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プロダクトテーブルの上にライフチェンジャーのガイドブックとなる Freedom Of Natureという本があり

ます。この本の背景の原理は、これが一連の預言的手紙であるということです。家でくつろいでいる時に

神様から一通の手紙が来たのを想像してください。その手紙はライフチェンジャーについて書かれていま

す。 

 

その手紙の中で、神様があなたがライフチェンジャーで学んでいることに関する預言を紐解いています。

神はこう言います。「これが我々の視点だ。これが、あなたの人生で我々がするのを楽しみにしているこ

とだ。これは我々があなたとこれからも一緒にいることを表している。これが、どういうふうに進んでい

ってほしいかと我々が考えていることだ。これが、この特定のセクションで我々が君に見せたいものだ。」

ですので、この手紙はライフチェンジャーをさらに鮮明に語ってくれるものです。よりシンプルにしかし

より深い経験にするものです。それが Nature Of Freedomという本です。 

 

こちらの本 The Newness Advantageは、ゲームチェンジャーのガイドブックです。これを書くにあたって

神が私に示したのは、これが大事な本だということです。なぜなら、この本を書く前、私は別の本を執筆

予定でしたが、神が「いやこっちをやろう」とおっしゃったのです。ゲームチェンジャーになることがど

れほど素晴らしいことか主はワクワクされていました。この本も全体を通して預言的内容です。 

 

一年間、デボーションをする時間を持ってください 

二冊ともあなたが主とデボーションをする時の一部となるものです。皆さんにお願いしたいのは、私を信

じてこの一年間デボーションの時間をとっていただきたいということ、そうすればあなたの人生は文字通

り永遠に変わります。The Newness Advantage は祝福、アップグレード、計画、約束に溢れています。預

言的約束に満ちているので、幸せで体重さえアップするかもしれませんよ。 

 

《自分に死に素晴らしい時を過ごす》というチャプターは主と私が実に楽しんで書いた大好きなチャプタ

ーです。主があなたにとっては非常に難しい問題を取って、それを楽しくて、喜びにあふれ、力強いもの

にしてくださることは私にとって驚嘆するべきことです。それは、あなたが問題だと思うことも我々には

何も難しいことではないので、あなたにとっても難しいことではなくなるよと言ってくださっているとい

うことです。 
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最後のチャプターは、求めたわけではないのに与えられるアップグレードに関してのことです。あまりに

も多くのアップグレードがあったので、チャプターを２分割しなければなりませんでした。このチャプタ

ーの第一の部分は、アップグレードの根本的意味、どのようにアップグレードがくるのか、どのようにあ

なたは自分を位置づけするのか、どのように主の声を聞くのか、そのようなこと全てについて書かれてい

ます。第二の部分は、何段階ものアップグレードを通してアップグレードされた人生を学ぶということが

かｋれています。インターネット（brilliantbookuhouse.com）で本は注文できます。ゲームチェンジャ

ーとライフチェンジャーのコースは、アグローのホームページの The Aglow Storeをクリック、もしくは

ヘッドクオーターに電話すれば購入できます。 

 

私は又、Brilliant TV（BTV）というテレビ配給会社を持っています。メンバーになれば、神がこれまで

私に教えてくれた深く、驚くべき内容を無制限に何百時間でも観ることができます。 

またあなたのライフスタイルに合うトレーニングのプレイリストや精選されたリストがあります。ご存知

のように、私（＝グラハム）は、神があなたと共に歩みたいと思われている内容以外には何も教えたくあ

りません。主は非常に大きなお方です！ 主の心の中には、様々な事事が溢れています。BTV にはウィー

クリー・メンタリング・デボーショナルクラスがあります。実際これはもう一年間くらい前からあります

が、人々の人生で何が起こっているかを知って驚嘆しています。メンバー費用は月に 20 ドル、週換算に

すると一週間 4ドル 61セントです。これはセントアドバックスの街のカフェの上品なラテ１杯のお値段で

す。 

誰にでも支払える額にしてよかったと思っています。TV スターになるのはなかなか楽しいです。（ジョー

ク） 

 

このセッションでする内容が楽しみです。 

The Art Of Air Superiority(制空権のすばらしさ) 

生涯にわたる約束についてお話ししましょう。神が私たちに与えたいと思っていらっしゃるある巨大な約

束を私は神に聴いています。ということで、皆さんの眠気を吹き飛ばすために、ひとつの預言のことばを

あげます。 

 

まず最初に、今この時は我々にとって偉大なる時であるということ。The Right Time（まさにこの時）で

す。素晴らしい時です。我々はキリストの共同相続人です。神の相続人なのです。 

 

今後アグローは、制空権、制空権というすばらしいものを実行していきます。我々は異なる方法での闘い

方を学ぼうとしています。驚嘆すべき、カリスマ的空軍になるということです。 

私たちのアイデンティティを出発点として闘う。アイデンティティに向かってではない 

私たちはキリストの共同相続人というアイデンティティを拠点とした闘い方を学びます。それは、私たち

が世のカオスの外から上空へと引き上げられ、皆さんにもれなく与えられている御国の備えがある場所に

置かれているからです。 
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 キリストの共同相続人という位置から闘うので、私たちは世の経済構造から引き上げられ御国の

備えの場所にいる。 

 

 神と神の民の関係における力を見出すという数々の約束が与えられている。 

 

神が約束を与えるとき、主はご自身のすべて、ご自身がお持ちのすべてを与えてくださいます。主が私た

ちの人生に約束を与えてくれることによって私たちは主のご性質の美しさを知るのです。 

 

テレサ（妻）と私は多くの約束をいただいています。どれを選ぶか困るほどです。来るべき日に、どの約

束をもって敵を攻撃するかまだわかりませんが、考えるだけで楽しみです。夫婦として共に愛しているこ

とは、私たちに対する主の変わることのない愛と、主の義の荘厳さ（The Majesty of His Rightrousness）

です。 

 

 私たちに対する主の義の荘厳さにおいて、神は私たちを正しい方法でご覧になる。 

想像してください。主はあなたを正しい方法でのみご覧になるのです。主は完全に義なる方で義は私たち

への贈り物です。主は正しい方法でしかあなたのことを考えることができません。そしてあなたに話す時

も、あなたのことについて話す時も正しい方法でのみなさいます。なぜ？それは主がすべてを正しくなさ

るお方だからです。主は義であられ、主は義であられることを愛されています。それは主の変わることの

ないご性質の一部です。 

 

主の変わることのないご性質 

主は変わらないお方であるという私が大好きな事実は、最も私が泣けることです。ほとんど毎日のように、

主の変わることのないご性質を思うとき、涙が流れるのです。私は信じられないほどの安堵に満たされま

す。主が変わらないので、あなたはいつも自分が神とどこにいるかをしることができます。主のあなたへ

の振る舞い、主のあなたへの義は、あなたの行いや振る舞いに左右されません。あなたが良くても悪くて

も、醜いことをしたとしても、あなたに対して、主は全く変わることはありません。なぜなら主は変わら

ないお方だからです。私はそこが大好きです。 

 

 主はあなたに対して変わらないので、あなたは自分が神とどこ立っているのかをいつも認識でき

る。 

 

私は自分が完全に安全であると感じるこの事実が大好きです。私は主の心の中のどこに自分がいるかをい

つも正確に知ることができるのです。それが美しいのはまたこういうことだからです。つまり、主の契約

はあなたと共に在るのではなく、それはあなたの中におられるイエスと共に在るのです。 

 

 神の契約は私たちの中におられるイエス様と共に在るということ。 
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神がイエス様をあなたの中に入れられたのには理由があります。それはたとえあなたがバカなことをする

霊に付きまとわれる日があっても、神がイエス様と契約を結べるからです。 

主はあなたの中におられるイエス様と契約を結ばれ、主はその契約をいつも継続されたいのです。 

 

天の父はあなたの中のイエス様を愛しておられ、そしてあなたがイエス様に在って変えられていくあなた

を愛しておられます。これは win-win（絶対勝利）の状態です。イエス様は必ず勝つ。だから私たちも勝

ちます。天の父はそれが大好きです。聖霊様は、うーん、聖霊様は、どんなことに関してもハッピーです

ね。 

 

 主の約束は私たちが信じることを可能にする。 

 

主のことばは地に落ちることがありません。主のことばは、私たちに対して、私たちのために、私たちの

中で、そして私たちを通して、主の真実の中へと組み込まれるのです。あなたの人生のいかなる状況にお

いても、その時起こっている状況の中すべての中に主の約束が存在します。 

 

 主の民として、私たちはカオスや、危機的状況や問題に踊らされることはない。私たちは人生を

主の約束、また与えられた預言を指針とする。 

 

私たちが道を決める時は、約束や預言を指針とします。どんな状況にあっても、主は私たちの内側に GPS

を装備してくださいます、その GPSとは私たちへの主の約束のことです。 

 

世にある、御国の者 

私たちは世にいるけれども、そこに属していないという事実が大好きです。私たちは御国の者であり、御

国が適用するルールは世とは異なります。 

 

 イエス・キリストにあるいのちの御霊の法則の一つは、問題はそれ自体のみではやってこない。

問題は、約束、備え、預言を伴ってやってくる。 

 

問題に関することです。すべての問題は、付箋付きでやってきます。その付箋には、「約束はあちら」と

書いています。これは主が次のようにおっしゃっているようなものです。「約束を見る時、問題を見ては

だめです。あなたの頭を、問題を見ている方角から正しい方角へ動かすと、約束が見えます。備えが見え

ます。可能性が見えるのです。」イエス様は、一度も問題について話されませんでした。いつも可能性に

ついて話されました。主はこういわれました。「すべてのことは可能である。人にとって不可能なことも

神にはすべて可能なのである。」 
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私の会社 Brilliant 社の社員の訓練にこういうものがあります。社員には〈問題をもって職場に来ない〉

という目標を掲げます。問題と格闘している人には給料を支払いません。問題を可能性に変換すると給与

を支払います。そこに到達したら私のところに来て伝えてもらうことにしています。 

 

私のパーソナルアシスタントのジェニーがこう叫んでやってきた日のことを覚えています。ある日彼女は

事務所に飛び込んでくるなり「三つの非常にエキサイティングな可能性を報告します！」と言いました。

私は「それだよ！」と嬉々と答えました。私たちは可能性にのみ取り組むのです。問題を可能性へと変換

する理由は、神がしたいことを私たちもしたいからです。 

 

 神は私たちの人生を約束によって支配する。 

 

主はあなたに約束を与えることによってあなたの状況や人生を統治します。その時、主のおっしゃってい

ることというのは、主の約束は立つのにいい場所であるということです。 

 

＊この約束はあなたの思考を変えます。あなたはこれまでと異なる考え方（mindset） 

を自分が置かれている状況のなかでもつようになります。 

 

＊この約束は新しい言語を生み出します。その結果、あなたは主に異なる方法で話すようになります。未

亡人のように祈るのを止め、花嫁のように祈り始めるのです。 

 

約束は、私たちの人生の状況の中で統治をおこなうように成されます。 

私の娘が１１歳のある日、私は自宅の書斎で瞑想していました。娘が突然、書斎に飛び込んできて足を踏

み鳴らしながらこう言いました。「パパ、‘あのイエス様’（that Jesus）の預言のことばがほしいの」

私は訊きました。「イエス様は今何をしているの？」「イエス様は、私にクラスのある女の子を大好きに

なって優しくしてほしいんだけど、彼女は私が嫌いなの。彼女はわたしのことはめちゃくちゃイラつくみ

たい！」私は言いました。「ねえ、それに関しては自分で取り組まなければいけないと思うよ」その時以

来、イエス様はいつも‘あのイエス様’と呼ばれるようになりました。時々事務所で私たちはこんな風に

言います。「あのイエス様！主は素晴らしいね！」イエス様が近くにいると、毎日なにかしら素晴らしい

ことを体験できるのが大好きです。 

 

状況がどんなものでも問題ありません。なぜならば、私たちは状況に支配される者ではないからです。私

たちは神が私たちにその状況に関して与えてくれる約束に統治されるのです。主は私たちの地平線を常に

解放してくれます。主は私たちを目隠ししているものを取り去ってこう言われます。「違うでしょう。こ

うするんだよ。こんな風に考えてほしい。私と一緒にこの約束の道を探検してほしいんだ。なぜなら、今

から君にメスを入れて心の手術をするからね。あなたの心をマッサージしてあげよう。その怖れを取り除

こう。その心配を、その怒りを、ネガティブなものすべてを取り除こう。ところでそのネガティブなもの

はあなたのものではないですよ。イエス様がそのために犠牲を払って死んでくださったのですから。イエ
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ス様がお取りになったものにいつまでもぶら下がっていてはいけません、あなたのネガティブな面全て、

今はイエス様のものです。なぜならそのために死んでくださったのです。」イエス様が犠牲を払って取っ

てくださったものにいつまでもしがみついているのはイエス様も本当に嫌だと思います。真剣に言います。

もしイエス様が世の罪全てを取り去られたのなら、それをまた取り戻すとはなんて馬鹿げたことでしょう

か。 

 

サンタバーバラ（カリフォルニア海岸の町）では、町のために働く驚くべき人々がいます。毎週水曜日の

朝、彼らはゴミを持ち去ってくれるのです。すごくないですか。あなたの住んでいる地域でもゴミ事情は

同じですか？ ゴミを持ち去ってくれるんです。素晴らしいです。火曜日の夜にゴミ箱を通りに出してお

く、そうしたら水曜の朝なくなる。ちなみに彼らの姿は見たことはないんです。とっても早い時間帯に来

てくれているんでしょう。水曜日の朝には、ゴミ箱は空っぽになっている。ゴミは消えたのです。すごい

ですね！毎日救われるような感じです。 

 

ある水曜の晩、扉をノックする音がしました。会ったことのない人がそこにいて言いました。「僕はゴミ

屋です。毎週水曜日、ごみを取りにきます。ただ、ごみを全部持っていくのが好きなんです。あなたから

ごみを盗んでいくのが好きなんです。でも考えを変えて、取っていったごみを戻そうとしました。ところ

が、ごみ入れが見つからなかったので、あなたの家の芝生に置きました。お隣さんから小さなゴミ箱を持

ってくるかしてください。」 

こんなことが起こったらあなたはどうしますか。すぐに電話をするでしょう。とても怒るでしょう。イル

カだけが聞こえるような高音の声を出すでしょう。「あいつはゴミを戻した！うちの芝生の上に。どうに

かしてくれ！」イライラするでしょう？そうだとしたら、イエスがあなたから取っていった何かを、敵が

あなたに戻すのをどうして許してしまうのでしょうか。すぐに悪魔の言うことを聞いてしまって、「ゴ

ミ？私のごみ？いいですよ。置き場所を探しましょう。」と言うのです。そんなことをしていいのです

か？そうしたすべてのものはイエスのものなのです。もはやあなたはそれを持つことは許されていないの

です。 

 約束によってアブラハムが説得されたように、私たちも約束によって説得されます。 

ローマ 4：16－17「わたしはあなたをあらゆる国の人々の父とした」と書いてある通りに、…彼が信じた

神のみ前でそうなのです。」 

 

神はあなたについて何を信じておられるでしょうか。  

 

神はあなたについて何を信じておられるのでしょうか。これについて考えたことはありますか。知りたい

ですか。神はあなたについて何かを信じておられるのです。 

神と共に歩む素晴らしさは、があなたについて信じておられることと同じことをあなたも自分自身につい

て信じるということです。あなたはいつも神と同じページの上にいるのです。

これはロケットを飛ばすような科学ではありません。誰にでもできる簡単なことです。 

ローマ 4：17－19 このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼び

になる方の御前で、そうなのです。彼は望みえないときに望みを抱いて信じました。それは、「あなたの
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子孫はこのようになる」と言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためです…その信仰は

弱まりませんでした。」 

約束は否定的なことを打ち砕きます  

否定的なことが存在することを認めるなと、神が言われているのではありません。その否定的なことを置

くふさわしい場所があると言っているのです。その場所においておけば、そのことは考えることはなくな

ります。なぜなら神の約束は、あまりにも大きくて、実行可能でもあり、力強く、また、ずっと麗しいか

らです。なぜ否定的なことを考えたくなるでしょう。 

神は否定的な状況を否定するように、と言っているのではありません。その状況に関する約束につい

て考えなさい、と言っているのです。

アブラハムは、信仰が弱くなることなしに、１００歳近くの死んだも同然の自分の体を考えました。そし

てサラのことも考えました。２０，２１節ではこのように言っています。かれは不信仰によって神の約束

を疑うようなことをせず、反対に、信仰がますます強くなって神に栄光を帰し、神には約束されたことを

成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。なんてすばらし

いのでしょうか。 

 約束によって、神があなたにどれだけ忠実であるかを知ることができます。約束はある状況にや

ってきて、その状況を通して神とパートナーシップを組む場所へと導いてくれます。 

約束は、あなたに対する神の１００％の忠実さに光を当ててくれます。神の本質・性質・お心のすべてに

光を当てます。神の心は壮大であるのに、あなたに与えてくださっている約束の中で、すべてを与えてく

ださるのです。あなたが神とともに立ち歩んでいるとき、あなたが約束の満ちたさまを受けない、という

ことは考えられません。 

 あなたの目を約束に注いでください。約束は可能性が満ちています。否定的なことはありません。 

私たちは神が与えてくださった約束よりも、私たちの周りの状況に注意を払ってしまいます。うまくいか

ないかもしれないという思いや、状況はもっと悪くなるかもしれない可能性に傾くのです。「わからない

けれど、たぶん私にとっては悪くなるだろう」と考えるのです。 

神の優しい意図よりも、ネガティブなことを尊重してしまいます。これを逆さにしなければなりません。

まず、神が約束を与えてくださいました。あなたが神の忠実さを握ることができるためです。なぜなら、

神は、嘘をつかないからです。約束通り行うことなしに、神はあなたに何かを約束されることはないので

す。だから、神と協力する必要があるのです。何か考えてもいいのですが、それが持っている以上の力を

それに与えてはなりません。 

 約束よりも問題に力を与えてはなりません。 

 

共同相続人になる戦略  

私たちが今学んでいるのはこれです。私たちは今の地点からどのように共同相続人になるのかを学んでい

ます。今晩、あなたに戦略を与えましょう。あなたの個人的な人生だけでなく、各地区アグロー、地域ア

グロー、アグローの各国に対する戦略です。 

» 神と同じページにどのようにのるか 

» 神がどのようなお方であるかを確信し、理解し、信頼しながらどのように神とともに歩むか 
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» 神があなたに与えた約束をあなたの人生でどのように治めるか 

私たちには、神のいつくしみに対する戦略が必要です。もし私たちが神との共同相続人になりたいのであ

れば、神のいつくしみについて曇りのない告白をすることが絶対的に必要です。



 キリストとともに共同相続人となることは、私たちに対する神の完全ないつくしみに確信を持つ

こととつながりがあります。 



テレサと私は決めたことがあります。それは、二人とも決してネガティブなことに注目しないということ

です。神のいつくしみにだけ注目することにしました。私たちにとって悪いと思われる状況すべてにおい

て、神のいつくしみをどれだけ信じることができるか、ということに注目するのです。神がなしたいと願

っておられることを私たちに話すことは神にとっても挑戦だと思います。私たちと神ご自身が協力される

のです。これは、神にとってはチャレンジです。神が私たちに語られるというのも、神にとっては挑戦で

す。「わたしはこのようにあなたと歩みたい。これが平安であり、安息なのです。それをあなたに与えた

いのです。わたしと一緒にこの挑戦を楽しんでおくれ。すべてのことを、あなたのうちにあるいつくしみ

に対するチャレンジであることをわかってほしい。」

可能性によって確信のある期待を抱くようになる  

これはコインの裏側のことです。可能性です。あなたの人生で起こる状況すべてには、神のいろいろな可

能性で満ちています。これを知れば、あなたは確信のある期待を持つことができます。それを聖書では希

望と呼んでいます。あなたが本当に賢かったら、実際、これからやってくる場所に期待して入っていくで

しょう。そしてある日、「ああ、神様、17 日間も問題なしに過ごしてきました。何が起こっているのでし

ょうか。神のいつくしみを大いに体験することのできるチャレンジなしに、どのように私は成長できるの

でしょうか。」と言うことになります。「その考え方はちょっと」というかもしれません。実際はそうで

はないのです。それがキリストの心なのです。そのようにキリストは考えます。あなたはキリストの形に

造られたので、このようにこれから考えるのです。 

 チャレンジこそが、より偉大な神のいつくしみを体験する門なのです。 

 

否定的なことすべてを取り除く  

これを私たちは期待しているのです。あなたの頭・心・指にあるすべての否定的なことを木っ端みじんに

しようとしています。なぜならそれは必要ないからです。それを敵に押し返してください。それは私たち

のものではないからです。これはイエスのものです。 

キリストにある私たち、神が望んでおられる私たち、神に似せられて作られている私たちがどのようなも

のであるかをわきまえ、それを喜ぶ必要があります。約束は神の完全な忠実さを強調し、すぐさま期待を

告白し、望みを失わない、ということを教えてくれます。これが、へブル１０：２３です。約束された方

は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。 
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約束は天の通貨です  

私たちは、神が何か驚くべきことをしてくださると期待して生きています。約束は天の通貨です。約束は、

キリストにあって「はい、アーメン」を運んでいるのです。信仰によって、私たちはそれを相続している

のです。だから喜んで神を信じることができるのです。  

今あなたの頭の中で、なるほど、と認識していることでしょう。約束はいろいろな形、サイズでやってき

ますが、超偉大でとって貴い約束は２，３個あればいいのです。もし約束がそんなに大きくなければ、神

が私たちにとってどれだけ素晴らしいお方であるかを体験することができないでしょう。 

私はたくさんの迫害を受けました。それは私にとっては大きなプレッシャーでした。何万という迫害メー

ルが数年を通してあったので、５万を数えたときに数えるのをやめました。今は、悲しいことに減ってい

ます。段落も句読点もない１２枚に及ぶメールを送ってきます。段落がないので、これはサタンから来た

な、とわかるのです。サタンは句読点や段落をつけることはありません。内容は私や私の家族に対する呪

いです。 

I ペテロ４：１４に素晴らしいみ言葉が書いてあります。読みましょう。いやな手紙を読むとき、この箇

所を主に対して読むのが私は好きなのです。主よ。もっと嫌な手紙が来ないでしょうか。とっても楽しい

からです。これは素晴らしい考え方です。神は「非難に耳を傾けるな。その隣に祝福がある」と神は言わ

れているようです。祝福を伴わずにやってくる改革というのはないのです。 



 祝福を伴わずにあなたのところにやってくる状況や悪口はありません。 



私たちは御国の支配によって生きる 

私たちは御国にいて、さまざまな規則が適用されます。この世が野球をしていて、御国がサッカーをして

いるようなものです。誰かがけがをするのです。あなたは今御国にいます。そこには異なる規則がありま

す。キリスト・イエスのいのちの御霊の法則はあなたの側にあります。もしあなたがキリストの名のため

に非難されるならば、あなたは恵まれています。どうしてでしょう？栄光と神の霊があなたに臨んでいる

からです。 

本当に醜く、恐ろしい、悪魔のような手紙を携えて黙想の部屋に入るのが大好きです。それを私は、テー

ブルの上に置いて言います。「主よ。これを読んでください。読んでくださって、神と栄光の霊を私の上

にとどめて欲しいのです。」 

神が私にとってどういうお方かという素晴らしい、明確な見解を私が持っているのには理由があります。

それは私が迫害され、敵がしていることよりも有利になるからです。それが私が「The Newness Advantage

（新しさの利点）」という本を書いた理由です。 

あなたの人生で、神が意図的にひっくり返され開かれることが多くあります。あなたの人生に敵のしてい

ることのゆえに、神は、実際にある美しさ、力、備え、可能性、約束を見ることができるようにされるの

です。 

 

不思議と畏敬の中に生きる  

非常に大きくなるであろういくつかの約束があります。思わず息を飲むようなことでしょう。あなたが素

晴らしいお方と一緒に暮らしているのなら、「何が起こるのかしら？」という程度のことでない驚き（不

思議）の感覚を持つことは非常に重要です。そうでしょう？それはエベレストの第１ ベースキャンプの

ようです。 「今、何が起こるのだろうか？」 
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 起こるあらゆる状況において、神があなたのためにどういった神でありたいと思われているかに、

驚かされてください。 

驚き(不思議)の感覚は、あなたが神ご自身に、驚いているということです。あなたの心には、神の本質に

対する敬意があります。あなたは主が言うすべてを尊びます。 

中には、私たちが父なる神に耳を傾けるよりも敵にもっと耳を傾けるのを楽しんでいる人がいると思いま

す。私たちの耳は常に否定的な方に向けられているようです。「問題はありませんか…？心配はありませ

んか…？ それに恐れを抱いていませんか？」「いいえ。でも、聞いてくれてありがと。」 

 約束は私たちが別の考えを得られる優しい期待をつくります。 

主が問題に約束を添付してくださるという事実が私は大好きです。主がそうされるので、あなたの失望を

やめさせ、焦点を変え、再調整することができます。約束がすることです。それはあなたに焦点を当て直

させます。それはあなたの思考を再調整します。あなたに新鮮なビジョンを与えます。あなたがそれらの

ことが起こるのを許可するとき、あなたの中に期待が上昇します。神が変わらないことを知っているので、

神の本質を信頼しているので、あなたに信頼があります。  

 

信仰と信頼はパートナー   

私たちのほとんどが神が癒すことができると信じています。けれども大きな疑問は、神が私たちを癒され

るかどうかわからないということです。ですから、私たちが信仰を持つことは困難です。あなたが信頼し

ていないときに信仰を持つことは困難です。私たちは神の本質を信頼しています。私たちにとってどうい

うお方であるか信頼しています。神は変わらないお方なので、私たちのためにどういった神であるか信頼

しています。 

あなたが神の不変のご性質を信頼することができるとき、信仰は簡単です。信仰は愛によって働き、愛は

信頼から生まれます。あなたの神との関係は、常に好意の複数の行いに包まれていて、イエスの名の下に

神があなたに授けられています。 

あなたがイエス様と同じくらい大きくなるのであれば、あなたは主が持っていたすべての約束を必要とす

るだろうかどうか聞いてください。イエス様の人生には 300以上の預言の言葉がありました。私には 47個

ぐらいだけです。私はやる気があります。あなたがたみんな、父なる神が御子に与えた約束持っているの

です。 

イエスは生まれた翌日、金持ちでした。奇妙な王(博士)が、彼のお父さんに金のレンガを与えました。ま

だおむつの間、彼は独立して裕福でした。主がそうであるように、私たちもそうです。 

 

問題ではなく、神に約束を持って行く 

これは私が約束について好きなことです。約束があると、神に問題を持っていく必要はもうありません。

約束は、あなたが主に「問題」を持っていく必要を奪います。私たちは約束したことを代わりに神に持っ

て行きます。 

 一旦、あなたが約束や預言の言葉を持ったら、あなたはそれを主の前に持って行きます。問題を

持っていくのではありません。 

だからこそ、『主が言われました'Lord You Said'カード』全部が好きです。素晴らしいアイデアです。

私に与えられた預言の言葉を取り出して、主に言います。「これはどうですか？これは 1979年からです。

それはどうですか？主よ。あなたはこう言いましたよね。」そして主は言われます。「ええ、わたしはそ

れが好きですが、まだ時ではありません。1984 年のものが好きです。それでは、これをわたしたちでする

というのはどうでしょう？」と。 
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約束は通貨です  

神が私に言われるすべてを書き留めます。すべての約束、すべての預言的な言葉を書き留め、私は神とそ

れについて非常に定期的に会話をしています。なぜ？約束は私たちの生活の中で通貨だからです。あなた

が約束をもっているならば、それ以上神に問題を持って行く必要はありません。私たちはその代わりに約

束を主に持っていきます。私たちは信じることで、喜びと平和の言葉(言語)を学びます。 

私にとってどんな約束があるのかということ。それは私が神の笑顔の下で毎日生きることができることを

意味します。 - 毎日が神の意図が何なのか正確に知っていることを意味します。 （ピリピ 2:13」 私は

神の微笑みの下で毎日生きるのが好きです。 

 悪は私たちに挑戦することはできません。私たちは神の善によってのみ挑戦されることができま

す。 

混沌とした世界では、すべてが欲、腐敗、そして政府の無能さによってバラバラになっています。私たち

は悪によって挑戦されていません。私たちは神の善によってのみ挑戦されています。イエスは、神がとも
におられたので、巡り歩いて良いわざをなし、また悪魔に制せられているすべての者をいやされました。
（使徒 10:38） 

 

アグローで訓練に用いる預言的約束  

何年にもわたって、非常に大きな意味を持つ預言的な約束を読みましょう。配達に失敗したことは一度も

ありません。それは私が神への信頼と信仰、経験を育む上で最も重要なポイントの一つです。これは私が

今世界中のアグローに寄付する約束です。 

今後、12 ヶ月間のあなたがたのライトハウス（地区集会）のトレーニングプログラムの一部になるでしょ

う。私たちはこれを研究(勉強)するのです。その中に 7つの「わたしが〜する (I will)」 と述べられて

います。私たちはそれを勉強します。これから祈りを書き出します。私たちはそれから期待を生み出すで

しょう。 

あなたは、あなたの期待に対して責任があるということです。私はそれを可能な限り、優しい言い方で言

います。 

 

ライトハウス(地区集会) 

すべてのライトハウス（地区集会）で、あなたは、あなたが学んでいることに対して責任を負うことにな

るでしょう。なぜ？私たちは潮の流れを変えなければならないからです。流れを逆にしなければなりませ

ん。私たちは敵に向かって善を与えなければなりません。なぜなら、善は敵に本当に痛いのです。私たち

は善をもって攻撃しなければなりません。 

私たちは、神の善によって引き起こされる方法、神の善についての私たちの関係について深くなる方法を

学ばなければなりません。私たちが異なる男性・女性に変わるために、そのような大きな期待の感覚を持

つ方法を学ぶ必要があります。私たちのライトハウスは、ライトハウス「約束の場所」、「備えの場所」、

「可能性のある場所」になるでしょう。私たちの思考、ビジョン、言語は、上向きに調整されます。私達

は高められたライフスタイルに生き始めるでしょう。そして周りの人々や私たちについて影響を与え始め

ます。私たちは神の善を持つ人々に影響を与えることができます。それがイエス様がされたことです。イ

エス様は善を行われることを普通にこなされました。 

 

地域とすべての指導者 

それから私達の地域で、指導者チーム、アグローの全役員、アグローでどんな立場であっても、彼らが神

の善にとても深い何かに入ったことを確認するために、彼らの周りの人々に責任を負うことになるでしょ

う。このように大勢が群がって導く人々のグループが、善、力、期待、信仰の全く新しい領域、そして私
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たちが止められないほどの信頼において全く新しい領域へと導きたいのであれば、あなた自身の成長（発

展）の中で、先頭を守らなければなりません。 

 効果的に導くために、神が私たちに注いできた真理に私たちを根付かせなければなりません。整

えられた人々を整える存在となるようにです。 

まじめな話、これが必要です。ライフチェンジャー、ゲームチェンジャーの次のステップです。これは、

その 2 つのプログラム(ライフとゲームチェンジャー)から生じたのです。そのトレーニングの結果です。

父なる神が敗北されたことは決してないのですから、あなたが決して再び敗北しないところ、全く新しい

ところに来た証拠がなければなりません。イエスは無敗であり、聖霊は常に私たちを勝利に導きます。そ

れはあなたが今日いる側です。 

 

新しい主導権（イニシアチブ） 

私たちがアグローに必要としているのは主導権(イニシアチブ)で、それは地下室から最上階のペントハウ

スへと私たちを連れて行きます。階下の考え方から上階の考え方へと私たちを連れていく主導権が必要で

す。 「あなたがたは、地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。」というコロサイ３章の領域

に導く主導権が必要なのです。さあ、このことです。準備はいいですか？ 

新しい主導権(イニシアチブ)はエレミヤ 32：38-41にあります。これが主が言われる預言です。 

38 彼らはわたしの民となり、わたしは彼らの神となる。39 わたしは、いつもわたしを恐れさせるため、
（その恐れは神の本質を尊重する尊敬です。）彼らと彼らの後の子らの幸福のために、彼らに一つの心と
一つの道を与え、40 わたしが彼らから離れず、彼らを幸福にするため(英語では、彼らに善をする)、彼
らととこしえの契約を結ぶ。 

それは善が永遠になることを意味します。善はあなたと神の関係に絶えず続く部分となるでしょう。主は

あなたの人生に良いことを何でもするので、あなたの人生に良いことを期待(expect)し、期待(起こると

思って予測する anticipate)するでしょう。 

私たちはそのレベルに到達しつつあります。わたしは、彼らがわたしから去らないようにわたしに対する
恐れを彼らの心に与える。 

私が一日中絶えず祈っている祈りの 1 つは、「主よ、あなたから離れないように、あなたへの畏れを私の

心に置いてくださりありがとうございます。王と御国のために私の心に畏敬の念を置いてください。そう

すれば、私はあなたから離れないでしょう。」この祈りが大好きです。大抵祈っています。大抵一日に 20

回か、三十回は。なぜなら大好きな祈りだからです。41 わたしは彼らを幸福にして、彼らをわたしの喜び
とし、真実をもって、心を尽くし思いを尽くして、彼らをこの国に植えよう。」 

エレミヤ 32 章の 7 つの「わたしは〜する」 SEVEN “I WILLS” OF JEREMIAH 32 

この約束に曖昧なものは何一つありません。主は 7 回の「わたしは〜する」と述べています。それを読ん

でみましょう。 

1. わたしは彼らの神となる。 I will be their God.  

2. わたしは彼らに一つの心と一つの道を与える。 I will give them one heart and one way.  

3. わたしは彼らととこしえの契約を結ぶ。I will make an everlasting covenant with them.  

4. わたしは彼らから離れず、彼らに善を行う。I will not turn away from them to do them good.  

5. わたしは彼らがわたしから去らないようにわたしに対する恐れを彼らの心に与える。I will put 

the reverence of Me in their hearts so they will not turn away from Me.  

6. わたしは彼らをわたしの喜びとする。I will rejoice over them.  
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7. わたしは真実をもって、心を尽くし思いを尽くして、彼らをこの国に植えよう。I will 

faithfully plant them in this land with all My heart and all My soul.  

それは明白です。主のすべてがその中にあります。それはまるで、主があなたを見ながら、(挑発的な言

いまわしで)「わたしを信じなさい」と言っているようなものです。 

思い出します。ダン・ハンマー師の牧会するサンライズ(Sonrise) 教会に行った時、預言の言葉が与えら

れました。私はそれを講壇上で聞きました。そして、私は、 

「主よ、あなたは私にそれをここで言わせたいのですか？」と聞きました。 

主は、「そうだ」と言われました。 

「主よ、本当に本当に言わせたいのですか？」 

「そうだ」 

「えっ、今ですか？」 

「そうだ」 

「確かですか？」 

「確かだ」と。 

私はダンの方を振り向いて、ただ言いました。「主が言われます。あなたにできるなら、わたしを破算さ

せなさい。その度合いまでわたしを手繰り寄せなさい。もしみんなが同時に神を手繰り寄せるなら、天の

銀行の取り付け騒ぎ（預金者が預金を引き出すために銀行に殺到すること）になるだろう。」さあ、これ

が挑戦です。主がこのように言われているのです。「わたしの善に挑戦しなさい。」あなたにとって、善

がどのように見えるか、巨大な考えを持つ必要があります。 

 個人として、共同体としても、私たち向けられる神の心の充足を経験を通して知らなければなり

ません。 

善、アグローの新しい普通  

これは個人的なことです。それは私たち全員にとって共同なものになるでしょうが、それは非常に個人的

なものです。あなたは、イエスの中であなたに向けられる神の心の充足を知らなければなりません。私た

ちはそれを知らなければなりません。そして、経験を通してそれを知っていなければなりません。私たち

はそれと出会う必要があります。それは普通にならなければなりません。それは当たり前のことにならな

ければなりません。私たち全員が善について話しているところに到達する必要があります。それは私たち

の新しい規範でなければなりません。それは、神が誠実であるために、永遠に続く永遠の、終わらない善

以外に、私たちに利用可能な人生は他にないということです。 

 

読書、黙想、日記をつける  

私たちがこの箇所を読む時に、出会い(複数形)があるでしょう。（エレミヤ 32：38-41）私たちが集まる

たびに、誰かがその真ん中で、キャンドルライト集会(地区集会)の中で、小グループで、家族と一緒に、

友達と一緒に、その箇所を読むことになるでしょう。それを声に出して読んでください。それを黙想して

ください。すべての「わたしは〜する」という声明について黙想してください。約束でいっぱいになった

日記帳が、日々ページを埋めることを保証します。 

神はあなたの人生の状況を神の善をもって明確にターゲットとされるでしょう。 

» 神はあなたを圧倒したいのです。He wants to overwhelm you.  

» 神はあなたを征服したいのです。He wants to overpower you.  

» 神はあなたが問題にとてもワクワクしているところまで来て欲しいのです。なぜなら、神の親切

な意図はあなたの心に深く根ざしているので、他の方法で考えることはできません。他の方法で

は物事を見ることはできません。  

主の善への私たちの応答 OUR RESPONSE TO HIS GOODNESS 
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» 私はもっと喜んで過ごします。I will spend more time rejoicing. 

» もっと感謝することに費やします。I will spend more time giving thanks. 

» 私は神の前で私の期待を祈り出します。I will pray out my expectations before God.  

» 私はやもめのように祈るのをやめます。I will stop praying like a widow.  

» 私は花嫁のように祈ります - 神がなさることへの期待に満ちて生きる人。I will pray like a 

bride – a person who lives in the fullness of expectation of what God will do. 

これが本当にしては、良すぎると感じますか。そう感じない場合は、私は自分の仕事をうまくこなせてい

ません。それが真実であるには良すぎないなら、それは神ではありません。あなたが圧倒されないなら、

それは神ではありません。雲の下にいまだに生きていて、主が雲ではないなら、それは神ではありません。

神はあなたを私たちを非常に大きな思考の状態に運んでいます。それはあなたや私たちを変えるだけでな

く、あなたや私たちが住む通り、あなたが住む分譲地、あなたが住む街も変えていきます。あなたや私た

ちが訪れる都市も変えているのです。 

 

 

すべてのアグローが主の善に立って生きる 

次の時間枠で、私たちはアグロー全員を訓練して、神の善に立って生きる方法を学ぶ必要があります。 

私たちの質問は次のようになります。:  

» 今何が起こっているのか？What is happening right now?  

» あなたが祈っている善は何ですか？What is the Goodness that you are praying for?  

» あなたが期待している善は何ですか？What is the Goodness that you are expecting?  

 

集中トレーニング手順 

エレミヤ 32：38-41を用いて 

1. エレミヤ書 32:38-41 のそれぞれの「わたし〜する」という言葉について黙想する。  

2. この箇所から祈りを書く。あなたの約束に同意する巧みな祈り(crafted prayers)を書く。  

3. 全く新しいレベルで神の御心に沿って祈る。  

4. 私たちが現在祈っている祈りをアップグレードして、私たちが祈るときに宣言の霊が私たちの上

に来るようにします。私たちは、一定した、一貫した善に大きな期待を抱いていなければなりま

せん。  

5. 私たちの周りのみんなに善を実践する。誰も祝福から逃れられません。それが誰であっても関係

ありません。  

» すべての中で最も楽しいのは、あなたがあなたの敵を祝福するときです。あなたのことを好きで

はない人々です。  

» グループが集まるとき、あなたの善を一緒に、個人として共同体の働きに入れ、本当に神の善は

どういったものであるか共同理解の場所から宣言します。 

私たちは物事が解き放たれることを期待しています。私たちは物事が起こることを期待しています。それ

が神が私たちのために訓練されていることです。あなたの職場に持っていってください。近所にも持って

行ってください。 

あなたが尋ねるだろう質問は「神はあなたのために、どのようになり、何をすることを喜ばれるだろう

か？主をハッピーにするのは何か？」です。もし主が、善をあなたの上に実践しているなら、主はあなた

にデザイン(図案)をもっておられます。主には計画があります。「わたしはあなたがたのために立ててい



２０１８年ナショナルカンファレンス グラハム・クック 2018 年１１/3 土曜日 PM セッション  
(2018 US Conference: Saturday PM Session – Graham Cooke) 15 

る計画をよく知っているからだ。ー主の御告げー それはわざわいではなくて、平安を与える計画であり、

あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ。」エレミヤ 29:11 

御国には混乱はありません。ただ善です。そして、その善が私たちを神にとって非常に際立ったものにし、

それゆえに、人々の周りや私たちについても驚くべきものにしています。 善が実際にどのように見える

か、私たちは短期集中コースを受講しようとしています。私たちは主の中でより深いレベルの確信へと行

っているのです。 

 

アグローが次のレベルに進むにつれて善の行為を記録する 

私たちは神の知識と神の善の知識でグループを満たすつもりです。 

すべての地域で、私たちは神の善の行いの一覧表をとる必要があります。 

それを記録し始め、州から州へ、市から市へ、ライトハウス（地区）からライトハウス（地区）へと、善

の行為を記録する必要があります。あなたがしているのは、次のレベルに進むことについて、あなたの歴

史を正式に書き留めているということです。  

向こう 5〜10 年の間にアグローに入る人は誰でもその歴史に入ってくるでしょう。彼らは講壇へと上がっ

てくるでしょう。彼らはあなたがたの歴史や証しを読むでしょう。それから他の道を知らないので、その

道をゆくでしょう。 

神が何をされるのか、各州で本を書くっていうのも素晴らしいことではないでしょうか。本の半分くらい

まで来たら、がらっと変わります。それは神があなたにしてくださった記録だけでなく、実際にその州に

主が計画していることの記録でもあるということです。それを州知事に郵送できますよね。それを町長や、

市長に渡すことができます。これが神がしていることです。私たちは旅で、この時点、ここにいます。 

私たちは世界をひっくり返した人々です We Are the People Who Turned the World Upside Down 

「使徒の働き」の中に、この時代に関する私自身の理論を持っています。そこでも、世界をひっくり返し

た人々がいると人々が言っていると述べています。世は言います。「なんてこった！彼らが来ちゃった。

世界をひっくり返した人々だ。かれらがここにもいる！」と。 

私はそのようには読みません。人々がいました。それは、イスラエルの名声が世界中に広がったためです

と、そう読みます。イエス様がしていたことの名声は、出て行くことでした。そして人々が見たのはクリ

スチャンたちが来て、歩きまわってドアをノックし始めているということです。「なんてこった。なんて

こった。なんてこった。彼らはここにいる！彼らはここにいる！彼らはここにいる！世界をひっくり返し

た人々！彼らはここにいる！何てことだ！消えつつあります。すべてが今大丈夫になるでしょう。大丈夫

ですよ。私の神よ、私の神よ、私の神よ、私の神よ。私の父は癒されるます！私の母！何てことだ！私の

兄は仕事を得ることができます。私の神よ、私の神よ、私の神よ、これは素晴らしいです。神の善をもっ

て世界をひっくり返した人々、彼らはただ私たちの街に引っ越したのです。何てことだ。私たちは一週間

して彼らの引越しが落ち着いたら、町内でお祝いのパーティーを開こう！何かすごくない？何かすごいで

す。」私にとって、これは教会が世界で教会の尊敬（リスペクト）を取り戻すための最も強力な方法のよ

うなものです。私たちが非常に強力で驚くべき何かを信じることはすべてを変え、私たちを変えました。 

私たち（HQ 国際本部）がやって来てあなたの州の気温を測ることがあるのです。暑いのか、赤く暑い(熱

烈)のか、それとも白く暑い(白熱)のかを調べます。ぬるいのは温度ではありません。 

 

アグローの成長を測定する 

こういう事です。これは生涯にわたる約束であり、それによって私たちは人々の信頼と信仰の成長を測る

ことができます。 

アグローがある国、地域、家族、グループの中で、御国の成長を測定することができます。これが、私た

ちが表す働きを通して、アグローの中で命の脈拍に指を置くことができる場所なのです。 
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私にあるリーダーシップの賜物の質を測ることができます。私たちはアメリカ（そして世界の国々）を約

束の地 - 約束の地 へと変えるために軍を立ち上げているので、それをする必要があります。 

すべての責任を負う必要がある All Must Take Responsibility 

それができるリーダーが必要です。それに従うことができる人が必要です。私たちは、アグローの人々に、

神の約束と預言に対して責任を持つ人々が必要です。それはジェーンの仕事だけではあり得ないのです。 

ジェーンは、約束を常に覚えて、常に約束を守り、常に約束について語ってくれるという点では、私の中

で世界一です。私たちは皆、ジェーンのように上手になる必要があります。「これが私たちの通貨、これ

が私たちの信頼、これが私たちの信仰、これが私たちの場所、これは御国における私たちの位置だから、

地球における私たちの統治です」と言っているのです。 

私たちは信頼と信仰の炎をうちわであおる必要があります。私たちは、体験の場所、御国の中での出会い

の場所へと、私たちが生きる場所、そして私たちの心の中心へと推し進める必要があります。 

消えるべき最初のことはすべての否定的なものです。その喉を突き刺すべきです。その考えが好きなので

預言して終わりましょう。 

準備してください。すべてを置いてください。位置についてください。配布してください。私が預言を呼

び出します。意図的相続です。 

 

意図的相続の預言 

愛する者たちよ。わたしは地球に家を建てることを決心しています。とても高い善の神殿です。その

光は、最も高いところでも最も低いところからも見えます。 

善は、欲と自衛本能に対する解毒剤となるでしょう。善は、信頼と信仰の建物のブロックを形成し、

何百万という人々が御国への道を見つけるための道を作るでしょう。それは、人々を御国の中に引き

入れたのは、神の人々の内外にある神の善と親切でした。 

本当の成長はあなたがわたしを尋ねる質問から来ます。あなたが疑問に感じる状況からではありませ

ん。満ちることは人生における唯一の確信であり、わたしはあなたの上にこれらの言葉を語るので、

わたしの喜びはあなたの中にあり、その喜びはいっぱいになり、あなたはわたしの笑顔のもとで毎日

生きることを学ぶでしょう。敵が呼んでくるとき、わたしは笑っている存在であり、あなたはわたし

と一緒にニヤニヤし、笑っている者たちです。 

聖霊とパートナーを組むことによって、あなたの生活の中で、あなたの街の中で、あなたの地域の中

で善を培うようにわたしは、あなたを任命しています。今日の混沌の中で、それはキリストの中にい

ること、新しい人の中に住んでいることの証拠となるでしょう。 

わたしはあなたの中から尺度(評価、基準、限度,,,measure)を追放しています。尺度は地上に解き放

たれる混乱を処理することはできません。善と充満に焦点を当てたいのちだけが、天が地球に解き放

たれるすべてを完全に受け継ぐことができます。愛する者だけが、わたしの意志(御旨)の良い楽しみ

を掴むことができます。 

わたしの民よ、わたしの栄光を捨ててはならない。あなたは他の人と同じではない。それをあなたは

証明するでしょう。あなたは栄光から栄光へと変わり、花嫁は驚くべき姿で、露わにされ始めるでし

ょう！そして、世界のその驚きは魂の最も硬いところを挑発するでしょう。- それが莫大な収穫です。

それはヤギの国を羊の国に、ヤギの町を羊の都市に変えるでしょう。 

主が言われるのは、もしあなたがわたしと共にそれをするならば、だれも神の善から安全ではないと

いうことです。（=神の善から離れられない） 神の善はすべての領域を覆い、権限を封じ、統治しま

す。 

栄光の物語は記録され、世界中に送られなければなりません。善の中で、頭と体の間に結束があるで

しょう - そして、花嫁の思考は油注ぎの新しい領域から話すでしょう。 
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見なさい。わたしは、今までに必要としたものより多くの約束をあなたに与える。そして、わたした

ちは地上で神の戦略的浪費(ぜいたく)に基づいて構築された新しい経済を創造するでしょう。そして

御国の力は世界中を圧倒します。 

愛する者たち、この約束はわたしにとって非常に個人的なものです。わたしの民よ、それはあなたが

たにとっても個人的なことで、それはわたしの保証をもたらします。わたしのことばはわたしに空で

は戻りません。それは私の目的を達成するでしょう。あなたがそれを手放すならば、他の人がそれを

拾い上げ、わたしが約束を送った方法で成功するでしょう。約束があなたの秘かな場所を浸透させて、

それがあなたの中で実を結ぶようになるようにしましょう。  

これらの約束をあなたが世の問題よりも優先させることは、わたしにとって極めて重要です。このあ

なたがたは、先手を打つのです。そうするなら、これまでにない善の行為、これまでにない経済の上

昇、5 千人に食事を用意されたような備えの奇跡が本当のニュースとなるでしょう。では、「狂った

帽子屋(Mad Hatter’s tea party)ティーパーティー」(不思議の国のアリスに出てくるキャラクタ

ー：帽子屋のように狂っているという言い回し)のように見せる奇跡のような現実のニュースがある

のです。あなたは人々が飛び乗りたいと思うバンドワゴン（行列の先頭を走る楽隊車）になるでしょ

う。  

世界情勢が暗くなるにつれて、風景 - あなたの善の光が天を開くでしょう。祝福、好意、奇跡、そ

して資源が御国とつながる場所に流れ込みます。  

教会はもはや回復しないでしょう。代わりに、それはイザヤ書61章4節の成就をもたらすでしょう。

善の中に、あなたは古代遺跡を再建築します。神の約束の中で、あなたはかつての荒廃に立ち上がる

のです。御国の莫大な備えの中で、あなたは台無しにされた都市を修復し、神の善は何世代にもわた

る荒廃に触れるでしょう。  

私たちは前例のない時を共にしています。私たちの中には、このとても重要な何かのために生き、わ

たしたちの人生のために訓練を受けて来た人たちがいます。莫大なことが私たちを優位にたたせます。

私たちは神の善に取りつかれます。このところに踏み込むのにはちょうど良い時です。なぜなら世の

中は混乱していますが、私たちはそうではありませんし、決し得てそうなりません。私たちは御国に

います。そして、私たちへの主の約束は、主の存在、イエスを意味し、あなたも同様に、この世にい

ます。 

祈りましょう。父よ。ありがとうございます。私は今あなたの笑顔を感じます。あなたはういうのが大好

きです。あなたは私たちにすごいことをすることが大好きです。あなたは私たちに信じられないほどの何

かを与えることを好み、あなたご自身にとても自信を持っておられます。すべての瞬間を私たちと楽しま

れるように計画されます。なぜなら、あなたはいつもやりたいことをやり遂げ、変革の人生に私たちを専

念させてくださり、変革のライフスタイルを私たちに没頭させてくださるのです。 

毎日私たちの心を新しくしてください。そうして、あなたの美しさ、あなたの聖さ、あなたの善、あなた

の優しさを私たちが表します。私たちもあなたと同じように変わりません。 

ですから、父よ、私たちはここにいます。そして私たちはみなあなたによって少しずつ貪欲にされていま

す。しかしあなたもそれを愛しています。あなた御自分が大きくなるように見せられるのが好きです。あ

なたは地球のあちこちを歩き回って、あなたがあなた自身を強く示すことができる人を探しています。こ

こにいます。主よ、ここに私たちはいます。 

今年は私たちの生活の中で最も前例のない数年になるでしょう。このミニストリーには速める霊がありま

す。始めるためだけに 1 年はかかりません。私たちは始めようとしていて、そこにどれだけ早く到着でき

るか見てください。 

私がいつも話すランボルギーニを知っていますよね？今が、それに良い時です。私はこの場所にできるだ

け早く行きたいのです。あなたが私たちをそこに連れて行きたいと願う美しい、神聖な忍耐力をあなた自

身の心の中に感じます。私たちがあなたの中に住むことができるようになることを渇望されています。私

たちが充分にあなたを知ることを渇望されています。 
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そして主よ、私たちは言います。OK。私たちは言います。”Yes” 

ジェーンハンセンホイト：力強く、永遠の真理を語り、イエス様が望まれる私達が生きるべきレベルまで

継続的に私達を連れて来てくださり感謝します。 

グラハムは、アグローでの今後 2〜3 年について、大きな期待と充足の時として語られました。私は全部

はおぼていませんが、私たちが全存在として、踏み出す選択をすべき時が来ました。このミニストリーで

神が展開されてきたのは、驚くべき方法で元の場所に戻りました。あなたはこの中にいますか？あなたは

この中にいますか？だから天よ。私たちの応答を聞きました。私たちはみんなこの中にいます。あなたが

語ってくださったので、大いなる期待に満ちました。空想的なアイデアではなく、それはあなたが話され

たことです。 

 


