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2018 アメリカ大会 ダッチシーツ  

11 月 3日土曜日午後のセッション  

 60 秒ほど、あなたの右と左の方のためにお祈り

していただけますか？啓示の霊が解き放たれるよ

うに。ただ大胆に。聖霊が預言的な洞察を私たち

に語りたいと願われているのを感じます。さあ、

異言で祈りましょう、英語で、スペイン語で祈り

ましょう。なんの言語で祈っても構いません。主

よ、感謝します。更に３０秒４０秒祈り続けまし

ょう。この部屋の中に、啓示の霊を感謝します。

とても明確で、影響力のある言葉をありがとうご

ざいます。主の影響力のある、力強い言葉を感謝

します。  

制空権をありがとうございます、今あなたが再び

私たちに語ってくださるように求めます、霊的な

耳をもって耳を傾け、あなたが私たちに言ってお

られることを聴くことができますように。主よ、

両隣りの方のためにお祈りします。彼らが今聖霊

が語っていることを聞くための耳を持つようにと

お祈りし続けてください。この組織、このミニス

トリーは聞くための耳を持つのです、リーダーた

ちは聞くための耳を持つのです。ここにいなくて

も、ネットやフェイスブックのライブで私たちを

見ている人々、その人々も聞くための耳を持つで

しょう。今日はっきりと私たちに語ってくださ

い。アーメン 

みなさん、お座りください。私はただ、みなさん

に早く耳を傾けることをお勧めしたいのです。私

が皆さんにお勧めしたいことは、私は実際にたく

さんのメモを取ろうとはしないということです。

しばしば、早く書き込もうとするあまり、物事を

逃します。ただ言われた事を書き出そうとするの

ですが、言われようとする事を逃してしまうので

す。今日の優れた技術により数ドルで、あなたが

このメッセージを手に入れることができるので

す。一時停止することができます。あなたが望む

全てのメモを取ることができます。 

しかし、私が実際しようとすることは、いつもの

ようにしないということです。もしすべてを終え

るなら、６つのポイント、実際は６つのメッセー

ジになります。でも６つの教えをするつもりはあ

りません。私はみなさんに６つの預言的な写真を

与えるつもりです。それは今日私たちが聞くべき

言葉はこのミニストリーや、一般的に、主が教会

に言われていると私が思うことを、一つ一つの言

葉に凝縮してお話しようと思います。 

ですから、ただ聞いてください。いくつかメモを

取ってもいいです。神が私に個人的に語っている

こと私はメモしました。私が語りますが、あなた

は、聖霊があなたに語るのを聞きます。それを忘

れたくないと思うでしょう。それを書き留めてく

ださい。私が言っている事をすべて書き留めよう

としないでください。少なくともメッセージのあ

る部分で、私はかなり早く動くでしょうから、全

体像を見てください。 

それでチャックが、私がシェアするべきと感じる

いくつかのことを与えてくれました。チャックは

いつも私に共有するべきだと、彼が思うことを私

に与えます。あなたはいつも言うことができます

か？ いつも。そして、私はそうです、そうです

と言うことを学びました。 

 

今回の全国大会での私の責任はただ聞くことだと

感じています。自分の話すべき方向性について昨

晩はわかっていました。しかし、今日の午後、聖

霊が今の時のために耳を傾けて欲しいと願ったよ

うに感じました。昨晩、今朝とここに来て、スピ

ーカーの話を聞きました。チャックもですが、神

が言われることを聞いて、それをメッセージに形

つくろうと思いました。そこでランチに急いで戻

り、数分間休んで、これらの考えをまとめまし

た。 
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おおうこと と 生まれること 

 

私が数分話そうとしている第一のことはチャック

が述べたものです。チャックは私を見て言ったの

です。「あなたはこれについて話す必要があ

る。」 彼が述べたのは、覆うこと、生まれること

についての概念です。 

 

 アグローは地上で神の目的を生み出すため

の、更に偉大な油注ぎに入っています。 

 

主が私にこれをして欲しいと望んでおられる理由

は、このミニストリーが産むためのより大きな油

注ぎに、まさに入っているからなのです。それは

地上で神の目的を産むためです。ある時は、神は

個人に対して働いて欲しいと望みますが、ある時

には、私たちの任務は地域的で国家的です。神は

私たちを国々に送るでしょう。 

 

私がある場所に送られるとき、私の任務は誰かに

触れることではなく、雰囲気に影響を与えること

です。地域に入っていき、地域を移行させる私の

知る預言的宣言をすることです。また、私が感じ

るのはいつも覆うこと、生み出すこと、という点

に関係があるような気がします。祈りのムーブメ

ントが、特定の要素を十分に理解したより高いレ

ベルで起きようとしているように感じます。 

 

それではいくつかのことを要約させてください。 

 

Hover ～の上に覆いかかる 

 

 hoverと言う言葉は創世記１章で最初に言及さ

れています。ヘブルの言葉で rachaph. 欽定訳聖

書は「動いていた」と訳しているように思いま

す。聖霊はこの不毛の地球の上で深淵の表面を覆

い動いていたのです。 

 

そこで使われた２つの言葉は、不毛、不妊の、荒

野、死んだように見える、そして動けないことを

意味します。聖霊は、覆い降りかかり始め、 さら

に動くのです。 

 

Rachph は生殖に関する用語です。これは単に鳩が

舞っているとか、雌鶏が雛を覆っているという言

葉ではありません。それは語源の定義として基本

的には生殖（再生産）用語なのです。あるヘブル

人の学者は生殖の用語だと私が言った時に、生々

しすぎない描写で私に言いました、それは夫が妻

の上に覆いかかっているという言葉だと言いまし

た。生殖の用語です。 

Rachph は法令と関係しています。神が聖霊に神の

力を解き放ち、覆いうごめくように語る時、いつ

もどこかに主の宣言、もしくは天使の宣言がある

のがわかるでしょう。創世記 1章でイエスからの

宣言は、「～あれ」でした。 

 

神はご自身の言葉を種と呼ばれます。新約聖書の

中で、わたしの言葉は種だ。あなたは朽ちない種

により再び生まれた。それは sperma という言葉で

す。神は言われます、「わたしの言葉は、そのう

ちに命を持つ種であり、わたしの言葉が蒔かれる

時、それが生み出す力を持つ。わたしの言葉が前

を進むとき、聖霊がうごめき、わたしの言葉とと

もに神の力を解き放つ。そしてその２つが一つに

なり、単なる言葉ではなく、湧き始め、生み出す

命の言葉となる。」 

 

ギリシャ語に対応するのはルカの福音書で用いら

れています。新約聖書で３回使われます。ギリシ

ャ語では rachph は、fterougizoです。

fterougizo は hovering の意味を含む言葉であ

り、栄光の概念を含む言葉です。 

 

fterougizo と言う単語は、あなたが覆いかぶさる

時、光のもや・または素晴らしい輝きで包むと言

う意味があります。変貌の山で起こった出来事を

彷彿とさせる言葉です。聖霊が来て、そこを覆わ

れ、神の栄光がそこで見られ、神の栄光が彼らに

移ったのです。実際、新約聖書のギリシャ語翻訳

は文字通り、イエスが山から降りてこられた時、

神の栄光が満ちていたので、イエスの顔だけでな

く衣までもが光のように煌いていたと言及してい

ます。 

 

  私たちを通して 生じる神の栄光は、周りの

全ての人を変えるのです 
 
ペテロがこのことによって圧倒され、ここに３つ

の幕屋を建てましょうと言ったのも当然なので

す。彼は言う言葉がわからなかったのです、主の

栄光が私たちとともにあるのです。この言葉は、

人々が奇跡を求めてペテロの影にまでも近づこう

とした時に使われた言葉です。ー彼らは影に覆わ

れて、癒されました。私は、以前ペテロの影がど

うやって人々を癒すことができたのか不思議に思

っていましたが、それは実際には本文が言ってい

ることと全く違います。ペテロの影が実際に誰か

を癒したのではないのです。本当に言っているこ

とは、彼が働きをした時に、人々はペテロに非常

に近づいて、神の栄光が発せられたのです。人々

は聖霊が覆っているその点に踏み込んだので、聖

霊の力がペテロから人々に生じたのです。彼らは
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影に覆われたのです、彼らが踏み入れた時、その

栄光で彼らは癒されました。 

 

しかし、別の場所では、マリアに天使が来て言っ

た時のことです。「あなたは子どもを身ごもるで

しょう、イエス、世の救い主」、マリアは「どう

してこのことがなるのでしょう？ わたしは男の

人を知りません。」 天使は言いました、「聖霊が

あなたにきて、あなたの周りを fterougizo しま

す。聖霊が覆うでしょう。聖霊の影に覆われるで

しょう。聖霊があなたを包むでしょう。あなたの

うちに聖霊は神の子の種を植えるでしょう。」そ

して天使は宣言とともに、これに関する興味深い

声明を発するのです。 

 

ルカ１：３７を、「神にはできないことはありま

せん」と多くの場合訳しています。しかし、それ

はその節が本当に言っていることではありませ

ん。それを文字通り翻訳と、翻訳者たちにとって

意味をなさなくなってしまうため、最善を尽くし

た形で訳したのです。 

 

これがルカ１：３７説の文字通り言っていること

です、ーみなさんは私が今言っている以上の文字

通りの言葉を得ることはできません。天使はマリ

アを見て言いました、「神によって語られた言葉

は力なしには存在しない」  力なくして神の言葉

が語られることはない。そうです、私が語ってい

る言葉は天使が言ったことです、”聖霊がその言

葉に力を与え、その言葉に命を与え、その言葉は

生み出されるでしょう。” 

 

出産の年 

チャックが語っていた時、私が以前に聖霊に聞い

ていたのは、この年のことです。ーチャックは私

を見続けていいました、それは出産の年だ。今年

は出産の年だ。あなたは覆いうごめくことについ

て話さなくてはなりません。これは出産の年で

す。 

 

  祈っている信じるものたち、残りの者（レ

ムナント）たちがいる、その人々は自分たちが

何者であるかを知っており、自分たちのうちに

おられる聖霊がどのようなお方で、自分たちの

内で聖霊が宣言しておられ、力ある主の言葉を

解き放つお方であることを理解し、信じるもの

たちだ。ーその主の言葉の力は宣言されてきた

ことに誕生をもたらすものだ。 

 

そして、聖霊が語っているのを聞いたのですが、

それは教会の祈りを通じてー今世界の中の残され

た人々（レムナント）、執り成し手であり、祈っ

ている信者ー自分たちが何者であるかを知ってい

る人々がいます。彼らのうちなる聖霊を理解して

います。私たちは多数派ではありません。多数派

になる必要もありません。残りのものはただそれ

で良いのです。聖霊が私たちに言葉を与え、それ

を語り始める時、ー御言葉のある節か、私たちの

霊から出る何かかもしれませんが、ーそれは私た

ちが単に語っていること以上のものだと、いう事

を理解している人々の集まりがあるのです。聖霊

の力はそれらの言葉を通して解き放たれているの

です。 

 

  神が与える言葉を私達が語るなら、その言

葉は力において前に進み、聖霊はそれに命をも

たらすために、その言葉を覆いかけ始めるので

す。 

 

私たちが語る言葉は神の御霊の言葉であり、その

言葉は力があるのです。それが解き放たれると聖

霊が覆い始めるのです。聖霊はただ人々に行うの

ではなく、地域を超えて行われるのです。街々を

超えて、国々を超えて行われるのです。今こそ、

祈りのチームがベトナムのような街に、国々に

街々に入っていく季節なのです、かつては何かを

完成するのに１０年かかった場所ーこの時に御霊

の領域で何かとても強いことが起ころうとしてい

るのです、この数日で出産が起ころうとしている

のです。 

 

  この時、御霊にあって本当に力強い何かが

起こり、それは数日で神の目的を生み出すでし

ょう。 

 

私は少しここで先を行っています、でもチャック

と彼が言った事、「彼らは足を軽くする必要が出

てくるだろう」、適切なフレーズを探していたの

です。私が感じていたことは、この大きな組織で

国から、また国々から人々を参加させるために１

週間や２週間で素早く物事を進めることができな

い、だからあなたは計画を立てる必要がありま

す。あなたがたはベトナムへの祈りの旅をするで

しょう。計画にどれくらいの時間がかかったのか

はわかりませんが、おそらく数ヶ月だったでしょ

う。しかし、主が言われていることで私が聞いて

いるのは、この季節には数ヶ月もないということ

です。あなたは主から任務を聞くでしょう、そし

て１週間のうちにチームをまとめる必要になるで

しょう。 

 

  主から課題・任命が来るとき、計画の細部

に何ヶ月もかけるよりも、それらを迅速に実施

する必要がある 



ページ 1/16 2018 アメリカ大会 ダッチシーツ (2018 Conference Dutch Sheets - Saturday Afternoon Session) 4 

 

私はこれを体験しました。チャックが私に預言し

ました、「２０１６年の選挙の２週間前に、７つ

の街々にチームを連れて行きなさい、ー７つの街

とはこの国が主と初めに契約に入った場所、この

７つの街に戻って、祈り、この街が再び開き、こ

の全ての街で再び主と契約を打ち立てなさい、こ

のすべての街に行きなさい、そうすれば主の言葉

は国に戻ってくるだろう、あなたは選挙の前にこ

れをしなければならない」  預言者たちは、こう

いう任命を与えるのが大好きです。私はみなさん

のために祈ります。 

 

私は、それが神からの言葉である事を知っていた

ので以下のように友達に電話しました。 

「私はこう考えているのですが、あなたがこれを

したいかどうか考えてください。費用は自分で払

わなければなりません。予定をキャンセルした

り、スケジュールを消さなければならないので

す。１週間で私たちはこれをしています。時間を

取って神から聞いてください。明日私に知らせて

ください」 これは高いレベルのリーダーのチーム

でした。忙しいスケジュール、多くの会議や集会

など、そして１週間後に私たちは７日間の祈りの

旅に出ました。 

 

神は私たちが先んじて行動するように助けてくだ

さっていると、私は言っているのです。私たちは

この季節にあって、敵がすることや神がなされて

いることを見て待つ、受け身になる必要はないの

です,そして、そうです、私たちはこれに乗り込む

方が良いのです。神は預言的な軍団に、神が言わ

れていることを十分にはっきりと聞いて欲しいと

望んでいます。先立って、前もって私たちは言う

ことができます。神がこれをしようとされるの

で、私たちはそこを乗り越える必要があります。

これをもう一度言いましょう、このミニストリー

は時には非常に早く動かねばならないでしょう。

神はあなた方がそれを成し、うまく成し遂げるの

を助けてくださり、偉大な恵みを与えてください

ます。 

 

見張り人の概念 

 

チャックが私に言うように願った２つ目のこと

は、見張り人についての考え方です。事実、彼は

一つの点を見て私に言いました、「来年この見張

り人のメッセージについて、私たちは主の戦略を

聞かなければならないだろう」 そして、いくつか

のことを言いました、それらが私の時間とエネル

ギーを要するので、少し私は怖くなりました。チ

ャックはいいました、「この年は見張り人に権威

を与え装備し、掻き立てる。私たちはそれを別の

レベルに引き上げるだろう。」 

 

ところでこれが、主が使徒たちと預言者達が共に

働くために意図されたことなのです。チャックは

自分の役割を知っています。私は自分の役割を知

っています。彼はよく私にこう言うでしょう、

「 私はこれを理解していないが、神があなたに示

され、あなたは自分の使徒的教え、預言的油そぎ

をとり、これを発展させるべきです。私はそれに

預言します」  神はよくチャックに私たちのため

の課題を与え、そして神は私にどうやってそれを

私たちが行い、行き来するのか知恵を与え始めて

くださいます。私たちは互いに信頼しています。

彼が私に２２の街々に行く必要があると言った

時、私はただ、いつ始めるかと言うのです。 

 

しかし、この見張り人の概念、主があなたがたの

ために私に取り込ませたと感じることは、旧約聖

書にある見張り人のための３つの言葉です、

Notstar, Shemar と Shafa、です。これらの３つ

の言葉全ては、見張る、警備、保持、守ると翻訳

されています。城壁の上の見張り人として、警

備、保持、見張る、防御的で守ると言う意味合い

だけでなく、とても預言的な意味を持ち、単に身

を守るのではなく攻撃的な意味さえ持っていま

す。 

 

  アグローは将来に成就することを見て、神

からの指令を受け、従順に直ちに動くのです 

 

Shafaーこの言葉の一つの意味は遠くに身を乗り出

すこと、また道のりをじっと見つめると言うこと

です。先を見ています。これから来ようとするこ

とを見て、預言的洞察で先を見通し、かつ未来に

入っていくことができます。このミニストリーの

ために、神があなたにこれからやるべきことを示

し始め、収穫の前に、その始まりの前にある言葉

のように感じます。ベトナムで主の言葉を聞くで

しょう、そしてベトナムへ行くのです。 

 

ある人はビジョンを持ち、世界のある部分に指が

置かれるのを見るでしょう 

 

：神がされていることに火を煽るために渡ってい

こうとするのではなく、むしろあなたが行って火

をつけるのです 

：遠く先を見ることができるので、あなたは先ん

じて”覆いかけるプロセス”を始めるために行く

のです。 
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  アグローに神がもたらしている、より偉大

な、より高いレベルの預言的油注ぎがありま

す。 

 

Shafa の別の概念は先を見通すと言うことのみで

はありません、街を守るためではなく、取るため

に、取り囲み街を見張ると言う意味があります。

待ち伏せて襲撃できるために斥候をおくと言う意

味があります。 

 

見張り人の油注ぎのある部分は 

：敵がしていることに気づくため 

：敵の補給路を断つこと 

：敵を囲うこと 

：何世紀にも渡って敵がしてきたことを断ち切る

ことです 

 

私はよく言います、「私たちがしようとすること

を知っていますか？ 私たちはこの街を取り囲み

ます、この国を私たちが征服するまで、主のため

に取り戻すまで、 次の６ヶ月もしくは来年、この

国に打ち破りが覚醒するのを見るまで、この組織

はこの国を取り囲むのです。チームがそこに行く

でしょう」と私は再びあなたにこう言うのです。 

 

  この組織、このミニストリーの中で, 神が

預言的油注ぎに磨きをかける人々がいるでしょ

う。夢、ビジョン、預言的なものを受けること

を通し、神がなさりたいことを前もってあなた

は聞き、その中に入る準備をするでしょう。そ

のようなことを生むため、率先した組織とミニ

ストリーになってください。 

 

満ち満ちること（fullness） 

 

主が私の霊においてくださった第三のことは

fullnessという言葉です。昨年、時が満ちること

についてお話ししたと思います。「相応しい時」

（horaios）について話したのに、満ちること

（fulness について話さなかったということは考

えられないので、おそらく、前回、このことにつ

いては話したと思います。 

  私たちは今、時の季節の中にいますー相応

しい時・the right time  

ー相応しい時の完成を受けるために、私たちはそ

の瞬間を掴まなければなりません。 

 

私たちは、カイロスの時を通過したので、この

fulnessの季節にいます。私たちは時を掴み、

horaiosの時にいます、そして私たちは満ち満ち

たところに到達し、注ぎ出され、打ち破りに至る

のです。 

 

主が最近私に示してくださった一つのことは時が

満ちるということで、それは旧約聖書の概念とし

ばしば繋がっています。私はそれを不法が満ちる

と呼んでいます。創世記の１５章で、神がアブラ

ハムに来て言いました、”わたしはこの全てをあ

なたのためにしようとしている。あなたにこれを

与えるであろう。あなたを偉大な国にしよう。あ

なたにこの地全てを与えよう、しかしまだわたし

はそれをすることができない、アモリ人の不義が

まだ完了していないからだ” 

 

その言葉ー完了ーとは満ちている、または全体性

という意味です。神の叡智において、終わりを初

めから見ておられる神は本質的に言っています. 

「わたしはこの国の不義を知っている、これらの

国々、これらの人々の集まりは、わたしが正義の

うちに、彼らから取って、あなたにそれを与える

ことのできる点まで至るだろう」 

 

神がこっちを愛して、もう一つは嫌うというので

はないのです。神はこの集まりから取り上げて別

の集まりに与えるのです。神は言いました「 わた

しは罪の度合いを知っている、不義がわたしの義

においてある点に及んでいる、わたしは彼らから

それを取り上げ、あなたに与えよう。」 しかし、

神がそのことが起こることを知っていても、神は

「わたしはそれを成すまで待つだろう、それは４

００年になるだろう」と言われるほどの義の神な

のです。 

 

神がそのように言われる約束をどのように受けた

いですか？ わたしなら神を見てこう言ったでし

ょう、なぜわたしにこれを話されるのですか？４

００年ですか？冗談でしょう？わたしの孫・ひ

孫・そのまたひ孫に言ってください。 

 

不義が満ちてしまった場所がこの地球にあり、神

はそのような場所にまさに行こうとされ言われま

す、「不義の盃が満ちた。あなたが持っている権

威を取り去り、この国を取り除いて、それを義な

るものへ与えるのだ」 

 

  神は決して見逃されません。神は先を見

て、時を知っておられる方であり、相応しい時

に神の人々を備えようと準備されています 

 

神と神の知恵、全知と主権について興味ふかい一

つのことは、神ははるか先におられるということ

です。神は終りを見、初めから見ることができま

す。神は時が満ちるのと同じくして、不義の杯が

満ちるようになることを待っているだけではな
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く、神はご自分の民を、彼らがするべき事のため

に、その間に整えておられるのです。神は４００

年無駄にしませんでした。計画しているのです。

素晴らしいです。神は「このことは彼らに４００

年かかるだろう、だからわたしは国をかたち作る

必要がある。この数十万の人々を得るためには何

世代もかかるだろう。わたしは彼らをこの方法

で、取り扱う必要がある。そして、わたしはこの

リーダー、あのリーダー、またあのリーダーを建

て上げる必要がある。」 そして完全に不義の盃が

満たされるとき、神の目的と神の人々は準備が整

うように完成されるのです。 

 

一つに収束し、これに私たちがいるのです。不義

の盃が満ちている部分がいくつかの地にあり、主

は言われています「わたしには、その地に行って

所有する準備のできた人々がいる。このミニスト

リーはその一部となるだろう」  私は軍事力によ

って取ることを話しているのではありません。

人々の心についての話をしています。救いについ

ての話をしているのです。私たちは、貧困と圧迫

と罪と飢餓と人身売買、地球の部分を支配してき

た、このようなあらゆる悪の力からの解放につい

て話をしているのです。神は言われます「この季

節に、わたしは彼らを取り除き、地球を何十万年

の間虐げた霊どもをわたしは取り扱おう、わたし

はわたしの民を宣言する能力と、覆いかけ、囲む

ために送ろう。悪事を働くものから、わたしはそ

れを取り上げて、多くのものを助け出そう」 

 

  アグローはこの季節において、重要な役割

を果たすために準備されてきたミニストリーで

す。 

このミニストリーはここに重要な役割を果たすこ

とができるのです。私はこのミニストリーが益々

鋭い、脱穀の用具、刈り取る軍隊となっていくの

を見ます。自由をもたらす特殊軍隊。ベトナムは

最初の実です。 

 

  アグローインターナショナルにとって、新

しい季節に移行する絶頂期があります 

 

ORIZO 

 

４つ目のポイントです。１つ目は覆い掛けるこ

と、２つ目は見張り人、３つ目は満ちることー時

が満ちること、不義の満ちることです。 

 

チャックは使徒の働き１３章を思い起こさせまし

た。ギリシャ語の新約聖書で２つの興味ある言葉

があります。語源から説明を始めます、どちらも

同じ語源を持ち、また異なった意味を与える、接

頭辞を持っています。 

 

語源は horizo, h-o-r-i-z-o,実際には hはなく、

o-r-i-z-oです。ホリゾと発音します。N をつける

と英語でホリゾンという言葉になります。horizon

という言葉を orizo から得ます。それは境界線で

す。地と空が出会う境界です。それは定められた

基準です。あなたの境界はここ、あるいはここ、

またはここというものです。 

 

この単語の接頭辞「pro」は英語の接頭辞「pre」

がすることを行います。それは前もってするとい

う言葉になります。ですから事前に決定すること

を意味します：境界、地平線。非常に興味ふかい

ことに、ギリシャ語であらかじめ事が運命づけら

れるという単語です。 

 

Predestination (運命・予定論）は決して教義を

意味するものではありませんでした。ある事実で

す。ある真理です。単純な意味は、神は予め私た

ちを定めているということです。神は言うので

す、「これはあなたのためのわたしの計画だ、あ

なたが母の胎にいた時から、わたしはあなたの物

語を書こうとしていた。」 

パウロは言いました、「母の胎にいた時から、私

は使徒と呼ばれるものであった。」 私たちにとっ

て前もって印つけられていることです。これがジ

ェーンやスージーやサンディやアグローの組織を

通して、わたしが行うつもりのことなのです。前

もって境界を定め、予め決定したことです。私た

ちはいつもそれに向かって動いているのです。私

たちは聖霊から、預言的な油注ぎで識別するので

す。だからこそ、それが非常に重要なのです。私

たちは聞き、識別していますーこれが主が私に行

って欲しいところだ、これが神が私のために印を

つけたものだ。 

  神は私たちの境界や境界線をさだめられま

した。それぞれの定められた境界や境界線に対

する時も定められておられます。 

そしてその言葉の別の型があります。pro-orizo 

ではなく、aph-orizoです。それは接頭辞「apo」

です。形を少し変えて、apo-horizo ではなく、

aph-orizo になります。これは境界に向かって動
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いているというのではなく、今それに到達し、そ

れから動いているという意味です。一つの季節の

終わりに近づいていますー神があなたのために、

その季節でするべきと定めたこと、そしてあなた

は次の季節に渡って入くのです。 

あなたは、神があなたに備えたその境界から動い

ているのですー前の季節で神がなされていたこと

からー今や次のものから、それに向かってあなた

は動いているのです。（アグローのミニストリー

の最初の５０年の終りを考えてみてください、一

つの境界や印つけられた場所を離れて、次の５０

年に入っていくことを。神が私たちのために印つ

けてくださる新しい場所へ入っていくことを。過

去５０年の課題は成し遂げられ、あなたは次の季

節の課題に動いているのです。）あなたは pro-

orizo から aph-orizoへ行くのです。 

  神が人や組織を働きのために聖別する時、

その新しい季節が実際に到来する前に、必要な

訓練の季節があります。 

これが使徒１３：２の聖別と言う言葉で、聖霊が

語って言ったのです。「わたしのために聖別しな

さい、パウロとバルナバを、わたしが召した任務

のために」 彼らは越えて渡っていくところに来た

のです。彼らはゴールラインにきて、また新しい

スタートラインに来たのです。聖霊は言いまし

た、「前の季節の準備は、必要とされたことを成

し遂げ、わたしはその季節で求められたことを成

し遂げた」パウロはきっとこう思ったと思いま

す、「神が定めた私の満ちる姿に私自身が解き放

たれるまで、私が盲目となり、捕らえられた時か

ら 12、3年を要するとは思ってもみなかった」

と。それは訓練の季節でした。その訓練の季節の

間に、彼は非常に用いられる存在となりました、

アンテオケのリーダーでしたが、パウロはまた次

のために備えられるものでした。主が聖霊によっ

て語られ、言われました、「あなたはこの境界に

到達した、今や次のものへ渡って入りなさい」 そ

して聖霊はパウロ達を新しい場所のために聖別し

ました。 

  これがアグローに起こっていることです。

私たちは新しいシーズンと境界のために聖別さ

れたのです。 

それがアグローに起こっていることだと私に聖霊

がはっきりと言ったのを感じています。聖霊がず

っと働かれています。 

  メッセージを通してやってきた音が移行し

ました。あなたがなろうとしているものに対し

て、あなたを準備する音です。 

私たちはみな成熟したものです。４０〜５０年前

どんなカリスマ的な会議に行っても、大抵は個人

としてのあなたの助けになる良い教えを聞いたと

思います。前の季節で私たちが聞く全てのメッセ

ージが、私たちの任務や大抵は共同体の任務に対

してチャレンジし、準備し、私たちを整えさせる

ものであると気づきましたか？ 

神はおそらく早い年のうちにミニストリーを移行

しています—多くのカリスマのムーブメントのよう

にー多分教えのミニストリー以上に、悟り、啓

示、洞察で女性達を整え、結婚や子供達を助け、

成長と成熟を促すメッセージです。でも皆さんに

言ってもいいですか？ 私たちはそれに合格しま

した。それが悪いことではありません。そしてま

だある程度起こるかもしれません。 

  私たちは使徒的預言的な覆いのうちで今や

成熟し、国々を勝ち取ろうとするものです。 

アグロー、備えられた人々の群れ 

私は主が言われたのを聞きます「わたしはこの地

で人々の集団を装備し、用意し、準備してきた。

今や彼らは、チームとして、ミニストリーとし

て、声として、わたしが彼らを遣わす必要のあ

る、この地球のどの場所でもわたしが送ることが

できるほどに十分に成熟したのだ。わたしは彼ら

がするべきことをなんでもできるように任じるこ

とができる。彼らはそれをするために装備され

た。今、わたしが任命し、装備し、決意し、あな

たを予め定めた、その次の季節に渡って行きなさ

い。これがアグローのために予め定められた新し

い季節なのです。女性達のためだけではなく、

国々のためです」  
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このミニストリーを通して神がなされる働きのゆ

えに、何百万人もの人々が御国に入ってくるので

す。このことについて言いすぎたくないのです

が、これはあなた方がすでに知っていることを、

わたしが知り確認するためです。 

  今まであなた方が足を踏み入れた中で最も

重要な季節となるでしょう。そこでは注意深く

聞かねばなりません、 

  神は私たちの聞く能力を次のレベルに引き

上げます。 

旧約聖書の聞くと言う言葉の一つの意味は、文字

通り盗み聞くと言う意味です。私達の会話を神が

聞いていると言う旧約聖書の概念で使われていま

す。神の会話を私たちが聞くと言う旧約聖書の概

念で使われています。イザヤのように、アグロー

の誰かが神が天の会議で言っていること、リビア

やイラン、イラクまたは他の国について言ってい

ることを聞くのです。そして神は言われるのです

「わたしは誰を遣わそうか？」 彼らは言うのです

「私たちはその任務をとります。来週か２・３・

４週間でチームを作り、そこに行きます」 皆さ

ん、これに乗りますか？ 

完全な円、アグローのためのより高いレベルの言

葉 

今朝、神は私に３年か４年前に、神があなたがた

のために与えた言葉を思い出していました。礼拝

の中で、御霊によって神は私を捕え、私は天から

地を見ていたのです。地の上に大きな円を見まし

た。私が見ているものは何だろうかと不思議に思

っていました。啓示を待ちました。この円につい

て神は私に何といわれるのだろう？そして、神は

ここから（上に）連れていき、私はそれを横から

見ました。私が実際見たのは地上に平らな円では

なく、円柱でした。神は私に言いました、「完全

な一つの円、より高いレベル。完全な円、より高

いレベル。わたしは何かを再びしようとしている

が、わたしはいつも人々をより高いレベルへ連れ

て行っている。奇跡ー再び奇跡が起きる時がやっ

てきます。それはより高いレベルになるでしょ

う。収穫が来ていますが、それはより高いレベル

です。世界中でとりなしの別の波が起こっていま

すが、それはより高いレベルです。」 

時が身ごもった 

私はこれをオクラホマで聖霊に満たされたラビで

メシアニックの人がいた時にシェアしました。私

は彼が何かを知っているに違いないと思ったの

で、その人が言うことを聞こうと思いました。そ

の後、彼は私のところに来ました。私は彼のこと

をよくは知りませんでした。今まで会ったことが

ないと思います。彼は「あなたが見たこの円につ

いて魅了されました、なぜならあなたが見たこと

は私たちが時について信じることだからです。ギ

リシャの考え方ー西洋の世界では、時間を直線的

に計りますが、私たちはそのようにしません。私

たちは時を円としてみます。私たちには時が妊娠

すると言う言い方があり、それさえも信じている

のです。」 

私は説明を求めました。彼は「神が時の中に事を

置くと私たちは信じています、神が時のうちにそ

れを置かれてきたので、特定の時のその年にある

特定のことを祝うのです。なぜならそこに神が時

を置かれたからです。あなたはその年のその時

に、霊的な心理や油注ぎにより簡単に触れること

ができるのです。」 

  神が過去になされたことを、あなたが語る

時、その同じ力が、そのことを再びなすために

解き放たれます。 

証：再び行うため 

そして彼は言いました、「神が完全な円柱につい

て、より高いレベルについて語られる理由を知っ

ていますか？神は再びそれをなさるつもりです。

ヘブル語で証という言葉が何を意味するかを知っ

ていますか？ 今までそれを学んだことがありま

すか？ 証という言葉は単に何かについて語ると

いう意味ではありません。その文字通りの意味は

再び行うという意味です。もう一度言うと言うこ

とではなく、もう一度するということです。神が

過去に為されたことをあなたが話す時に、再びそ
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れをするための同じ力が解き放たれるということ

を私たちは信じています。私たちがそのように主

張した一つの理由は、神が私たちの子供たちに自

分たちの歴史を教えるようこだわるのは、彼らが

単に歴史を知るためということではありません。

私たちが過越の話を語る時、神の民を解放した同

じ力が戻り、今日の子供たちにも、彼らが必要と

するあらゆるものからの解放を得ることができる

と信じるのです。」 

彼はこのことを言いました、「私はこの真理を信

じているので、ちょっとした実験をしています。

奇跡を必要としている病人に人を送ってきまし

た。送る際、言ってきました。『病人のために祈

らないで。皆さんにして欲しいことは、神がどの

ようにあなたを癒したかという証を行ってシェア

することです。毎日行ってあなたの証をシェアし

て欲しい』 そして彼は言いました、「私たちはた

だ証することから奇跡を見始めました、同じ力が

再びそのことをなすからです。」 「多分神が小羊

の血と、彼らの証の言葉によって打ち勝ったとい

われたのはこのことだった、私はそれを学び、そ

のような意味だと思います。」 

  神があなたのためにしてくださったことを

あなたが語る時、その同じ力が他の人に触れ、

わざをなすことができるのです。 

思い出す：行動をとること 

さらにこのことについて学ぶと、この語彙はヘブ

ル語の概念があることがわかりました。それは思

い出す、覚えるという単語のようでした。ヘブル

語で思い出すという言葉は単純に考えるという意

味ではなく、行動をとるという意味です。神がハ

ンナを覚えて、彼女が身ごもったという御言葉に

更に理解を与えるものです。神はハンナを忘れま

せんでしたが、時が相応しく、また彼女が神に願

ったとき、そのことについてハンナが考え始めた

時、神はとても力強いお方でした。創造的であ

り、神がそのことについて考え始めるなら、力が

流れ始め、何かがはじまるのです。 

  神がなされたことについて語ると、もう一

度それをなすよう神ご自身を掻き立てます。 

なので、「わたしを思い出しなさい」と言われる

のは、神は「忘れるから、わたしに思い起こさせ

なさい」という意味ではありません。「あなたが

そのことについて語るなら、何かがわたしのうち

で掻き立てられ、わたしはそれを成し始める」 だ

から主がわたしにこれを思わせるのです、今朝、

このミニストリーに神が言われることはこれで

す。“完全な円、より高いレベル。神はまさに何

かをもう一度なさろうとしているが、もっとより

高いレベルです。そう、あなたはこの地で偉大な

覚醒の別の部分となるでしょう、でももっと高い

レベルです。そう、何百万人もの人が救われ、聖

霊によってバプテスマを受けるでしょう、ー６０

年代・７０年代にどれほどの人が救われ満たされ

たかわたしは知りません。おそらく何百万、おそ

らく何十万もの人。神は本当にこの組織を用いま

したが、今わたしはあなたがたに言います、再び

やってきます、より高いレベルで。 

  過去に神がなさったことを、神はアグロー

においてなさろうとしています。私たちは完全

な円となっており、より高いレベルへと入った

からです。 

：もう一つの大覚醒、救いと御霊にあるバプテス

マを伴う６０年代ー７０年代のような大覚醒が、

より高いレベルで。 

：しるしと不思議が再び起こってきますが、より

高いレベルです。 

：解放が再び起こります、より高いレベルで。 

：国々を再び獲得すること、より高いレベルで。 

：敵の権力構造と力が再び退けられる、より高い

レベルで。 

：この時の教えの油注ぎだけでなく、単にいい礼

拝だったというのでもなく、使徒的油注ぎ、預言

的油注ぎ、五役者の油注ぎ、打ち破りの油注ぎが

注がれる。完全な円、境界を超えて新しく入る、
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そこから前に動く、次の局面のために分かたれる

（聖別・とり置かれる）、次のシーズンへ。 

アグローの最高の日々は後ろにあるのではなく、

あなたの前にあります。 

待つ と 重さ （英語で Wait（待つ） と 

Weight（重量）同じ発音） 

これが５番目です、これを５分で話せるのかわか

りませんが、主の憐れみが皆さんにありますよう

に、やってみます。私は長い間このメッセージを

してませんでしたし、皆さんに語ろうとする言葉

を数年分かち合っていません。 

数年前、私は床で横たわり、ただ祈り、聞き、主

が私に５回もいうのを聞きました。「待つ、待

つ、待つ、待つ、待つ」。私は言葉の研究が大好

きなので、神は、私が理解するだろうと思われた

のでしょう。なぜなら、神が待つと言われる度に

私は異なったヘブル語を見たからです。す。 

旧約聖書に待つという言葉は、一つではありませ

ん。いくつかあります。神が一つ一つの待つとい

う言葉を意味していることがわかりました。神は

私が待つことを学び、忍耐を学ぶことを５回も強

調したのではありません。神は私にその意味の異

なった面を教えていたのです。 

待つことについての５つの意味 

１．第一の意味は辛抱強く待つ。神は相応しい時

を知っています。私たちは相応しい時に入ったの

です。もし神が相応しい時を知っておられると信

じるなら、神が私たちを通して相応しい時になす

ことができると信じるべきです。ですから、第一

の言葉、待つというのは辛抱強く待つという意味

です。 

２．待つの第二の意味は消極的に待つのではな

く、信仰を持って信頼を持って待つということで

す。あなたはただ待っているのではありません、

神が何かをなされるはずと期待して待つのです。

自信を持って待つのです。 

３．第３の言葉は面白い言葉で、切望して愛して

待つ。ダビデが言ったこと「あなたの庭にいる一

日は他の場所での千日に勝る」  ヨシュアは幕屋

で待ちました、切望して、神が来られるから。あ

なたは席の端に座っています。旧約聖書の中で聞

くという言葉の一つの意味が、座席の端に座ると

いう意味があるのを知っていましたか？忍耐強く

待つ、自信と信頼を持って待つ。神が来られると

知っているので、あなたはこれを切望して待つの

です。 

４．第４はとても強いヘブルの言葉です。文字通

りの意味は編み込まれるーいくつかの糸が一つに

なる。主を待ち望むものは力を新しくされます。

そのみ言葉の意味は編み込むという意味だからで

す。主を待ち望むものは、神と編み込まれ、神の

力があなたの力になるのです。それが、主を待ち

望むものが力を新たにされる理由であり、もはや

あなた自身の力ではないので、鷲のように翼を張

って舞い上がるのです。それは神の力です。 

５.第５の言葉待つ、待つ、待つ、待つ、あなたが

待つとき一緒に編み込まれます。第５回目の待つ

の時、神は言われました。”それは w-a-i-tでは

なく、w-e-i-g-h-t、weight です。それは栄光で

した。それは重く、重量のある、神の栄光、kabod 

カボードでした。私たちが主を待ち望む時、神は

来られ、神と一つとなり、神の栄光、臨在、光、

啓示と関連のある栄光の新しい重みがやってきま

す。また私は神が、このミニストリーの上に栄光

の新しい重みがやってきている、あなたがたが神

を待つことを学んだからだ。神に真に依存する関

係があるだけではなく、真の謙虚さもあるからで

す。神だけに、神に仕え、神の喜ばれることを果

たすための共同体の心があります。私は”栄光の

新しい重さ、それがどういう意味なのかわかりま

せん。でも今私が感じることをあなたも感じるな

ら、おそらくある人は感じ、またある人は感じな

いかも、でももし、あなたが感じるなら、これが

神からの言葉だと知っているのです。新鮮な権

威、重み、あなたの声は重さを持ち運び、あなた

の祈りは重さを持ち運ぶのです。 
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  しばしばあなたが神とともに相応しい場所

に入るとき、神が動くためにあなたがたがしな

ければならないことは、現れることです。 

もっとも気がのらなかった課題の一つは、神がワ

シントン DC について与えたものでした。ーこれに

初めの数日は出たり入ったりしていました。ー私

は霊的に本当に大きく重要なある宣言をすると知

りました。それを行う数日前に神に言ったことを

思い出しました、私は怖がっていました、またど

うやってそれをするのか、何を言うのか、何が私

にできるのか、本当にこれをする権威を私が持っ

ているのか正確に知りませんでした。そして神に

言ったことを思い出しました。「主よ、私はこの

ことを台無しにしないように、一生懸命に努力す

るつもりです。」神がこれまで語った中で一番開

放的な言葉の一つは「 息子よ、一生懸命すると台

無しになるよ。あなたは完璧に言う必要はない。

雄弁は必要ない。あなたがそれを書き出して、全

ての単語を正確にその通りとする必要はない。た

だそこにあなたの力の最高のもので起き上がっ

て、わたしがあなたにして欲しいと願ったことを

しなさい。そうするなら、わたしは、わたしが成

すと言ったことをするだろう。」私たちは神とと

もにその場所に到達しますーこれが違ったレベル

だと知らなくてはなりません。ー神が私たちとと

もに行かれる場所。神のために私たちが語ると

き、本当に、本当に神が語っているようになり、

神の臨在の重さが私たちとともに行かれるので

す。 

  神と私たちの関係/成熟のレベルにおいて時

があります、神が私たちを神の言葉を語るため

に遣わし、私たちの声は神がそこにおられ、神

ご自身が語っておられるかのように同じ権威を

持ち運ぶのです。 

  神の新しい栄光がこのミニストリーにやっ

てきています。 

神の栄光（カボード） 

私が今言っていることがわかりますか？ 賛美の

新しい重さについて語ろうとしているのではない

のです。宣言について話しているのではないので

す。私は神の臨在、神の栄光が留まって、あなた

を通して動いていることについて話しているので

す。実際、ヘブル語の言葉で kabod カボードで

す。 

  神は私たちの内に神が見られるように、神

を表すことのできる力を私たちに冠として与え

ます。 

ギリシャ語の栄光ーdoxa ドクサーは、それが本当

は何なのかを認識させるようにする事についての

意味です。神が言われました、神は私たちを神の

栄光で戴冠（冠を授け）しました。神が本当に言

っているのは、神が私たちを有名にさせる力を戴

冠したのではなく、私たちの内に神がおられるこ

とを表す力を戴冠させたという事です。これが、

コリント人への手紙で私たちは栄光から栄光へと

進む、同じ姿に変えられていくと言う事なので

す。なぜならその言葉の意味が神が私たちのうち

に認識されると言う意味だからです。 

しっかりと自分のものとして掴む 

第６番目のものをする時間があると思います。こ

のためにより多くの時間を節約すべきだったでし

ょうが、これは最後のまとめです。皆さんわかる

と思います。 

新約聖書で事を保持し横たえると言う言葉の意味

について彼が私に語っていました。ギリシャ語で

lambano、何かを掴んでとると言う意味です。私は

携帯電話を lambano した。私は電話を持った。そ

の上に ' kata ‘、kata-lambano、という接頭辞

をつけると、今度はそれを強めますが、掴んで置

くと言う言葉ではありません。掌握すると言う言

葉です。それは同じ事をすることができます。 

ところで、接頭辞”epi”, epi-lambano は、新約

聖書の中で「保留する」という言葉です。翻訳者

らは言葉数を増やしたくないので、常に正しく訳

すとは限りません。大抵保留するではなく、それ

は掌握するという言葉を使います。 

そのポイントを理解するためのいくつかの例をあ

げましょう。 
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パウロはピリピ人３：１４で言いました。「 私は

すでに到達したのではなく、私がすでに手に入れ

たものを、手に入れるために、 目標に向かってひ

たむきになっている」正しく、かつ良い翻訳は

「私が捕らえたものをつかむことができるように

目標に向かってひたむきになる」です。神が私を

掴みました。パウロは言いました、「 神はただ私

を口説いたのではなく、しっかりと掴んだので

す。数日私を見えなくして、解放しました。」

「 あなたは言いました、あなたはわたしのもの、

あなたはわたしのもの」パウロはこれを同様の意

図で言いました。「今、私は私が捕らえたものを

掌握することができるように目標に向かってひた

むきになる」 

ケセラ・セラ（なるようになるさ）という態度が

あります。つまりある種の自己満足感でのある信

者はこれを理解できていません。彼らは私達のよ

うなそれを得た人々のことをクレイジーだと考え

ます。私はクレイジーの群れにいることを誇りに

思います。私は激しいことや過激な熱意を恐れて

はいません。私はそれを恐れません、私は過激な

ので誰かを怖がるつもりはありません。私は、私

が捕らえたものをつかもうとしているのです。 

１コリント９：２６で、パウロは私たちが持つ必

要のある考え方を、競技会を用いて言及していま

す。「空を打つようなボクサーであってはなりま

せん。目標を見出して、それを打ちなさい。」 そ

して、「ランナーのように、そのように走りなさ

い、」。ここでも翻訳者はこの言葉について何を

するべきか本当にわかっていなかったようです。

文字通り訳したとは限らないからです。あなたが

勝つように、そのような方法で走りなさいー 

これが kata-lambano の本当の言葉なのです。あ

なたが掴むような方法で走りなさい。パウロは賞

を掴むような方法で走りなさいと言っています。

激しくなりなさい、勤勉でありなさい。私はこの

線を越えるつもりです。私は勝つために走りま

す。私は物事を掴むのです。パウロは他の人を打

ちたたいて勝つことを語ってはいません。パウロ

は私達のいるこの霊的な戦いについて、私たちが

いるこの霊的戦い、私たちがいるこの霊的な出来

事について語っているのです。 

パウロはあなたの考え方がスポーツ選手のようだ

と良いと言いました。私は諦めずにやり通しま

す。犠牲を払います。訓練します。従順になりま

す。行動、生活、食事、運動のやり方に注意しま

す、これをするのは勝つためにするのです。私は

賞を掴み取るためにします。パウロはそれが私の

やり方だと言いました。 

彼は再び１テモテ６：１２で言いました。「 信仰

の戦いを良く戦いなさい」 全ての信者が、戦いを

良く戦うと言う言葉の力を本当に理解することを

願います。語源の言葉は”agonize(苦悩す

る）,agonize, agony（苦しみ）,AGONIZE. ちょっ

とした格闘ではないのです。競技場で死のために

戦う言葉です。そして、パウロは「永遠の命を掴

みなさい」と言いました。すでに救われている人

にパウロは語っています。 

なぜ彼は永遠の命を掴みなさいと言ったのでしょ

う？彼は救いを掴みなさいと言っていませんでし

た。彼は「神の命を通してあなたに与えられたも

のを掴みなさい、それを掌握する必要がある。テ

モテよ！信仰にあって立ち上がるべきで、あなた

のものを取りなさい」 

これで終わりにしようと思います。 

ローマ書 8章でまた用いられている言葉です。私

たちは祈るべき時に祈り方がわからないと書いて

います。しばしばあなたは祈り方がわからないの

です。Should や oughtは～すべきである、という

言葉で、法的用語です。Ought は法的に必要であ

ることを意味し、ある状況で正しいことを意味し

ます。だから、あなたが誰かのために祈ってい

て、その人たちの人生に起こっていることを知ら

ないー神が何を取り扱っているか、あなたは知ら

ない。もしかしたら、その人の必要な許しについ

て祈っているのかもしれません。 
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よくみなさんは国のために祈ります。神は今憐れ

みを与えることができますか？今収穫の時です

か、もしくは神はまだ少し耕す必要があるのでし

ょうか？ さらに悔い改めが必要とされるのでし

ょうか？ しばしば私たちは霊の領域で何が適法

なのか知らないのです。何が正しくて、ふさわし

いのかわからないのです。 

私たちは祈るべき時に祈り方がわからないので

す。しかし、神は、その点に達したらわたしはあ

なたを助けます。神は私たちが出来ない事を助け

てくださいます。 

Asthenes は無力、力無くて、結果を生み出す能力

がない、それがこの言葉の本当の意味です。よく

私たちは求められていることや祈り方がただわか

らないので、願っている結果を得ることができま

せん。しかし、恐れないでください、神があなた

を助けます。 

その言葉は sunantilambanoma,  sun は共に集める

という意味です。antiは「反して、対して」。

lambanoは「掴み取る」という意味があります。

その言葉が文字通り意味しているのは、掴んでと

る、～に対抗して共に集める、という意味です。

神は言われています「あなたがわたしにそれをす

る事を願うなら、御霊によって祈りなさい、わた

しの導きに従って祈りなさい、わたしはあなたと

ともにその状況に対抗してその状況を勝ち取りま

しょう。」そうです。神は言われています。「 あ

なたが lambanoするなら、わたしはあなたと共に

lambanoします。もしあなたが、アグローよ、あ

なたが掴んできたものを、しっかりと掴もうと決

意するなら、もしあなたが神があなたに与えてい

る永遠の賞をしっかり掴もうと、そのように走

り、戦うのなら」聖霊は言います「わたしはあな

たと一緒に掴もう。私たちはそれを共にしっかり

と捉えるのです。そして、自分の力でただ戦うの

ではなく、わたしの力であなたは戦うのです。」 

私はこれまでこのことについて考えたことがあり

ません。友達が最近言いました。ある地域に対し

て法的な命令を下すように主が彼を導いておられ

る。使徒的宣言です。神からのどんな言葉も力な

しには存在しない。彼は主の言葉を解き放とうと

していて、語ることに困惑していました。また、

自分が言うべき事を正確にわかっていません、彼

は言いました「聖霊が言うのを聞きました」わた

しにこの事を扱わせてくれるかい？宣言を作らせ

てくれるかい？」 友達は言いました、「私はただ

御霊によって祈り始め、内なる聖霊にその地域に

対して宣言されるべき事を宣言する許可を与えま

した。」 

あなたは地球の一部に行こうとしていて、聖霊は

言いはじめるのです。「わたしはそこに行く誰

か、収穫をその手でしっかり掴むと言う考え方を

持つ誰かを必要としている」誰かがこの人身売買

の事を掴もうとしています。私は人々がこれまで

していないとか、祈ったりしてないと思ってはい

ません、そうではなく、今や私たちは不義の盃が

満ちた場所に来ていて、神がその根がある地上の

部分に、あるチームを送ろうとしているのです。

その人々は十分に言うでしょう。２５００万人の

人々の解放を掌握するでしょう。聖霊がその事を

しっかりと握りしめるでしょう、私は世界で１７

０の国々に位置付けられたどんな組織も知りませ

ん。 

神がなされた事を、あなたは理解していますか？ 

このミニストリーを通して神がなされる事を悟っ

ていますか？ 主よ、これは重みのある責任以上

のものです。これは栄光ある事です、主よあなた

とパートナを組むことに対する栄光ある誉、あな

たに信頼されると言う栄光ある事です 

主よ、あなたがパウロやそこにいたリーダーたち

に語られた時、世界は激しく移行し始めました。

「わたしのために聖別しなさいーaph-orizo. わた

しはその人生の次のこの季節に渡って入るため

に、彼を準備した」 

アグロー：デスティニーを持つ軍団 
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主よ、あなたのために国々を勝ち取り、移行し到

達するデスティニーを持つ軍隊の一部となれるこ

とは、なんと誉あり、なんと言う特権でしょう。

何百万の上に何百万の人々を解放し、１億人の

人々を祈りの力、御霊の宣言、福音の力を通して

自由にする。 

聖霊様、私があなたについて何かを知っていると

したら、あなたがおられると言う空気についてで

す。私はこの集まりでここについて話しているの

ではありません。一般的なことについて、この相

応しい季節のことを話しています。あなたは空気

を掴んでいます。あなたはしっかりと掴む考え方

のうちにいます。あなたは国々に、人々や街々を

覆いかける（hover する）準備ができています。

古い時代、何千年もの要塞を打ち砕く準備ができ

ています。国を侵略し、完璧に、完璧に、激し

く、完全にその国を変革する準備ができていま

す。主と言う言葉”Yahweh ヤーウェ” あなたは

ご自身の息子に語りました、わたしは彼に約束を

与えた、国々はあなたのものだ、そして、わたし

はあなたの相続の一部として、すべての種族の

人々・国語・国、民族、この地球の民族をあなた

に与えよう。聖霊様、あなたが今油注ぎの、賜物

の分与、この収穫を集め、この軍隊を前線に遣わ

すために献げている、栄光の新しい段階の偉大な

解き放ちを準備しておられます。 

だから、私はこの組織、ミニストリーに対して語

ります。 

：新しい任務を引き受けなさい 

：より高いレベル、完全な円、より高いレベルを

受け入れなさい 

：栄光の新鮮な重みを受けなさい、覆いかけ、生

み、しっかり掴む事をもたらす権威の新しいレベ

ルを受け取りなさい。 

：道のりを見て、来ようとするものを見、そこに

早く到達する事、そうすれば絶好の瞬間を創造す

ることができます。 

：この課題任務に恐れてはなりません、神の心と

力があなたのものとなるまで、神と共に結ばれ、

編み込まれる事を受けましょう。 

さあ、一緒に立ちましょう。これで終わります。

お立ちください。この時、皆さんにして欲しいこ

とは、はいと言う事です。皆さんにただ受けて欲

しいのです、もし受け取ることができるなら、こ

の言葉を 

：私たちはこの新しい季節の完成に入る人々とし

て、動いていきます。 

：神が私たちにくださるすべての事を取っていき

ます。 

主よ、ここに分与がありますように、ただ悟るだ

けではなく、聖霊様、心・思い、体をいっぱいに

満たしてください。あなたの栄光でこの部屋を満

たしてください。この人々に文字通り、自分のホ

テルの部屋に持ち帰らせてください、レストラン

でも通りを歩くときにも輝かせてください。何か

が違ったと悟ることができ、新鮮で新しいものを

運びますように。 

この部屋中、手を取りましょう。手を繋ぎましょ

う。強くあれと今同意しましょう。同意の交響楽

団、静かであっても、霊の領域でとても大きく聞

かれるようになれ。主に、はいともう一度言いま

す。私たちは軍隊となります。あなたが私たちを

招き、そのようにしてくださいます。私たちは高

いレベルに行こうとしています、イエスのお名前

によって 

ジェーンハンセンホイト 

何も付け加えることはありません、ただ単純にも

う一度応答します、私たちはハイと言います。ダ

ッチが私たちに分かち合ってくれた一つの思いを

ただ繰り返します。神と共に編み込まれると言う

ことについてです。最近役員会で、グレンダが私

に尋ねました、私たちはアグローについて話して

いたと思います、私たちは戦略と祈りを考えます
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ね。何回もそこにあなたが行くと言う意味なんで

す。ー主よ、あなたは何を言われているのです

か？ グレンダの質問は”ジェーン、アグローの

中であなたが私に何を見て欲しいの？” 私は言い

ました” 神の臨在、それこそがアグローに、アグ

ローのために、私が欲するものです。神の臨在” 

主よ、私たちに言葉はありません、ダッチが私た

ちにもたらしてくださった、この素晴らしいメッ

セージをくださり、あなたに感謝します。世界の

多くの国々に、アグローがこの時のために、あな

たの目的のためにあります。ある意味、それは決

して私たちのことではなく、いつもあなたについ

てのことであり、まさにあなたご自身であられる

ことの継続でありました。歴史のこの時代の時を

意味する、すべての完成の中へ私たちが動き入る

のを助けてください。 

この賛美を歌って終わりにしましょう、” あなた

を高く掲げます” 集会の部屋を去り、交わりの時

間を持つときに、お勧めします、神の臨在を運ん

でいる感覚をそのままにしないでください。部屋

を出てただこのこと、あのこと、生活で起こるこ

となど話し始めないでください。これは、貴重

な、貴重な瞬間です。あなたを覆わせてくださ

い。あなたのうちで新しい人生を切り開かせまし

ょう。あなたの心のうちで、この言葉とともに生

活してください、主をさらに慕い求めるように。

あなたが行くところに、神の祝福がありますよう

に。 


