらく続きましたが、1938年にポーランドから来た若いユダヤ人がパリのドイツ大

使館に入ってきて、役人（ドイツの役人）の一人を撃ったときまでは、ドイツ人がドイツの

ユダヤ人に対して本当に荒れ始めたのは、1938年のことでした。  窓を割ったり、路上で喧嘩

をしたりしていましたね。 

 

反ユダヤ主義」という言葉は意味がないので使いたくないのですが、あなたにとっては意味

があるので使わせていただきます。ボイコットの責任、そして第二次世界大戦の責任でもあ

ります。 

 

その間、私はドイツに住んでいましたが、ドイツ人がヨーロッパはキリスト教か共産主義に

なると決めていることを知っていました。ヨーロッパはキリスト教か共産主義になるだろう

と。 

http://www.iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm
http://www.iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm
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共産主義になるかもしれませんドイツ人は決定しました： "可能であればキリスト教を維持

しよう" と。再軍備を始めた 

 
その意図は、アメリカがソビエト連邦を認めた頃、1933年11月にソビエト連邦は非常に強力

になり、ドイツは「我々の番がすぐにやってくる、我々が強くならない限り」と悟りました

。 

 

そして、我々の政府は防衛のために830億か840億ドルを使っていると言われています。誰に

対する防衛？モスクワの4万人の小さなユダヤ人に対する 防衛策です ロシアを乗っ取りまし

た そして彼らの巧妙なやり方で 世界の他の多くの政府を支配しました 

 

今、この国が第三次世界大戦の危機に瀕していることは、私の想像力をかき乱すものです。  

核爆弾の単位がメガトンであることは知っている。メガトンとはＴＮＴ１００万トンを表す

言葉である。100万トンのTNTがメガトンです。  今、私たちが使っている核爆弾の容量は10

メガトン、つまり1000万トンのTNTが入っています。それが５、６年前に開発された時の話

です。今、開発中の核爆弾は200メガトンの容量を持っていますが、ソ連の核爆弾は何メガ

トンあるかは神のみぞ知るです。 

 

では、私たちは今、何に直面しているのでしょうか？核戦争に発展する可能性のある世界大

戦を引き起こせば、人類は終わりです。なぜそうなるのか？第三幕で幕が開くからだ第一幕

は第一次世界大戦 第二幕は第二次世界大戦第三幕は第三次世界大戦だ 

 
世界のユダヤ人、シオニストとその共同宗教者たちは、世界中のいたるところで、アメリカ

を再び利用して、彼らの世界政府の足がかりとしてパレスチナを恒久的に保持するのを助け

ようとしているのです。今、私がここに立っているのと同じように、それは真実です。なぜ

なら、私だけが読んだのではなく、ここにいる多くの人が読んでおり、世界中に知られてい

るからです。 

 

さて、私たちはどうすればいいのでしょうか？あなたが救う命は、あなたの息子さんの命か

もしれません。あなたの息子さんたちは、今夜、戦争に向かうかもしれません。その時に知

っていましたか？アメリカでは誰も知らなかったあなたはそれを知ることを許されていませ

んでした 

 

誰が知っていたの？ウィルソン大統領は知っていたハウス大佐は知っていた他の人も知って

いた私は知っていたのか？私は何が起こっていたかのかなり良いアイデアを持っていました

。私は、ウィルソン大統領が当選した1912年の選挙運動で、ヘンリー・モルゲンソー、シニ

アに連絡を取っていたし、オフィスの周りで話があった。 

 

私は、財務委員会の委員長であったヘンリー・モーゲンソー・シニアの「秘密主義者」であ

り、彼と財務官のロロロ・ウェルズとの連絡役を務めていました。私は、このような会議で、

ウィルソン大統領を筆頭に、他の人たちと一緒に座っていました。私は、彼らがウィルソン

大統領の脳裏に、卒業所得税や、今の連邦準備制度がどうなっているのかを叩き込み、 

 
ブランデイス判事とウィルソン大統領は この手の指２本分と同じくらい仲が良かった ウッ

ドロウ・ウィルソン大統領は 生まれたばかりの赤ちゃんのように 何が起きているかを判断

することができなかったのと同じくらい無能でしたこうして私たちを第一次世界大戦に巻き

込んだのです、私たちが寝ている間に。 
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今、この瞬間に...彼らは第三次世界大戦を計画しているかもしれません。核爆弾を使わなく

ても、チャンスはありません。世界の約5％の米国が、世界の80〜90％の国々と、自国の地

でどうやって戦えるのか？何のために？ユダヤ人がパレスチナを 領土にできるのか？彼らは

君たちを騙してきたんだ 君たちが来ているのか行っているのかわからないようにね 

 
判事は陪審員に告発する時には "皆さん 証人がたった一つの嘘をついたと認めれば 全ての証
言を無視して構いません"と言う その通りですあなたがどこの州から来たのか 知らないが ニ

ューヨーク州では それが陪審員への判事の言い方だ証人が一つの嘘をついたとしても証言は

無視する 

 
さて、ユダヤ人についての事実はどうなっているのでしょうか？ 

 

ユダヤ人--私は彼らをユダヤ人と呼んでいます。私は彼らをユダヤ人とは呼ばない。私は彼

らのことをいわゆるユダヤ人と呼んでいますが、それは彼らが何者であるかを知っているか

らです。もしイエスがユダヤ人であったならば、今の世界にはユダヤ人はいませんし、その

ような人たちがユダヤ人であるならば、確かに私たちの主であり救い主はその中の一人では

ありませんでしたし、私はそれを証明することができます。 

 
さて、何が起こったのでしょうか？ユダヤ人を自称する人々の世界人口の92％を占める東欧

のユダヤ人は、元々はハザール人だった。 

 
彼らはアジアの奥深くに住んでいた戦争好きな部族でした。彼らはとても戦争好きで、アジ

ア人でさえもアジアから東ヨーロッパに追いやってしまったほどでした - 東ヨーロッパの歴

史についてあまり混乱しないように、これを減らすために - 彼らはこの大きなカザール王国

を設立しました。80万平方マイルのカザール王国を設立しました。ただ、ロシアはなく、他

の国もなく、カザール王国はヨーロッパ最大の国でした。それほど大きくて強大な国だった

のです。 

 
さて、彼らは不潔な男根崇拝者だった。今はその詳細には触れたくないがそれが彼らの宗教

だったのだ 世界の他の多くの異教徒や野蛮人の宗教と同じようにね 

 

さて、[ハザール]王は、自分の王国の退廃にとても嫌気がさしたので、いわゆる一神教の信

仰を採用することにしました - キリスト教、イスラム教、モスレム教、または今日ではユダ

ヤ教として知られているもの - 本当のタルムード教です。だから、トップを回転させて「イ

ーニー、ミーニー、ミニー、ミニー、モー」と呼ぶように、彼はいわゆるユダヤ教を選んだ

のです。そして、それが国教となりました。 

 

彼はプンベディタとスーラのタルムード学校に送り込み、何千人ものラビを彼らの教えで育

て、80万人、80万平方マイルの彼の王国にシナゴーグと学校を開き、1000万人から2000万人

の人々がユダヤ人と呼ばれるようになりました。彼らの中には、旧約聖書の歴史だけでなく、

有史以来、聖地に足を踏み入れた先祖は一人もいませんでした。一人もいなかった！それな

のに彼らはキリスト教徒のところに来て パレスチナでの武装蜂起を支援しろと言ってきた 

 
"神に選ばれた人々を先祖代々の故郷である約束の地に送還したいのでしょう それがあなた

のキリスト教の義務です私たちはあなたの主であり救い主として 少年の一人を与えました日

曜に教会に行ってひざまずいて ユダヤ人を崇拝している 我々はユダヤ人だ" 
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彼らは異教徒のカザール人で、アイルランド人が改宗したのと同じように改宗したのです。

そして、彼らを「聖地の人々」と呼ぶのは、それと同じくらいばかげている...5400万人の中

国のイスラム教徒がいる。5,400万人!モハメッドが死んだのは西暦620年だから、その間に

5400万人の中国人がイスラム教を受け入れたことになる。 

 

さて、想像してみてください。アラビアから2,000マイル離れた中国で、メッカの街があり

、モハメッドが生まれた場所...5,400万人の中国人が自分たちを「アラブ人」と呼んだとした

ら...想像してみてください。想像してみてください！彼らは狂人だと言うだろう5400万人の

中国人がアラブ人だと信じている人は気が狂っているに違いない。彼らがしたことは宗教的

な信仰として採用しただけだ。その起源はアラビアのメッカにあった信仰だ。 

 

アイルランド人と同じだアイルランド人がキリスト教徒になった時 誰も彼らを海に捨てずに 

聖地からキリスト教徒の新しい作物を 輸入しました彼らは違う人間ではなかった彼らは同じ

民族だったが、キリスト教を信仰として受け入れていたのだ。 

 

さて、これらの異教徒、アジア人、トゥルコ・フィンランド人は...アジアから東ヨーロッパ

に追いやられたモンゴロイド民族です。彼らも同様に、彼らの王がタルムード教の信仰を得

たので、選択の余地はなかった。スペインと同じだ王がカトリックであれば、誰もがカトリ

ックでなければならなかった。そうでなければ、スペインから出て行かなければなりません

でした。だから、彼らは皆、木や茂みと同じように土地に住んでいたのです。 

 

想像してみてください キリスト教徒にとって どれほど愚かなことか... 世界の偉大なキリス

ト教国が言うのは "神に選ばれた人々を祖先の故郷である 約束の地に送還するために 我々の

力と威信を使う" 

 
もっと大きな嘘があるのか？もっと大きな嘘があるかもしれない？ 

 

新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、本の出版ビジネスを支配しているのは彼らですから、説教壇

に立っている大臣や、ソープボックスに立って同じ言葉を話す政治家もいます。黒を黒とは

呼ばなくなり、黒を白と呼ぶようになる。そして、誰もあなたを責めることはできません。 

 

これは大きな嘘の一つであり、世界に降りかかった全ての不幸の根底にあるものです。なぜ

なら、ヨーロッパで戦った2つの戦争-第一次世界大戦と第二次世界大戦-の後、もしヨーロッ

パの人々と平和で調和のとれた生活ができなかったとしたら、彼らの同胞がアメリカで生活

しているように、2つの戦争は何のために戦ったのでしょうか？彼らは何のために戦ったの

でしょうか？ 

- あなたがトイレを流すように - 彼らは仲良くできなかったから、彼らは「じゃあ、私たち

は祖国に帰るから、あなたたちキリスト教徒は私たちを助けて」と言わなければならなかっ

たのでしょうか？ 

 

私にはまだ理解できない ヨーロッパのキリスト教徒がどうしてあんなに馬鹿だったのか な

ぜなら、どの神学者も、どの歴史の先生も、 私が話していることを知っていたからだ。でも、

自然と賄賂を贈って、金で黙らせて、口に金を詰め込んで、今は...全部知っていようが知っ

ていまいがどうでもいい。あなたがこれらの事実を全部知っていようがいまいが、私には関

係ない。私の家族の中には次の戦争に参加しなければならない子供たちがいる 彼らには行っ

てほしくないし 戦って死んで欲しくない... 韓国で死んだように日本で死んだように世界中で

死んだように何のために？ 

 
何百年も何千年も前から土地や農場や家を平穏に所有していた無実の人々から盗んだものを
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悪党が持ちこたえるのを助けるために？ 
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アメリカが戦争をしなければならない理由？民主党がニューヨーク州の選挙権を欲しがって

いるから？イリノイ州は？そしてペンシルバニア州・・・選挙人票？ シオニストとその共産

主義者に支配されている・・・パワーバランス？ 

 
ニューヨークには40万人のリベラル党員がいますシオニストとその共産主義者ですニューヨ

ーク州は４０万票の差で ケネディ氏を支持しました今、私はケネディ氏を責めていません。

私はケネディ氏のことが好きです。彼は偉大な人だと思います。彼に事実を伝えれば、この

問題を解決できると思います。彼の任命が示す以上のことを知っていると信じています。彼

は敵を翻弄している釣りに行く時のように魚と遊ばなければならない魚を出して引き込むん

だ魚を出して引き込むんだしかし、ケネディ氏の父親を知っていて、彼はこの問題に精通し

ていて、ケネディ氏は父親と親しいので、ケネディ氏が完全に闇の中にいるとは思えません

。 

 
しかし、私は、すべての母親、忠実なキリスト教徒、この国の防衛を神聖な権利と考えるす

べての人の義務だと思います。そして彼に伝えてください "私は、あなたが私の息子を送る

べきだとは思わないし、私たちの子供たちは、アメリカ合衆国の制服を着て、ここにある旗

の下で、私たちの赤、白、青、彼らが盗んだものを保持するためにそこで戦うために私は誰

もが一人で一度は書いてはいけないと思いますが、書き続けて、お友達にも書いてもらいま

しょう。 

 
さて、私は果てしなく続けることができました。私が今、あなたにお願いしたことを裏付け

るために、これらのことをあなたに伝えることができました。でも、その必要はないと思う

。あなたは知性では平均的なグループを超えていますし、もうこれを印象づける必要はない

と思います。 

 

でも...もう一つ言いたいことがあるあなたが話しているのは... "ああ ユダヤ人だなぜユダヤ

人なのか？キリスト教だよ。ユダヤ人からキリスト教を受けた ユダヤ人はイエスを与えた 

ユダヤ人は我々の宗教を与えた贖罪の日にユダヤ人にとって とても神聖な日だと思っている

が その日に... 私もその中の一人だった！これは伝聞ではない暴言を吐くために来たのではな

い。事実を伝えに来ました 

 

贖罪の日にシナゴーグに入ると、最初に唱える祈りは、あなたが立つことです。コル・ニー

ドルです。その祈りの中で、あなたは全能の神との間で、次の12ヶ月間に行うことができる

誓い、誓い、誓約、誓約は、いかなる誓い、誓い、誓約も無効であるとの契約を結ぶのです

。 

 

誓いは誓いであってはならず、誓いは誓いであってはならず、誓約は誓約であってはならな

い。それらは、効力を有しないものとする、等々。 

 
そしてさらにタルムードは教えています： "忘れてはいけない - あなたが誓い、誓い、誓い

をするときはいつでも - あなたが贖罪の日に暗唱したコルニードルの祈りを思い出してくだ

さい、それはあなたがそれを満たすことを免除する"。 

 

彼らの忠誠心にどれだけ頼ることができますか？1916年にドイツ軍が彼らの忠誠心に依存し

たのと同じように、あなたは彼らの忠誠心に依存することができます。 

 
ドイツが苦しんだのと同じ運命を辿ることになります。誓いや誓い、誓約を尊重する義務の

ない指導者のような不安定なものに頼ることはできません。今、私は他の多くのことを暗唱

することができましたが、あなたの時間を少し尊重したいと思います。あなたは本当に、あ

http://www.sweetliberty.org/issues/israel/kolnidre.htm
http://www.sweetliberty.org/issues/israel/kolnidre.htm
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ー、このすべてを終わらせたいのですね。明日は長い一日になりそうだ 
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[短縮された。フリードマンは「常識」新聞について話し続ける。その後、彼は聴衆からの

質問を求める。] 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
フリードマンよし、コメントしよう。これはかなり深いのですが、皆さんは非常に高い知性

をお持ちなので、私は試みてみたいと思います。聖書の歴史の時代には、ユダという地理的

な地域がありました。ユダヤはローマ帝国の州でした。ユダヤに住んでいた人はユダヤ人と

呼ばれ、ラテン語ではユダエウス、ギリシャ語ではユダイウスと呼ばれていました。これが

ギリシャ語とラテン語でジュデアンを表す二つの言葉です。 

 

さて、ラテン語やギリシャ語には「j」のような文字はなく、ユダエウスやユダイウスの最初

の音節は「グー」から始まります。さて、聖書が書かれた時、最初に書かれたのはギリシャ

語、ラテン語、パナティック語、シリア語、アラム語...全ての言語です。ユダヤ人という言

葉は存在しなかったからです。ユダヤは国であり、人々はユダ人であり、イエスはユダ人と

しか呼ばれていませんでした。私はそれらの初期の...入手可能な初期のスクリプトを見てき

ました。 

 

1345年、イギリスのワイクリフという人が、聖書を英語に翻訳する時が来たと考えました。

聖書の英語版がなかったのは、悪魔が読める人がいなかったからです。ラテン語とギリシャ

語、シリア語、アラム語、その他の言語を読めるのは、教育を受けた教会の人々だけでした

。とにかく、ウィクリフは聖書を英語に翻訳しました。しかし、その中で彼は、ユダエアス

とユダイウスのための言葉を探し回らなければなりませんでした。 

 

ユダヤは消滅していたので、英単語はありませんでした。ユダヤは存在しなかった。人々は

ずっと前にそれを忘れていました。だから、最初の翻訳では、彼はイエスに言及する際に、

「ユダヤ人」という言葉を「ギュ」と使ったのです。当時は印刷機もありませんでした。 

 
1345年から17世紀の間に 印刷機が使われるようになった時 その言葉は多くの変化を経て...全

部ここにありますよろしければ読んであげましょうか？  読みますウィクリフ聖書にあった

「ギュ」という言葉は...最初は「ギュ」、次に「ギウ」、そして「イウ」になりました（ラ

テン語の「イ」は「ジ」と発音するからです）。ユリウス・シーザーはラテン語で'j'がない

ので'Iul'です）、次に'iuw'、次に'ieuu'、次に'ieuy'、次に'iwe'、次に'iow'、そして'iewe'となり

、時が経つにつれ、すべての聖書に書かれています。それから 'ieue' 、次に 'ieue' 、次に 'ive' 

、そして 'ivw' となり、最後に18世紀には... 'jew' となりました。ユダヤ人 

 

ユダヤ人とは、ラテン語ではユダアイアスのことです。ユダヤ人」という言葉は存在しませ

んでしたし、どの神学者でも、私はこの国で最も有名な神学のセミナール20校とヨーロッパ

の2校で講義をしたことがありますが、ユダヤ人という言葉は存在しませんでした。ユダヤ

人であり、イエスはユダ人であり、彼を説明するために英語の聖書の中で最初に使われた言

葉は「ギュ」（ユダヤ人）でした。ユダヤ人の短縮形であり、研究室を「ラボ」と呼び、ガ

ソリンを「ガス」と呼ぶのと同じです。 

 
だから、イギリスには公立学校がなく、人々は読み方を知らなかったのです。神学者が「ユ

ダヤ人を傷つけてはいけない」と言うのは馬鹿げているとしか言いようがありません。聖典

のどこにそんなことが書いてあるのか知りたい。聖書のどこに書いてあるのか知りたい。 
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ユダヤ人に触れたことでドイツに起こったことを見てください。アメリカの市民として あな

たはどうしますか？ いわゆるユダヤ人と呼ばれる人たちが あなたにしたことを - ポラック、

リトバク、リツィアナー - 彼らはユダヤ人ではありませんでした 私があなたに説明したよう

に彼らは東欧人でした 
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タルムード教に改宗した人はユダヤ教というものは存在しませんでしたユダヤ教は近年にな

って この宗教に与えられた名前です 聖書の歴史の中では トーラー[inaudible]として知られ

ていましたユダヤ人も教育を受けた人も、ユダヤ教なんて聞いたことがありませんでした。

存在しなかったのです。彼らはそれを空中から引っ張り出してきた...意味のない言葉だ。 

 

反ユダヤ主義者」と同じ。アラブ人はセム人。そして、キリスト教徒はユダヤ人が嫌いな人

を反ユダヤ人と言って、アラブ人を全て反ユダヤ人と呼んでいます。世界で唯一のセム人は

アラブ人だ。ユダヤ人でユダヤ人は一人もいない。みんなトルコ人のモンゴロイドだ東ヨー

ロッパのユダヤ人だだから、彼らは大衆を洗脳したのです。 もし、あなたがこれらのことを

話した牧師に会うために私を招待してくれるなら、私は彼を納得させて、それが正しい方向

への一歩になるでしょう。私は彼に会うためならどこへでも行きます。 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

はい、奥様えーと...それには答えられますまず第一に、あなたの最初の前提が間違っていま

す。すべてのユダヤ人がお互いに忠誠心を持っているというあなたの最初の前提は間違って

います。なぜなら、東欧のユダヤ人は他のユダヤ人よりも 数が多いからだ 彼らは自分たち

がユダヤ人の「種族」であるという 印象を作り出している 彼らがユダヤ人の国家であり 彼

らがユダヤ人の民族であるという... そしてキリスト教徒はそれをシュークリームのように 飲

み込んでしまう 

 

しかし、1844年にドイツのラビは、贖罪の日の宗教儀式からコル・ニドルを廃止するために

、世界中からラビの会議を招集しました。  1844年にその会議が開催されたドイツのブラン

ズウィックでは、ほとんど凄まじい暴動が起きました。内戦です。 

 

東欧人は「なんだよ。コル・ニードルを諦めるべきか？それは我々の民のグリップを与えて

くれる我々は彼らにフランチャイズを与えているので 彼らはキリスト教徒に言うことができ

ます '地獄に落ちろ。どんな取引でもしよう」と言っても 実行する必要はありませんそれが

我々の民衆に対するグリップを与えてくれるのです」。だから、彼らはそれほど団結してい

ないし、その感覚を知っていれば... 

 

さて、この種族に洗礼を授けた男の公式文書をお見せしましょう。これは、ニューヨークの

シオニスト組織のアーカイブから 入手した文書です。 この中には、ジェームズ・A・マルコ

ム卿の原稿が入っています。 

 

ここではイギリスのユダヤ人は皆 反対していたと言っています何年もそこにいたユダヤ人、

[inaudible - おそらくセファルディム]、ポルトガル人やスペイン人、オランダ人の祖先を持

つユダヤ人...彼らは一神教で、その宗教的信仰を信じていました。それは東ヨーロッパのユ

ダヤ人がまだアジアの中心部を走り回っていた頃で、その後ヨーロッパに入ってきたのです

。しかし、彼らとは...キリスト教の「人種」の話をしていいのか、キリスト教の宗教の話を

していいのか...キリスト教徒は結束しているのか...というと、それ以上のことはありません

。 

 

ユダヤ人の間にも同じような不和がありますこの同じ文書でお見せしましょう 彼らがフラン

スに行って シオニストの事業をフランス政府に支持させようとした時 フランスには一人の

ユダヤ人しかいませんでしたそれがロスチャイルドでした 彼らは石油とスエズ運河に 興味

を持っていたからです 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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なぜか分かるか？周りに来て、いくら寄付しなければならないか教えてくれる。周りに来て

、いくら寄付しなければならないか教えて、もし寄付しなければ...ああ、あなたは反抗的だ

わ 
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セム系だそうなると、彼らの友人は誰一人として関わりを持たなくなり、中傷キャンペーン

を開始します...そして、あなたは与えなければなりません。 

 
ニューヨークの衣料品センターには12のメーカーが入っていますイスラエル債を売るための

ドライブが始まると、 ユダヤ人連合ドライブは大きなスコアボードに企業の名前を書いて、

その反対側には、その企業の名前の後に金の星をつけるのです。そして、買い手には、「そ

のビルに入って誰かを呼びに来て、金の星を持っていなかったら、金の星を持っているまで

は買わないと伝えてください」と言われる。ブラックメール。他に何と呼べばいいのかわか

らない。 

 

それで彼らは何をしてるの？彼らは「人道的目的」だと言って イスラエルに80億ドルを送

る 非課税、控除対象になるもし、イスラエルに80億ドルを送らなかったら、そのうち70億

ドルは所得税として米国財務省に入っていたでしょう。それでどうなるのか？その70億ドル

の赤字、エアポケットは、騙されやすいキリスト教徒が補わなければならない。 

 
ガスやパンにもっと大きな税金をかけるとか、法人税をかけるとか。誰かが政府の家計費を

払わなければならない。なのに、なぜあそこで銃を買わせて、古代の祖国から人々を追い出

すためにお金を送らせているんですか？そして、あなたはこう言う。貧しいユダヤ人たち。

彼らには行くところがないし、彼らはずっと迫害されてきた」と言う。彼らは宗教のために

迫害されたことは一度もありません。そして、ここに二列に並んだラビたちが私に挑戦して

くれればいいのにと思う。歴史上一度も、一度も、彼らの宗教のために迫害されたことはあ

りません。 

 

ユダヤ人がイギリスから追い出された理由を知っていますか？1285年にエドワード1世が追い

出し、ロスチャイルド家が資金を提供したクロムウェル革命まで、ユダヤ人は二度と戻って

こなかった。400年間、ユダヤ人は一人もいませんでした。しかし、なぜ追い出されたか知

っていますか？それは、キリスト教とイスラム教では、お金を使うために「家賃」を請求す

ることは罪だからです。言い換えれば、私たちが利息と呼んでいるものは罪なのです。 

 

ユダヤ人はイングランドで独占していたのですが、彼らは非常に多くの利子を請求していま

した。領主や公爵が支払えなくなると、彼らは差し押さえを行いました。彼らは大変な問題

を起こしていたので、イングランド王はついに彼らのパートナーになりました。彼らが差し

押さえに来たとき、公爵たちの何人かがユダヤ人とぶつかってしまったからです。それで王

はついに言いました-これはすべて歴史上のことですが、ティアンソンかロークの『イング

ランドにおけるユダヤ人の歴史』を調べてください。王は、この問題が何なのか、彼らがど

れだけの金を稼いでいるのかを知ると、自分が貸金業者の50％のパートナーであることを宣

言したのです。エドワード１世だそして何年にもわたって、イギリス財務省の収入の3分の1

は、ユダヤ人による貸金業の50パーセントの利子から来ていた。 

 
しかし、それはますます悪化した。領主や公爵が貸金業者を殺し続けると、王は「私がすべ

ての貸金業者の相続人であることを宣言する。  もし彼らが殺されたら、あなたは私に金を

払わなければならない。  そのため、王は軍隊で出て行って金を集めなければならなかった

ので、ユダヤ人たちに出て行くように言いました。15,000人のユダヤ人がいましたが、彼ら

は出て行かなければならず、アイルランドに渡って行きました。 

 

エドワード王は彼らが何をしているのかを知ったとき、誰かに先んじてアイルランドを自分

のものにしようと決心しました。彼はロバート・サウスガードに 傭兵部隊を送り込み アイ

ルランドを征服したユダヤ人が宗教のせいで 迫害されたことがあるか？そんなことは一度も

ありませんそれは常に彼らが定住する地域社会の政治的、社会的、あるいは経済的な慣習や
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伝統に影響を与えているのです。 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

はい、そうです。まあ、彼らはほとんどのことを自分たちで言っています。ベンジャミン・

フランクリンが言う必要はありませんでしたほとんどのことは彼ら自身が言っていますしか

し、ベンジャミン・フランクリンはヨーロッパで何が起きているかを観察し、伝聞で理解し

ていました。 

 

920年にロシアが成立し、カザール王国を徐々に包囲し、彼らを吸収したとき、裕福なカザ

ール人のほとんどは西ヨーロッパに逃れてきた。習慣、習慣、本能を持ってきたのです。 

 

ベンジャミン・フランクリンが彼らをユダヤ人と呼んだのは、彼らがそう呼んでいたからで

す。また、キリスト教徒が最初にロシアから逃げてきた人たちが誰であるか、彼らがタルム

ード信仰を実践していたことを聞いたとき、西ヨーロッパのキリスト教徒は、「彼らは失わ

れた10部族の残党に違いない！」と言いました。 

 

ユダヤ人の中で最も偉大な歴史家であるグルッツ氏はこのように言っています。  だから、

ベン・フランクリンが18世紀にヨーロッパに来たとき、彼はすでに彼らが祖国を離れた後に

したことの結果を見ていたのです。そして、その言葉は全て真実です...彼ら自身が言ってい

ます。  彼らが書いた本を何冊もあげることができますが、その中には同じことを言ってい

ます。敗北すると冷酷になる  彼らはただの野蛮人だ彼らはアジアのモンゴル人の子孫であ

り、目的を達成するためには何でもするだろう。 

 

ロシアを乗っ取る権利があったのか？皇帝はその9～10ヶ月前に退位していた立憲君主制に

する必要はなかったしかし、彼らはそれを望んでいませんでした。立憲君主制が11月に集合

することになったとき、彼らは彼らを刈り払い、ソビエト連邦を設立しました。 

 

その必要はありませんでした。ブリタニカ百科事典の「ボリシェヴィズム」の下には、レー

ニンが革命を成功させるための5つの法則が書かれています。その中の一つは、"適切な時を

待ちなさい、そして、あなたが持っているすべてのものを彼らに与えなさい"というもので

す。読んでみてはいかがでしょうか 

 

ブリタニカ百科事典の記事を書いた ハロルド・ブラックツリー氏は、ユダヤ人が共産主義運

動を構想し、創造し、育成したと述べています。そして、彼らのエネルギーが彼らを運動の

先鋒にしたと書いています。ハロルド・ブラックツリーが書いたもので、彼よりも共産主義

について知っている人はいませんでした。そして、エンサイクロペディア・ブリタニカは25

年間、それを印刷してきました。 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
フリードマン犯罪的な事をしろとは 言えないが これだけは言える私が無限の連鎖と呼んで

いるものを 始めることができますもしあなたの友人に客観的に書いてもらえれば、以下のよ

うになります。ケネディ氏の事務所が自らくれたものです。ケネディ氏の後を継いだスミス

氏が、彼のオフィスを引き継ぎ-彼のオフィスにいた-、そして私にこれを渡した。彼は25日

にこれを渡したのですが、ここに書いてあります。 

 

"8月25日AM（朝刊を意味する）へのリリースのために" "イスラエルはここに留まる。民主

党の国家的公約であり、特別な義務である。ホワイトハウスが主導しなければならない。ア
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メリカの介入。のいかなる国に対しても、迅速かつ断固として行動する。 
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"隣国を攻撃する中東。私はイスラエルとアラブ諸国の両方に、いかなる国の侵略も阻止す

るために必要な力とスピードで行動するという保証を明確にすることを提案する」と述べて

います。 

 

さて、人々の祖国への帰還を[アラブ・パレスチナ人の]侵略と呼ぶのでしょうか？ケネディ

氏はそんなことをするつもりなのか？300万人のメキシコ人がテキサスに入ってきて、600万

人のテキサス人をアリゾナやニューメキシコの砂漠に追いやったとしよう。メキシコ人が武

装して テキサスに潜入し- テキサス人は武装解除され- ある夜 テキサスから追い出して アラ

モ共和国を宣言したとしようアメリカはどう思うだろう？ 

 

メキシコの泥棒から家を 取り戻そうとしたのは侵略だと言えるか？アラバマの黒人が ソビ

エトに密かに武装し 一夜にして立ち上がって 白人をミシシッピやジョージアやフロリダの 

沼地に追いやり... 彼らを完全に追い出し ハム共和国を宣言したとしようアラバマの白人が故

郷に帰ろうとしたら侵略だと言うのか？ 

 

もしソビエト連邦が "黒人が占領しているんだ！"いや、あのメキシコ人はテキサスにいる 彼

らは自分たちを主権国家と宣言したんだ"放っておけ。ユタ州とネバダ州には部屋がたくさ

んある。どこか他の場所に移住しなさい」と言っています。 

 

もしアラバマの白人やテキサス人が故郷に戻りたいと言ったら、それを侵略と呼ぶだろうか

？だから今、ケネディ大統領に手紙を書いて、「国連が過去12年間で15回、パレスチナを占

領しているシオニストにアラブのパレスチナ人が元の家や農場に戻ることを許可するように

呼びかけたように、彼らが家に戻ることを望んでいるのであれば、私たちはあなたが使って

いる言葉の意味では侵略とは考えない」と言わなければならないのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1961年にワシントンD.C.のウィラードホテルで行われたベンジャミン・フリードマンの演説

の記録の終わり。] 


