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「天の特別な部屋」ジェフ・ジャンセン Jeff 

Jansen A Special Room in Heaven 

 Katherine Ruonala 
https://youtu.be/bhcTcv3TJHM 

 

シド・ロスです／超自然が 普通の世界にようこそ！ 

ゲストは 神の霊の働きのただ中におり 

しるしや不思議／奇跡や死人のよみがえりを見ていますが 

彼は みなさんも同じことができるといい／さらに 

この神の栄光は 全ての人に開かれていると／神の言葉が言っているというのです！ 

今年 神の霊が注がれる時に 誰も取り残されないと／なぜ あなたは 断言できるのですか？ 

主は「2017 年に始まり 2021 年までは／使徒の働きの 2:17~21 のようになる」と言いました 

興味深いですね 2017 年から 2021 年の間が／使徒の働きの 2 章 17 節から 21 節なんですね 

そうです！17 節「終わりの日に わたしはすべての人に／わたしの霊を注ぐ あなたがたの息子娘

は預言し」 

18 節「その日 わたしは わたしのしもべにも はしためにも／わたしの霊を注ぐ すると彼らは預

言する」 

19 節「わたしは 上には天に不思議を下は地に／しるしを現れさせる」これは聖霊が注がれて 

人々がしるしや 不思議や 奇跡を行う時に／霊的な将軍達や エリート達や 

学位があり 霊的な父から分与を受けた人達や／天使と遭遇した人達だけでなく 

全ての人の為です！しるしや不思議 奇跡を行う／「栄光の世代」によって 神は何億もの魂を救

https://youtu.be/bhcTcv3TJHM
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うのです 

そうです／全員が実践できるのですが 

皆が参加する訳ではありません／神を求め 神の働きへの飢え渇きが必要なのです 

ジェフ あなたからは／その飢え渇きが溢れ出していますが 

ずっと そうだったわけではなく／19 才で 劇的に主と出会ったのですね  

19 才の時に 僕は神に飢え渇き 祈り求めていました／渇くことは鍵です 

ただ 主を何よりも求め／何時間も 聖霊と過ごし 祈り 礼拝していました 

ミニストリー訓練学校などが できる前で／超自然の事などは 学んでいませんでした 

 2 月の寒い夜に／部屋で祈ってから寝たのですが 

朝の 3 時に イエスが部屋に来て／愛と力の波で 僕は起されました 

寝室の壁が輝いていたので／電気を消し忘れたかと思いました 

窓から光が入り込んだと思ったけれど／窓はありませんでした  

それは 主であり 主の輝く栄光でした 

神の愛を感じながら見ていると／光は虹に変わりました 

「ジェフ 君を愛しているよ」と／主が虹に書いてくれたのです 

どんな思いがしましたか？ 

私のすべてとなりました 

主は全ての人を愛しており／あなたも愛されています 

- 視聴者の中に 聖霊の力を感じている人がいます／- 僕も感じます 

主は 私たちを愛しています 

主は 約束の意がある虹の中に／「ジェフ愛しているよ」と書いてくれたのです 

そして 僕のミニストリーの将来を見せ／スタジアムや リバイバルを見ました 

テレビに自分が映っているのが見えました／主が僕の人生について語ってくれたのです 

僕がアフリカで仕えて 大勢が主に立ち返る事を／見せられました 

自分が死人をよみがえらせる事も／幻の中で見ました  

- 全て成就しているのですか？／- そうです！現実に起こっているのです 

休憩の後 ジェフに聞きます／神と働く為の鍵は 沢山ありますが 

私の意見では 殆どの信者が見過ごしている事で／これは ジェフも最も重要な鍵だと言ってい

ます 

あなたは 新しい主の流れに入ったのですね 

すでに 奇跡の働きの中にいましたが／一定の期間を取り分けて 主を求めました 

高いレベルで 主から新しい物を受けたかったので／祈りました  

ある夜 主の臨在に浸され／ 賛美と祈りの音楽を聞いてから寝たのですが 

トランペットの大音響で 起こされ／2 人の天使が 銀のトランペットを吹いていました 

黙示録で ヨハネが超自然な臨在の前で 死んだように／倒れましたが 僕もそのように感じまし

た 

僕は 天国に連れて行かれました 

そこは とりなしの為の地図の部屋で 天使達と人々が／神が 地上で解き放つ事の為に 祈って
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いました 

イエスの再臨前の／「栄光の世代」の為でした 

地上に戻ると 全てが変わり／ミニストリーで 以前なかった事が 起こり始めた 

あなたが これからくる事のために／先駆者とされた事を 私は信じます 

なぜだかわからないけれど 金歯や／天からの宝石が現れ 集会で創造的な奇跡も起こり 

手で触れるような／新しい事が起こっていました 

私の集会に あなたを講師として招いた時の／面白い話があります 

ある女性に 金歯が与えられて／彼女に夫と 一緒に前に出てもらって 

「本当に 前に金歯はなかったのですか？」／と聞くと 

「妻の金歯の支払いなんて 絶対しませんよ」／と答えましたよ  

あなたは 霊的に新しい場所に 配置された事を／どのように理解しましたか？ 

金の歯が現れるなんて 聖書にありませんから／正確には わかりませんが  

しるしと 不思議が 自動的に現れましたが／これらは マルコ 16:17 にある 信者のしるしです 

しるしと不思議は普通であり イエスもした事です 

ペテロがガリラヤ湖で釣った魚の口に／金貨を見つけた様に 彼は普通ではない事をしました 

あなたが「過激な油注ぎ」 と呼んでいますが 使徒の働き／2 章にある全ての人に 主の霊が注が

れる事ですか 

そうです！使徒 2 章 17 節で「わたしはすべての人の上に／ わたしの霊を注ぐ あなたの息子 娘

は預言する」 

ですから 預言の後に 自動的に／天と地に しるしと不思議が 現れるのです 

神の霊が注がれ 人々が預言する その結果／使徒の働き 21 章 21 節が 2021 年に 

21 節「主の御名を呼ぶ者はみな救われる」が／成就します  

「みな救われる」のですが 多くの人は／「全ての人に 神の霊が注がれる」事に気がつきません 

全ての人に注がれるので／全ての人ができるのです 

あなたは 聖霊の力を感じますか？／聖霊の力を 受け取っている人がいるのを感じます 

ジェフ・ジャンセンや シド・ロスだけではなく／私の為でもある と言っていますね 

神が聖霊を 全ての人に豊かに注ぎ／皆が預言する結果 しるしと不思議が起こります 

私はこの終わりの時代である世代は／しるしと不思議を行うと信じています 

「その日には 全て主の御名を呼ぶ者は 救われる」／の成就です 

ギリシャ語で「救い」はソーゾーで／癒し 解放 神との親密さなどの意味です 

ジェフが長年に渡り 主に求めてきた奇跡や しるしが 

- 急激になるのですね！／- 即座に起こりますよ！！ 

重要な事ですが／栄光の中で 働く為の鍵を 教えてください 

毎回 主の訪れと 主の栄光の中で動く時／僕は礼拝していました 

あなたは ソングリーダーだから／歌で礼拝する事は 簡単でしょうが 私は音痴です 

礼拝は 歌うことでも 上手に歌うことでも無く／礼拝は 心の姿勢や態度です 

- 歌う事が礼拝ではないのですね！／- そうです！礼拝とは心の態度です 

主の前に 自分自身を捧げることが 礼拝です 
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これをする人達のことが聖書で書かれています 

「けれども あなたは聖なる方 御座に着いておられる方／イスラエルの賛美です」詩篇 22:3  

私達が賛美し 心を主に捧げる時／御座が降りてきますが 王がいるので 統治があり 

統治のある所に 天使達の領域があり／主の統治は 礼拝する聖人達の肩の上にあるのです 

ということは 私達が礼拝する時／天と地の間のヤコブのハシゴが立つのですか？ 

天使達が上り下りする様な事が／私達が礼拝していると起こるのですね 

その通りです！僕がタンザニアで小さな／クルセードをしていた時 

最終日の夜に 8 万人集まってきた／人の多くは イスラム教徒でした 

主は「彼らに 賛美の叫びをあげさせなさい／わたしが 素晴らしい事をする」と言い 

僕は チアリーダーの様に／皆がイエスに 賛美の声を上げるように 導きました 

私達が叫んだ時 神の栄光が注ぎ／次々と奇跡が起こり 

神の力で大勢が解放される中 主は「彼らがわたしを賛美／すれば わたしは彼らを解放する」と

言われました 

彼らは癒され 神の栄光が降り 救われました  

タンザニアでのあなたの／「賛美の叫び」の話を読んで 

過去 2 回 私の集会で人々が叫んだら／同じことが起こりました！！ 

叫ぶ音には 何かがあります／礼拝について まとめてもらえますか？ 

礼拝は 上手く歌を歌う事とは 全く関係なく／心の態度です 聖書では 

「神は 熱心に神を求める者に 報いを与える」／とヘブル 11:6 にあります 

ですから あなたが主を追い求め／主を一番にするなら 

主があなたに臨み 追って来るのです／あなたが主を求める以上に 

主があなたを捉えに来ています／あなたが飢え渇いているからです 

礼拝は 神からあなたへの備えの全てを／受け取る鍵 心の態度です 

今 主に心を捧げましょう  上にあるもの 主に心を／向けよ と聖書は言っています 

それをする時に 神は祈りに答え／全員が 分与を受けます 

僕の話を聞いている今も／分与があります！ 

私は 話を聞きながら 主の臨在を感じ／知識の言葉を受けました 沢山の人が癒されます 

神に飢え渇き 栄光を受ける分与の祈りを／あなたに対して ジェフが祈りますが 

彼の祈リは 動画を通って／まっすぐに あなたの所に届きます！ 

あなたが預言した時に／私は 初めて聞いたのですが 

神が あなたに示したのは／死人のよみがえりも 普通になるのですか？ 

それも あなただけでなく ／視聴者や 皆さんにも普通になるのですか？ 

ローマ 8 章 11 節では「キリストを 死者の中からよみが／えらせた方の御霊が あなた方の内に

住んでおられるなら 

キリストを 死者のうちから よみがえらせた方は／あなたがたのうちに 住んでいる御霊によっ

て／あなたがたの死ぬべき体をも 生かしてくださいます」 

キリストを内に持つなら／それがよみがえりの力です 

イエスは マタイの 10 章 8 節~10 節で 命じています 
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行って「天の御国は近づいた」と述べ伝えなさい 

癒しや死人のために祈るのではなく／癒せよ！よみがえらせよ！と命じています 

悪霊を追い出し ツァラトに冒された者をきよめ 

ただで受けた御国のよみがえりの力と権威は／ただで与えなさい 

エリートの為でなく 皆の為／そして神が栄光の世代を育てています 

- どういう意味ですか？／- 栄光の世代とは 

神の栄光と臨在に満ちた人々です 

- 突き進んでいきそうです／- そうです 彼らは御国の力と権威を用います 

名前だけのクリスチャンでなく／実際に神の息子 娘だと知っているのです 

神の息子 娘であると よく耳にしますが／どのような意味ですか？ 

神が私たちの父であり／超自然的な家族に属していることです 

皆さんも イエスを信じ 新生しているなら／超自然的な家族の一員です 

私達には 父がいて超自然的な兄もいます／超自然な家族です 

名前だけのクリスチャンではなく 息子であり／神が父で イエスが兄であり 

主のわざをする為に 高価な血潮で買い取られ ／「私より 偉大な奇跡をする」と言われた者です 

キリストは「あなたは 私のわざを行い さらに／大きなわざを行う」と言いました (ヨハネ

14:12) 

さらに 大きなわざとは 何だと思いますか？／死人がよみがえり 盲人の目が開き 

車椅子の人が 立ち上がって歩きだし／でもさらに 大きなわざとは？ 

あなたは超自然についての番組を放送していて／世界中の人が視聴しています 

今が超自然的な事をする時代であり／イエス以上の奇跡をする人々の時です 

イエスのわざは 驚くべき事です／ただ今は 新しい事が起こっている時代なのです 

神は 創造的で 力と権威は 解き放たれています／イエスは 短期間で 少しの奇跡をしました 

でも 皆がもっと大きなしるしや不思議 ／奇跡をしたらどうでしょう 

これらは 人にはできませんが／神の御霊が 人を通して働かれます 

私も 眼球のない目に 眼球ができるというような／創造的な奇跡を 体験しています 

創造的な奇跡の事を話してください 

ペルーにいた時の聖会に 70 歳くらいの男性がいました 

タンザニアと同じように 賛美の叫びを放ち／ペルーのリマに 主の栄光が注ぎました 

この男性はガンで 片目は全摘出し 縫合し／残りの目も盲目で 液体が染み出しており 

摘出手術を 予定していましたが／聖会に 主の栄光が満ちた時 

彼は癒され 眼球が無いのに視覚が戻り／閉じている瞼を通して見ていました 

- 不可能です！／- 全くです！でも それが可能です 

あなたが 歩んでいる働きをする事を願い／天の父と 救い主を深く知りたい人の為に 祈ってく

ださい  

全ての視聴者を感謝します／主よ あなたを知る事ができることに感謝します 

聖霊様 これを今 見ている沢山の人々に／今触れてくださることを感謝します 

血液にガンがある事を 医者に宣告された男性が／今 この番組を見ていますね 
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主イエキリストが あなたを癒します／病の悪霊を縛る！主の栄光が あなたを今 癒します 

また 緑内障を患っている人が 見えます 

乱視や視力を失った人が見えますが／主が あなたを癒しています 

今日 私が話した事に対して／飢え渇きがある人や 

主の臨在と 栄光に飢え渇いていて／同じような体験をしたいと 感じている人がいますね 

あなたは受ける事ができます／分与を祈りますので手を伸ばしてください 

主よ あなたは 飢え渇いている者は 満たされるので／祝福であると言いました(マタイ 5:6） 

彼らは 満たされます／聖なる飢え渇きを感謝します 

あなたは 全て飢え渇くものを満たす約束をされました／今 分与と活性化を祈ります 

奇跡や しるし 不思議  主の訪れがあり／激しく主イエスを体験します  

主を 心から慕い求める者のための 秘密の場所である／臨在の中に引き上げてください 

新しい夢や幻 しるしや不思議／あなたの中にある 新しい場所を祈ります 

主が言われます／古いドアが閉じ 新しいドアがあなたに開きます 

今日 聖霊によって 古いものは過ぎ去り／すべてが 新しくなりました(コリント 5:17) 

そうです 主の言葉はこうです／後ろを振り返らないで 新しい始まりです！ 
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