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「天使の計画」ケビン・ゼダイ THE
SECRET AGENDA OF ANGELS
REVEALED Kevin Zadai
https://youtu.be/bH9tNjoY9dU
本日のゲストは 一度死んで 天に行きましたが／いくつもの理由で 送り返されました
主な理由のひとつは／天使についての秘密を現す為でした
皆さんは 自分の将来と 達成すべき計画が／ 既に 全部書かれた本がある事を知っていますか
あなたに与えられた使命を 成就する為に／一つずつ助ける事が 天使達の役割ですが
多くの信者は 天使と協力する方法を 知りません／あなたは 知りたいですか？
ケビン あなたが話す事を達成する為に 天使達も／共に来ると言いましたが 彼らは来ています
か？
ええ、いますね
それは 嬉しいですね
僕の方がホッとしています
あなたには 天使について教える使命がありますが／それは どのようにして受け取りました
か？
天で私達の本を読み 私達の為に配属された天使達がいる事を／認識する必要がある事を 詩篇
139 篇から 教わりました
彼らが その神の計画の本を読み／それが 天使達の計画になるのです
そして天使の計画が／私達の計画となり
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本にある計画を 私達が達成できるように助けることが／天使達の目的となるのです
次の神の動きが 主の願うようになる為には／私達の思いを変える必要があると 主が言われま
した
最初に会った／天使たちの事を教えてください
私は 人々が 悪魔や悪霊の事を／話しすぎていると思っています
私の部屋に 最初に天使達が／入って来た時の事です
普通に異言で祈りながら 室内を歩いていて／急に雰囲気が変わったので 目を開いたら
ドアが開き 巨大な人が入って来ましたが／暗かったので 近寄るまでよく見えませんでした
身長は３メートル 体重は 362 キロはありそうで／ローマ兵の武装をしていました
私の方に歩いてきたのですが 神の聖さが溢れ出していたので／私はひれ伏し 動けませんでし
た
彼は私を立たせ／「私は あなたに警告するために 神の御前から送られた
あなたは 人々の中から出て／6 か月間 自分を聖別しなさい」
「あなたの周りには 後に神に裁かれる人々がいる／彼らの友人でいてはならない」と言いまし
た
彼らが 誰なのかも教えてくれましたが／自分では 全く想像できませんでした
また彼は「自分を聖別し 神を求めなさい／あなたは 神によって召されています」
「あなたの為の計画があるので従いなさい」と言った後／急に黙ったので「続けてください」と
言いましたが
天使はこのように／聖霊の声を聞いていて
「私は他の所に呼ばれたので あなたはチャペルに行きなさい／聖霊が続きを話します」と言い
ました
私が「そんなこと言わずに 最後まで話してください」／と言うと 彼は苛立ったようで
「行って祈りなさい そうすれば聖霊が話を終わらせる」／と言って 空中に消えてしまいました
それが天使との／最初の出会いだったのですね
わからない人が多いと思うのですが 超自然に異言で祈る事が／どのように天使達と関係するの
でしょうか？
異言で祈る事が 日常の生活の中で 最も超自然の／領域に入る事ができる方法だと イエスに教
わりました
「御霊も同じようにして、弱い私たちを助けてくださいます。／私たちは、どのように祈ったら
よいかわからないのですが、御霊ご自身が／言いようもない深いうめきによって、私たちのため
にとりなしてくださいます」ローマ 8:26
ローマ 8:26 によって／私は 神の意思を 祈り進めているのを見せられました
私が弱さの中にいる時も 聖霊が来て 力を与えてくれたのです
異言で祈る時に 天使は内容が解ります／私は 神の計画を異言によって 祈っているのです
私を助ける為に／天使たちは 送られてきたのですから
結局 私の計画は 天使の計画であり 神の計画ですから／パウロが言ったように いつも異言で
祈るべきですね
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私は 超自然的の計画の中にあるとき／特殊部隊にいるように感じています
私は天使によって 話すべき人々に 導かれますが／話した後 すぐに彼らは 主を信じるのです
天使達はここにいますし 観客の人数より多いです／通常 人の２倍の天使達がいるのです
珍しい話ですが 彼はペンタゴン（国防総省）／に配置されている天使達と会って
アメリカと イスラエルを／彼らがどのように助けるかを 聞いたそうです
ケビンは 目に見えない領域を見る事ができるので／何が起こっているか 話してもらう事もで
きますが
ここで起こる事は 見ているあなたにも届いています／国防総省の天使達の事を聞かせてくださ
い
私は仕事で ホテルにチェックインをし／部下達と夕食をとり 部屋に戻りました
全く 予期していませんでしたが／部屋のドアを開けると 神の力をとても強く感じました
過去に体験したどんな教会の礼拝よりも 強い神の臨在を／ホテルで感じるなんて 想像できま
すか
誰もいないと思っていたのに ドアの閉まる音がして／右側を見ると 6 人の天使達が微笑んでい
ました
彼らは私と話す事を 非常に喜んでおり／羽は無くて ローブを着ていました
「あなたが来るのを とても楽しみに待ってました／あなたは わかっているので」と言ったので
す
「それは どういう意味ですか」と聞くと／
「あなたは霊の領域で／私達が実在するかのように 行動している
私達が存在し 主に仕える者として／扱われると御使いは 嬉しいのです」と言いました
黙示録 22:9 で ヨハネは 御使を礼拝すべきでない／それは 彼らも共に 主に仕える存在だから
だ と言っています
私が会った天使達は 喜んで／反対側の世界の事を 私に教え始めたのですが
私は彼らに 言ったのです／「この事を話しても 誰も信じないだろうな」と
彼らは「あなたは 仕事でどこに行っても 長い１日の後に／ホテルの部屋で 神を礼拝すると聞
いています」
「部屋に入ると すぐに両手をあげて 音楽も無しで／父なる神を礼拝している」
「ケビン 私達はあなたに これらを話すために送られてきました」／と言って これから来る 神
の働きの事を話し始めました
それは「父の栄光」が／神の次の動きで 現されると言う事でした
カリスマ運動、ジーザス運動があったように次は／「ファーザーズ（御父の）運動」が起こるこ
とを示しました
御父は ある意味沈黙をされ／ご自身の息子を通して 語られていたので
「特殊部隊の天使たちは 既に地上にいて／この次の動きのための 装備もある
だから これ以上待ってはならない／もう始まっていて 主の栄光は そこにあるのです」
天使達は 栄光に全てを委ね／栄光から語る事について 教えてくれました
栄光が部屋に入って来ると そこから語るので／あなたは 別の存在になります そのやり方を教
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えてくれました
私がまだ書いていない本を／ベール越しに手渡し
「父なる神が これらをあなたに与えています
これは聖なる物であり 他者が触れたり／父が与えた内容を 編集させてはなりません
人々は それを聞く必要があるのです」／と言いました
私が「あなた達も一緒に来てくれますか」／と聞くと
「国防総省に派遣されているので行けません」／と言われました
あなたがいた部屋は／国防総省のすぐ近くでしたね
ええ、窓から／国防総省の建物が見えました
「国防総省で働いているんですか？」と言うと
「あそこの人達は 自分達が国を動かしていると／思っているけど 実際は 私達がいて動かして
いるんだ」
そんな事は テレビのニュース番組では／最近聞いていませんね
私は「人々は 絶対この事を信じないだろう」／と思い しばらく誰にも話しませんでした
彼らは「重要な事は／この国が全能の神の土台に留まることです
この国の繁栄は／世界中の宣教師を助けるからです
イスラエルに対して働きかける事が／国防総省での任務です」と言いました
彼らは 大天使ミカエルの配下で 国防総省に派遣され／イスラエルが いつも守られるようにし
ています
観ている人に伝えたいのですが
私がイエスの訪れを体験した時に／分かったことですが 私には価値があり 安心を感じたので
す
イエスは 私達が安全である事を知らせ ／私達の人生を助ける為に 天使達を送ったのです
イエスと父が あなたを価値ある者として見ていることを／忘れないでください あなたは 神と
共に立つ者です
負けてはいけません／悪霊達が 夜にあなたを苦しめ続けることはできません
その力を打ち壊します！主が状況を全く変え／夜にあなたを訪れるのは 天使達になります
私は人々が「悪霊達にあんなことを言われた」／「こんなことで邪魔された」と話すのを聞きま
すが
「天使から『良くやっている 明日サプライズをあげますよ』と言われた」／などと言う話は ほ
とんど聞いた事がないし
そう話したら 頭がおかしいと思われます
また礼拝の証しの時間では「先週からの悪霊達の仕業」／を 15 分位聞かされたりするのです
教会は 向きを変えるべきです／救い主は 私達を解放したのですから
天使達も解放の為に来るのです／私達の内に住む聖霊は解放主です
天使達の働きを話し始める時です／それらが神の計画だからです
ケビンは 神の計画を多くを 学びましたが／まだ 公に話していない事もあるのですね
シナイ山についてです／休憩の後に聞きましょう
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あなたは天の司令塔に行ったのですね／そこで何を見たのですか？
驚いたことに 天の神の王国には／軍隊があるのです
軍の建物や司令塔があり／天使達の長は万軍の主であるイエスです
天使達は イエスの命令に応答します／私達の知識以上に 多くの階級の天使達がいました
彼らは 本を読んで／イエスに質問していました
「本に書かれているこの状況を どうしますか？」／と質問していました
彼らは人々の名前が書いてある本を／入手しているのです
「主よ、彼らが生まれる前に あなたがこの人について書かれた本です／一人一人の日々を本に
書かれました」
私達はこの本に書かれている／私達の計画を知るべきです
もし人が 不従順や反抗的であるなら／天使達にも人を勝ち取る事が 難しくなります
主は方法を変えて働かれるので／人を送ります
そして 天使達に「状況を準備して バスの中で／話しかけるようにしなさい」などと命じるので
す
あなたが不従順な時には／毎年同じ状況で同じ事を聞く事になります
それは天使があなたに働いているからです
誰に影響を与えるかなど／司令塔から これらの事をしているのです
これらは 全ての世代の為であって／神は常に 神の家族と 次世代の事を見て働かれます
彼らは「前の世代が祈った」というメモも持っていたので／私達は そのことを 讃えなければな
りません
深い話になってきましたが 過去に一度も話していない／シナイ山の話をしてください
それは私が執筆作業をしていた時です
オフィスで執筆用の椅子に座っていると／神の力が部屋の中でとても強くなり
急に私は椅子を感じなくなり／何かが変化した事を感じました
この話を始めたら 主の臨在が どんどん強くなっています／話を続けてください
自分がどこかに行った事以外は理解できないので／誰か助けてくださるでしょうか
特別な役職も主張しない普通のクリスチャンの私が／異言で賛美している時に起こることです
私は 何者でもないし／皆 同等だと思って話しています
主がこの本を書きなさいと／言われたので私は執筆をしていたのです
そして私は 自分がとても高い山の／頂上にいる事に 気がつきました
山の頂上を 天使達が囲んでおり 中央では／栄光の中で 誰かが話しているのが見えました
栄光の中にいるのは 神だと信じます／モーセと話していたようでした
どうしようかと思って 下を向いたら／雪だと思っていた所に 灰色の瓦石のようなものが見え
その石を蹴ったら 雪ではなく／中心にいた全能の神様によって 石が白熱していたのです
そこは とても聖い場所で 私は動けませんでしたが／くつろいでいました
主を畏れることからくる 聖さ(詩編 19:9)を感じました／主を畏れることは 知恵の始まりです
(箴言 9:10)
そして私は「天使の計画」という／新しい本についてを主から受け取り始めたのです
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その後 4 人の天使達がやって来て／私にこう言いました
「戻って 人々に言いなさい／彼らの天使達を 悲しませてはならない」
私は「伝えています」と言いましたが
彼らは「十分では無い」と言い 出エジプト記 23 章で／イスラエルの民に送られた天使について
言いました
神がイスラエルの民と共におられなかったのは／民の頑固さと不信仰の為です
彼は｢あの御使いは嘆き悲しみ／立腹したのです｣と言いました
「あの天使を嘆かせてはならない／彼はあなたの罪を 容認することはない」と神が言いました
天使達は 私に「これは既に始まっている あなたは戻りなさい／天使達は人と働く為に送られて
いる
彼らは収穫の為に／神の次の動きを実行しなければならない」
と聞いた後 私は／オフィスの椅子に戻り座っていました
神の臨在と 父の愛がとても強かったので／この世代の人々が 神には重要であると感じます
主の訪れが多く起こり 選択の余地無く／超自然な出来事が 私達の環境に起こる時だと 私は感
じます
私が この事を 番組で話すことには／理由があります
神と共に歩んできた神の子ども達は／今飛び込むべきなのです
待つ時ではないと／天使達は言っているのです
主を畏れることが 知恵の始まりです／天使達を 不信仰で嘆かせないでください
何に飛び込むのですか？
命の川にです 私は天国で命の川を見ました
少しでも その水を飲めば 千年は生きられると／知っていたので 飲もうとしたのですが
地上に送り返されたので／飲めませんでした
しかし その川は／私達の内側から溢れ出るのです
イエスは 私達の内から流れる川は／永遠の命であると言われました(ヨハネ 7:38)
天使達は 救い主イエスを通して／成し遂げられた事の中を 私達が歩む事を待っています
私達は 祭壇であるイエスの十字架に戻り／主なる神の前に 立ち返ることが必要です
そして天使達が必要な働きをする事を／許可するのです
今が新しい始まりの時だと言っている事を感じます
「本当にそうです」と言っていますね／あなたの人生が 肉によって支配されるのを 止める時で
す！！
あなたの人生を／神に統治していただく時は 今です
人々が神様に明け渡せるように／祈っていただけますか
あなたの心を開いてください／父よ 感謝します
後について祈ってください／父よ 感謝します
私の意思をゆだねます
天使達に／天にある私の本を開いて
送られた天使達が／それを実行する事を許可します
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あなたの御心に同意します
私の人生の全てを／救い主イエスにささげます
全てささげます
何も出し惜しみしません／私自身を差し出します
救い主イエスの御名によって祈ります
あなたが心から祈ったなら そうなります／人生に乗り出す準備をして下さい
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