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奴隷から子へ 
 

ダグラス･ヘック師 
 

 

 

一年前の出来事 
 

 

「西宮ヒーリングルーム」を探し出す 

 

ちょうど一年前の 2008 年 11 月に、ここ西宮ヒーリング

ルームを訪れて以来、私はここに戻れるのを待ち望んでい

ました。その時には、互いに面識が全くない状態でした。

しかし、私たちの教会で運営しているバイブル・カレッジ

で学んでいた一人の生徒が、神戸栄光キリスト教会から遣

わされている献身者だったのです。それだけではなく、彼

女はシアトル･ヒーリングルームで奉仕もしていて、スポケ

ン･ヒーリングルームからの情報で、日本にもヒーリングル

ームのあることを知りました。そういう経緯から、ここの

場所を探し当てたわけです。 

 

しかし、その時にはまだ、日本におけるヒーリングルー

ムの働きを祝福したいと思っていただけでした。前回の旅

行では長男のダンや、私の教会で日本人教会を始めたばか

りの日本人の副牧師も同伴していました。私たちの教会で

は七ヵ国語が飛び交っていて、言語別に七つの教会礼拝が

持たれています。シアトルはとても国際都市なんです。け

れど何と言っても、お気に入りは「日本」です。私は神戸

で、赤ちゃんから少年までの時期を過ごしました。ですか
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ら、ヒーリングルームの働きが日本で始まったと聞いて、

非常に興奮していたので、「西宮ヒーリングルームを探し出

して、私を連れてって！」と彼女たちに頼んだのです。 

あのドアを通り抜けた時、人々の愛が私を歓迎してくれ

たのを感じました。しかしまだ、私がここに来た理由を知

らなかったのです。「ここのヒーリングルームを見せて欲し

いんですが？」と頼んで、私たちは階上にある祈りの部屋

へ行きました。すると、主の御霊が私たちの上に臨み、通

訳つきで、互いのために祈り始めていました。 

 

 

開かれ始めた「日本への扉」 

 

けれども、その時に受けた祈りを、私はいまだに忘れら

れません。彼らは、私が「日本でみことばを語ることがで

きるようになる」と、その解き放ちの祈りをしてくれたか

らです。その祈りが私に転機をもたらしました。ヒーリン

グルームのチームメンバーたちは、私がどんな働きをして

いるか全く知らなかったのですが、彼らが祈り始めると、

神の御霊の動きを感じ取れました。 

 

すると、「日本での使徒的な油注ぎが私に注がれるように

なる」との祈りがなされたのです。それは完全に的を外ず

しているか、ずばりその通りかの、とても大胆な祈りでし

た。けれども、心の中には「その通りだ」との証しがあり

ました。なぜなら、もうすでに私はアメリカと韓国で、使

徒としての権能、油注ぎの下で奉仕の働きをしてきたから

です。私は、「アメリカと韓国で開かれたのと同じ扉が、日

本でも開かれますように。しかし、主よ。自分の力で、そ

の扉は開きません。あなたが開いてください」との祈りを

捧げ続けていました。 



 3

その日、その祈りのことばが語られた瞬間、「日本への扉」

が開いたのが分かったのです。私に代わって、息子のダン

が非常に興奮して祈られた言葉をすばやくメモにとってい

ました。しかし正直、そのような御霊の働きを私たちの誰

もが全く期待してはいなかったのです。 

 

 

香港で「日本への扉」が開かれる 

 

次の週、「なぜ私だけが香港に行く必要があるのか？」と、

つぶやいていました。「日本で奉仕したいのに、どうして香

港でメッセージを語る必要があるのだろうか？」 

 

私は香港に、フォースクエアー教団が主催する聖会での

ゲストスピーカーとして招かれていました。その聖会が終

わると、ひとりの男性が私のもとに近づいてきて、自己紹

介をしました。 

「私は、フォースクエアー教団で、中国、韓国、日本を

統括する総主事をしている者です。 

ところで、ご相談なのですが、私たちの教団の働きを日

本で推し進める手伝いを、あなたにして欲しいのです

が・・・」 

 

その結果、残された香港での滞在期間中、日本に関して

二人で話し合いをしていました。その時に、今回の日本を

訪問した目的がはっきりと分かりました。 
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シアトルで与えられた二つの確証 
 

 

昨年、ここで語られたことばを確認する二つの出来事が

シアトルで与えられました。 

 

一つ目の確証 

 

一つ目は、私たちの教会で日本語礼拝を始められたこと

です。そのために私は十年間祈ってきました。しかし、こ

こ西宮ヒーリングルームから持ち帰った油注ぎが、そのこ

とを可能にしてくれました。霊的な意味で、私はここに注

がれていた油をシアトルに持ち帰ったからです。それも小

さなボトルではなく、あふれるばかりの油を大きな器に入

れてです。 

しかし、「主よ。あなたの語ったみことばを確証する、も

う一つの『しるし』を与えてください。」との祈りも捧げて

いました。 

 

二つ目の確証 

 

帰国してから二週間後に、ここシアトルで「癒しの聖会」

が持たれました。その集会が終了した後での出来事でした。

韓国人の友人たちが数人、私のもとに走り寄って来て、言

いました。 

「私たちの教会は、シアトルに七つの韓国人教会を始め

るようにとの促しを受けています。そこでダグラス先生、

私たちのために祈ってくださいませんか？」 

そこで私は、その小さな祈りの輪の中に入って行こうと

したのですが、一日中奉仕をしていたために疲れ切ってい
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ました。しかし、目の前の友人たちを拒むことはできませ

ん。彼らはこう続けました。 

「でも今回は、私たちのためではなくて、友人の日本人

男性のために祈って欲しいんです。」 

 

そこにいたのは、しらが交じりの日本人男性でした。彼

は剣道を教えていて、ある事故の傷がまだ治りきっていな

いということでした。そこで、私は彼のひじに触れようと

して、手を伸ばそうとした時、男性は何かに感じて、後ろ

に身を引いてしまったのです。 

「私に何をしたんですか？」 

「あなたに触れようとしただけです。」 

「でも、そこが私のケガした場所なんです。あなたに触

れられた時、腕に電気が流れるのを感じました。」 

「それじゃあ、腕を少し動かしてみてもらえますか？」 

 腕を動かし始めた時に、男性の顔は恐れの表情に変わっ

ていました。 

「あなたのために、お祈りしてもいいですか？」 

 

私が肩に手を置いて祈ろうとした瞬間、濡れた駐車場の

地面に倒れ込んでしまいました。 

「なぜ私を押したんですか？」 

「あなたに触れてもいません。私が触れる前に、あなた

の方で倒れてしまったんですよ。」 

 

彼は立ち上がったのですが、何かを非常に恐れているよ

うでした。神の御力が働いた証拠です。私は言いました。 

「神さまがあなたに触れて、癒そうとしておられます。」 

 

それ以来、この男性は日本人礼拝に出席するようになっ

たとのことです。 
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 この出来事の後で、妻を脇に乗せて家へ帰る途中に、彼

女が言いました。 

「ダッグ。日本でいったい何が起きたの？」 

「西宮ヒーリングルームで祈ってもらったからだよ。あ

そこでは、聖霊の火が燃えているんだ。」 

 

 

300のヒーリングルームが起こされる幻 

 

あの西宮で受けた祈りが、私に「日本に対する使徒的油

注ぎ」を解き放つ転換期となりました。私は祈られている

時に、日本中で 300 のヒーリングルームが起こされて行く

幻を見ました。神はヒーリングルームを通して、日本の教

会のあり方を変えようとしておられます。日本の教会の多

くがまだ、その成長点に達していないからです。 
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メッセージ「奴隷から子へ」 
 

 

 これから「ガラテヤ４章」から簡単なメッセージを語り

ます。今回の旅行のために与えられたみことばで、「子とす

る御霊」を私たちに解き放ってくれるでしょう。もうすで

に、「神の子となる」ことを学んでいる方々も多いのではな

いでしょうか。ビル･ジョンソン師のこの主題に関する本も

翻訳されているのを見ました。 

 

 

進展する関係 

 

まずその前に、ガラテヤ 3:16を見ておきましょう。 

 

「あなたがたはみな、キリスト･イエスに対する信仰によ

って、神の子どもです。」 

 

 ここで述べられているのは、「関係の移行」です。まず最

初、救いにあずかる前の私たちは「奴隷」でした。そして、

神によって救われ、「イエス･キリストのしもべ」となりま

した。イエスがご自分の弟子たちに向かって、こう言った

のを覚えているでしょうか。 

 

「わたしはもはや、あなたがたをしもべとは呼びません。

わたしは、あなたがたを、友と呼びました。」（ヨハネ 15:15a） 

 

ここで、主と弟子たちの関係が進展しているのに気づき

ます。神は私たちを、ご自分の近くへ引き寄せておられる

のです。主が私たちのことを「友」と呼んでいてくださる
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のは、何と言う光栄でしょうか。私など、このメッセージ

を世界中を飛び回って語りたいほどです。 

 

「わたしはもはや、あなたがたをしもべとは呼びません。

わたしは、あなたがたを、友と呼びました。なぜなら、父

から聞いたことを、あなたがたに語ったからです。」 

（ヨハネ 15:15） 

 

これこそ、私が今晩語りたいメッセージです。神は皆さ

んに語っておられます。実は、「深淵が深淵を呼び起こす－

神の御声を聞く」という題の本を、私は書き終えたところ

なのですが、英語を読まれる方のために何冊か持参してき

ています。しかし、それは今回のメッセージ主題ではあり

ません。その本に書かれているのは、古いメッセージで、

ようやく書きまとめた主題です。しかし、今語っているの

は、この新しい真理に関するメッセージです。皆さんは、

その新しい食べ物に飢え渇いているに違いありません。 

 

ご存知の方もいるでしょうが、私のところは大家族です。

私たち夫婦には 4 人の息子と 3 人の娘がいて、下はまだ９

才で、一番上は 29歳になりました。夫婦ともども子どもが

大好きです。もうすでに 5 人の孫もいます。私が世界中で

一番好きな仕事は、何と言っても「父親である」ことです。

けれども、それ以上に好きなことも一つだけあります。「子

どもである」ことです。自分の肉親だけではなく、「天の父

の息子である」ことです。 
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文字は殺し、御霊は生かす 

 

皆さんはインターネットの新しいコミュニケーション･

ツールである「フェイス･ブック」を利用されているでしょ

うか。教会の青年たちに、この「フェイス･ブック」を使う

ように勧められました。そこでさっそく登録し、アカウン

トを作成しようとしました。 

 

けれども、その中に私にとって非常に難しい質問がひと

つありました。「自分について、説明してください」という

項目です。これまでだったら、牧師･宣教師といった肩書き

で自分を説明していたでしょう。しかし、今や自分をどの

ように表現していいのかが分からなくなっていました。私

には、学位も人々からの推薦状もあります。けれども、今

になって分かったのは、そういったものが私に「命」を与

えてはくれないことでした。 

 

聖書は、「文字は殺し、御霊は生かすからです。」（Ⅱコリ

ント 3:7）と言っています。また、パウロは「あなたがたに

語るのに、あなたがたにあてた推薦状が、私には必要なの

でしょうか。」（Ⅱコリント 3:1）とも言っています。 

 

しかし、私は誰かの推薦状をもらって、ここ西宮にやっ

て来たのではありません。「あなたは誰で、どんな肩書き、

称号をお持ちですか？」と尋ねた人もいませんでした。一

緒に祈ったその時に、お互いが誰であるか分かったのです。

私たちは、同じ天の父を持つ兄弟、姉妹たちです。御霊は

命を与え、文字は殺します。 

 

ともかく、その質問事項に答えるのが難しいだろうとは

思っていました。結局、二日間も考え続けて、自己紹介の
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冒頭は「息子」にしました。最初、「イエス･キリストの従

者」と書こうかとも迷ったのですが、私はもう単なる従者

ではありません。イエスの後からついて行くだけではない

のです。もっと近い者とされて、一緒の場所にいます。私

は神の息子なのです。このように、神は遠くにいた私たち

を、近いところに置いてくださっています。 

 

 

モーセの人生における三つの出来事 

 

モーセの物語りを覚えているでしょうか。彼の人生には、

三つの大きな出来事がありました。第一番目に、紅海が開

かれました。第二番目は、水が岩から湧き出しました。第

三番目に、マナが天から降ってきました。注目して欲しい

のは、そこで何が起きたかです。 

 

イスラエルの民は、紅海とエジプトの軍団によって挟み

撃ちにされてしまいました。そこで彼らはつぶやき始めた

のです。皆さんはどうか知りませんが、私たちの子どもた

ちも父親である私に一杯つぶやいてきました。時々、「もう、

ぐちゃぐちゃ言うのは止めなさい！」と怒鳴ることもあり

ました。 

 

それではいったい、そのような問題を神はどのように解

決したのでしょうか。せっかく救い出した民を、「感謝が足

りない」からと言って、罰することもできたでしょう。し

かし、イスラエルの民のために紅海を開き、乾いた地を渡

らせました。 

 

数日後、今度はのどが渇いて、つぶやき始めました。「渇

きで死なせるために、私たちをここに連れてきたのです
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か。」神はどのように対処したでしょうか。彼らを罰したで

しょうか。岩から水を流し出しました。 

 

今度は、空腹の問題が起こりました。 

「あの時、エジプトにとどまっていれば、飢え死にせず

に、少なくとも肉だけは食べさせてもらえたのに。」 

またもや、彼らはつぶやきました。神はどのように対処

したでしょうか。天からマナを降らせました。人間のつぶ

やきに対して、神はあふれんばかりの恵みをもって対処な

されました。 

 

ですから、神が望んでおられるのは、私たちが奴隷では

なく、子となることです。神は、恵みをもって、ご自分の

子どもたちを扱われます。私も、自分の子どもたちがつぶ

やいたからといって、滅ぼしませんでした。恵みをもって、

子どもたちの必要を満たしました。 

 

 

神の愛と恵みが命をもたらす 

 

 次のような話しを聞いたことがあります。大きな教会に

一人の副牧師がいました。ある晩、彼は自分の奥さんと言

い争ってしまい、苦いものが噴き出し、彼の方は口を閉ざ

してしまいました。 

 

翌日、副牧師は教会のオフィスに出勤したのですが、ま

だ心の中では奥さんに対する怒りが煮えたぎっていました。

するとその日、主任牧師がスタッフ一同を集め、神の恵み

について語り始めたのです。 

 

「神の愛は偉大であり、神は恵みを私たちに注いでおら
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れる。私たちが神に向かってつぶやいても、神はなおも恵

みを注いでくださる・・・」 

 

 副牧師はそのメッセージを聞いているうちに、心がほぐ

され始めました。そして、神が自分に関して、本当に多く

の事柄を許してくださっていたことに気づいたのです。そ

こで、携帯を持ち出し、彼はメールを打ち始めました。 

ミーティング中にメールしているのを見た主任牧師は、

彼の方を眺めていました。余談ですが、私の教会では、よ

くそんな光景を見かけます。若者たちは、集会中にメール

を送るのが大好きです。 

 

 その牧師が話し終えると、副牧師のもとへ行って、尋ね

ました。 

「ミーティング中に、何をしていたんだね？」 

しかし、彼の目から涙が流れているではありませんか。 

「先生。メールを見てください。妻に送ってたんです。」 

彼はメールで、「ごめん、ごめん、僕が悪かったよ」と三

度も謝っていました。奥さんも「私こそ悪かったわ」と返

信してきました。 

 

この二人の言い争いは、神の恵みによって解消されまし

た。このように、神の愛こそが命をもたらすのです。律法

や規則ではありません。 
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神の家族となる 

 

 ガラテヤ 4:6をご覧ください。 

「そして、あなたがたは子であるがゆえに、神は、『アバ、

父』と呼ぶ、御子の御霊を、私たちの心に遣わしてくださ

いました。」 

 

神は、私たちにご自分の御霊を遣わしてくださいました。

この神の御霊により、子として、「お父さん！」と呼ぶので

す。 

 私の目がこのみことばに開かれた時、自分のシアトルの

教会に対する見方が変化しました。多くの教会がそうであ

るように、私たちも教会を「企業組織」として形成してき

ました。 

そこには、「営業時間」「電話」「コピー機」等の、会社に

あるものが全部備わっています。受付がいて、コーヒー･メ

ーカーがあり、ビジネス組織と全く同じです。私がボスで、

従業員たちもいます。そればかりか、それで全員が満足し

ていると思っていたのです。 

 

そんな時に、この聖書個所が目に留まりました。ここで

パウロは、「私たちはもう神の子である」と言っています。  

主は私に語られました。 

「お前のやり方は、間違っていた。社長ではなく、父とな

るべきだったのだ。」 

 

そこで、私はみんなに言いました。 

「今から３ヶ月、教会オフィスには顔を出さなくてもい

いよ。こなさなければならない仕事は、家や喫茶店、レス

トランですることにしよう。それから、スタッフ･ミーティ

ングには、レストランで集まろう。」 
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「やった。なんていい考えなんだ！」と、全員が大喜び

でした。 

「でもこれは、私じゃなくて、神さまのアイディアなん

だよ。『企業をやめて、家族になりなさい』と命じられたん

だ。」 

 

さて、私も神と議論する必要がありました。 

「とは言っても、仕事はどうやって終わらせたらいいの

だろうか？」 

神の答えは、「仕事のことは、わたしに任せておきなさ

い。」でした。文字は殺し、御霊は生かします。 

 

そこで、私には時間的な余裕ができたため、人々に電話

をかけ、彼らのために祈り始めました。訪問も開始しまし

た。それから、オフィスに行って、全員に声をかけました。 

「仕事はそのままにしておいて、みんなでコーヒーショ

ップに行こう。」 

「何だか、バケーション中みたいですよね！」 

 

けれども、不思議なことに、そうすることで仕事の能率

がグングンと上がって行きました。御霊がいのちを注ぎ込

んでいたからです。そして、スタッフたちも、私がボスで

はなく、彼らの父親になって欲しかったのです。私たちの

考え方もがらっと変わり始めました。 

 

ガラテヤ 4:7は、こう言っています。 

「ですから、あなたはもはや奴隷ではなく、子です。子

ならば、神による相続人です。」 

 

私は言っていました。「主よ。私たちは奴隷のようにふる

まっていました。また、人々をひとつの束縛から解放しな
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がらも、別の鎖に縛りつけて来ました。せっかく、彼らを

クリスチャンにしておきながら、クリスチャンとしてとど

まるための仕事をどっさりと与えていたのです。」 

 

 

「奴隷」と「子」の比較リスト 

 

 そこで、私は「奴隷であること」と「子であること」と

の違いを比較するための簡単なリストを作っておきました。

まずリストアップしてから、順に説明を加えて行きます。 

 

１．子は相続する 

２．子は情報を受ける 

３．子は父に近づく権利がある 

４．父は子を尊ぶ 

５．父は子を受け入れている 

 

 

１．子は相続する 

 

第一番目は、「子は相続する」です。奴隷は功績を上げる

必要があります。しかし、子どもは、家督相続するために

働きかける必要はありません。その家族に生まれるだけで

相続権が与えられているからです。 

 

昨年、ここに一緒に来た息子のダンは、来月から私の教

会スタッフとしての仕事を始めます。教会のビジネス面を

総括的に管理するマネジャーとなる予定です。そのことは、

私にとって非常に重要な意味があります。というのも、何

年も前に、息子をビジネスマンへと解き放ったのが、この

私だったからです。そして、息子は立派なビジネスマンと
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なって行きました。 

 

しかし、ある日、私のところに来て言ったのです。 

「自分の遺産相続がしたいんだけど。」 

「えっ、何だって？」 

「お金のことじゃなくて、父さんの霊にある遺産を相続し

たいんだよ。父さんが持っているものだけじゃなくて、そ

れを超えるものを手に入れたいんだ。」 

 

 その言葉を聞いていた私の目からは、涙が流れていまし

た。 

「お前は、相続が何であるかをちゃんと理解しているな。」 

「だって父さんは、お祖父さんから相続して、その遺産を

増やしたでしょう。」 

 

 何十年も前に、私の父が神戸で始めた宣教の働きが、現

在どんな実を結んだかを知っている人たちも、ここにはい

ると思います。 

 

私の両親は 1950年代に、日本で教会開拓の働きをしてい

ました。 

私は 1980年代に、シアトルで教会開拓を始めました。 

そして、息子が私に「僕はお父さんたち以上のことをし

たいんだよ。」と言ったのです。息子は、功績を上げてでは

なく、遺産をただ受け継ごうとしていました。 

 

 

２．子は情報を受ける 

 

 第二番目は、「子は情報を受ける」です。奴隷は盲従しな

ければなりません。主人の命令を実行するだけです。しか
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し、子は違います。必要な知識が与えられます。 

 

息子は、私を呼び出して、「一緒にコーヒーでも飲まな

い？」と言ってきます。父と子は、二人だけで重要な情報

を交換をします。 

 

天の父も同様です。他のしもべたちには分かち合わない

特別な情報を、子に個人的に啓示してくださいます。です

から、あなたは天の父の御声を個人的に聞くことができる

ようになるのです。 

 

 

３．子は父に近づく権利がある 

 

 第三番目は、「子は父に近づく権利を持っている」です。

前にも話しましたが、私の末娘はまだ九才です。彼女の名

前は「アビゲイル」で、ヘブル語での意味は「父の喜び」

です。ヘブル語の「アバ」が「父」なのは知っていますね。

そして文字通り、娘は父親の私にとっての大きな喜びです。 

 

 先日のことになりますが、私は椅子に座って、聖書を読

んでいました。すると、娘が走り寄って来るのが見えまし

た。次に何が起こるのかは分かっています。私が手にあっ

た聖書をすばやく下に置いた途端、娘が私のひざの上に飛

び乗って来ました。そして、私の首に手を回して、こう言

いました。 

「ねえ。何か面白いお話してよ！」 

二人で笑いながら、すばらしい時間を過ごしました。け

れども娘は、私のことを主任牧師としては接しませんでし

た。私が彼女のお父さんだからです。 
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天の父も同様で、「お父さん」として接して欲しいのです。

あなたには、父に近づく権利が与えられています。天の父

が忙しい方ではないのを知っていたでしょうか。私たち人

間が時間に追い回されているだけです。しかし、神にとっ

ての時間は、私たちにとっての時間と全く異なったもので

す。たった今、神は答えてくださいます。神が時間を所有

しておられます。だからこそ、私たちが望むときにはいつ

でも、天の父に近づくことができるのです。 

 

 

４．父は子を尊ぶ 

 

第四番目にリストアップしたのは、「天の父は、子を尊ん

でくださる」です。しもべは、主人を尊びます。しかし、

天の父は、子どもたちを尊ばれます。子どもたちを近くに

寄せて、「さあ、やってごらん」と肩を押してくださいます。 

 

日本滞在中に時々感じさせられるのは、自分の息子を自

慢するのは、日本人の習慣には適っていないだろうなとい

うことです。もう少し控えめに息子のことは話すべきなの

でしょう。 

 

でもそれは、あなたが私の息子のことを知らないからな

んです。ともかく息子はすごいんですよ。だから自慢した

くなってしまいます。なぜなら、私が「天の父の心」を知

っているからです。 

 

天の父も私と同じように、あなたの自慢話をしまくって

います。 

「わたしの娘を見たことはあるか。息子はどうかな。 

西宮ヒーリングルームの子どもたちが行なっていること
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を見たことがあるだろうか。」 

 

私もシアトルでは、ここ西宮ヒーリングルームの自慢話

をしまくってます。 

スポケン･ヒーリングルームの本部リーダーたちにも、自

慢してきました。カル･ピアスにも自慢してきました。 

「君は、日本ですごい働きをしているね！」 

副ディレクターのイレイン・パーキンスにも自慢してき

ました。 

「日本では、すごいことが起きてるよ！」 

 

ですから、天の父もあなたのことを自慢したいのです。

そこで、私をメッセンジャー・ボーイとして遣わしている

のです。 

 

 

５．父は子を受け入れている 

 

第五番目は、「受け入れ」です。神は私たちを受け入れて

おられます。遠くはなれたところに、私たちを置いている

わけではないのです。でもどうして、そのことを知ってお

くことが重要なのでしょうか。 

 

おそらく神は、来るべき次の季節において、教会のあり

方を変えようとしておられるのだと思います。ここ日本に

おいても、ヒーリングルームがどんどん生まれてくるでし

ょう。また、ヒーリングルームという名前ではないでしょ

うが、小さな教会やコーヒーショップ教会が多く生まれて

くるでしょう。そこでは、テーブルを囲んで、互いに向か

って預言し合っていることでしょう。 
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この集会が始まる前に「今晩のミニストリー中には、音

楽を流す必要がありますか？」と尋ねられたので、「いい

え。」と答えました。私たちはいつも、駐車場やコーヒーシ

ョップで祈っています。空港や飛行機の中で祈っています。

飛行機に乗った時にも、神は特別な出会いをいつも用意し

ていてくれます。 

 

昨年、日本からシアトルに帰る飛行機では、州の上院議

員と同席し、二人でワシントン州に関する白熱した議論を

交わし始めていました。最後には、彼に向かって預言もし

ていました。 

 

今回、日本にやって来た時にも、機内で重要人物と同席

しました。その人物は、韓国･ソウルのミニストリー訓練学

校のリーダーでした。そこで、かばんの中にあった私の印

刷し立て本を差し出すと、フライト中ずっとその本を読ん

でいました。その本を読み終えてから、彼の質問も受け付

けました。神は、この一人のために、特別クラスを開講さ

れていたのです。 
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日本の教会を活性化する手段 
 

今の時代、教会はこれまでと違う場所、形で起こされ始

めています。皆さんのひとり一人に同じことが起こり始め

ているのです。神はあなたをご自分の息子、娘として育て

上げておられます。そして、私たちと一緒に歩もうとする

人々も集めておられます。ですから、そのために手助けと

なる事柄を分け与えたいと思っています。今晩、私が語っ

た事柄を活性化させたいのです。このヒーリングルームの

働きが日本中に広まり始めて行くでしょう。 

 

昨年、ここでリーダーの皆さんと話し合ったことがあり

ます。彼らはこう言っていました。 

「日本の牧師たちが『ヒーリングルームが信徒泥棒する

のでは？』と心配して、私たちを信頼してくれない。 

日本の牧師たちにとって、ヒーリングルームがまだ『キ

リスト教界公認』の働きには見えていません。」 

そこで私は言いました。 

「私に手助けできることがあるかもしれません。というの

は、私は教会公認の牧師なんですから。皆さんのために、

日本で扉を開いて上げられるかもしれません。」 

 

実際、友人である神戸栄光キリスト教会の菅原先生にも

「ここの教会で、ヒーリングルームを開くべきだよ。」と勧

めました。もうすでに、彼の教会からの三人の神学生たち

を、私たちのバイブル･カレッジで訓練し、送り返してきた

実績があります。このように、神はいろいろな準備を進め

始めています。 

 

現在、様々な油の混ぜ合わせが起ころうとしています。
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皆さんも、私も、神からの油注ぎの一部を持っています。

ですから、それらの油を持ち寄って、混ぜ合わせているの

です。そうする時に、神が日本中で働き始めるのを見るよ

うになるでしょう。 

 

神が今起こされているのは、何の肩書きや推薦状も持た

ない人々です。文字は殺すからです。文字は、教会を小さ

いままにとどめようとします。 

 

「私がこの教会の牧師である。信徒は総勢 25名いる。彼

らに指一本たりとも触れないでくれ。」 

 

 しかし、神の御霊がそれらの制限や壁を打ち破るのを見

ようとしています。誰もがみことばを語り、預言するよう

になるでしょう。なぜなら、聖書に「わたしの霊をすべて

の人々に注ぐ」とあるからです。 

みことばを語るのは、牧師だけの専売特許ではありませ

ん。それは信者であるクリスチャン全員が果たすべき仕事

です。コーヒーショップで 5 分間メッセージも語れます。

そこで知恵、知識のことばを語り、手を置いて祈ることが

できるのです。 

 

 

大阪での経験 

  

 先週、私は大阪に行って来ました。そこで色々な人々を

紹介してもらい、お話した後で、彼らに尋ねました。「あな

たのために、お祈りしてもよろしいですか？」全員が「は

い、お願いします。」と答えたのですが、私がすぐさま祈る

とは、誰も期待していなかったようです。そのことに驚か

されました。長い祈りのリストの中に彼らの名前を加えて、
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後で「祈りの部屋」かどこかに行って、私が祈るのだろう

と思ったのです。 

 

 私は、彼らのために祈りました。まず、こうやって肩に

手を置いて、目を閉じずに、彼らの目を見つめました。手

も、こんな風には合わせませんでした。そして、彼らの霊

に向かって、命を語り出しました。すると、多くの人々が

泣き始めていました。命の御霊が自分たちの中に流れ込ん

でくるのが感じられたからです。その多くがクリスチャン

ではありませんでした。けれども、自分たち中に命が入り

込んだのを感じていたのです。これから、神は同じことを

日本中でなされて行くでしょう。 

 

 

活性化の祈り 

 

ですから、皆さんのうちにあるものを活性化させたいと

思いますので、祈らせてください。皆さんの全員が奉仕者

となるように、そのための活性化の祈りをさせてもらいま

す。 

 

私は使徒として、皆さんに向かって、「出て行って、福音

の良き知らせを宣べ伝えなさい」との任命を正式に与えま

す。あなたたちは、必要な全ての推薦状をもう手にしてい

ます。 

 

神の御霊が解き放たれることを宣言します。また、神の

みことばを聞き、その聞いたみことばを語る大胆さを解き

放ちます。そして、自分たちが召されている場所へ出て行

って、なすべき働きができるように導いてくださることを

祈ります。 
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知恵、知識のことばが増し加えられ、活性化されること

を解き放ちます。主よ。このことのために感謝します。 

 

今、日本中に向かって、このヒーリングルームの働きの

一部となる人々を呼び起こします。そして、かけ算的増加

が起こるようにと祈ります。また、この働きによって、新

しい働きとミニストリーが生み出されることを解き放ちま

す。両手を広げて、そのことを解き放ちます。 

世界中から、この日本のヒーリングルームの働きのため

に支援が与えられようとしているが見えます。その支援と

は、経済的な助けであり、また、人々による助けとなるで

しょう。また、ある人々は、自分に与えられているミニス

トリーに関して教えたり、そのメッセージを分け与えるた

めに遣わされて来るでしょう。 
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西宮ヒーリングルームへの祝福の祈り 
 

 

主よ。ここ西宮ヒーリングルームに対する特別な祝福を

祈ります。そして、この働きのリーダーたちのために祝福

を祈ります。今、彼らの手を強めます。 

 

皆さんために、主が今、語られました。 

「今まで、皆さんは冬の季節の中にいました。そして、

なんだか物事がゆっくり動き、ちょっと薄暗いように感じ

てきました。」 

 

けれども、主は言われます。 

「この冬の季節の間に、あなたたちの根が土の中深くに

伸びて行ったのだ。春はもうそこまでやって来ている。」 

 

 そして、主が聖書のみことばを与えてくださいました。 

 

「光が、闇の中から輝き出よ。」 

 

Ⅱコリント 4:6の全体はこう言っています。 

 

「『光が、闇の中から輝き出よ。』と言われた神は、私た

ちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知

識を輝かせてくださったのです。」 

 

 10 人の乙女のたとえを覚えているでしょうか。真夜中に

なって、ともしびが消えかかっていました。そんな時に、

灯芯を切り取って新しくしたら、もう一度、明るく燃え出

します。そして、新しい油を注いだなら、もっと燃え出し
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ます。皆さんの働きには、もうすでに油は十分入っていま

す。だから、もうすぐ明るく輝くようになるでしょう。 

 

 時々、自分たちが隠されているように感じることもあっ

たでしょう。しかし、もうスイッチを入れて、光り輝くべ

き時がやって来ています。そして、別の油が入れられる時

に、もっと輝きを増すでしょう。 

 

そして、私たちシアトルの教会は、ここでの働きのため

に、自分たちを捧げ、見守る決意ができています。だから

と言って、もう明確な計画があるわけではありません。そ

の意味するところは、私たちも幾らかの油を持っていて、

その油を分かち合いたいということです。 

 

これから、これと同じことが日本中に起こるのを見るよ

うになるでしょう。ですから、この働きの初期段階に参加

させてもらえる特権が与えられて、私は興奮しています。 

 

今、ここ西宮ヒーリングルームのミニストリーのために

祝福を祈ります。 

 

神の特別な好意と恵みが、皆さんの上に注がれますよう

に。様々な供給、支援が豊かに与えられますように。そし

て、この場所から光がどんどん輝き、日本全国を行き巡り

ますように。 

 

イエスの御名によって、感謝を捧げます。アーメン。 

 

 
2009年 11月 15日 

西宮ヒーリングルームにて
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霊の人となる 
 

 

この写真の中では一人ですけれど、私にはもっと子供た

ちがいます。なかなか面白いショットです。これが長男の

ダンです。こっちが孫です。こちらは長女の主人です。で

も全員は写ってません。 

 

今朝は、主に皆さんの

ために祈りたいと思っ

ています。けれども、礼

拝している間に、主が語

ってくださったことが

あるので、まずそのこと

をお分かちします。ここ

は並外れたグループで

あると思います。皆さんは神のより深い事柄を理解できる

方々であると確信しています。 

 

 

「人間の霊」について 
 

霊、たましい、体 

 

今から、「人間の霊」について語ります。私たちが「霊、

たましい、体」で構成されているのはご存知ですね。神も

同様に、三つの異なった役割、構成によって成り立ってい

る「三位一体」のお方です。これまでのキリスト教会のク

リスチャンたちが生きてきたのは、この「たましい」の領

域で「精神、意思」の宿っている部分です。霊的な人々と
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なることが、私たちに対する神の本来の召しでした。そし

て、今や「たましい」から「霊」に移り変わる時期がやっ

て来ています。人間は最初、自分の霊によって導かれて、

霊によって神の御霊の声を聞いていました。 

 

ところで二年ほど前から、私は「人間の霊」に関する学

びを始めました。聖書は「霊」に関してよく語っているの

ですが、今の時代、神はこれらの奥義に光を与えておられ

ます。 

 

まず、Ⅰコリント２章を開いてください。今から語るこ

との幾つかは、私がちょうど書き終えた本「深淵が深淵を

呼び起こす」の中でも説明しています。その本の中で、お

よそ三つの章を費やし「人間の霊」について述べています。

今はまだ英語版のみで申し訳ありませんが、できるだけ早

く日本語版も出版できたらと願っています。なぜそうかと

いうと、この本の扱っている主題が「神の御声の聞き方」

だからです。 

 

この本を書いたのには理由があります。私はこの六年間、

多くの国々を訪れて、奉仕をする機会が与えられてきまし

た。そして、人々から一番多かった質問が「自分に対する

神のみこころを、どうやって知ったらよいのか？」でした。

そこで解答を一冊の本にまとめたというわけです。ですか

ら、この本を読んでもらったなら、「自分にとっての神のみ

こころ」を知ることができるようになります。そして、神

のみこころが、もうすでにあなたの霊の中に書かれている

ことに気づくでしょう。神は、天のかなたから、あなたの

進むべき道を示しているのではありません。神のみこころ

は、あなたのうちに書き記されています。 
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神からの DNA 

 

プロジェクターで写っている、あの一番左端にいる男性

が私の息子です。息子と同じ年頃の私の写真を見れば分か

りますが、二人は良く似ています。彼の中には私の DNAが

しっかり埋め込まれています。ですから、息子が赤ちゃん

の時に、「この子はどんな大人になるんだろうか？」との質

問に、「父親の私みたいになるのさ！」と答えられたわけで

す。父親を見たなら、息子がどんな風になるかが分かりま

す。 

 

それでは、皆さんはどんな風になるのでしょうか。天の

父を見たならば分かります。神はもう皆さんの中に DNAを

刷り込んでおられます。しかも私たちの DNAは、ひとり一

人が異なっているのです。私はアメリカ人に見えますが、

心は日本人です。何年も前に、日本にいた頃に刷り込まれ

た日本人の DNAが、私の中にはあります。聖書から、その

事を示させてください。 

 

Ⅰコリント 2章 7節： 

「私たちが語るのは、隠された奥義としての神の知恵で

あって、それは、神が、私たちの栄光のために、世界の始

まる前から、あらかじめ定めたものです。」 

 

この隠された奥義を、神は私たちの霊の中に置かれてい

ます。その奥義がいつ置かれたかについても語っています。

それは「世界の始まる前から」です。この「あらかじめ定

めた」との言葉は、原語は「プロ･ホライズオ」というギリ

シャ語です。私たちの教会名である「ホライズン」も、こ

のギリシャ語から派生しています。その言葉の意味は「運

命づけられている」「任命、制定されている」です。 
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ですから、ここでは「神は、私たちの生まれる前から、

私たちを制定し、定めていた。」と言われているのです。私

の息子も孫も、やがては現在の私のようになるでしょう。

私に似た者となるからです。 

 

今ここで写し出されている写真の、ここの階段の部分に

立っている長女の夫には、３か月になる赤ちゃんがいます。

そして、私の母がこのひ孫を見たときにビックリしました。

このひ孫が、赤ちゃん当時の私に、余りにも生き写しだっ

たからです。母は写真を見つけて来て、「こんなに似てるの

よ！」と実証しようとしました。やはり２枚の写真を比べ

たら、双子の様にそっくりでした。これが DNAの威力です。

皆さんの霊の中にも、神からの DNAが隠されていて、将来

の皆さんを決定しているのです。 

 

 

心の深淵 

 

 さあ、続けて読んで行きましょう。２章９節です。 

 「目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、

そして、人の心に浮かんだことのないもの。神を愛する者

のために、神の備えてくださったものは、みなそうである。」 

 

 私がどこへ行っても、「人々がどんな人物であるか」は、

そこにいる人々の霊の中に書かれています。彼らは、「私に

は見えない。私には聞こえない。自分の人生で何をしたら

良いのかが、分からない。」と言います。 

 

けれども、2章 10節を見て下さい。こう言っています。 

「神はこれを、御霊によって私たちに啓示されたのです。

御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるから
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です。」 

 

御霊はあなたのうちの深みを探られます。私が人々を祈

っている時に、次のようなことが起こります。誰かの肩に

手をこのように置いたとします。すると、祈っている相手

の起こっている事が見え始めるのです。それは天から来る

のではありません。神が天高くにではなく、私たちのうち

に住まわれているからです。そして、神は光として輝いて

おられ、その光に照らされている部分を覗き込むと、そこ

にあるものが見えてくるのです。「この事が見える。あの事

も見える。」しかし、それらの事はもうすでに、あなたの霊

の中に書き込まれています。私のミニストリーのゴールは、

「あなた自身が、自分の霊の中に書き込まれている事を見

えるようになる」ための手助けです。 

 

息子のダンが言っていました。 

「僕は、父さんみたいに太りたくないよ！」 

「私だって、初めからこんなじゃなかったよ。ほら、ごら

ん。」息子と同じ位の年頃の、私がまだ筋肉隆々だった写真

を見せました。 

「えっ、こんなに変わっちゃったの！ じゃあ、髪の毛

もなくなってしまうってことだね。」 

「それがいやだったら、母さん方の遺伝子が強くなるよう

に祈らなくちゃいけないよ。」 

 

 ですから、皆さんの中にはもうすでに神が定められたご

計画があります。そして、サタンはその神のご計画をあな

たから隠そうとして、ほかの誰かの方に目を向けさせよう

としてきます。「この人物を真似たらいいんじゃないか。こ

のクリスチャンの英雄みたいになれたらいいだろう。」と、

目をそらさせます。世界中には、確かに有名な神の人たち
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が大勢存在しています。「ああ、あの人みたいになれたらい

いのに。」 

 

しかし、問題は「その人の DNAが、あなたの霊の中に刷

り込まれていないので、決して彼みたいにはならない」と

いうことです。あなたは、本来のあなたになるべきです。

もう一度、10節を見て下さい。「神はこれを、御霊によって

私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、

神の深みにまで及ばれるからです。」 

 

2章 11節： 

「いったい、人の心のことは、その人のうちにある霊の

ほかに、だれが知っているでしょう。同じように、神のみ

こころのことは神の御霊のほかには誰も知りません。」 

 

ここ 11 節は非常に重要です。あなたのうちにある霊が、

あなたのうちにあるものを知っています。あなたの霊は、

自分の心の深淵を知っているのです。私の本の題名を「深

淵が深淵を呼び起こす」とした理由がここにあります。あ

なたの霊の深淵が、神の深淵を呼び起こすのです。クリス

チャン全員が、この神の深淵を見たがっているわけではあ

りません。しかし、ここにいる皆さんは見たがっているは

ずです。だから、この真理をお分かちしているのです。 
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ヨットになろうとした自動車 

 

もう一つの例を上げさせて下さい。ばかげて聞こえるか

もしれませんが、あなたが「スポーツカー」として設計さ

れていたとします。そのコンセプトは「スピード」にあり

ます。天井がオープン式になっていて、シートはゆったり

としています。「早く走る」それがこのクルマの目的です。 

 

 ある日、海辺をドライブしていると、ヨットが見えてき

ました。しばらく停まって、ヨットを眺めながら、スポー

ツカー君はうらやましそうに言いました。 

「あー、ヨットっていいなあ！ 見て、見て。ゆったり

と航海しているよ。力がぜんぜん入っていない。おまけに

エンジン音も、ガソリンの燃える匂いもないときてる。た

だ、風に吹かれるまま、進んで行くだけ。うーん。あのヨ

ットに、僕もなりたいなあ。」 

そこで意を決して、海にそのまま突っ込んでいくと、沈

んでしまいました。 

「自分を改造したらいいんだ！」 

 

次にしたのは、その道の専門家たちを呼び集め、自分を

改造することでした。そのための参考書も読みあさり、ヨ

ットみたいにマストを立てました。また、車体のすき間を

全部うめました。 

「さあ、これで浮かぶぞ！」 

 

 驚いたことに、みごと浮かんだのです。しかし、ほかの

船たちがじろじろ眺めています。彼らの目が「奇妙でぶか

っこうなものが浮いてるなあ！」と言っているのを感じ取

れます。まだスポーツカー君は、自分がヨットでないこと

に気づいていないのでしょうか？ 周囲の目は、「スポーツ
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カーが海の上で、いったい何をしているのだろう。」と言っ

ているようでした。 

 

 

神の設計図 

 

 まあ、ばかげた話ですよね。しかし、世界中の教会で、

これと同じことがいっぱい起きているのです。私たちの全

員には、神が初めから意図されている「目的」と「デザイ

ン」があります。しかし、自分があこがれる誰かを見つけ

ると、「自分もあんな人になりたい！」と思ってしまいます。

いろいろな本を読みあさり、勉強します。「私も、あんな風

に変貌できると信じています。」と言いながら、自分自身で

ないものになろうと努力します。けれども、いくら一生懸

命やっても、うまく行かないのです。それが自分が本来な

るべき姿ではないからです。 

 

 ある人は空を飛ぶように設計されています。ある人は航

海を目的に設計されています。ある人はスピードのために

設計されています。また、ある人は山のデコボコ道を走る

「四輪駆動」のクルマとして設計されています。この部屋

にいる全員が、それぞれ異なった目的のために設計されて

います。そして、各自の目的は、各自の霊の中に、もうす

でに刷り込まれているのです。 

 

神の聖霊は、あなたの霊に光を当てます。聖書は、「あな

たの霊の深みを、御霊が探られる」と言っています。また、

聖霊がアイデンティティーを明示して下さるので、私たち

は「自分が誰であるのか」を知り始めるのです。そして、「自

分が誰であるのか」を知る時に、「何をなすべきか」も分か

ります。非常に単純なことです。 
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 あなたが飛行機であるのが分かったなら、何をすべきか

は分かります。飛び立つ準備をしましょう。大きなトラッ

クだったらどうでしょう。空を飛ぶようには設計されてい

ません。荷物を運送するように設計されています。 

 

 私も長い年月を費やして、自分の目的と設計を見つけ出

しました。私たちの全員が精魂込めて、奉仕に励んでいま

した。自分たちの教会に招待したメッセンジャーが来る度

ごとに、「あの人はすばらしいから、彼のようになりたい！」

と思っていました。私たちが理解しておかなければならな

いのは、「本来の自分になるべきである」ことです。それで

は、自分のアイデンティティーはどのようにして知れば良

いのでしょうか。答えは、「自分の霊を強め、輝きを増し加

えてあげる」です。 
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自分の霊を強める方法 
 

 

この「霊を強める方法」に関して、ちょっとした提案を

させて下さい。 

 

1. 異言で祈る 

 

私が好きな第一番目の方法は、「異言で祈る」ことです。

聖書は、「異言で祈る時に、自分の徳を高めるが、あなたの

知性は実を結ばない。」と明確に述べています。ですから、

あなたの頭はささやいてきます。「なんてばかげたことをや

ってるんだ。もっと、理性的になったらどうだい。」しかし、

あなたの知性ではなく、霊が神に向かって語っているので

あって、異言の祈りがあなたの霊をどんどん強めてくれま

す。また、あなたの霊は、輝きと鮮明さを増し加えるので

す。 

私はひとりでいる時には、いつも異言で祈っています。

たとえば、ドライブ中などです。異言で祈っていると、混

乱が消え去ります。時々、解決策が見えない問題に直面し

ている時にも、ひとりで運転しながら、異言で祈ります。

自分の知性、思いは「ばかげたことをしてるなあ。問題に

焦点を合わせないなら、答えなんか得られないだろう。」と

言ってきますが、わたしの霊は命じます。「口出しするな。

知性よ。今はお前の出番ではない。」 

 

たましいに向かって、このように命じます。「たましいよ。

お前は私の弟になりなさい。」なぜなら、今はあなたが霊の

人なので、霊がたましいの兄となるべきだからです。霊に

光が輝き始める時、やがては自分の知性も照らされて、「あ
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あ、やっと分ってきた！」と、知性も理解し始めます。 

 

2. 礼拝（ワーシップ）を捧げる 

 

第二番目の方法は、「礼拝（ワーシップ）を捧げる」こと

です。礼拝を捧げる時に、あなたの霊がたましいの上に出

てきます。その結果、霊が強められます。あなたの霊が開

かれ始める時に、みことばの教えを霊が受け取り始めます。

私は今、皆さんの「知性・思い」にではなく、「霊」に向か

って語っています。ですから、霊を強めるために、「異言で

祈り」また「礼拝を捧げる」のです。 

 

3. 励ましを与える 

 

第三番目の方法は、「励ます」ことです。私は息子に、い

つも励ましを与えます。時々、問題を抱えた息子は、私の

もとに相談にやって来ます。その時、私は息子の霊に目を

やります。霊を見ながら、彼を励まし始めます。 

「この問題はきっと解決できるよ。お前はチャンピオン

の系譜の中に生まれてきたんだ。お前には神の御霊が宿っ

ているんだよ。この問題は直ぐに消え去ってしまうさ。も

うあれだけ、何回も何回も勝利してきたのを思い出してご

らん。」 

 

すると息子の表情が変わるのが見て取れます。最初はし

ょんぼりしているのですが、励ましが与えられる時に変化

が起こり、彼の霊が強められてきます。やがて、「できる。

できるぞ！」と信じるのです。 

私たちが今行っているように祈ったり、ミニストリーを

行っている理由の一つは、実はここにあります。霊を励ま

そうとしているです。あなたが誰であるかを語りながら、
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励ましています。「人々が語っているあなた」ではなく、「本

来のあなたが誰であるか」を語るのです。つまり、あなた

の霊で「自分が誰であるのか」を語るのです。神の御霊の

光をあなたの霊にあてることが、あなたを励ますのです。 

 

あのカナンの地へ遣わされた12人の偵察隊のことを覚え

ていますか。その中に、あのカレブとヨシュアがいました。

「カレブは、ほかの者とは違ったこころ（霊）を持ってい

た」（民数 14:24）とあります。カレブは言いました。「主が

私たちとともにおられるのだから、任命を果たせる。」 

 

けれども、カレブ以外の人々には、問題の大きさだけが

目に映りました。「あの地には巨人が住んでいて、自分たち

がいなごのようだった。」 

 

カレブだけが違った霊を持っていたのです。彼は言いま

した。「私たちには、あの地を奪える。確かに巨人たちは大

きいかもしれないが、その巨人たちの背後には、私たちの

神がおられるのだ。神は、彼らとは比べものにはならない

くらい偉大なお方である。私たちは勝利しているのだ。神

に立ち向かえる者は、誰もいない。 

あの紅海の出来事を思い起こしなさい。岩からは、水が

湧き出たでしょう。毎日、神が天からマナを降らせて下さ

ったではないですか。神の力には、あの巨人たちでさえ立

ち向かうことはできないのだ。」 

 

カレブだけが残りの者たちとは違った霊を持っていて、

イスラエルの民を励ましたのです。 
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4. テスト（試練）に合格する 

 

第四番目の方法は、「テスト（試練）」です。試練はあな

たの霊を強めますが、試練を受けている最中にではありま

せん。そのテスト（試練）に合格した時です。 

 

私の日本人副牧師の貴子さんは、たった今、自分の教団

のテストを受けている所です。先月から今日に至るまで、

彼女は非常にテストのことを心配していて、「ダッグ先生。

私のために祈ってもらえませんか？」と頼みに来ました。

でも私はこう言って、彼女を励ましました。 

 

「だいじょうぶ。だいじょうぶだよ。君は頭がいいんだ。

私が今まで会った中で、君が一番の牧師さ。僕なんか、君

から牧会の仕方を学んできた位なんだよ。それに神のみこ

とばはずっと学んできただろう。だから、このテストは君

にとっては実力を示すいい機会なんだ。 

君自身がこのテストに合格するのを診る必要があるのさ。

私には、君がパスするのが分かってるよ。君がまだ知らな

いだけなんだ。明日になれば分かるさ。」 

 

ですから、試練（テスト）の必要な理由は、「自分にはで

きる」ことをあなた自身が知るためなのです。そして、勝

利を得ることが、あなたの霊を強くして行くのです。 

 

時々、こんなことを私に言ってくる人がいます。 

「ダッグ先生みたいに、私も預言できたらいいのですが。

どうか手を置いて祈ってください。」 

「手は置いて祈ることはできますが、それだけでは、私み

たいに預言できるようになりませんよ。今日、私がこのよ

うに預言できるのは、多くの勝利を重ねてきた結果なんで
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すから。」 

 

 何年も前、預言し始めた頃は、私もこんな風でした。 

「自信ありませんが、神さまの御声を聞いたように思う

んです。お分かちしてもよろしいでしょうか？  

間違ってたら、ごめんなさいね。でも、こんな変な絵が

見えたんですよ。」 

「それは神さまからの啓示に違いありません。」 

「えっ、ほんとうに！ ほっとしました。」 

 

 このようにテストを重ねる中で、神の御声を聞いている

という確信が与えられます。また、霊の見分けは実践を通

して訓練されます。霊的成長を遂げるためには、神から与

えられるテストに合格し続けることが必要です。 

 

聖書が「さまざまな試練に会うときは、それをこの上も

ない喜びと思いなさい。」（ヤコブ 1:2）と言っているのは、

この理由からです。あなたが試練によって強くなって行く

のです。 



 41

 

あなたの霊に聖霊の光を当てる 
 

 

立ち上がる神の軍隊 

 

 ですから、理解していてもらいたいのは、神が命じられ

た働きを行い始める時、その働きを成し遂げるための力が、

もうすでにあなたのうちには秘められていることです。自

分では想像もできないようなことが、神にはあなたを通し

てできるのです。日本で神の大いなる働きを始めるのに、

もう十分なだけの人数がこの部屋にはそろっています。こ

こにいる全員が「神の偉大さ」を知ったなら、その大いな

る働きは始まります。 

 

しかし、皆さんは自分たちだけではありません。神の軍

隊は非常に大勢です。皆さんは、その一部なんです。私も

同じチームに加わりました。ですから、私もここにやって

来て、互いに助け合えるのです。互いの霊の強さを混ぜ合

わせることで、私たちはますます強くなって行きます。神

が大いなる御業をなしてくださるのを見るでしょう。 

 

私がここにいるのは、皆さんに何かを与えるためではあ

りません。聖霊のライトを手にして、皆さんの霊を照らす

ために来たんです。もうすでに、皆さんの内側に神によっ

て刷り込まれたものがあるからです。 

 

この「神の御霊」と同質の「霊」が、皆さんの中にはあ

るんです。そして、この聖霊の光を照らします。聖書中、

この「光」という言葉は、時々「栄光」とも訳されていま

す。つまり皆さんを照らしているのは、「神の栄光」である
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とも言えるのです。そして、皆さんは自分が誰であるかを

知り始めるでしょう。互いに向かって預言し始めることも

できるでしょう。なぜなら、皆さんの輝きがますます増し

加わって行くからです。 

 

ニュートラルな「ヒーリングルーム」の働き 

 

ここにいる皆さんたちを通して神がなさりたいことを知

って、私は非常に興奮しています。「ヒーリングルーム」自

体の性質は、ちょうどギアが入っていない自動車のニュー

トラル状態に似ています。ですから、どこにでも出て行っ

て、様々な場所に合わせることができるのです。 

 

毎週月曜日、私たちの教会で開かれているヒーリングル

ームの奉仕を受けに、人々が集まってきます。でもそんな

中には、6ヶ月もヒーリングルームに来ていながら、教会の

礼拝には全く興味を示さない人もいます。 

そういう人たちは、教会の礼拝に何らかの恐れを持って

います。彼らの中には「クリスチャンにはなりたくない」

との思いがあり、教会でいやな経験をしたことがあるので

す。しかし毎週、彼らの霊に聖霊の光を輝かせることで、

彼らの上にかぶさっていたベールが取り除かれ始めます。 

 

「ああ。神さまのことが大好きなんだ。神さまって、オ

ーケーだよな。だったら、教会だってまんざらじゃないか

もね。」と言って、彼らはやがて教会にも出席し始めるでし

ょう。 

 

ですから、ヒーリングルームの働きは「癒し」以上の、

伝道の手段にもなり得るのです。 
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「日本の霊」の発掘 

 

皆さんと同様に、私も日本のためには何年も祈ってきま

した。この国に、神の働きが大波のように押し寄せるのを

見たいです。日本には、「日本の霊」が存在します。しかし、

仏教やその他の影響力によって、その「日本の霊」が隠さ

れてきました。ですから、この国に対する神の真の目的に、

もう一度光を当てる必要があります。 

 

日本ほど力強い国は、私が知っている限りでは、イギリ

スだけです。この「日本」という国は、世界にあって力あ

る、強い国となるべく、神によって意図されてきました。 

歴史的に見るならば、「イギリス」は実際にそのような国

でした。しかし、サタンは日本が強国となることを非常に

恐れていました。そこで、他の宗教をもたらすことで、日

本を暗闇でおおってしまおうと企てたのです。けれども、

聖霊の御力は、悪魔が日本に投げかけた暗黒のベールを取

り除こうとしてきました。私はこの国で、神の御霊が働か

れるのを見たいのです。 

 

ですから、日本の人々に「自分たちが誰であるか」を知

る手助けをし始めるなら、御霊がこの国で働かれるのを見

るようになるでしょう。私たちに必要なのは、「大きい教会」

ではなく、「大きい人々」です。その違いがお分かりでしょ

うか。前者は「組織体」で、人々を殺します。しかし、御

霊は人々を生かし、自由にします。聖霊の働きは、人々を

「奴隷」から「神の子」へと引き上げてくれます。 
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西宮ヒーリングルームへの祝福の祈り 
 

ですから、主よ。今ここにいる皆さんの上に祝福を祈り

ます。皆さんは、この日本の国から暗闇のベールを取り除

く人々となります。この日本を「奴隷」状態から「神の子」

の地位へと引き上げるでしょう。強い霊を持った人々を起

こすようになります。今日でさえ、皆さんの霊が力を得て

いるのを感じています。 

私も、あのカレブと一緒になって、「あなたがたには、そ

のことができる」と宣言します。皆さんの目が、この約束

の成就を見ることでしょう。神には、ご自分の約束を成就

する力があります。 

ですから、イエスの御名によって、祝福します。「イエス

の光が日本の地をおおいますように」と祈ります。主よ、

感謝します。アーメン。 

 

主がこの日本の国に、父たち、母たちを起こされるのを、

私はいま見ています。これらの父母たちが、御霊によって、

息子、娘たちを呼び集めて行くでしょう。 

彼らは組織を作り上げるのではなく、自分の子どもたち

を神が抱いているご計画へと解き放って行くでしょう。 

親たちが励ましを与える時に、子どもたちの霊がますま

す強められて行くのを見るでしょう。また、自分たちが何

をしたらよいかも知るようになるでしょう。 

 

イエスの御名によって、このことを語り、創造します。

アーメン。 
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2009年 11月 16日 

西宮ヒーリングルームにて
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ダッグ・ヘック師のプロフィール 

 

 
ダッグ＆エレン・ヘック夫妻は、二人が開

拓し、始めた米国シアトル市のホライズン教

会で奉仕しています。夫妻が抱いている幻は、

「国々の手助けして、その国の中から弟子た

ちを育て上げる」というものです。この教会

はもうすでに、多くの言語を話す人々によっ

て構成された新しい教会を生み出してきました。 

 

ヘック師は、世界各地の聖会、諸教会、大学などに招かれ、神の

愛と聖霊の御力に関するメッセージを、その穏やかな口調で奉仕し

ます。しかし、彼の口から流れ出る預言の息吹は、人々を励まし、

彼らの霊に火を投じ、信仰を建て上げています。 

 

 
http://www.horizonchurches.org/ 

 

http://www.nishinomiyahealingrooms.com/ 

 


