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頭を下げて祈りましょう。1

親愛なる神様、今日私たちの中心にあなたのご臨在が大いに注がれていることをとても感謝していま
す。この午後、非常に、大いに期待しています。この素晴らしいクリスチャン女性からのこのすばらしい賛美
歌と、降りてきた御霊による解釈をこころから感謝します。主よ、私たちが祈る様にしておいてください。そし
て、神様、私たち一人ひとりを祝福し、これが起こるのを見るとき、私たちの心が喜びで満たされるようにして
ください。親愛なる神様、この午後、あなたに会う準備が出来ていない所があれば、彼らがその最終的な決
断を下して新生を通してあなたの所に来る時間をお与えください。

私たち全員を祝福してください。主よ、長い道のりを歩んできました。あなたの御言葉によって新しいこ
とを教えてください。主よ、あなたの御霊によるより良い理解を与えてください。彼が来て御言葉を解釈してく
ださいますように。私たちが持っている唯一の解釈者はその霊なのです。彼が今日それを私たちに与えてく
れることを祈ります。これをイエスの名の下に尋ねます。アーメン。[会衆の誰かから出されたメッセージ]

それで十分です。何という時！天国でない限り、私はこれ以上に良い場所を知りません。今、それが油
注がれているのを感じているのですから。天国的な場所に集まってイエス・キリストの天国的な場所に集まり
一緒に座っています。
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神がフィレンツェ姉妹を祝福します。そして彼女は悲しみと影の時を過ごしています。彼女の父親が亡
くなったから、そして私は「神がその子供を祝福するように」と祈ります。

そして、デモス兄弟は、両肩に負担があり、そしてこれらすべてのコンベンションや物事の重さがかかっ
ています。彼にも私たちの祈りが必要です。神がシャカリアン兄弟を祝福しますように。

カール・ウィリアム兄弟、このコンベンションにあなたが一緒にいらっしゃって又これらの素晴らしい兄
弟達とあなたが一緒にいる事で本当に幸せです。又、私は何人かに会えるという特権を持っていて、そして
今、これは私の礼拝の最後の部分です（私の知る限りで）。私は彼らと一緒に、より良い場所で永遠を過ご
すことを期待しています。

ちょっとしたことですがー私はその事で誤解されないことを願っています。昨日私が友人からダニー・
ヘンリーからプレゼントを贈られたのは、私が考えていないのは偶然ではないし、あるいはそれが摂理的だ
ったのだと思います。彼は男の子でした。カリフォルニアで開催されたクリスチャンビジネスマンのコンベン
ションのある日、私は会議を開いていました。私は当時の状況に対して非常に激しく語っていました、そし
て、私は私の心に悪があるということ - 誰もがそれを理解することを願っています。というわけではありませ
ん。あなたはきっと私がそのような意味ではないことを理解しています。しかし、私は私が言うために来るも
のをただ言わなければなりません。
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そしてその後、この小さな、バプテストの兄弟、そして私は彼が映画スターの親戚だったと思います。そ
して彼は私の周り腕を回して言いました、「主はあなたを祝福します、ブラナム兄弟。私はただ祈りの言葉を
申し上げたいのです」。そして彼はフランス語で話し始めた。そしてその少年はフランス語の一言も知らない
のです。そして誰かが立ち上がりましたーある意味大きな女性でした。彼女はルイジアナ州出身だと信じて
いますー彼女は言いました。「あれはフランス語です。」それから、あそこに「それはフランス語だ」と言った人
がいました。そして彼らはそれが何であるかを書き留めていました。私はここに原本を持っています。それか
ら、たまたま後ろから歩き回って来て（彼らのメモを見たいと思っていた）若い人で彼はフランス語の国連通
訳者でした。それは間違いなくフランス語でした。

そしてこのメモを読みたいのですが、これはそれらのオリジナルのメモの一つで、そして、この人がそれ
は解釈したのでした。私は彼の名前を正しく呼ぶことができないかもしれません。ル・ドウ、ビクタール・ドウ
彼は純血フランス人です。さぁ、ここにメッセージがあります。
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「あなたはより狭い道、より難しい道を選んだから、あなたはあなた自身の選んだ道を歩んだのだ。あな
たは正しく、そして正確な決断を選び、そしてそれは私の道である。この重大な決断のゆえに、天国の大部
分があなたを待っている。あなたはなんと素晴らしい決断を下したのであろう。これはそれ自体、それが神の
愛の中で途方もない勝利をもたらし、それを乗り越えるようになるということです。

私がそれを得た時、…ご存知のように、人々が異言を話すのを最初に聞いたとき、私はそれが本物だと
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思ったので何も批判しません、と私はいつも疑問に思っていました。しかし、それが起こったとき、そしてその
任務がその背後にあるものだと知ったために、私はそれが神から来たものであることが分かっていました。

それからここに座っている彼の兄弟(本物の有名な弁護士)は私にダニーからのプレゼントをくれまし
た。ダニーはちょうど聖地を去りました。そして彼は墓に横たわっていたのです。むしろ墓の中に、イエスは彼
の死後横たわっていました。そして彼がそうしたとき、彼は言いました、彼は私のことを考えるようになったと。
そして、主の霊が彼のところにやって来て、彼は十字架の行われたカルバリーの山に行きましたそこで、岩の
かけらを手に入れました。そして彼は戻ってきて私の為に一対のカフスボタンを作り、そして私は本当にそれ
らを大事にしています。そして今、もちろん、ダニーはこれを知りません、しかし今朝の祈りの間、私はちょうど
それらのカフスボタンを見ていました。そして、あなたが気付くならば、それらの各々は血で染まっていて、そし
てまたそれぞれ一直線に並んでいます。そして、ここで彼が神からあたえられたメッセージの中で、真っ直ぐ
で狭い道を与えるというメッセージの中で、それがまさにちょうどぴったり合うように。私はそれが一種の、多
分摂理的な物だと思ったのです…、または私は本当にダニーに感謝しています。あなたは彼に行ってくださ
い、兄弟、私がそれをどれほど感謝しているか。
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そしてもう1つ別の奇妙なことに、先日私は妻に尋ねました、私はそれにカフスボタンを入れなければ
ならないシャツを着ていると聞いたところ、そして彼女は言いました、「カフスボタンを持ってくるのを忘れて
いました。」と言いました。ですから、主がそれを供給された方なのです。

ああ、それは素晴らしい人生です。そうではないですか、兄弟？福音の単純さの中を歩くだけで、その単
純であるけれどそこを歩くだけで、知る限りそれは最も偉大な事なのです。私はそれについて何も知りませ
ん。そして、神の恵みによって、私がその中に入る機会を得ることが簡単にされたということなのです。
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さて、今日の午後、私は今夜皆さんが教会に行くことを知っているのであまり時間をかけたくありませ
ん、そしてあなた方ここにいるすべての訪問者は演壇の上で見回すべきだと思います。今夜これらの聖職者
達をです皆さんが礼拝に来られることで彼らは喜ぶでしょう。彼らはあなた達にとって良い事をするでしょ
う。今朝、町の日曜学校に行ったことは疑いがありません。そして、私たちがこれらのコンベンションをしてい
る間（そして古ゴスペルビジネスマンにいる間）、私たちは教会に出来る限りの支援を与えるべきだと思いま
す。それが私たちのビジネスマンが行くところであり、それは神の家です。そして今夜あなたが教会を訪問す
ることを願っています。
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明日の夜はコンベンションの最後の夜だと私は信じています、そして彼らは私がここにいる説教師を
知らせると思います主のご意志であれば私も、彼のメッセージを聞くためにここに来ます。神があなた方1人
1人を祝福されますように。

今、私は説教者であることは主張していません。私は自分自身を説教者と呼ぶほどの教育を受けてい
ません。説教者とはそう言うとき、彼らはあなたが大学でいくつかの学位を持っていることを期待されていま
す、そして私は何も持っていません。もし私が彼らを父の牧草地に連れ戻すことができるならば、私は病気
の羊の後に来るようにします。
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もし私が間違えたならば、許してください。私は神学者ではありません。私は神学者を批判しません。神
学は大丈夫です。それが必要なものです。しかし時々私は私達が得た状態を批判します。そしてそれは特
定の個人にとっては意味がありません。それは単なるメッセージです。私が与えるのが、私のものではなかっ
たことを願っています。それは私がばらばらになってあなたがどのように感じるかを知っているからです。

あなた自身の子供のこと、あなたは子供に叱り、殴り、または何かを与えなければならないことが嫌いで
はありませんか？私も親です。そして、それが何を意味するのかも私は知っています。そしてあなたが許して
くれると信じています。

そして、私はあなたがこのようにすることを望みます。あなたが今日の午後座っているとき、お願いがあ
ります。ちょっと手短ばいくつかのメモを受け取っています。あなたに言ったように、作らなければなりませ
ん…聖句を書きだしてください。以前は聖書を暗記することが出来ましたが、今はそうではありません。あま
りにも多くの激しい戦いを経験しました。それをするのには年をとりすぎました。しかし、今日の午後に少しだ
け私の言うことを聞き、心を開いて私が何を掘っているのか理解しようとすることに信頼しています。それか
ら私はそれが良くなると思います、特に町の牧師達と様々な場所によって。あなたが本当にしっかりと聞いて
くれると信頼しています。
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そして今、私の大好きなパイ、チェリーパイを食べるとき私がするやり方でそうします。私のお気に入り
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の肉、チキン。私がチェリーパイの一切れを食べているときに種にぶつかっても、私はパイを食べるのは止め
ません。種を捨ててパイを食べ続けるだけです。鶏肉の骨にぶつかっても、私は鶏肉を捨てません。骨を捨て
るだけです。それで、あなたがいつでもあなたが同意しないであろう何かを言うならば、ただその部分を捨て
て、それが本当かどうかをよく見てください。それが今骨であることを確認してください！そして、それが種で
あるならば、私はまた言うかもしれません、覚えておいてください、それは新しい命をもたらします。ですから、
しっかりに見てください、そうすれば主が祝福をしてくださいますように。

カール・ウィリアムズ兄弟は病人のために祈ることについて自由になったことを先日言っていました。私
はそれが大丈夫であることを知っています。しかし、私たちはただ…、私たちはそのためにここでは固定され
ていません。そして私は、オーラル兄弟や他の兄弟のいずれかがこれまでコンベンションではプレイヤーラ
インをしたことがあるかどうか知りません。私は知りません。私はこれを2、3回試しました。しかし、通常この
ような群衆には祈りのカードを配る必要がありますから、それをしてください。それは一つのアリーナではな
いのですそれは神の家です、見てください、それはそのために捧げられています。そして彼らは押し付けて
押しやり、そしてあなたがカードを持っていれば、それらを整然と並んでもらえます。
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それでビリーは私に尋ねて言いました、「私は上に行ってカードを配りましょうか。人々は私に祈りのカ
ードを求めています。」私は言いました、「いや、ビリー。ただ聖霊のしたい事をしていただくように委ねよう。そ
うすれば主が信仰を築かせ、あなたがいるところで、そこで癒されるようになるでしょう。わかりますね？」

しかし、分かりますね、神の癒しは福音の中でより少ないことであり、あなたはより少ないこと専攻する
ことはできません。誰もがそれが分かっています。しかし、それは人々に超自然的な存在、または神、超自然
が存在することを信じるようにするのに慣れている餌です。そしてそれによって、彼らが彼の臨在を認識する
ことができれば、彼らは癒されます、はい、それを信じる信仰によって。

さて、私は神の御言葉を新約聖書のうちのいくつかを読みたいと思います。それから私はこの新約聖
書の聖句を取ってこれについて今日の午後の話題についてほんの少しの間話します。そして、私は今夜の
礼拝の為にあなた方を長くいさせたくありません、しかし、覚えておいてください、私は私自身を明確にした
ことを願っています。あなた方がそうして下さるのであれば、ただそれにあなた方の注意を向けたいのです。
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さてそれをする前に、再び頭を垂れて祈りましょう。ご存じのように、私たちはあまりにも歌うことができ
ます。私達は声がかれるまで大いに叫ぶことができました。そして、私たちは間違った時に歌ったり、間違っ
た時に叫ぶことができました、しかしここに1つのことがあります、私たちが祈っているとき私達は決して乱れ
ていません。「私は、人々が疑いもなく聖なる手を挙げてどこでも祈ることを望んだりあるいは…。

父よ、肉体を持つ人間が彼の目を閉じて心を開いてあなたに話しかけることは人類にとって最大の特
権なのです。そして私たちはあなたが聴いて下さると信じることが出来ればあなたが聞いておられることを
知っています。イエスは言われました、「あなたが父に私の名によって何ごとでも望むならばそれは認められ
る。」と言ったからです。それが条件なのです、もし私達がそれを疑わないならばなのです。だから父よ、今日
の午後に私たちの請願が認められると信じることを助けてください。疑念の影はどこにもないようにしてくだ
さい、そうすればそれが私たちが求めていることがかなえられるようになるからです。
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そして、それこそが神なのです。私たちの声の下にある失われ迷い出たすべての魂をあなたの王国に連
れていくことによってによって、今日あなたの偉大な御名が讃えられるのです。あるいは、このテープが世界
中の異国の土地に届くことになるでしょう。

私は祈ります。天のお父様、今日の、私たちの中に弱い人が居なくなる様に祈ります。礼拝が終わった
とき、主なる神がすべての失われた魂を救い、すべての病気の体を癒し、子供たちの心を喜びで満たすよう
に。だからこそ、我々に信仰があるのです、私たちの父なる神にイエスの御名で求めるのは、彼が聞かれると
約束されているから、そしてこれはk実の栄光なのです。アーメン。

ヨハネによる福音書、第17章、そして20節から始めて、私は文章を読みたいと思います。私はそれが正
しいと思います。
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どちらも私がこれらのためだけに祈るのではなく、彼らのためにも彼らの言葉を通して私のことを信じる
のです。

それは…。
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私は間違った場所に入ってしまったと信じています。さて、ちょっとすみません。私は、イエスの祈りを探
しています…それとも、イエスの祈りではなく、むしろ彼のために…。イエス様が祈ったのは…、何か間違え
たところに印をつけてしまったかもしれません。または、「自分の子供の出産に苦しんでいる女性として。」出
産、子供の出産ということでした。それはルカですか、それともヨハネですか？ジャック、それは何方にありま
すかどっちですか？ヨハネによる福音書の第16章。私はそれが正しいと思いましたが、それではないように
聞こえたんです。ヨハネによる福音書第16章 [演台の男性が言う、 「21節」]、21節。そうです。 21節もちろ
ん、ここでした。ヨハネによる福音書第16章21節。

彼らはそうかもしれない…

いいえ、ジャック兄弟、それはまだ間違っています。第16章で21節。私は21節、ヨハネによる福音書の
第16章を得ましたが、私は間違っています！さて、この聖書はごちゃごちゃになっています。印刷が間違って
います。そうです。それがその通りです。ここに真新しい聖書があります。 私はたった今それを得て、そしてそ
れは持っているのですが…それは間違って印刷されていました。［カトリックの司祭が説教壇に上がって、彼
の聖書をブラナム兄弟に渡して、こう言いました「これがそこにやってくる。それが行われた理由があり、そし
て神はあなたからそれを引き出すために示されるでしょう。彼の素晴らしい…(不明瞭な言葉)]
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大丈夫。ありがとうございました。どうもありがとうございました。第16章、21節。本当にありがとうござ
いました。それは真実です。

ある女性、彼女が…

よくよくあなた方に言っておく。あなた方は泣き悲しむが、この世は喜ぶであろう。あなた方は憂
えているが、その憂いは喜びに変わるであろう。

女が子を産む場合には、その時が来たというので、不安を感じる。しかし、子を産んでしまえば、
もはやその苦しみをおぼえていない。ひとりの人がこの世に生れた、という喜びがあるためである。(ヨ
ハネによる福音書第16章20-21節　口語訳[翻訳者])

どうもありがとう。私の兄弟。本当にありがたいです。さて、それは確かにここ聖書の誤植です。…ペー
ジが間違って入れられていて、そして私はちょうど私の古いスコフィールド聖書の中でそれを見つけて、ほん
の少し前にこれを拾い上げてここに載せました（私の妻がちょうどクリスマスプレゼントのために私にこれを
くれました）。

さて、今日の午後、私が発表したテーマ「産みの苦しみ」について話したいと思います。今はそれが非常
に悪いように思えますが、それは聖書の中にあります。私はここでイエス様が言われたように、「あなたは悲
しみを持ちますが、あなたの悲しみは喜びに変えられるでしょう」と言っていたことを信じています。
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そして今、古いものは新しいものが生まれるために死ななければなりません。持つためには…出産する
ものは何でも苦痛の痛みを持たなければなりません、そして、彼らは確かに律法から恵みに達するために、、
苦痛と苦難の痛みを経験していたのでした。

通常の自然出産は霊的な出産のタイプなのです。自然なものはすべて霊的なものを表すのです。そし
て、ここで土地を見て土の中の木が成長しているのを見れば、それは命は苦しんでいるのです。それは何か
のために叫んでいるので、どこかに死なない木があることを示しています。私たちは、何歳、病気であるか否
かの体調を問わず生きたいと言う事を表しているのです、永遠に生きることを示しているのです。完璧です
ね。

さて、第一ヨハネの手紙第5章7節（私が間違っていないのであれば、それは正しいと信じています）は
こう言っています「天にはあかしをするものが三つある。御父、御言葉、そして聖霊。これら三つは1つ
です。地上であかしするものが三つある。それは水、血、そして御霊である、そしてそれらは一つに同
意します。」(ヨハネ第一の手紙第5章7節)さて、最初の3つは1つです。 2番目の3つは1つの点で同意す
る地上のものです。あなたは御子なしに御父を持つことはできません。あなたは聖霊を持たずに御子を持つ
ことはできません。しかし、あなたは血のない水と聖霊のない血を持つことができます。
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私たちの時代を通してこれが正しいことを証明したと思います。水、血、御霊。正当化、聖化、聖霊のバ
プテスマ。それは種別か反種別により自然の誕生から奪取されます。女性や出産に苦しんでいるものがある
ときを見てください、最初のものが通り過ぎるようになる：破水（普通の出産）。2つ目は血です。それから命
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が来ます。水、血、御霊。そしてそれが普通の自然な出産なのです。

そしてそれは霊的領域にもあります。それは水です。信仰による正当化、神を信じること、あなたの個人
的な救い主としての彼を受け入れること、そしてバプテスマを受けること。第二に、神がこの世のあらゆる要
素からの霊と世界の願望を清められるという霊の聖化です。そして、聖霊がやって来て、新たな誕生をもたら
し、その聖化された器をいっぱいにします。

17

例えばこのような感じで、今それは…、私はあなたが脇に横になって、それからパイを取るという信じな
いことをあなたに話しました。注目してください。さて、ガラスが養鶏場に広がっています。あなたはそれを拾
い上げてあなたのテーブルの上に置いて、それを水か牛乳でいっぱいにするだけではありません。それを拾
うことは正当化です。それが清潔であることを清潔にすることは、ギリシャ語の単語sanctifyが清潔にされ、
奉仕のために取っておかれる（奉仕ではなく、奉仕のために）という二つの言葉を合わせたことを意味して
います。それであなたがそれを満たすとき、それは礼拝に入れられるのです。

今これを説明してください（傷つける為ではない）、あなたがたピルグリム・ホリーネス派、ナザレ派がペ
ンテコステに上がることに失敗したところがあります。あなたは聖別化によって清められました、しかし、あな
たが異言で話すことの賜物やその他の事柄によって奉仕をする準備ができた時、あなたはそれを断り、再び
ペンの中に落としました。されそれが起こるのです。それはいつもそれが起こるのです。さて、今あなたを批
判するのではなく、ただ…私はこれを私の心から吐き出したいのです。そして、それは私がここにいた時から
ずっと私を燃やしていたので私も同様に…カールの恵みとデモスの思い、そして彼らとあなたのすべてのも
のなら…。私はそれから私の魂を届けるために最善を尽くします。それはあなた次第です。

18

通常の霊的な種別。さて、私達は見つけます…そしてそれは完全に生まれました。赤ちゃんがいると
き…通常、水が壊れたときには、あなたはそれについてそれほど多くを行う必要はありません。そして血が来
たとき、あなたはそれについて多くをする必要はありません。しかし、赤ちゃんの命を得るために、あなたは彼
にお尻ぺんぺんし、彼に叱責する必要があります。そして、それは…今ここでの教育なしで、私のここの同胞
はとてもよく訓練されているので（彼らのもの）、私はそれを種別するために自然を利用しなければなりませ
ん。そしてそこにいます。それが起こったことです。これを彼らに届けるためには本当に苦労しました。

さて、あなたはちょっとした衝撃を受けることになります。たぶんあなたは彼を殴打する必要はないだろ
うが、ただ彼にちょっと衝撃を与えてください。彼が生まれたというまさしくその考えは時々それをするでしょ
う。彼をつかみなさい。彼を振りまわして下さい。もし彼が呼吸を始めないのなら、彼を少し叩き、そして彼は
未知の舌で叫びます（彼自身にと思います）。とにかく彼は音を立てています。そして私は、赤ちゃんが無声
で、感情を伴わずに生まれているだけで、生まれた場合は、それは死んだ赤ん坊なのです。

19

それが今日の教会の問題、つまりその体制です。私たちは未だにとても多くの子供を生み続けていま
す死んでいる赤ん坊をです。そのとおり。彼らは、福音のお尻ペンペンが必要なのです。お分かりのように、
そしてだから…、彼らを目覚めさせ、彼らを彼ら自身に連れて来る、神が彼らに命の息を入れる事が出来るよ
うに！そして今、私たちはそれがまさに本当だとわかります。それは粗い神学ですが、それこそ真理なので
す。

だから、種子の誕生に気づくなら、古い種子は新しいものが生まれる前に死ななければなりません。そ
れゆえ、死はいつも難しいです。だから、それは痛みを伴い、それは苦痛です。出生も同じです。あなたは世
に命を吹き込んでいるのですから、そしてそれは痛みを伴うのです。

20

イエスが彼の御言葉の種をまくために出て行った種蒔きであると言ったように。（今、私達はそれをすべ
て知っていて、そして私は日曜日の学校の授業のようにこれを教えることを望んでいる。それは日曜日だか
ら）。気が付いてください、それからこの御言葉は、種になります…でも忘れないで下さい、それが死んだとき
の新しい命を持ってくるだけです。そしてそれが、それらパリサイ人が私たちの主イエス・キリストを理解する
のがそれほど難しかった理由です。彼らは律法の下にいたからです。そして律法は種の形で神の御言葉で
あったが、御言葉が肉体化されて律法ではなく恵みとなった時。今、恵みと律法は同時に存在することはで
きません、「根拠の恵みは律法をはるかに超えて、律法は絵の中にさえありません。ですから、パリサイ人が
彼らの律法に基づいて死ぬことは、恵みを生むことができるように、とても難しいのです。しかし、それは行か
なければなりません。この2つの法則は同時に存在することはできません。

この相互関係を実行できるという法則はあり得ず、もう一方の法則では実行できないという法則はあ
り得ません。1つはあなたができると言います。できないと言う人がいます。それは1度に1つの法律でなけれ
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ばなりません。おそらくあなた方はそれを経験したかもしれません。注意してください。しかし、今度は赤で
す、止まれ！わかりますか？ですから、同時に2つの律法が存在することはあり得ません。

さて、私たちはそれが常にあることに気づきます。私の考えは今あなた方に、痛み、苦痛、不快感を取り
ます。彼らがどのようにして苦しみ、苦痛、不快感を通して、彼らがどのようにしてその法律のために死んだか
見てください。しかし、それは間違いありません。

21

今、私たちは、地球に実を結ぶ雨が、「それは生まれた」、詩人が言うように「雷の畑の中で、でこぼこの
ギザギザした空で。」しかしであることがわかりました。しかし、雷がなく、波がでこぼこした荒れ模様の空、海
から持ち上げられ、塩から蒸散された小さな蒸溜された雨がなければ、それは生まれないでしょう。柔らかい
花びらの水滴を引き出すには、雷、雷、爆風、荒れた、険しい、恐ろしいことが必要です。出生させるのは苦
痛です。それは死にます。そして雲が死ぬにつれて、雨が形成されます。雨はその雲の一部だからです。もう
一方が存在できるように、一方を中止する必要があります。今ここにいる私の同胞（そのうちのいくつか）が
できれば、彼らはあなたにそれらのことのすべての法律を与えることができます。私にはできません。

それでは、ちょっとした証明のためだけに別のものに立ち寄りましょう。1番きれいな花の1つだと思いま
す…誰もが自分自身の考えを持っています。しかし、これまでに見たことのあるうちで最も美しい花は私たち
の池のユリであると思います。池のユリを見たことがある人は何人いますか？ああ、私にはそれほどのものは
他にはないのです。しかし、その池のユリがどうあるべきか気づいていますか。私はイエスが言われたことを
考えます。「ユリのことを考えて見なさい、回る事も飾る事も、しかし私はあなたにあなたの言うすべての栄光
の中のソロモンはこれら一つのように飾っていなかった。」しかし、その美しさの中でユリは美しい命であり、
人工の塗りたくられたものではないのです。

22

まさに私たちの女性のように、あなた方が、これらすべての緑を持っていなければならないとは思いませ
ん、お分かりのように、目のまつ毛、そして全てのマニュキュアをするにしろしないにしろ、私はそういったもの
に混乱させられます…あなたを綺麗にするためにあなたの顔の上のすべてのもの、きれいならそのままきれ
いに。もしあなた方が少し使徒行伝第2章と第4章を加えたら、それを少々ヨハネによる福音書第3章16節と
一緒に混ぜ合わせると、マックスファクター(企業名[翻訳者])がこれまでに作ろうとしてきたことに勝るでし
ょう。あなた方の夫はあなた方をもっと愛し、他の誰もが愛し、そして私は神が愛して下さるようになると確信
しています。

「ユリ」神は飾る事も育つこともしないユリについて考えなさいと言われました。この小さな池のユリ、そ
れが通り抜けるところを見てください。汚れ、粘液、泥水　、汚れた水その他すべての者（この小さな虫のよ
うな物の命）。カエルや物が置かれている池の底から自分自身を動かし、そしてそれから自分自身を持ち上
げることでそのすべてを通して、その道を作り上げたのです。しかし、それが太陽の存在下に入ると、それは
生まれます。小さな種子の破裂により生命に開かれます。それはすべてのプロセスを通過するまでそれはで
きません。それを通り抜けなければなりません。その様にして作られるものなのです。それは、太陽そのもの
がそれを引き寄せているからなのです。そして、それがすべての汚水や泥の上に完全に上がるとき、それは
ただ自由にその生命を与えるだけでとても幸せなのです。そして、それがそれを引き寄せている物のご臨在
による時、それは美しい命になるのです。

23

私はそれが美しい種類のクリスチャン生活だと思います。ある日、あなたが地上からあなたを引き出す
とき、あなたは聖霊によってその存在の中に正しく生まれます。なんと美しい！あなたがそれを手助けしようと
するなら、あなたはそれを殺してしまいます。

それが生まれる時の小さな鶏のように。ご存知のように、あなたは今まで小さな鳥の一羽に気がついた
ことがありますか？彼の小さなくちばし（または卵から生まれた鳥ならなんでも）の真上に、それはあります…
それがこの古い卵殻を成長させているのです。卵の古い内部は腐敗しなければなりません。そして、それは
この小さなくちばしを取り、それが殻を破るまで前後にこすらなければなりません。私たちは、ケンタッキー州
で私の出身地ではそれを「抜け出す」と呼んでいます。抜け出します。彼らはより良い方法が見つけていな
いのです。どうしてでしょう？それが神の供給された方法だからです。あなたは彼を助けようとします、あなた
は彼を殺すでしょう。彼から殻を取ると、彼は死ぬでしょう。なるほど、彼は陣痛、緊張、抜け出したかもしれ
ません！

24

それはクリスチャンがしなければならない方法です。それは誰かがただあなたの手を振ってあなたをあ
なたの中に連れて行くのではありません。あなたが死ぬまでにそこに横たわり、腐敗し、そして神の国に生ま
れることになるのです。それが神の供給された方法なのです。あなたは書物で入ったり、握手をして参加した
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り、汲み上げたり、引き下げたりしないでください。あなたは単に古い殻から逃げるだけです。気がついて下さ
い。彼らが見つけた方法にはそれ以上のものはありません。

彼らはそれが神のやり方以外に、赤ちゃんが欲しいものを得るためのより良い方法を見つけられません
でした。さて、その小さな赤ちゃんが生まれたとき、あなたは彼の小さなベビーベッドのそばに、ここにベルを
設定することができます。「私の幼い息子、私は邪魔をしている神学者です…私は赤ん坊を育てる方法につ
いての本を読んでいて、そして私はあなたに言います、あなたは現代の子供です。あなたは現代の両親によ
って現代の家に生まれました。お腹が空いたときやお母さんか私が必要なときは、小さなベルを鳴らしてくだ
さい。」それは決してうまくいきません。欲しいものを手に入れることができる唯一の方法は、叫ぶことです。
それが神のやり方です。

25

そしてそれが私たちが欲しいものを手に入れる方法です。叫ぶのです！恥じる事はありません。「私は神
に対して飢えています！」と言って下さい。執事、牧師、あるいはそれがなんであれ、周りにいるかどうかは気
にしないでください。とにかく叫びなさい！ジョーンズ達がそこに座っているとして、それがどんな違いを生じ
ますか？叫びなさい！それがそれを得るための唯一の方法なのです。あなたが助けを得るまで。彼は、彼が地
上にいたときそう考えたのです、あなたは不当な裁判官について知っていますね。

小さな水滴が。その公式はわかりません。多分ここに科学者がいるでしょう。しかし私は、まさに私が考
える方法で言うつもりです。それは暗い夜の中である種の混乱した組み合わせされた環境であるかもしれ
ず、そしてそれが地球に落ちるのです。そしてそれが起こるとき、それは夜に生まれる。しかし、朝の内は寒い
場所に横たわっていて草の小さな刃の上で震えていたり、物干し用ロープにぶら下がっていたりします。しか
しただ太陽で輝かすのです。それがどれほど幸せになるか気付いたでしょうか？それはただ輝いて震えてい
ます。どうして？それは日光がそれが初めにあった場所にそれを引き戻そうとしているということを知ってい
るからです。

26

そして、全ての男女は神の霊からから生まれたのです。光が私たちの上に広がるとき、そのことが分かり
ます。私たちは神の胸から、私たちが出てくるところに戻って来るのを知ることによって私たちは幸せになるの
です。太陽が当たると、喜んで輝くことが出来ます。私たちがそれを続けることが出来るまで、少し粗いもの
です。しかし、それ以外のものを見つけましょう。

新しい種子が古い種子から出てくる前に、古い種子は腐らなければならないことを私たちは知っていま
す。絶対そうなのです。死ぬだけではなく、死んだ後に腐敗する。私たちはそれが真実であることを知ってい
ます。それは新生でも同じことなのです。私たちは決して戻りませんが、私たちはあなたが再び生まれ変わっ
たときに前進するのです。

27

そして、だから今日私たちはそんなに多くを持っているのではないかと思います…そんなに多くではな
く、寧ろ本物の新生には、種があるからです。おそらくそれは御言葉や人に共感するでしょう、しかし彼らは
過去の古い体制から腐敗する事は望んでいません。彼らはそれから出たくありません。彼らは古い体制に
居ながらも、新生や時代のメッセージを持っていると主張したいのです。

私たちはルター、ウェスリー、ペンテコステ派、そして他のすべての時代の下でもその状態を発見してき
ました。いまだに古い体制を擁護し、これを主張しようとしますが、新しい体制を生み出すためには、古い体
制の時代は死に、腐敗しなければなりません。彼らはまだしがみつきたいのです。

注意してください。彼らは古い組織が死んでいるのを知っています、しかし彼らはそれから腐敗したくな
いということです。今、その腐敗は本当に終わったときです。
28

彼らが新しく生まれ変わっているという主張をするとき、しかし主張は単に忘れられたしるしでなので
す。腐敗が生まれ変わりをもたらします。すべての時代で行ったのと同じように、ウェズリー派を通じてなど、
そこから腐敗する必要があります。、そのことは、その新しく生ま変わった後に…。ウェスリー、またはルターは
1つの言葉で出てきました：「義人は信仰によって生きる。」まあ、彼はもはや古い体制に固執することはでき
ませんでした。彼はそこから出なければなりませんでした。

そして、カルバン派がそのような状態で（カルバン主義の下で）聖公会の教会を手に入れたとき、神が
アルメニ教義（ジョン・ウェスリーの物）を立てるまで。新しい組織が登場するには、古い組織は死ななけれ
ばなりませんでした。そしてウェスリーの時代が終わり、茎の上に出てくるすべての小さな時代や刃、または
ウェスリーの時代のふさが…、ペンテコステが賜物の回復に出たとき、彼らはバプテスト派から出なければな
りませんでした、長老派、ピリグラムホーリネス、ナザレ派、キリストの教会（いわゆる）、そしてそれらすべて、
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彼らはそれから出て、離れて腐敗して、新しく生まれ変わる事を受け入れなければなりませんでした！

「異端と呼ばれる方法で、それが私たちの先祖の神を崇拝する方法です。」と異端と呼ばれる方法で言
いました。見てください、彼は旧約聖書が新しいものを産んだという新しい命を受け入れ、そしてそうなるた
めに古いものは腐敗しなければなりませんでした。

29

それが正に私たちが今いるところなのです。今、私と一緒に負担しますが、それは私の考えです。あなた
が1つに属していない限りあなたが1つに入ることが出来ないまで教会は体系的になっています。あなたはフ
ェローシップカード、またはある種の身分証明書を持っていなければなりません。そしてこれを信じることに
よって、私がほとんど開いている唯一の扉はこれらのビジネスマンの物です。そして、彼らが組織ではない
限り、私は彼らと一緒に参加して、それが私の心にあると感じるメッセージを人々に伝えることが出来ます。
しかし、それはとても体系的になっています…そして私はあなた方ペンテコステ派の人々を愛しています。と
にかくペンテコステは組織ではありません。あなたはただ自分自身をそれと呼びます。ペンテコステは経験
であり、宗派ではありません。

しかし、それを見て信じて、御言葉の中で神によって識別されているのを見たとき、多くの人々にとって
それは難しいことです。「何をしよう？食事はどこでもらえるのだろう？神こそがあなたの食事です！神こそが
あなたがたがしがみつくべきものです！「初めに神の御国とその義を求めなさい。」私はそれをそのままにして
おきます。私が言っていること分かりますね！

私たちは神の預言者たちに、私たちは新しい地上、新しい天国、そして新しい地上を持つことになって
いると告げられています。あなたがそのために聖書を求めるのならば、それは黙示録第21章です。ここにあり
ます。ヨハネは言いました。

30

私は新しい天と新しい地とを見た。：先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。（それは
消えてしまった。）」(黙示録第21章1節 口語訳[翻訳者])

さて、私たちが新しい地上を持つのであれば、古い地上と新しい地上は同時に存在することはできま
せん。同時に2つの世界統一を持つことはできません。今、新しい地上を得るためには、古い地上は死なな
ければなりません。今、古い人が死ななければならないならば、それが新しく生まれるために出生の痛みを与
えているのです。

そして、医者が分娩中の患者を診察するために行った場合、医者がする一つの事はーここに良い医
者、クリスチャン医師の2人か3人がいるのを知っているから話しているのです。そして、私はあなた方にこれ
を尋ねたいのです。彼は患者を診た後に、医師が最初にすることの1つは痛み、産みの苦しみの痛みを見る
ことです。彼は陣痛が、どれだけ近づいているか、そしてそれぞれがどれほど近くなってきているかを計りま
す。一方はもう一方がきつくなってきています。そうすると近くなっているのです。それが彼が出生時の痛み
によって問題を診断する方法です。

31

さて、もし世界が新たな世界の誕生を諦めなければならないなら、私たちが地上で起こっている産みの
苦しみのいくつかを調べましょう。そうすると、私たちはその素晴らしい火がどうなっているかそしてどれほど
その出産が近いかが分かるでしょう。

第一次世界大戦は大きな産みの苦しみを示しました。それは彼女が分娩中の最初の産みの苦しみの
1つを示しました。彼女のためのその時のために私たちは爆弾を持ち出し、そして機関銃と毒ガスがありまし
た。そしてあなたは覚えていますね…多分あなたの多くは覚えていないでしょう。私は8歳くらいの小さな男
の子でしたが彼らがこのマスタードと塩素ガスなどについて話したのを覚えています。それはまさに始まった
ばかりのようで、彼らはそれが地球全体を燃やすだろうと言っていました。それはみんなを殺すでしょう。ま
あ、それは地上を横切って吹くまさにその風、そしてどのように皆がその偉大な武器の毒ガスの死を恐れて
いたか。地球は最初の産みの苦しみを経験しました。

32

そして私達は今、第二次世界大戦を経験したことを知りました。そして彼女の痛みはずっと大きく、ずっ
ともっと酷かった、地上の産みの苦しみ。ほとんどの場合、原爆によって当時あきらめなければなりませんで
した町全体を破壊したからでした。それは、地上への第一次世界大地破壊の苦痛よりはるかに大きいもの
でした。

今、彼女は、自分の救いの時が近づいていることを知っています。それが理由でとても緊張していま
す、全世界を破壊することができる水素爆弾と空気のミサイルがあるからです。たとえそれがいくら小さくて

33
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も、ある国は他の国を怖がっています。彼らは自分たちの意志であると主張するミサイルを持っています。そ
れらの内の1人は、彼らは星のそばでそれらを導き、それらを彼らが望む世界のどこにでも落とすことが出来
ます。

先日そのニュースで聞いたように、ロシアは、この国を破壊し、原子や物が国を破壊させないように出
来ると主張しています。それについてどうすればよいかわかりません。誰もがこれらの主張をしています、そ
れはそうです。人々は…科学は自らを滅ぼそうとして神の素晴らしい研究室に侵入しました。

神はいつも知恵が彼自身を滅ぼさせます。神は何も滅ぼさない。人は初めにしたように知恵によって自
分自身を破壊し、神の言葉の代わりにサタンの知恵を取ります。今、彼女は自分が諦めなければならないこ
とを知っています。彼女は我慢出来ません。

今、彼女は自分が諦めなければならないことを知っています。彼女は我慢できません。

ロシアは、もしそれを破壊してから自分を守ることができると彼女が考えたなら、今日この国を破壊する
と私は信じています。それらの小さな国のどれでもそれをすることができます、しかし、彼らはこの世界がそ
のような状況の下でその軌道に耐えることができないことを知っているので彼らは恐れています。それで世
界は彼女の産みの苦しみがとても大きいことを知っています。手元に生まれた新しい誕生があるだろう。

34

私はそれに感謝しています。私はこれにうんざりしています。ここは死と悲しみの場であり、あらゆる種
類の不一致などであることを誰もが知っています。私は彼女があきらめなければならないことをうれしく思い
ます。時間が近づいていることをうれしく思います。ヨハネが古くから言ったように、「それでも、来てください、
主イエス様。」

さて、彼女は（私が言ったように）当然のことながら腐敗しなければなりません。彼女が腐りかかってい
る方法を見てください。兄弟達気がついて下さい。すっかり腐りきっている！政治と組織は、腐りきれるだけ
腐っている！世界組織には健全な骨はなくなっている！政治と宗教政治そしてそれがなんであれ。ある人は
「私は民主党員だ」「共和党員だ」「私はメソジスト派だ」「私はバプテスト派だ」と言います。というのは、全
て核まで腐っているからです！何かを差し出す必要があるのです！我慢できません。あなた方がこの米国内
のすべての郡にジョージ・ワシントンまたはアブラハム・リンカーンを入れても、戻ってくることはありません！
それは贖いを超えています！彼女を助けることができる唯一の事、それは創造主の到来です！アーメン。

35

それ自身が諦めなければならないことを知っています。彼女は苦難と苦痛を感じているので、何をする
べきかわかりません。そしてあちらこちらを見ているのです、そしてすべて1人は他の人を怖れ、人は何かをす
るかこれを破壊しようとしています。そしてこれは矛盾して他のことを破壊しようとしています。今では5分で
全世界を破壊することが出来る罪深い男の手に渡りました。わかりますね？

それで彼女は立ち続けられない事を知っています。人々は彼女がそれに耐えられないことを知っていま
す。そして世界はそれが起こることを知っています。

神は言われました。天と地全体が燃えるようになるだろうと。すべてのものを一新したものになり新しい
世界が生まれます。神がそれを予言しています。
36

彼女は自分の組織のすべてを腐らせています、そして彼女は腐敗させるためにそれをしなければなり
ません。だから私は彼女の顔がとても緊張していて赤く、そしてアラスカの海岸と上下のあちこちで波打つよ
うな地震や物事が起こっていて人々と一緒に海岸を上下に揺れたと書いていて。「逃げるべきなの？そこか
ら去るの？」つまり、彼らはどうすればいいのかわからないのです。安全地帯はありません。しかしたった一つ
それはキリスト、生ける神の子でそれがたった一つの安全地帯となるのです。それこそが彼なのです。その外
側のすべては、神が言われたように確実に滅びるのです。

それでは、医者の本を見て（彼女がこのような状態にある場合）そしてこれが新しい地球に生まれると
きに起こるかどうかを見てみましょう。医者の本である聖書のマタイによる福音書の第24章、そこに預言され
ていること、彼女の症状が何であるかを見てみましょう。さて、医者が子供の出生の症状を知っていれば…
そして子供が生まれる頃には、彼はすべてが示されるので、子供が生まれるべき時間であることを知ってい
るので、彼はすべてを準備します。破水し、出血、そして今こそ、出産つまり子供が生まれる時です。そして、
それで彼はすべての準備を整えているのです。

37

さてイエスは私達にまさにこの時に起こることを、まさに私達に告げたのでした。彼はマタイによる福音
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書第24章で、教会（真の教会）と他の教会(肉的な教会、教会の霊性)は可能であれば選民を欺くまで非常
に近く(偽装者)となると語りました。

それがノアの時代にどうだったか。聖書（医師の本）は、彼らが食び、飲み、めとり、嫁ぎなどをしていた、
そして私たちが今日見ているこのすべての不道徳さをどうやって行っていたかを話しました。それで、私たち
はこれが起こっているのを見るとき、私たちは誕生が間近であることを知っています！そうでなければ、そうで
すね。

さて、私たちはそれを一つの国として、国家としてではなく、世界とみなしています。

さて、教会としてのイスラエル、数分間彼女と一緒戻って、そして次の10分間は彼女をの追って見始め
ましょう。
38

イスラエルは地球に来たすべての預言者の下に産みの苦しみがありました。彼女は彼のメッセージに
産みの苦しみを感じました。彼はどうしましたか？預言者は御言葉を持っていて、そして、この預言者が彼女
を彼女の基礎から振り払うまで、彼女はとてもたくさんの腐った種を蒔き、そして体系的な命令をたくさんし
ました！彼らは皆に嫌われていました。ですから、神が預言者を遣わされたとき、その預言者、主の御言葉が
預言者と彼だけに来るので、教会自体が生まれつきの痛みに陥りました。つまり、その日のために話されて
いる言葉は、その時代の預言者によって明らかにされています。そして教会、彼らは彼が来たとき、彼が彼女
のロッカーから彼女を振り払うまで彼らは御言葉のまわりに非常に多くの組織を構築しました！彼女には産
みの苦しみがありました。

それは何でしたか？「御言葉に戻る！命に戻る！」組織に命はありません。それは神の御言葉にのみ命
があるのです！組織はそれを中心に構築されていますが、それには命はありません。命を与えるのは御言葉
です！

彼のメッセージは残党を御言葉に揺り動かしました。小さな集まりが時々出てきておそらく、ノアの時代
には、たった8人しかいなかったかもしれません。しかし、とにかく神は残党を揺り動かし、残りを滅ぼしまし
た。揺り動かさなければなりませんでした。

教会が最終的に子供を産むまで、時代を超えてずっと続きました。そしてその人の子は、御言葉自体で
それが肉となったのです。「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。そして御言葉が肉と
なり、そして私たちの間に住まわれた。」彼は御父の御言葉だけで彼に敵対するすべてのサタン、すべての力
を征服しました。サタンが彼に与えるあらゆる誘惑、彼は彼が持っていた彼自身の力ではなく、神の御言葉
でサタンを叱りました。「それは記されている！記されている！」彼は御言葉だったからです！

39

サタンがエバに反して投げた時、彼女は御言葉ではなかったので、失敗しました。彼がモーセに反して
投げた時、それは同じことになりました。しかし、彼がこの神の子に当たったとき、1万ボルトとなったのです。
それは彼から緩い羽でノックアウトしたような物でした。彼が戻ってきて言いました、「『人はパンだけで生
きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言で生きるものである』と書いてある」。(マタイによる福
音書第4章4節 口語訳[翻訳者])人の子が肉となったということがありました。神の永遠の御言葉、ご自身
がこの御言葉を表すために地上に肉体を取って現れてこられたのです！

彼は彼らの心の中にあるものをその様にご存知でした。そのようにして彼は自分がどこにいるのか、自
分が誰なのか、ピリポに伝えることができました。彼は自分が誰であるかをシモン、ペテロに伝えることができ
ました。井戸で女に言いました。どうして？彼は御言葉でした！そのとおり。聖書のヘブル人への手紙の第4
章にかかれています。「というのは、神の言は生きていて、力があり、もろ刃のつるぎよりも鋭くて、精神
と霊魂と、関節と骨髄とを切り離すまでに刺しとおして、心の思いと志とを見分けることができる。」
(ヘブル人への手紙第4章12節 口語訳[翻訳者]) なぜなら、盲目のパリサイ人の司祭たちは、それは御言
葉が現れている事であることを理解できなかったからです。なぜなら彼らは司祭職と組織に阻まれていたか
らです。それは御言葉でした、だから約束されたことは成就しました。約束が成就されるならば、それは腐敗
しなければなりません。それは殻です　その種は続かなければならないのです。

40

モーセはノアのメッセージを伝えられなかったでしょう。また、イエスはノアのメッセージを伝えられなか
ったでしょう何故ならそれは別の時代だからです。そしてその古い種子は熟したが、その目的を果たし、そし
て死ぬことによって生き続けた。命がある古いものから新しいものへの転換は、人々を心配していたものでし
た、今日彼らをまだ心配させているものは何ですか？私たちはルターのメッセージから始めて、直線をまっす
ぐ進むか、ペンテコステ派のメッセージを正しく進めていくように、我々は角を曲がっているのです。私たちは
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建物を建てています！神の御言葉は青写真です！誰でも直線を走ることができますが、角を曲がるには石工
が必要です。それをするには神の力が必要です。それをするために、天からの油そそがれた者を送り出す必
要があります。それはあらゆる時代にあります。

そして預言者の時代には、主の御言葉はそれらの預言者たちに来たのです、そして彼らはそれらの角
を曲がってその保護をしたのです。しかし建築者達は壁を作りたかった。それは、壁ではありません。建物で
す、神の建物なのです。

今、私たちは、これが真実だということ、そして体制はあらゆる時代に揺れ動き、彼女がその腐った混乱
から教会を持ってくるまで、彼らの体制のすべてが腐敗して死ななければならなかったことを知っています。
御言葉そのもの。主のことばが預言者にやって来ます。それは祭司のところに来ることはありません。それは
預言者にやって来ます。そして、そしてそれが起こった時に、御言葉が完全にここで人間の肉で生まれたこと
に気づいてください。神の頭の充満は、彼の体内に安静にしていました。彼は御言葉でした。預言者は御言
葉、彼らの時代のための御言葉の一部でした。私たちは今日、御言葉の一部であり、御言葉に従います。し
かし、彼は御言葉の完全な成就でした！彼は御言葉でした！彼らは彼が自分自身を神の子であるという理
由で、彼自身を神のものと一致させたと非難した時、彼らは彼に言いました、「まあ、あなたはあなた自身を
神にしなさい。」

41

彼は言いました、「神の御言葉が神に来た者(預言者)と呼ぶことは、あなたの律法に記されているので
はありません。彼らはそうでした。それから私が神の子であると言う私をどうして非難出来るのか？」

神の頭の完全さは、神の御子に肉体を取って入られたからなのです。彼は神の完全な現れでした。42

それが、やがてそれらの預言者もとで終に宇井の苦しみを通るのですーその理由は、ついに、御言葉が
肉体化され、御言葉の完全さが表されるのです。そして最終的にその体制は御言葉が肉体を取って私たち
の間に住まわる事により消滅しました。

それがヤコブの手紙でどのように描かれたかを見てください。ヨセフがどのように描かれているか見てく
ださい、その通りです。父に愛されたのです、理由もなく彼の兄弟たちに憎まれました、彼は霊的で、予見が
出来、夢を解釈することができました。そして彼はそう成るを得なかったのです、彼はその様に生まれたので
す。彼はそう成る事が予め定められていました、しかし、彼の兄弟に憎まれました、そしてついに銀30枚（ほ
ぼ30枚）で彼を売って、そしてファラオの右手になる様に引き上げられました。彼の刑務所で執事とパン屋
がいました見てください。1人は死に、1人は救われました。十字架刑にかかったイエス。1人は死に、1人は
救われました。その通り、そして天に昇り、そして神の御座に座りました。そして、彼が再び去るとき、「膝まづ
きなさい」という声が聞こえるでしょう、そしてすべての舌が告白するのです。そしてヨセフが王座を離れて前
進したとき、ラッパが鳴り、すべての人々が膝まづく必要がありました。ヨセフは来ていました。

43

その後ある日神の大きなラッパの音が鳴るでしょう。キリストにある死者はよみがえり、すべての者は膝
まづき、すべての舌はこの御言葉を告白するでしょう。さて、彼は何のために来るのでしょうか？彼は何のた
めにここに来たのでしたか？

44

気が付いて下さい、彼女はこの完成した御言葉が預言者の産みの苦しみの下で肉体を持つようになり
ました。それは「彼は来る。彼は来る。彼は来る」と言い続けていたのです。さぁ、しかし、マラキからヨハネま
での歴史と聖書によれば、彼女には400年間預言者がいませんでした。彼らには神学者、司祭、牧師しかい
ませんでした。400ねにわたって、「主がこういわれる」という直接のメッセージがなければ、彼女の体制がど
のような腐った状態になっていたか予測が可能ですよね。それで司祭、預言者などはそれをひどい混乱に
陥れました。だから彼女は腐ってしまったのです。

そしてヨハネは、約束されたマラキ書第3章のエリヤ、マラキ書第4章ではなく、マラキ書第3章です。と
いうのは同じことがマタイの11章にイエスによって言われているからです、ヨハネの鷲の目が映し出された
とき、(ペンバートンの(初期時代)が表現していると私が信じているように)、そして彼は言いました、「彼がそ
の人であるかどうか、彼に尋ねなさい、それとも私は別人を探すのでしょうか？」わかりますか？そして彼は言
いました…、イエス様は、彼の僕を送り戻した後に、会議に留まって何が起こるのか見守るように彼らに言っ
た後、「ヨハネにこれらのことを見せてください。それによってうろたえないものは幸いである…。」彼は彼の
弟子たちと彼が話している人々に目を向けました。彼は言いました、「あなた方は、ヨハネに会いに来るとき何
を見に来たのか？」と彼は言いました。彼は言いました「柔らかい着物を着たものを見に来たのか？」そして彼
は言いました。それはある意味、王の宮殿に居続けるようなものである」彼は言いました「風に揺らぐ葦を見

45
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に来たのか？」と

言い換えれば、彼がゆすると共にあらゆる小さな針が付いてきたのです。「私たちがあなたのところにや
ってきて、私たちの集団に参加すれば、より良い給料をもらえるでしょういうとします。」とヨハネではありませ
ん。「これとそれに対して説教をしたいのなら、私たちの集団に加わることが出来ます。」ヨハネではありませ
ん。

「じゃあ、何を見に出かけましたか？預言者ですか？私はあなた方に言う預言者以上の者である。あなた
がそれを受け取ることが出来るならば、これは預言者が『私の来る前に私の使い（メッセンジャー）を送って
道を整える。』と話した者です。」それはマラキ書第3章1節です、マラキ書4章ではありません。それは違い
ます。」エリヤがやってくると、地上が焼かれるようになり、そして義人は邪悪な者の灰の上を歩き去る理由と
なるからです。

さて、彼らのメッセージは彼らの教会の眠りから、彼らをそれほど引っ掻き回したことはありません。ただ
こう言っていました。「キチガイがいて降りてきてくる。彼を通り過ぎよう。彼自身をキチガイと呼びました。水
中で人々を溺死させようとしている。」わかりますか？「なぜ、あの老人には何もない。なぜなら、彼は正しい種
類の服さえ持っていない。彼は羊毛をまとっているだけなのです。

46

なぜ、彼はヨブの七面鳥と同じくらい貧しいのですなぜ、どの神学校を出てきたのかどこの交流カード
を持っているのですか？私たちは彼の集会に協力することすらありません。そこに泊まらせて餓死するのを待
っているだけなんです。地上波あまり変わっていません。その体制もあまり変わっていないのです。「しかし、
我々はただ彼をそこに留まらせるだけです。彼は何も持っていません…。」

あなたは彼が何も持っていなかったかを知っていますか？忘れないでください、彼の父親は司祭でし
た。しかし、どうして彼は、当時子供たちがしていたように父親の道に従わなかったのでしょうか。彼がより大
きなメッセージを持っていたからです。聖霊がそう言われたので、その小さな残された人はガブリエルのメッ
セージを戻すことになっていたのを知っていたのです。彼は救い主を紹介することになっていたのです。だか
ら、私たちは父と母を失った後、彼は約9歳の時に彼は荒野に行ったと教えられてきました。何故なら、彼は
「さて、あなたは救い主を発表するためのものになるはずだということを知っています。。イザヤはあなたがや
ってくると言っていたので、あなたはその声になるだろうと言いました。」と言われていたのです。さて、ジョー
ンズ兄弟はすぐにその通りの条件であることを学んだと思いませんか？そして彼は簡単に説得されるでしょ
う。しかし彼は彼らの体制の何も学んでいませんでした。彼のメッセージはあまりにも重要でした。彼は荒野
に出て行きそこにとどまったのでした。

気がついて下さい、彼のメッセージは神学者のような物ではなかった。彼は型を使いました。彼は言い
ました、「ああ、あなたは蛇の世代です」それらの聖職者を蛇と呼んだわけです。彼が荒野で見つけた悪いこ
との1つ（隠されていたしたことの1つ）はヘビでした。そして彼は、「これは私が知っている最高の比較に過
ぎない。」と考えていましたま。彼は言いました、「あなたまむしの世代。誰があなたを怒りから来てくれるよう
に警告したのですか。神がこれらの石をアブラハムの子供達を引き上げることが出来るのだから、「わたした
ちはこれに属しますだの、それに属している。」と言ってはなりません。これらの石は、彼が荒野でそして小川
のほとりで見つけたものでした。

47

また、「斧（彼が荒野で使用したもの）は木の根元に置かれました。（彼が荒野で見たもの）すべての木
は良い実を実らせません（彼はどこから薪を得るかを知っていました。）ししてそれらを火に落としたのです
ー焚火を作り上げたのです。分かりますね。彼のメッセージは全く聖職者の物とは違っていました。それは荒
野の中になる自然の中の物でした。しかし彼は発表するメッセージを持っていて、そして彼のメッセージを分
け合う信仰を持っていました。わたしはあなたたちに水でバプテスマを授けるが、わたしよりも力のある
かたが、おいでになる。わたしには、そのくつのひもを解く値打もない。このかたは、聖霊と火とによっ
ておまえたちにバプテスマをお授けになるであろう。」(ルカによる福音書第3章16節1 口語訳[翻訳者])

「彼は誰だ、ヨハネ？」

「知りません。」

しかしある日、川に向かって歩いているある若者が、まるで普通の人のように見える…洗礼者ヨハネが
向こうに立っていた、恵まれた古い預言者、そして彼はヨルダンを見渡した、と彼は言いました、「見よ、世の
罪を取り除く神の小羊。」

48
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「彼をどのようにして知っているのですか、ヨハネ？」

「水でバプテスマを授けるように荒野におられたが私に言われた、「ある人の上に、御霊が下って留ま
るのを見たら、その人こそは、御霊によってバプテスマを授けるかたである」。(ヨハネによる福音書第1
章33節 口語訳[翻訳者])　

彼のメッセージは神学的見地からも、人工の信条体系から得られたものでもなかった。それは神から直
接来なければならなかったのです！

なぜ、彼のメッセージが彼らをそれほど揺さぶらなかったかというと。彼らは、「ああ、彼はそれを見たと
言いました。私はそれをとても疑っています。私には何も見えませんでした。私は自分の力全てで見まし
た…私はそれについて何も見ることが出来ませんでした。」と祭司たちと彼らは言いました。しかし、彼はそ
れを見て、そして私たちは今、彼がそれを見たことを知っています。確かに彼は見たのです。しかし、あなたは
それが得たものに気付いきましたか？それは彼らを霊的な眠り目覚めさせたことはありませんでした。彼ら
はすぐに行き、まさに同じように彼の頭を切り落としました。しかしそれでも彼らは目覚めなかったのです。

しかし、それは彼らの中に命を持っていたもの、その小さな集まり、アンとシメオン、そして主の到来を待
っていたもののうちの数人を残しました。
49

そして、寺院にアンナ、盲目の祈りによって主に仕えた女預言者がいました。それからある日、彼女が御
霊の中にいたとき…シメオンは預言して言いました(老人)。そして「聖霊は私が主の救い主を見るまで死ぬ
ことはないと私に言われた。」と言いました。

「ええと」あなたの知っている何人かの司祭たちは言いました、「かわいそうな人だ。彼はほんのぶれて
いるよね。なぜ、彼はもう片足を墓に入れ、もう片方は滑っています。だから、彼を一人にさせておきなさい。
彼は立派な老人でしたが、彼はちょっと…。」でも、彼には何かを持っていたことが分かりますか？それは聖
霊によって彼に明らかにされました。

それは今日の午後あなた方に明らかにされたのと同じことです。聖霊が何らかの理由であなたをここに
連れてきました。ある人達には…聖霊…ここにいるメソジスト派、バプテスト派、カトリック、そしてすべての司
祭や、祭司を見てください。彼らは聖霊に感動しました。その時代はここにきています、それで聖霊が彼らの
上に動かれました、そして彼らはそれを捜していて、飢えてそれを探していました。

じゃあ…ちょっとお待ちください...

ある日、ご存知のとおり、その時代にテレビはありませんでした（主に感謝）。それで彼らはユダヤの丘
の中腹にいました。赤ちゃんが生まれたのです、星が現れたりその他のことが起こりました。しかし、8日後、
母親は小さな赤ちゃんを布で包みました。それは私が言われたそれでありました…彼らは着るものを何も持
っていませんでした。それは牛の首からとった小さな雑巾のようなものでした、それがこの価値のない布でし
た。ここにヨセフが来て、彼らはこの小さな赤ちゃんと一緒に来たのです。

50

私は、母親たちが針仕事やすべてのものを持って、彼らの小さな赤ちゃんとの距離から立ち上がったと
想像します。言いました、「そこを見てください、見てください、見てください、なるほど、彼女はあの男性と妊
娠しました。彼らは彼女から離れる方が良い、距離を置こうではないか。彼らは今も同じ様に考えているので
す。

しかしマリア、その赤ちゃんを両腕に抱えていましたから、そんなことは何も違いを齎しませんでした。彼
女は彼が誰の息子であるかを知っていましたから！

そして、神の御言葉を心に受け入れるすべての信者もそうです！私は体制が何を言おうとも構わないの
です、あなた方はそれが何であるか知っている！それは神の約束です。あなたが主の力に影を落とされたと
き、それは聖霊によってあなたに明らかにされました。あなた方はそれがどこにあるのか知っています。

51

その燃えるような茂みの中で砂漠の裏側で神に出会うまで、福音を宣べ伝える権利は誰にもありませ
ん。あなたはそこに居ました。それはあなたに起こりました。私は組織がなんと言っても構いません。あなた方
はその証人です！ハレルヤ！私は「今ここには部屋を取戻していません！」と言っていたその老いた色の男の
ような気がします。現時点で私は非常に宗教的な気がします。それが正しいと思う時、神ご自身があなたに
明らかにされたのです！
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シメオンはその朝、彼の書斎の中で座っているという約束がありました。ああ、毎朝数百人の赤ん坊、
国内でおよそ250万人のユダヤ人が居たのです、そして、これらの赤ん坊が、沢山生まれるのです。 8日毎
に、母親は清めのための供物をささげなければなりませんでした。さて、シメオンがやって来ます、そこに座っ
てますね、多分イザヤの書を読んでいたのでしょう。私には分かりません。が全てが一度に…

52

さて聖霊があなたに約束をしたのなら、聖霊はその約束を守らなければなりません。それが本当に神で
あるならば。人が通り抜けて、あることを言うならば、神はそれを支持しません、それは最初から聖句があるわ
けではないから。忘れてください。そして彼がそうだと言っても、それでも神がそれを支持しないのであれば、
それはまだ間違っているのです。神が彼のメッセージを解釈するからです。彼は彼自身の通訳なのです。彼
の言うことが起こる時、それから神はそれが真実であるから聞くと言われました。それは唯一の常識です。
彼が、起こるそれが起こると言うならば、それを言っているのです。神は嘘をつかないのでそれは毎回まさに
真実であるはずなのです

それで、シメオンはそこに座って迫害を受けています。彼は残された者でした。彼はヨハネを、そしてそ
の時代の少数の残された者を聞きました。そして、ここで彼はこの巻物を聞いてそこに座っていました…つま
り、ヨハネが来たことを知っているので、彼は残された者の一員でした。御言葉は彼に明らかにされていまし
た。

53

そしてその赤ん坊が神殿に入ったとき（そこに現れたことを明らかにするのは聖霊の仕事でした）…そ
れで彼は霊によって動かされ、小さな書斎から出てきて、そのホールをまっすぐに出て来て、女性達の行列
にぶつかりました、その女性達の行列の所におりてきたのです。その子をその時、エルサレムにシメオンとい
う名の人がいた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊の
印を受けていました。彼がその赤ん坊を見る為に その赤ん坊を腕に抱きいいました。「主よ、今こそ私の目が
あなたの救いを見たので、安心して去らせてくださいます。」

そしてその当時、その時代に選出されたもう1人の小さき者が女預言者アンナでした。彼女は向こうに
座っていて、盲目で、隅にいて、子供の時から盲目でした。彼女はここに、聖霊に導かれてやってきました、す
べての女性達と神殿に出入りする人々の間で、キリストの子供がいるところにまっすぐに来たのす。聖霊が盲
目の女性を主に導くことができたら、視力を持つはずのあなた方ペンテコステ派のグループはどうでしょう
か？私はこれ以上先にはいきません。あなたはそこから先のことはご存知です。

あー何と言う事、再び同様の酷い混乱に教会が陥っていたに違いないことに気が付いて下さい！きっと
その時代だったに違いません。しかし、私が言ったように、それはその残された人々を揺さぶりました。

さて、正直になりましょう。今日そのような状態であるその教会を見たら、私たちはその時代にまた戻り
はしないのではないでしょうか。さて、現時点で、教会で起こっているのであろう聖書の約束の事柄をただ見
てください。世界で何が起こっているのかを見て、そしてそれが終わりの時になっているのを見ます。それで
は教会を見てみましょう。

54

彼女（教会）はルターの下で産みの苦しみを経験しました。さて、黙示録によれば、私たちは7つの教会
時代と彼らへの7人のメッセンジャーがいる事を知っています。さて、ルターが現れなければならなかった時、
それは確かに教会を産みの苦しみに陥れました、しかしそれがルターを前に進ませました。そのとおりです
ね。

その後、それは再び悩みの時をえました、それでそれはウェズリーをもたらしました。そのとおり。もう一
度前に進んで、それがペンテコステ派をもたらしました。彼らのそれぞれ（彼らの時代のメッセンジャー）は御
言葉、彼らの時代のメッセージ、聖書によるメッセージを御言葉に揺り動かしました。私はそれが分かってい
ます。それについての巻物、黙示録の最初の4つの章の解説を得てそれを出しました。

私たちが出版したらすぐにそれを読んでください、そしてそれはルターのメッセージが何であったかにつ
いて疑いの余地がないことを証明します。正当化、聖別化は自然な誕生のプロセスであり、それからペンテ
コステ派が来ます。その通りです。

さて、気づいてください、各時代は教会を揺り動かし、それに産みの苦しみを与えました。しかし、彼らは
何をしましたか？産みの苦しみが来た後、御言葉を続けるのではなく、彼らは最初の人がしたように一緒にた
くさんの男性を集めました。まさにそれです。使徒たちが揺れ動いた直後、私たちは彼女（教会）がまた外れ
ていくのが分かります。それから私達は他の多くの、アガバスと偉大な改革者の多くが初めに戻ってくるのを
見つけます。それぞれの時代は終わっていました（あなたがニカイア評議会前、ニカイア評議会の父、そして

55
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戻ってきた全てを知ったとして、、あなたはそれをすべてそこに見いだすことになります）。どの時代も、メッセ
ンジャーが「このように主はおうせられる。」と共にやって時代をゆすったのでした。

聖書によれば、今、彼女（教会）は未だかつて最悪の段階にあります。私たちはラオデキア教会時代に
いるのです、それを豊かで盲目的なことが分かっていない教会時代にいるのです！キリストが教会から追い
出されたことは聖書のどこにもありませんでしたが、ラオデキアの時代まではしかしそうなったのです。彼女
（教会）は最悪の時代にいるのです。彼女は彼女が今まであった中で最も腐敗しているのです。「私は女王
なった、なにも必要はない。」と言っていて、あなたが裸で、惨めで、盲目で、貧しい事を知りません。」その通
りです。「あなたに告げよう、また見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。」と言いました。そしてそ
れは確かにそうなるでしょう、…目を開かせたいのなら神の目薬はきっと教会に光をもたらすでしょう。神は
そのように言われましたのですから。

即座に気付いて下さい。さて今、彼女（教会）はその段階にあり、私たちはラオデキア教会時代にいま
す。さて、彼女のメッセンジャーはマラキ書第4章で約束されています。彼はそれをすることを約束されてい
て、そしてメッセージは御言葉に戻すこと、人々を御言葉に戻すことなのです。その出生が…彼女（教会）に
マラキ書4章に従って新生が届けられることになっています。

56

今日、教会の世界では2つの体制が働いています。さてしっかりと聴いて下さい。今、私はあなたがこれ
について「アーメン」というつもりかどうかを確認したいと思います。今日、教会の世界では2つの体制が機
能しています（私はこれを私の肩から取り払うつもりです、そしてそれを終わらせるのです。）。私たちは皆、そ
れが神の御言葉と宗派の体系であることを知っています。機能している2つの体制があります。

ヤコブとエサウのように、一人は霊を追い、もう1人は肉を追っていました。で、それは何でしょうか？エ
サウとヤコブは彼らが生まれる前でさえ、母親の子宮の中で戦っていました。また、宗派と御言葉は互いに
争いあっています。彼らはルターが最初の改革をもたらして以来のものです。私はあなたがそれを理解でき
るようにそれが十分に簡単であることを願っています。わかりますか？

これらの人達は、彼らがこれを取ってそれと一緒に出かけば、彼らはそれにもっと理にかなう様になれ
ます。分かりますね、それをある場所に持って来るために…私はただこの種を産みたいのです、私は彼らがそ
れを生き返らせることを願っています。

目を覚ましてください。

見てください、それがいつもあのようになります。それが彼女の生まれつきの痛みを抱えている理由で
す。彼女には戦いがあるからです！非常に宗教的な、世界のただ一人の人、エサウがいます。そして、ああ、私
の知る限りでは、彼は大丈夫です、清くて道徳的ですが、彼はその出生について何も知りません！彼はその
ように生まれました。彼はそのように形作られています。そしてヤコブ、私は彼が何であるかを気にしないで、
彼はその出生を望んでいます！彼は霊的な人です！そして、今日の2人は教会の子宮の中にあります。

57

世界教会会議と呼ばれる大きな組織が形成されようとしています。そして教会の子宮から2人の子供
がやって来ます。あなたは私の言葉をマークするだけです！御言葉は御言葉の教会を届けなければなりませ
ん。教会は彼女からキリストのための花嫁を届けられるべきです。すべての時代で眠りに落ちたそれらは彼ら
が出てくる御言葉で出て来るその花嫁を補うでしょう。あなたの足があなたの頭に来るのが好きです。彼女
はただ大きくなり、あなたが持っていなければならないものが増える、といった具合です。体が成長するにつ
れて、キリストの体も成長します。そして、やっと頭がそれにやってくる、頭がやってきます。

さて、私たちが気づいたのなら、「それはすべて頭に関係しているから、頭は回転して引っ張ります。」

しかし、これらの組織はそれから成長しないでしょう。それは組織であり、それを産み出すことが出来な
いという理由から、成長することはありません。しかし、彼らは両方とも同じ畑にいて、同じ水と同じ日光を浴
びています。1つは御言葉です！小麦の束。しかし、彼らは両方とも同じ畑にいて、同じ水と同じ日光を浴び
ています！1つは御言葉です。1つは御言葉ではありません。彼ら2人はまだ戦っています。

58

いま、私はそれについてそれ以上遠くに行く必要はなおのでしょうか？きっと私の言っていることを知っ
ているでしょう。私たちはそこにいます。あなた方の組織があります。あなた方はどんな組織にいますか？

今ただ想像してください。神の預言者と御言葉が飛び交う中で、他の日に住んでいたとしたら、どちら
側にいたいと思いますか。さて、あなた方は今日も同じ選択をしました。彼女はそこに完璧な御言葉を持ち
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出すことを決心しており、御言葉は御言葉の花嫁のためにやってきます。女性は男性の一部なので（彼から
取られる）、教会は聖書のすべての御言葉に従う教会でなければならないでしょう！組織、教義、あるいは何
も追加されていません。それは、純粋な、純粋な処女の御言葉でなければなりません！そうです！

そして、教会が解散したルターの光の時代に、ルターは…もちろん彼女は苦痛を感じました。しかし、彼
は「信仰によって生きるものでなければならない。これは交わりではありません。」と言いました。

ジョン・ウェスリーの時代に彼女は再び苦痛を与えましたが、ウェスリーが生まれました！しかし、彼は何
をしましたか？お母さんがしたように、まっすぐ戻りました。

それからペンテコステ派の時代に、あなたの先祖と母はそのことから出てきてそれを憎みました！彼らは
路上に出て行き、ストッキングのないあなたのお母さん、古い缶の上で叩いて、そして聖霊の洗礼、いくつか
の古いギターについて話しました。彼らは路上電車の線路にレイアウトしました。刑務所に一晩中泊まりまし
た！そして私達非常に堅苦しく、組織に戻り、そして私達自身を彼らが出てくるのと同じくらい多量（彼らは子
供達を引き戻した）にしました！彼らは彼らの墓にひっくり返るでしょう！彼らはあなたを恥じているでしょう。
私はそれが難しいことを知っていますが、それは真実です。

あなたは「私があなたが人々を愛していると思った。」と言います。愛は集団的でないならば、どうすれば
愛を生み出すことができますか？愛は集団的で、そして私は世界を愛しています。私は神の教会に熱心で
す。そして、腐敗している教義の下でそれを拘束しているこれらの組織を見るために、そして神は彼の御言
葉を真実であると宣言し、それでもそれを保持する！アーメン！それは本当だ。あなたはそれが真実であるこ
とを知っています、兄弟、姉妹。それはただの…それはそれを伝える簡単な方法です。それはギリシャ語や
物事の分解ではありませんが、分解して常識を示すことです。きっとあなたはそれを理解することができま
す。 2と2は4です。さて、私たちはそれが正しいことを知っています。さて、御言葉は花嫁を産み出さなけれ
ばなりません。

59

しかし、古い制度はその型を守らなければなりません。生年月日を売ったエサウを生まなければなりま
せん。
60

ここに来ます。私はそれを感じます！私はあなた方が私の頭がおかしいとは思わないことを願っていま
すが、しかし私がいるならば、私を1人にしましょう。私はこのように気分が良いです。私は他の方法よりもこ
の方法で優れています。私は世界に夢中になるかもしれませんが、私はどこにいるのか知っています。私は
どこに立っているか知っています。

見て、それはまだ生まれたばかりの赤ちゃん、ヤコブが嫌いなエサウを作り出すためにすべての宗派を
まとめようとしている教会の組織を作り出すつもりです！アーメン。ぜひご覧ください。死につつある、死んだ
宗派、それらは全て一緒に行きます。

ああ、御言葉の信者たちよ、私のメッセージを伝えなさい！私のメッセージではなく、私に聞いてくださ
い。彼が真実であると固く宣言しているという彼のメッセージ。どこかから選ぶ必要があります。あなたはこの
後まだ座ることはできません。あなたはあなたの選択をしなければなりません。

あなたは先日、そこのウエストワードHoで朝食をとったことを覚えていますか（その朝、あなた方皆で朝
食を食べました）。主がその小麦をあなたに見せてくれたこと、ルターを通り抜けた様子、ウェスリーを通り抜
けた様子、房など、トウモロコシの茎で表現されているすべての教会から飛び出して、それからその小麦の中
にそのまま降りていきました。あなたが外に出て見るとき、あなたがあなたの小麦を知らないならば、あなたは
「あなたはそこに小麦を持ってきた。」と言うでしょう。しかしそれはただの売れ筋です。そして、あなたはそれ
を開くと、小麦はまったくありません。さかのぼってやってくる小さな生命の芽がやってきます。あなたはガラ
スを取ってそれを見ます。そして、ペンテコステが最初に現れたとき、それは非常に近かったと、マタイによる
福音書第24章24節でイエスは言いました。
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どうしましたか？穀物への支援。その通りですか？さて房は

穀物への支援。その通りですか？今、タッセル。ここで見てください、刃は入った穀物のように見えませ
ん、また房もそうではありません。しかし、それはもう少しそれに似ています、そしてぎっしりそれはそのように
たくさんです。しかし、それでも小麦ではありません。それは小麦の運搬人です。

あなたはそれらのメッセージがどのように産みの苦しみを伴って来たかわかりませんか？しかし、その命62
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はそこから出て次のメッセージに移りました。その命はルターからウェスリーのメッセージに、ウェスリーのメッ
セージからペンテコステのメッセージに、直接に伝わりました。さてその時代は再びーその状態になりました。
何が問題なんですか？それが真理であることを宣言する為にあらゆる形でその性質があるのです。

今あなたは理由が分かります…あなたは私が頭がおかしいと思うでしょう。たぶんそうかもしれません
（私が言ったように）、私の中に何かがありますから私はそれをやめられません。私はそれから離れる事はあ
りません。それは私自身の選択によって来ることではありません。それは神なのです！そして神ご自身がそ
れが真理であることを証明するためにそれを確証していくのです。私がルターやウェスリー、ペンテコステ派
やバプテスト派、あるいは誰に対しても反対するわけではありません。御言葉がそれに反対しているので、体
制を私は反対しているのです！今日ここに座っているこれらの祭司達と司祭達を見てください。彼がその体
制に耳を傾けていれば、彼らはここにいないでしょうが、彼らはそれを抜け出して神のことばを受け入れる為
の共通の大胆さを持っていました！ハレルヤ！「私たちの神を賛美する」という意味です。それはあなたを傷つ
けることはありません。[誰かが『アーメン』という]は「そうなりますように、私はそれを信じる」という意味で
す。私はそれが真理だと信じて知っています！それが真理であることを確認しました！いつの日かあなたは見
つけるでしょうーその時では多分遅すぎます。今、気を付けてみてください！気を付けてください！

聖書は、彼の妻はその終わりの時に自分の準備を整えたと言っています。彼女はどうやって自分自身
の準備を整えたのですか？…彼の妻になるために。そして彼女はどんな種類の衣服を着ていましたか？彼自
身の言葉、彼女は彼の義に身を包んだと書かれています。それはそれが何であるか、わかりますか？幻。
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気がついて下さい、今閉まりかけています。これを1つ言いたいのですが、閉じる直前に。それが、私がこ
れを言うように導いたものです。私は「主がこうおうせられます。」と言う事です。それは自分の考えに入れる
ことなしに言うならば、彼は偽善者であり、そのために地獄に行くべきです。その通り。もし彼がたくさんの
人々、このような素晴らしい人々を手に入れ、そして彼らをだまそうとするならば、なぜ彼は人間の肉を持った
悪魔になるでしょう。神は決して彼に栄誉を与えないでしょう。あなたは神が悪魔や嘘つきを尊敬すると思
いますか？するわけがありません。それは、彼らの頭の上に行き、そして彼らはそれを得ることが出来ず、彼
は選ばれた人を引き抜きます。

時代を通してすべての預言者を見てください。ローマカトリック教会が魔女であることの賭けに、ジャン
ヌダルクを焼き殺したように、改革に至るまでを見てください。その通り。後に彼らは彼女がそうではなかった
ことを知りました。彼女は聖人でした。もちろん彼らは悔い改め、祭司の体を掘り起こして川に投げ入れまし
た。でも、それは神の書には収まりません。だめなのです！

64

彼らも聖パトリックも呼び出しました、分かりますね、そして彼は私と同じくらいそうでした。ですから、私
たちは気付きます、彼の子供たちを見てください。彼の場所を見てください。殺された人数を調べてください。
殉教者を調べて、そこで殺された人数を見てください。ええ、そうではありません。しかし、人々の主張はそう
ではありません。それは神が言われたことであり、それが真理であることを証明しています。「すべてのことを
証明しなさい。良いことをしっかりと握りしめてください。」

さて、私たちはここ数ヶ月前にここで見つけました、ある朝、私は家からでて歩いていました、そして、幻
は来ました。そして、私はここにいる誰かに、主が今まで私に言われたように、いつでも「主はこのようにおう
せられます」というように言いますが、それが起こったことに挑戦しています。それが真実だと知っている人
は何人いらっしゃいますか？手を挙げてください。誰か反論出来る方がおられますか？それが真理なので
す。

65

メッセンジャーに何の注意も払わないでください、メッセージを見てください。それがそのものなのです。
そうではないとかにも。それは単なる人間なのですから、小さな坊主頭の人(あなた方が知っている)人の事
は気にしないのです。そして私たちはすべて同じです。しかし、何が起こっているのか見てください。それを宣
言しているのです。

私は連れていかれました。今、私は人々があらゆる種類のことを言うのを知っています。そして我々はそ
れがその多くで正しくないことを知っています。私は誰もが言うことに答えられません。私の言うことに答え
るなければなりません。そして私はそれが真実であるかどうかだけを言うことが出来、そして私はそれに対し
て責任を取る必要があり、他の誰かが言う事については必要ないのです。私は誰もさばくことはできませ
ん。私は裁く為にに送られたのではなく、メッセージを説教するために送られました。

気が付いてください、私は教会の予見をすることになっていました。そして私は、私会う事ができなかっ66
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た誰かによって連れて行かれて、そしてスタンドのように置かれました。そして私は今まで聞いた中で最も優
しい音楽を聞きました。そして私は…、そしておおよそ20歳前後（18、20歳）若い女性達が来るのを見まし
た。そして、彼女達はみんな長い髪で、異なった種類のドレスを着ていました。そして彼女は完璧にその音楽
と完璧に歩調を合わせて行進していました。そして彼らは私の左側からこの方向に行き、私は彼らを見てい
ました。それから私は誰が私に話していたかが分かるために見ましたが。誰にも会えませんでした。

それから私はロックンロールバンドが来るのを聞きました。そして私が私の右側でこの方向に上がってく
る（戻ってくる）のを見ていました、ここに世界中の教会がやってきました。そして…その中には、出身地のバ
ナーを掲げた人達もいました。自分の人生の中で見た最もきたない物の幾つかでした。そして、アメリカの教
会が立ち上がった時に、それは私が今まで見た中で最も酷いものでした！天のお父様が私の裁判官です。
彼らはこのタートルテールのグレーのスカートを着ていました（バルーンガールのような）背中は全秋になっ
ていました。まるでグレーの紙のようでした。フラダンス、化粧、短いボブスタイルの髪型、煙草を喫煙して彼
らはロックンロールの方向に行くときに腰をねじりながら歩いていました。

そして私は言いました、「あれがアメリカの教会ですか？」

そしてその声は「はい、その通りです」と言いました。

そして彼らが通り過ぎるとき、彼らはこのようにそれを持って、通り過ぎるとき紙を置いて行かなければ
なりませんでした。
67

私は泣き始めました、私はただ「私のすべての労力と私がしたすべての事、そして私たちの牧師たちが
共に労した全ての事。」について考えました。そして兄弟、私はあなた方がこれらの幻をどのくらい信じるのか
は分かりません。しかし、それは私にとって真理なのです。それは常に正しいことが証明されています。それ
を見て、何が起こっているのかを知っているとき、私の心が私の中で砕けていくかの様に感じました。「私が
何をしましたか？どのようにそれを逃しましたか？私はその御言葉と共に正しくありました、主よ、そしてどうし
てしまったのでしょうか？」と私は考えていました。「なぜそこでそれほど前じゃない時に私に幻を与えて下さ
ったのでしょうか？彼らは裁かれなければならないでしょうか？」と言いました。

そして、彼は「パウロの集まりも。」と言われました

私は、「私は彼がしたのと同じ御言葉を宣べ伝えました。」と言いました（クリスチャンのビジネスマンが
その記事を掲載しました）そして「私はなぜですか？なぜこんな風になるのでしょうか？」まるで沢山の売春
婦の様に見える者たちがミスアメリカの教会と呼ばれるのを見ました」と言いました。私はただ失神していま
した。

それから直接本当に優しい音楽が聞こえてきました。そしてまたここに同じ小さな花嫁がやってきます。
彼は言いました「これが出てきたんだよ」そして彼女が歩いたとき、初めの場所と全く同じでした、神の御言
葉の音楽の歩みを歩み、それによって行進していました。そして私がそれを見たとき、私はそのように両手を
挙げて泣きながらそこに立っていました。私が来た時、畑の向こう側を見渡してそこのポーチに立っていまし
た。

68

どうしたのですか？彼女は最初の場所にいたのと同じ種類の材料から造られた、同じ種類の、同じ花
嫁だったのです。

さて今マラキ書第4章を読み、終わりの日に子たちの心を父に、そして元々のペンテコステのメッセージ
によって我々が戻っていくようなメッセージを持っていないかを確かめてみましょう。兄弟達。我々は今ここな
のです！

さて、この教会はしるしを得る事になっているのです。そしてその最後のしるしは、私たちは聖書の中に
見つけるのです…見てください、今このラオデキア教会時代には、大きな生みの苦しみがありました。その中
に生まれているのです、…教会は生まれ変わっています。

もう他の組織は存在しないのです。メッセージが出るたびに、皆知るのです…これらの歴史家達に尋ね
てください。メッセージが出た後、組織はそれから出てきました。ああ、アレクサンダーキャンベル、他のすべ
て、マルチン・ルターとすべてのもの、彼らはそれから組織を作りました。そして通常、たいていのメッセージ
は約3年しか続きません、リバイバル。これは15年間続いていて、そしてそれから来る組織は出来ていませ
ん。どうして？その価値のない小さな殻が終わりなのです。私達は終わりの時にいます。

69



19産みの苦しみ

産みの苦しみが分かりますか？問題は何ですか？まさに残されるものが出ます。一人の残されるものが
出されるでしょう。そしてそれが、私が泣いて、地上の人々の全てのひいきを脇においてそれをしっかりとさ
け、押しのけて神の御言葉によって動きただ神のひいきを得ようとしているからなのです。

彼女は苦しみの中にいます。それが問題なのです。彼女は産むことになるのです。彼女は選択をしなけ
ればなりません。壁にかかれたものがあります。私たちは地上がもうすぐ出発する準備ができているのが分
かります。そのとおりです。そして教会が見えます。彼女はとても腐っていいて、彼女は行く準備ができてい
ます。そして産みの苦しみは、それが全ての物の上、世と教会の両方にあります。そして、至福千年のために
そこに行くために新しく生まれた世界と新しく生まれた教会があるべきです。私たちはそのことを知っていま
す。

神は彼女に彼女の最後のしるし、（閉めようとしているのでしっかりこれを聞いて居て下さい）彼女の最
後のメッセージを与えます、彼女の最後のしるしは初めに彼女が居た時と同様の状態を得るのです。世界、
教会…マラキからイエスに至るまでの何年もの間、それが初めにどのようになっていたかを見てください。何
年にもわたってそれがなかった状態でした、そして今それを見て、そこに全て戻ってそれを見てください。ノア
の時代の様に、地球を見てください。同じ種類の型でなければなりません、そして我々はそれを見ます。 「ノ
アの時のように」私達はこれらの事柄すべてがただパターンになっているのが分かります。
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それから私達は1つの最終的なしるしを手にいれます。71

ルカによる福音書第17章28節(※ルカによる福音書17章26節ではないかと思われる[翻訳者])ので、
「ソドム(ノア[翻訳者])の時代にあったようにそれは人の子の到来にあります。」 「それはソドムのように」
わかりますか？

今、イエスは私たちが読んだのと同じこの聖書、同じ創世記を読みました。今すぐ閉じて、忘れないよう
に！私たちが読んだのと同じ聖書を、イエス様も読みました。そして彼は自分の教会に言ったのです、「振り
返ってソドムの時代がまた戻って来るときを見てください。」倒錯した人々、男性は自然さを失って…今日世
界中で増加している同性愛者を見てください。つい最近新聞で…あなたは私の事務所に入り、母親から男
の子たちへ手紙を読むべきです。同性愛者が増加しています、私はそれが昨年のカリフォルニア州だけでも
20から30パーセントだと思います。政府の人々の多くさえもが、同性愛者であることが証明されています。
あなた方の内の政府の人々はそれを知っていますね。私が読んだ雑誌に書かれていました。そして、様々な
ことが起こっているのです、…[会衆の誰かが異言とその解釈についてのメッセージを与える。]

私が聖書を正しく理解しているならば、それはまさに神が言われたことが起こるということなのです。
「異言を話す人にも、彼が解釈できるように祈らりなさい。」それは真理なのです、私はあなたに真理を語りま
した。それは真理です。それは本当なのです。
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ほら見てください。イエス様が言われた最後のメッセージは何でしたか？「それはソドムの時代にあった
ように」さて見てください。異邦人の世界がその火で焼き滅ぼされる直前。さて、悟る努力をしましょう。何が
起こりましたか？ソドムにはたくさんの人々、ロトや彼の集団のよう生温い教会員がいました。すでにそこから
出てきた1人の人がいました。彼は始めから一緒に動いていせんでした。それがアブラハムでした、次の息子
の約束を持っていたものでした。分かりますね？「アーメン」と言ってください。大丈夫です。

そして今、破壊のクライマックスが来る直前に、神は様々な形でアブラハムに現れました。しかし、今回、
彼は人間として現れます。彼は人間でした。そして彼は神のもとにやって来ました…

今、あなたは「それは人間ではなかった」と言います。それは神が人の中におられたのです。アブラハム
は彼をエロヒムと呼びました。それは人間でした。

そして見てくさい。彼は彼の背中をテントの方に向けて座り、そして彼は言いました、「サラ、あなたの妻
はどこにいますか」。

彼は言いました、「彼女はあなたの後ろのテントの中にいます。」

「人生の時代に合わせて、私はあなたを訪問するつもりです。私はあなたに約束します。」そしてサラは
笑いました。そして彼は言いました、「サラはなぜ笑ったのですか？」わかりますね？

さて、それがその日に起こっていたことです。アブラハムが見た終わりのしるしを示すためだけに…選ば
れた集団はソドムから離れて撤退しました。今、このたとえ話を見逃さないでください。引き抜かれた集団
73
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は、それはそもそもソドムにはいませんでした。しかし、2人の天使がソドムに降りて行き、彼らがそこに降りた
とき、私たちはロトを見つけました。彼は彼が背教している状態なのを見つけたのです。そして彼はすべての
同性愛者と倒錯者。あなたはその物語をご存知ですね。しかし、アブラハムと一緒にいたのはエロヒムでし
た。彼らはそこで御言葉を説教し、御言葉を宣べ伝え、彼らを盲目にさせました。そして彼らはドアを見つける
ことができませんでした。それが今日と同様な状態です。しかし、引き抜かれた集団と一緒にいた者は、アブ
ラハムの前で奇跡を起こし達、彼が誰なのかつまりアブラハムと一緒にいたという事を示したのでした。

彼は言いました、「なぜサラは(この生まれてくる赤ん坊に関して)笑ったのですか？」そしてサラは進み
出て、彼女は笑わなかったと言いました。彼は言いました、「しかし、あなたは笑いました。」そして、もし彼女
がアブラハムの一員でなければ、彼はそこで彼女を殺しさえしたでしょう。私たちがキリストの一部ではなか
ったのであれば、神は私たちを殺すでしょう。キリストの憐れみが、私たちに結びつけます。御言葉の中の疑
念と倒錯から。

しかし、気付いて下さい。何が起こったのかに注目してください。イエス様は今振り返って、「ロトの時代
と同じように、人の子が自分自身を明らかにし始めるのは終わりの時になるだろう」と言いました。わかります
か？
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常に聖書の中にいる人の子は預言者です。分かりますね、彼は3人の息子の名前で来ます。人の子、
神の子、ダビデの子です分かりますね。彼は自分の名を「人の子」と言いました。それは彼のした仕事の故
ですー預言者、先見者。そして彼は言いました、「それはノアの時代に会ったように…人の子が自らを明らか
にし始める時、それは終わりの時になるでしょう。」

それでは、ちょっとだけ考えてみましょう。世界中にメッセンジャーがいたことは一度もありません…私
達はこれらの産みの苦しみの中で、私たちは世界中のメッセンジャーに、フィニー、サンキー、ムーディ、フィ
ニー、ノックス、カルバンなどいました。しかし、今日まで、その人の名前の末尾がh-a-m、A-b-r-a―a-m、つま
り6文字、A-b-r-a-h-a-ｍが7文字で国際的なメッセージを出す人はいませんでした。私たちは今日、G-r-a-
h-a-mという名前の6つの文字の人を得ました。6は世の数、創造の日です。地上に人がいたとき、宇宙の中
で(世界のあちこちで)説教をして、人を呼び戻した時がありましたか。「悔い改めよ！滅びるか、あるいはそこ
から出なさい！」この時代まで。G-r-a-h-a-m（グラハム）彼がしていることを見てください、御言葉を説き、部
外者を盲目にし、「出ていけ」と呼び、神からのメッセンジャー。イエスは、それは人の子がご自身を明らかに
する時に起こると言われました。今それはどこにありますか？教会。そして彼らの並び世の中から出なさい。
彼らはそれが理由でその人を憎み始めました。
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しかし、覚えておいてください。それは霊的な集まりである集団もありました。ヤコブの集団で、エサウの
集団ではありませんでした。そのバビロンにいない息子をヤコブの集団が探していたのです。そして彼らはメ
ッセンジャーを受け取りました。わかりますか？アブラハム-A-b-r-a-h-a-m。彼らはメッセンジャー、そしてその
メッセンジャーを受け取りました。その彼が素晴らしく特別なことは。彼は彼らが週末にいる事を見せられた
ことでしたか？彼はサラの心の中にある考えを見分けました。そして、肉体となった神の子イエスは、終わり
の時に神の御霊がその選ばれた小さな集団の中に戻って来て、同じように自分自身を現すことを示しまし
た。
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産みの苦しみ。ああ、兄弟、悟りましょう。頑張ってください。ちょっとだけあなたの心を開いてください。
キリストを見てください。同じ神が今ここにいます。同じ方です。彼はこれらのことを約束されました。そして彼
が彼らに約束したならば、彼は確かにそれらをすることができます。ちょっと頭を下げてみましょう。私は、あな
た方に厳粛に考えてほしいだけなのです。

父よ、それは今あなたの手の中にあり、私は全力を尽くしました。あなたが、人々に悟らせるようにお祈り
します。種は植えられました。主よ、御霊の水を注ぎ、あなたの栄光のために水を注いでください。私が間違
えたのなら、主よ、私はそうするつもりはありませんでした。神よ、私は彼らが分かり悟り彼らの心をあなたが
正しく解釈することを祈ります。それをお与えください、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
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主よあなたを祝福します。わたしは、あなたを愛しています。この御言葉を説いたこの神、この御言葉に
責任があるこの神。私はそれを言う責任があるだけです。それに力を籠められるのは彼です。同じ神がここ
におられます。

さて、あなた方の内に必要がある方は何人いますか、手を挙げてください。彼は終わりの日にこれらの
ことをすると約束されましたか？今、あなたは私を見ています。さて、ペトロとヨハネが言ったように、「私たちを
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見てください。」今、あなたはこちらの方を見ます。今、動き回らないでください。これはとても…私は心の中で
精神を尽くしています。ただ本当に敬虔になって下さい。みなさん1人1人が霊です。あなたが動くとき…もち
ろんあなた方は一つの集まりなのです、そして私は人々の信仰を捉えようとしています。

小さな女性が通り過ぎて彼の衣服に触れ、そして出かけて座りました。イエス様は彼女に彼女の悩み
は何かと言われ、そして彼女は癒されました。そして今、彼はそれを再びすることを約束され、人の子は、彼
がソドムでしたように彼自身を現すでしょう。その状態の地上。教会はその状態にあります。さて、神は御言
葉を守られましたか？彼が守られているかどうかを確認してください。ああ、私たちは異言で話したり、予言を
したり飛び上がったりするしるしを持っていました、しかし待ってください。別のしるしがあります。ああ、私たち
は多くの肉欲的ななりすましをしています。それは本物を輝かせるだけです。どんな偽のドルでも本物のも
のを輝かせるはずです。

さて、あなたは祈り、そしてあなたは信じます。私はそれをするようあなたに挑戦します。あなたは私があ
なたに言ったことを見て信じます。これが真理だと信じる人は何人いるでしょうか？もちろん、あなたが誰で、
どこにいるのか。私の知る限りでは、ここに座っている人は皆、ビル・ダウフと彼の妻以外私の知っている限
り見知らぬ人達です。私は、このドイツから来たこの小さな説教者、そこに座っている、兄弟…そしてそこに座
っている2人か3人の人々を知っていると思います。誰かが聴衆の中の凄く後ろに座っている人ー私があな
たに言ったことが真理だと信じるように、あなたに挑戦します！
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33年前、その主の御使が川の向こうに降りてきてこの発言をしたときの事は如何ですか？私自身のバ
プテスト牧師が私を教会の外に追い出した時、私はどのように知ったのでしょうか？ 「あなたは悪夢を見た、
ビリー」と言いました。

私は言いました、「悪夢は何もありません、デイビス博士。それがあなたのやり方であれば…あなたのと
る態度なら、あなたも私の交わりカードを取り上げる事もありうるでしょう。」どこかで誰かがそれを信じるだろ
うということを私は知っていました。それを受け取る何かがなければ、神はメッセージを送らなかったでしょ
う。確かに、病人のために祈って出かけたとき、それは非常良いことでした。しかし、私が御言葉の真理をあ
なたに話し始めると、それは違うのです。

あなた方はすべてのメッセージがそのようにされてきたことを知るべきです。

イエス様は教会に行き、人々とすべてを癒したときは素晴らしかったのですが、ある日、座りこんで「わ
たしとわたしの父は一つである」と言ったのです。そうしたこと。「人の子の肉を食べて血を飲まない限り、命
はない。」と言った時。彼はそれを説明しませんでした。彼はだれが彼のそばに立つかを見たがっていまし
た。その通り。医者や、物事でいっぱいの群衆は、次のように述べました。「あの男は…、彼は吸血鬼です間
違いなく。肉を食べて血を飲めと！」言ったのですから。彼は決してそれを説明しませんでした。しかしそれで
も、その御言葉はそれらの使徒たちを保っていました。彼らはそれを理解していようがいまいが気にしていま
せんでした。彼らはとにかくそれを信じました。彼らは「自分たちが神の御業を見ることができるから」と知っ
ていましたし、それがそうであることを知っていました。彼は言いました、「彼らは私を証しする者たちです。」
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これはここに座っている女性です。彼女が手を挙げています。今、あなたが望むなら、あなたは私を狂信
者と呼ぶことができます。荒野を通って導いたのと同じ日の柱がその女性の真上にあります。
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さて、イエス様が言われたことを覚えてください、「もうしばらくしたら、世はもはや私を見なくなるだろう。
しかし、あなた方は私を見る。私が生きるので、あなた方も生きるからである。私は神から来たのだから。私は
神に行きます。」彼の死、埋葬の後、彼はユダヤ人に言いました、彼は言いました、「私は…」彼は荒野にいた
時その岩でした。彼はその火の柱でした。「あってあるもの」私とは誰だったのでしょう？その燃える茂みの中
の火の柱。その通りですか？そしてそれは私達の間で肉体になりそしてその中に住まわれました。彼は言い
ました、「私は神から来て、神に戻る。聖霊の形で戻るために。そしてここに彼は今日私たちと一緒にいます。
それを撮った科学的な写真。ここで彼はどんな科学的な写真、あるいは何よりも多くを証明するためにここ
にいます、それは彼のためです。「私は人の子であるこの日明らかにされるでしょう。」今彼はそこにいて、そ
してそれを正しく見ています。あなたは言います、 「あなたはそれが分かりますか？」とヨハネもそれを見まし
たが、彼らの残りの人はそれを見ませんでした。

見てください、今それを証明しましょう。その女性は私には見知らぬ人です。私の人生の中で彼女に会
ったことはありません。しかし、彼女は祈っている彼女の四肢の1つに何か問題を抱えています。そうです、
婦人よ。あなたはそれを手術していました。あなたの夫はあなたの隣に座っています。あなたはここの人では
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ないですね。あなたはカリフォルニアから来ました。あなたの名前はローワンです。あなたの胃の問題も終わ
りましたね。あなたは胃の問題を抱えていましたね。まあ、それはすべてなくなりました。あなたの足は癒され
ました。

あなたの足は癒されます「その日に人の子によって」

ここに、ここに戻って座っている人がいます。彼は黒人です、彼の目に問題があります。彼は仕事をして
います…彼は車に関する仕事を何かをしています、車をカーワックス磨くんですね。そうです。あなたの目は
悪くなっています。信じただけじゃありませんか？本当に奇妙なことが起こりました。あなたの名前はフレッド
です。そのとおり。あなたの姓はカントです。そのとおり。あなたは今信じますか？あなたの目はそれ以上あな
たを苦しめる事はありません。私は私の人生でその人と会ったことはありません。

そこにいるそのすぐ後ろの男性もここの人ではないですしカリフォルニアから来たのでもありません。腰
が悪いですね。オーウェンズさん、あなたです。主イエスはあなたを元気にします。
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私は私の人生の中でその方に会った事はありません。彼について何も知りません。それが進むにつれ
てその光をたどっているだけです。あなたが信じることができれば、信じる者にはすべての事が可能です。

ここに座っている小さな人は、ヘルニアにかかりました。彼は眼鏡とグレーのスーツを着ています。フレッ
ド、信じていれば神はあなたを癒します。あなたはそれを受け入れますか？大丈夫。私の人生の中で、彼に会
ったことはありません。

ホールデン婦人は彼の向こうに座っていて、目の問題で苦しんでいます。私はその女性を知りません。
私の人生で彼女に会ったことは一度もありません。それは事実です。あなたが信じることが出来れば。

あなたは何のために泣いているのですか、姉妹よ？あなたは神経衰弱、気管支炎、心臓障害を起こしま
した。あなたは神があなたを元気にすると信じていますか（そこの席の端に座っている）？あなたが心から信じ
ているなら、イエス・キリストはあなたを元気にし、そのすべての緊張はあなたから去るでしょう、あなたは正し
い状態に戻っているようにあなたは感じます。悪魔はあなたにうそをついています。あなたはそれを受け入れ
ますか？さあ、あなたの手を挙げて「私はそれを受け入れます」と言います。はい。それはすべて終わりまし
た。

どうして？この教会は産みの苦しみを経験しています。あなたは今、神の御前で選択をしませんか？私
はあなたに御言葉が何と言っているかを示しました。彼がすると言ったことを。この建物をくぐり抜けて、今ま
でに殴られた人、話しかけられた人、あるいはそれが何であっても、私がこれまでに見たことがあるか、知って
いたか、または彼らについて何かを知っていたかについて尋ねてください。あなたは人にそれができると思い
ますか？それが起こるのは全く不可能なのです。しかし、それは何ですか？人の子です。
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「神の御言葉は両刃の刀よりも鋭く、霊、心の秘密を見分ける。」それが神の子において地上で肉体に
されたときと全く同じように、今ではそれによって明らかにされています。神の子、彼がその体制から花嫁を
呼びだすために来られたのです。

「それから抜け出せ！離れなさい！」と神は仰いました。汚れたものに触れるなそうすれば神はあなたを
受け入れるでしょう。あなた方は命をすべて委ねる準備が出来ていますか？もしあなた方がそうであれば、あ
なた方の足に立ち、「神の恵みによって、私の中にあるすべてのものを今すぐ受けいれます。」と言いなさい。

ハレルヤ！神を賛美してください！神を信じますか？それから手を挙げて一緒に祈ってください。間違っ
たことを告白してください。産みの苦しみ。死ぬのは難しいです。しかし、今死にましょう！自分に死ぬので
す！あなた自身の不信から抜け出してください！そこから出るのです！これは、イエスが地上に来られた時と
同じように、神の御言葉が成就されたことです。証しされているように、それはまたあなたの中のイエス・キリ
ストなのです。
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それが起こった後、アブラハムはすぐに息子（約束された息子）を受け取りました。そして、イエス様はま
たやって来られるのです！それは彼の霊です。彼は地上にとても近くに来られています、あなたが彼を受け入
れる準備ができていれば彼はあなたを受け入れる準備が整っているということに近づくほど近くにおられま
す。今すぐあなたの手を上げて私と共に祈って下さい。

神、主よ、すべての祭司たちを祭壇の上に置いてください。人々が叫ぶようにしてください。火の柱と雲
の柱が今日の人々の中に入って、生きて力強い神の臨在の実現に彼らを浸してくださいますように。それを
85
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与えてください、主よ。それらを受け取ってください。私はイエス・キリストの御名のもとに彼ら1人1人のため
にこの祈りを祈ります。聖霊を持っていない聖霊でそれぞれを満たしてください。主よ、この運動、この集会
の復活が今、聖霊の大きな力強い注ぎに分解されるかもしれません。病人が癒され、盲目の人が見え、不自
由な人が歩むように。今日の午後のように、生ける神の現れが人々の前に現れ、そして人々がそれを受ける
ように。イエス・キリストの御名において私はそれを尋ねます。

今あなた方の手を上げ、そして彼に賛美を与え、あなた方が求めたものを受け取ってください。


