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「一人の為に立ち止まる」ハイディ・ベイカー
Heidi Baker - Stop For The One
https://youtu.be/olA3z7XwkN4
私は 16 歳の時に／イエスに出会いました
私はその時インディアン保留地にいたのですが／とてもパワフルな転換期となりました
ナバホ族の牧師が／私を主に導きました
私はそのミーティングで／唯一の白人でしたが
彼はインディアンのパワームーブメント／について語り始めました
彼はかつて白人を／憎んでいたのですが 神が現れ
彼らの心に触れ／神の愛を与えたという話でした
その話を聞いて私の中で変革が起こり／一人で講壇の方へ走っていきました
イエスの凄まじい愛の力によって／変えられたのです
次の日 ペンテコステ派ホーリネスの人々が／私のところにやってきました
私はよく理解できず／別世界に来たように感じました
彼らは私と何か違っていました
でも私は 神様の臨在を感じたのです
最初は何だかわからなかったし／今までそのような体験が無かったのだけど／
神がここにいる！／というのを感じました
私は激しく聖霊に満たされ
5 ヶ月後 私は神からの幻の中で／イエスが語りかけるのを聞いたのです
「あなたは私と結婚をするのだ」と
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イエスは私の左手にキスをし 油が腕に滴りました／主の純粋な愛は とても素晴らしいもので
した
それから宣教牧師となる／召しを受け
次の日から 路上で福音を伝え始め／以来 33 年間 ミニストリーに携わっています
ところが 神が私の心をとても貧しい人たちに／向けさせた時がありました
私には野心があって 香港で大きな／ミーティングをしていた時のことです
神が私を阻止したのです
はじめは 私は敵(サタン)だと思いました
主は「止めなさい！」と言いました
私はイエスの御名によって／その霊を縛ろうとしました
なぜなら多くの人が毎日／救われているのを見ていたからです
ところがイエスは「止めなさい！」／と 3 度私に言い
「あなたは御国のことを／何もわかってはいない」と言われたのです
私は泣きながら「ごめんなさい でもどうすれば／いいのですか？」と聞きました
すると「貧しい人たちと共に住みなさい」／と主は言われました
その時から地上で／最も傷ついた人達を探す旅が始まったのです
今 貧しく傷ついた人達と／一緒に住んでいます
多くの人が 苦しみの中にいます／生活の為に 身体を売っています
彼らは傷つき 住む家もなく スラム街に住んでいて／生活に 希望もありません／
神が彼らを愛していることすら／知りません
彼らは見捨てられて ある人達は文字通り／ゴミの様に捨てられているのです
私も 道で死にかけていた子どもを／何人か拾いました
本当に捨てられているのです
誰も彼らを欲しがらないからです
アネシュトという子どもは ホームレスの子どもたちと／道端で寝ていました
警察官が 毎晩そこから 彼を選び出しては 性行為を強要して／元の場所に 投げ捨てていまし
た
彼を初めて抱き上げた時 誰にも触れさせたくなく／怒りに満ちて 悪霊にとりつかれていまし
た
私たちは 何年もかけて／彼に愛を注ぎました
イエスの愛を知ったのに 怒りの為に／神から何度も離れました
ある日 彼は盗難車で事故を起こして捕まり／飲酒もしていました
既に私たちのところで／彼の面倒を見ていたにもかかわらずです
彼には孤児の霊がありました 家族も親戚もなく何年間も／虐待された怒りによるものでした
しかしある日／彼が捕まった後で
モザンビーグの友人が／「彼の釈放金を払って 連れ戻す」と言ってくれました
彼のところへ行き／それを伝えました
「私たちはあなたを愛している お金を払って／あなたを連れ戻すから大丈夫だから」と
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すると突然 彼は号泣し出しました／「これは本当なんだ！僕は息子なんだね！」と
私たちを「神の子としてくださる霊」が彼を包むと／全ての怒りが消え去り 聖霊が 彼の心を溶
かしました
そして愛で満たされたのです
彼が完全に 自由になるまでに／7 年の月日がかかりました
神の力が 注がれる時 実際／その臨在を感じることができます
心や手にも／感じることができます
神の力が降って 全身を包むかのように 神の愛をはっきりと／感じることが出来るのですが
それをアネシュトは／感じたのです
私たちを通して 神の愛を感じ／また聖霊が 彼に注がれるのを体験し
何度もつまづきましたが／その神の愛で砕かれたのです
新しいことが起きたのです／神の愛で満たされ 聖霊で満たされたのです／
その日から彼は一度も／つまづいていません
本当にパワフルでした／真の解放のためには 聖霊の力が必要なのです
エペソ人の手紙にあるように／神の子としてくださる御霊が 私たちを包むのです
肉親がいる人でも多くの人が／孤児のように振舞っています
現在 1 万人の子どもがいるので／傷ついた霊 孤児の霊に関して 経験があります
アンジェリカという 幼い女の子を拾った時／彼女には孤児の霊が 付いていました
父親が彼女の叔父に／彼女を売ったのです
彼女は木に縛られ／何度も強姦されました
彼女を道で見つけた時／体中 噛み痕だらけでした
この小さな少女は／想像を絶するほど傷ついた孤児でした
少女を愛するべき 両親から放棄され 売られて／見捨てられ 性的虐待を受けたのです
でも私は神の愛をもって／「あなたは美しい子よ」と言いました
彼女の中に美しさを見たからです
子どもを含む地球上の全ての人が／神の似姿に創造されているのです
小さな者にしたことは／神にしたことだと知るべきです(マタイ 25:40)
私が少女を抱きしめると／怒りと孤児の霊が現れました
すると主が愛と憐れみと優しさで／彼女を覆いました
彼女は信じられないほどの 喜びで満たされ／神の子とされる霊で 満たされたのです／
天の父が 彼女の父であると 理解したのです／その父は決して彼女を 売ったりしません
もしも 彼女を大切に思う人が周りにいたなら／この悲劇は 起こりませんでした
「じゃあ どうしてこんなことが起きたの？」／と私は神に聞きました
すると主は 言われました「教会は 私の身体であるべきで／私の手 私の心 目や足であるべきな
のだ
教会がこのまま盲目でいつづけ／世界で起こっていることが見えないから
苦痛の中にいる者、孤児、虐げられている者、性産業に売られた者／売春するために売られた者、
傷ついている彼らが見えず
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手足が縛られているかのように何も感じず／冷たい心のままでいるから このようなことが起き
るのだ」と
神は私たち教会を イエスの手として使いたいのです／私たちは 神の手となるべきです
イエスと父の心は、傷つき 苦しみの中にいる神の子どもたちを／救い出したいと 常に願ってお
られます
年齢にかかわらず／すべての子どもをです
だから 私たちは 皆／主の手となり 差し伸べ
滅び行く世界を 父の家に連れて帰るよう／イエスの愛に ならなければならないのです
何百人ものスタッフが／いろいろな村や町に出ていきます
私たちが働く 30 カ国の／どこへでも行きます
私の生活は／モザンビーク北部が中心ですが
外に出て ホームレスや傷ついた人、死にゆく人を訪ね／彼らの友となります
わけわからない話をするのではなく／友だちになるのです
街角にいたある日のことを／思い出します
貧しい友だちと一緒にいるとき
ある少年が警官に撃たれて 私に走り寄ってきました／車を盗んだからです
問題のある子どもでしたが／この時だけ「ママ！」と叫びながら逃げてきました
かすっただけでしたが／腕に銃弾を受けていました
私は 彼を慰め 抱きしめながら ふと横を見ると／小さな女の子が じっと私を見ていました
彼女の心の中に／飢えがあるのを感じました
少女は足が一本しか／ありませんでした
彼女に「こっちにいらっしゃい」／と言って引き寄せ／
「足はどうしたの？」と聞きました
彼女の名前はへレイナで
「家が火事になった時に 一緒に燃えた」／と彼女は言いました
土とワラでできた家に住んでいましたが
「祖母が 兄に私を殺すように命じたので／畑に連れて行かれ 石で頭を打たれたの」
「彼らは私が死んだと思ったけど 生きていて／誰かが 私を病院へ連れて行ってくれた」
「病院を出たけど 行くところがなかった」／と言いました
11 才ぐらいの少女は 片足で行き場を失い／「片足の売春婦」となって
コーク一本の値段で／身体を売っていたのでした
私は 彼女に聞きました／「イエスキリストの愛の形は どんなだと思う？
キリストの手や足や口や、彼の心になるって／どういうことだと思う？
へレイナ 一緒に家に帰って 暮らしましょう」／と私が言うと
初めて 愛に触れて／彼女は泣き出しました
私たちには家がたくさんあり／何千と子どもたちがいますが
そこで 彼女を風呂に入れ／頭にキスをして 愛を注ぎました
怒りに満ち 深く傷ついていた為に／悪霊にとりつかれていたので 床に転げまわりました
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彼女を抱きしめ続けると／悪霊は愛に耐えられず 去っていきました
やがて彼女はこう言いました／「ママ 私 家に帰らないとならないの」
私は恐れて 言いました「どうして家に帰れるの？／祖母は魔術師で 兄はあなたを 殺そうとし
たのに」と
すると彼女は「私は愛と憐れみを知ったので／愛するイエスのことを 伝えなければならない
の！」と言ったのです
彼女が家に帰ってから／兄の一人が救われました
祖母が死に／もう一人の兄も救われました
私の喜びの一つは 神のいのちと赦しに満たされた彼らが／結婚するのを見ることです
彼女は私に「憐れみ」について／誰よりも教えてくれました
究極の憐れみというものを／実践しているのです
あんなにも長い間／虐待を受けて傷つき
30 セントで体を売っていたのに
神の愛が 人を赦し 愛するように／彼女を変えたのです
ある人が 彼女に義足を作ってくれ／私たちが それを付けてあげ
お古のウエディングドレスを着て／花婿のところへ 歩いて行くのを見た時
喜びが溢れました「神よ！あなたは購い主です！／救い主です！」と
主は贖(あがな)いたいのです／この地上で傷ついている全ての人を
アイリス・ミニストリーでは／一人の為にでも立ち止まります
それが私たちの心にあることです
千人以上スタッフがいますが／目の前にいる一人の為に毎日立ち止まります
大それたことではありません
イエスについて行きたいと／願う者は誰でも
見つめ 感じ 愛するために 立ち止まり／傷ついた子どもたちを 神の家に連れてくるのです
全ての人がイエスのように／愛するべきなのです
千人以上のスタッフは徹底的に／彼らと話す時間を持ちます
そして聖霊が彼らに／下るように祈ります
どんなに話合っても 子としてくださる霊を知らなければ／また孤児の生活に 戻ってしまうか
らです
誰からも 愛され大切にされなかったので／身体を売ったり 間違ったところに
父の愛を探し求め／彷徨ってしまうのです
しかし聖霊が彼らの心に触れると
御父から愛されていることがわかります
彼らは 神の似姿に 創造されているので／自尊心が生まれるのです
「私は神の子どもだ」／と認識するようになり
神が与えてくれた大切な身体を／売る必要はないと気づくのです
「神は私を愛し／私を見て喜んでくださっている」
「でも自分を売ったり傷ついて／いるのを見て悲しんでおられる」
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「なぜなら私は 聖く尊く神は／ありのままの私を愛してくれている」
一旦 それがわかると／古い習慣を 手離せるようになります
天の父が 自分達を見て／微笑んでいるのが わかるからです
「ああ 天の父が私を愛してくださっている！」
「もうこんなことしなくていいんだ！」
「ああ 天の父なる神様が愛してくださっている！／私は神の子なんだ！」と
これが子としてくださる霊を／受けるということなのです
初めて聞こえた時／どういう音がするだろうか？
初めて見る時／どんな風に見えるだろうか
愛される時どんな／気持ちがするだろうか
日々一人の為に立ち止まるのです
誰かの為に立ち止まり／神の愛を分かち合うのです
でもこのような場所にいると／傷ついた人はあちこちにいるので
神に目を開いてもらうしかありません
多くの人がインドやアフリカ タイ ニューヨークや／ロサンゼルスだけのことだと思っていま
す
でも どんな町や村にも／傷ついている人はいるのです
全ての人が 神に招かれているのに 伝える人がいないので／罪の生活に溺れるままに 生きてい
るのです
だから この素晴らしい王である／イエスを信じる者として
霊的な目が開かれるように／祈らなければなりません
全ての人にその必要があるのです
良きサマリヤ人の話のように
祭司が死にかけている人を／見過ごして行く話がありますね
その死にかけている人は エイズかもしれません／触ると感染菌が付くのを 恐れているからか
もしれません
次に通りかかったのは／レビ人です
それは 24 時間 7 日間祈り続けている／賛美リーダーかもしれません
でも盲目なので死にかけている人が／見えないのです
次はサマリヤ人です
イエスが汚れたサマリヤ人の女性の為に／立ち止まったことを考えてみましょう
イエスは彼女と／一緒に座りました
他の人は 誰も彼女と一緒にいたがらなかったので／人目を避けて 水を汲みに来ていたような
女性です
彼女は 過去に何度も結婚し 今また別の男と／一緒に住んでいるような 傷ついている女性でし
た
でもイエスは 彼女の為に立ち止まりました／主は 傷ついた者の為に 立ち止まるお方なのです
そして彼女は／イエスの愛に捉えられたのです
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誰にも必要とされない／傷ついた心がありました
捨てられては また次に愛してくれる者を／探し求めなければならなかったのです
でもイエスの愛に捉えられ／苦しみから ついに解放されたのです！
全てが変わりました 町へ走って行って 叫びました／「私を愛してくれる人を見つけたのよ！」
と
「私が誰と寝たかも／私がしたことも全部知っているのです！」
「それなのに 私を愛してくれるのです！」／と人々に伝えました
死にかかっている人のところに／サマリヤ人がやってきました
そのサマリヤ人こそが 一人の為に／立ち止まる隣人でした
彼は 神の愛を感じ オリーブ油とぶどう酒を／死にかけている人の傷に注ぎました
「救われるためには 何をしたらいいでしょうか」／と聖書の中でイエスは聞きますね
すると法律家は答えます
「心を尽くし 思いを尽くし 力を尽くし 知性を尽くして／あなたの神である主を愛せよ」
「あなたの隣人を／あなた自身のように愛せよ」
知識で答えていましたが心でこの御言葉の意味を／理解していなかったのです
イエスは このサマリヤ人の話をして／「誰が この人の隣人になったと思いますか」と聞き
憐れみをかけてやった人のように あなたも行って／同じようにしなさい」とイエスは言われた
のです
イエスを信じ イエスを愛し／自分は クリスチャンだと言う者は皆
イエスに従うように召されています
日々一人の為に立ち止まるのです
助けを必要としている人を探し／立ち止まり 抱きしめ 愛するのです
神はあなたを用いたいのです
私達のホームページを見てください
ボランティアの仕事があります
通りや村で働いたり／何かを与えることができるし
傷ついた子どもを養子に迎えたり／スポンサーになることもできます
多くの形で助けることができます
でも最も重要なことは／目の前にいる人を愛することです
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