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「栄光なる霊の戦い」ベカ・グリーンウッド 

Glory Warfare - Becca Greenwood 
https://youtu.be/e_WqmET-pAg 

 

レベッカのことを 数年知っていますが／あなたが鬱だったとは 信じられない 

そう、鬱だったんです！ 

聞きましたか？／彼女はそれを認めて 笑っていますよ 

鬱の兆候は ありませんね 

「栄光なる霊の戦い」が／あなたの人生を変えたのですね 

栄光なる霊の戦いとは／神の臨在の中で神に出会う事です 

イエスの臨在の中では・・・／これは私だけのものではありません  

特別な奉仕者だけが受けると思うのは／違っています 

私達は皆 神の子どもで／神の息子達や娘達なのです 

イエスの臨在には 油注ぎだけでなく／栄光があり 敗北は存在せず 勝利のみです 

王座の前でその栄光を体験すると／主が私達に語る声を聞く事ができ 

主の願いを 知るようになります／神は勝利と打ち破りの戦略を 教えるのです 

イエスは 私達だけで戦う為に／私達を残して行きませんでした 

私の好きな聖句は 

「起きよ 光を放て あなたの光が来て／主の栄光があなたの上に輝いているからだ 

やみが地をおおい 暗やみが諸国の民をおおっている 

しかし あなたの上には 主が輝き その栄光が／あなたの上に現われる」（イザヤ 60:1～2） 

ここに座っていて わかるのですが 

https://youtu.be/e_WqmET-pAg
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彼女が神の栄光の事を 話せば話すほど／私達の上に栄光が 注がれています 

神は私達に／被害者でいて欲しくありません 

私達は勝利を得るために戦うのではなく／勝利から戦うのです 

あなたは 栄光の中で／神が戦略を与えると言いましたね 

それは 打ち破りや勝利／敵の計画を壊すための戦略です 

ダビデ王が書いた／詩編 57:8 を見てください 

彼は 神の新しいレベルの働きの為／高い位置に昇る必要がありました 

「私の栄光よ 目を覚ませ」と言っています／（和訳は「私のたましいよ 目を覚ませ」） 

ダビデが 17 才でゴリアテと戦った時 

既に 熊やライオンを殺していましたね 

ダビデには  栄光がありました／彼が礼拝する勇者だったからです 

神は ゴリアテを倒す任務と戦略を／ダビデに与えました 

「ダビデよ これがあなたの任務だ ／この勝利には あなたの名が書かれている」 

ダビデがこの巨人を見た時 

神の偉大さと栄光を／目の前の巨人以上に信じる事ができたのです 

要するに 

神が戦略を与える時は／すでに勝敗が決まっているんですね 

そうです！ 

でも戦略を求めて祈らないと／ただ祈っているだけですよね 

それでは 疲労しますから／私は見るもの 全てと戦うのではありません 

神が「これは あなたの仕事だ」と言い／神が戦略を与える時 

その通りに 行動するので 勝利があり／それを期待するようになります 

神があなたに戦略を与え／それに従って踏み出すなら 勝利があります 

私は戦う人です！ 私が解放されたので／他の人も自由にしたいのです 

地域が解放されるを見たいのです 

解放された人々や 神の目的が見たいのです 

バックスライドしている人達は／どうですか？ 

彼らは 神との関係を取り戻す時です  

神は良い父です!神はあなたの味方で／敵対者ではないのです 

あなたの味方の方が多いのです／私も放蕩娘でした 

神は あなたを見つけるまで探し／あなたの人生を 劇的に変えます 

あなたを解放し／それは証しとなるのです 

誰かが 勝利と自由を話す時／他の人も自由になるのです 

神が戦略を栄光の中で 与える事について／教えてください 

どのように 神の戦略を知る事ができるのか／あなたも知りたいですよね 

まだ 救われていない家族の為に／神の戦略が 欲しくないですか？ 

健康やミニストリーなど 全ての分野で／神の戦略が必要です！教えてください 

とてもシンプルなのですが それは／私達が祈る民になることです 
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 主をあがめる為に 時間を聖別して／その中で静まるのです  

「自分の必要のリスト」を読む為に／主の前に出るのではなく 

関係を築くようになり／その中で 主が戦略を語られるのです 

勝利の為に／主は 私達を用いたいからです 

例を話しますが／これは個人や地域の為にしていることです 

ある時 主が「ドイツに行って 町で祈りなさい」／と言って 戦略を下さいました 

魂の収穫のためでした 

夫と私がチームと祈った時／主は栄光の中で語りました 

夫のクレイグに／「私達ドイツに行くのよ！」と言うと 

彼は「神が何かなさるんだ！」と喜びました 

私達が ドイツに着いた時は ちょうど／宗教改革 500 周年記念の時でしたが 

なぜか その事に気づきませんでした 

その街には 昔カルト教団が多数あったことを／知らされており 

それが収穫を妨げていたので／主がこの街を自由にする為に祈りました 

私達が 導かれた所は カトリックとプロテスタントが／宗教改革のために戦い 沢山の血が 流

された場所だったのです 

私たちは事件が起こったその場所で／それを悔い改めたのですが 

そこでは以前に 聖霊の働きや 栄光などに／非常に反対する男性がいて 

聖霊の働きを止めようと／主張していたのでした 

そんな場所だとは 知らずに／私達は 悔い改めの祈りと 主を礼拝しました 

「主よ この地域に収穫を与えてください」と 

過去の出来事で縛られ／打ち破りがなかった所に 

礼拝によって 主の臨在が来ると／今度は 私達に 公民館に行くように語りました 

聖霊の働きを認めない事を／昔 教えていた所だったのです 

そこには「クラウス」という名の男性がいました 

「人々の勝利」という意味の名前である事を／後で知りました 

私達が行った時はペンテコステの時でした 

宗教革命 500 周年のペンテコステ祭の時に／聖霊の働きが禁じられた場所にいたのです  

私は 部屋の中に／コンサートのポスターを見つけました  

舞台があり／クラシックコンサートが予定されていたのです 

実は 私はオペラを 9 年歌っていたのですが 

主が 私にユニークな作戦をくれました  

「舞台の上で 歌う許可をもらいなさい」／と主が言うので 

許可を取った後 ドイツ語で独唱曲を／2 小節だけ歌いました 

すると 主の臨在が／聖霊を否定した場所を満たし 

部屋だけでなく クラウスにも／主の臨在が注がれました 

主が「『驚くばかりの恵み』を歌って 音を解放しなさい／恵みを歌うことで 収穫をもたらすこと

ができる」と語られたのです 
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だから 私はアカペラで／「驚くばかりの恵み」を歌い始め 

終わる頃には クラウスは／汗びっしょりでした 

主の栄光が 部屋を満たしたので／彼は涙を流していました 

私が「これは イエスです」と言った時／彼は イエスの姿を見ていて 

「そうです！イエスは素晴らしい！」／と答えました  

心拍数と脈拍が早くなり／驚いていました 

その日 クラウスは救われ 聖霊体験をしました／その時から すごい収穫が始まったのです 

休憩の後に スタジオで／レベッカに歌ってもらいましょう 

彼女が歌う時に あなたは／戦略を得るでしょう  

全ての領域で 勝利者として生きる為の／超自然的な戦略です 

栄光の中では／霊の戦いが簡単だというのは素晴らしい 

ドイツで あなたがクラウスに歌った時 

彼は宗教的で 新生していない／知識だけのクリスチャンでしたが 

あなたが歌うと 栄光が満ち／戦いは 終わったのですね 

戦いは簡単ですよ／ 主は 私に力強い言葉で教えてくれました 

「あなたは主の恋人か 勇士のどちらですか？」／と聞く人達がいますが 

でも 私は片方ではなく／両方なのです  

主は この預言的なメッセージを／くださいました 

「最高の恋人は 最強の勇士となる／なぜなら 戦う為の理由と 目的があるからである」と 

- ダビデ王が言った事ですよね／- そうです！ 

インディアナでの あなたの集会で／栄光が満ちた話しをしてください 

素晴らしかったです！／主が私達に「祈る為に出て行き 

リーダー達と共に祈りなさい」と／栄光の中で 戦略を示されたのです  

主の働きを妨げる／オカルトの力が働いていました 

主が特定の場所に行って祈りなさいと／言ったので従いました 

何かが変化した事を感じました 

その週末に「栄光のギャザリング」が／ありました 

「栄光のカンファレンス」から「栄光のギャザリング」／に名前を変えました  

私が集会を始めて／栄光について 話し始めると 

神の栄光が強く現れ 打ち破りが起こりました／神からの任務に従ったからです 

私が栄光の話をしているだけで／人々は癒され 解放され 

ある女性は ／顔の右側の麻痺が 癒されました 

霊的に盲目で 聖霊を体験できなかった人達にも／打ち破りがあり  

イエスと顔と顔を合わせる／栄光の体験をしました  

では質問させてください 

スタジオや家から見ているあなた！／打ち破りが欲しくないですか！！ 

神が示す歌を どうぞ歌ってください  

神の言葉の種が 蒔かれる事を／あなたは期待してください！！ 
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歌う前に説明しましょう ／ あなたは「神から戦略を得る」と言いました  

「恋人である勇士」の事も話しましたが／私が歌う時 それらが起こります 

受け取る為に 視聴者を準備したいのです  

あなたが栄光の中で／神/イエスの臨在の中にいる時 

栄光が私達を覆い／そこには 全ての力と権威があります  

敵や悪霊は／自分達も力があると言うけれど 

イエスに全ての権威があり 主の権威が毎回／敵の力を破壊します 

敵があなたに何を言ったとしても 

イエスの権威は／敵の力を毎回破壊します  

あなたに向かって歌います／♪驚くばかりの恵み♪ 

♪なんと甘い響きなのでしょう♪ 

♪私のような者を救ってくださった♪ 

♪主から離れて 迷子だったけれど／今は見つけれられた♪ 

♪盲目だったけれど 今は見える♪ 

主よ この栄光の中から／ 全ての場所で 敵が語った嘘 

その嘘の力を イエスの御名によって／今 打ち砕きます 

聞いている全員の目と耳を／あなたを見て 声を聞く為に 開いてください 

今 主よ 預言します／預言的勝利の戦略を解き放つ！ 

勝利の為に戦うのではなく／勝利から戦うのです 

今 これを観て聖霊を体験している人達に／体の癒しを宣言します 

心臓の問題にイエスの御名によって／癒しを時き放ちます 

心臓の右側で 血流が滞る所に／イエスの御名で 癒しを解き放ちます 

遅延の霊、多忙、妨げ、圧迫、恐れにより／聖霊の体験を妨げていた全てのものを 

イエスの御名によって敵の働きを打ちこわし／権威の音を解き放ちます  

主よ 私達を栄光から栄光へ そして内側から 外側に変革してください   

最高の恋人は 最強の勇士になります／戦う理由と 目的があるからです 

束縛される状況があり／人々が立ち上がれない全ての事に 

イエスの御名で 栄光の中から 束縛を打ち破り ／あなたがレースを走る事を宣言します  

ロレインという名前が聞こえます／これを見ているロレインさんがいますね 

主が言われます「娘よ 今があなたの季節です／あなたの時です 未来ではなく 今です！」 

他の人も聖霊の熱を感じたら／この言葉を 自分の為に受け取ってください！  

あなたは 主の炎を感じますか？／主は 過去の引き出しを燃やしています 

あなたの体に 癒しが流れてきます 

心臓が再び／神の言葉のリズムに合わせて動きます 

3 組の夫婦が視聴しているのが見えます 

家族のビジネスを盗む為に来た／敵の働きを打ち砕きます！ 

主の預言的で創造的な戦略を解き放ちます 

そこにある勝利にあなたが気がつきます 
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沢山の方達が夢を見るようになります／ 無視せず 書き留めてください  

栄光の中で打ち破りと勝利の為の／戦略が解き放たれました 

最も重要なことがあります／大きな声で言ってください 

イエスが 私の主です／神よ あなたを礼拝します 

ベッカ・／グリーンウッド／来日決定！／詳しくは／ワグナー大学／日本校まで／                           

        ウェブサイト↓／jp.wagner.university／／フェイスブック↓／facebook.com/wu.japan1 

Subtitles: lehighvalleyjm.com／Copyright: sidroth.org／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 

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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