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「神の臨在をもたらす方法と王の宣告！」パト

リシア・キング- Decree a thing, and shall 

be established- Patricia King 
https://youtu.be/jDm6iPMLLSg 

 

本日のゲストの／パトリシア・キングは 

神と協力して どこにでも／神の臨在を招くことができるそうです 

最近(アリゾナ州)フェニックスで／キャンプ集会をしたのですよね 

そこで起きた／2つの驚くべきことを教えてください 

1 つは最終日の夜に起きました 

神がしてくださった すべてのことを喜び／私は 何人かの人たちに預言をしていました 

すると神の栄光が／稲妻のように部屋に溢れました 

預言を受けた人たちは／実際に神の稲妻を感じ 

降りてきた主の力の衝撃で倒れ／床の上で転がったり 震えたりしていました 

すると突然 本当の嵐が起こり／稲妻が走ったのです 

そこは砂漠で／雨期ではなかったので 

インターネットで／何が起こっているのかを調べている人もいました 

気象情報を見ると その時／このテントの上だけに 雨雲がかかっていたのです 

驚くべき主からのしるしだと思いました 

待ち望んでいた奇跡が見れたのです 

新聞は この不思議な嵐をどう報じましたか 

https://youtu.be/jDm6iPMLLSg
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異常な嵐だと報じました／彼らには わけがわからなかったのです 

ええ 彼らに何がわかるでしょう？ 

特にすごかった奇跡を教えてください 

すごい奇跡は／2日目に起きました 

最初の夜／人々は祈ってもらっていました 

車いすや簡易ベッドの人達は／本当に神を必要としていました 

頭痛が消えたり／腰痛が治るような奇跡は ありましたが 

車いすから立ち上がったり／簡易ベッドから起き上がる人は いませんでした 

私はその夜／部屋に帰って泣きました 

主よ 私たちは断食し祈っています／皆 あなたに触れられたくて 遠くから来ています 

「どうしたらいいですか？／奇跡が起こる環境を作るには 何を学ぶべきですか？」と聞いたの

です 

すると次の朝 集会に戻ると／昨夜ベッドの上にいた女性が なんと歩いているのです 

彼女は 10 年間 歩行器無しでは歩けず／ほとんど寝たきりだったと証しました 

ひどい痛みをかかえていたのです／しかしその夜 ゲストスピーカーが彼女に手を置き祈ると 

その夜の間に／徐々に奇跡が起こったのです 

彼女は 階段を上り下りし／今までできなかったことをしていました 

イエスは彼女を とても愛していたので／癒しをもたらしたのです 

10日間の集会で／神の力が働くのを見ました 

それは私たちにとって／普通であるべきで 

奇跡は当たり前であるべきです 

さてパトリシアは／オーラル・ロバート氏を 訪問する誘いを受けました 

ロバート氏が／天に召される直前にです 

ロバート氏は／「何か質問はありますか？」 と聞いたそうですが 

あなたの質問とは？ ／そして彼の答えは？ 

私が「ロバート博士は／多くのことに深く関わっていますが 

テレビ伝道 本の執筆 そして／医療クリニック・大学・布教団体を設立しながら 

どうやって 主との時間を／確保しているのですか？」と聞くと 

「簡単です」 と彼が言ったので／じゃあ 秘密を教えてもらおうと思いました 

「毎日 神を最優先にするだけ」 と／彼は答えたのです 

「私はこれを 神聖な時間／神聖な場所 と呼んでいる 

神と 2 人っきりになれる／祈りの部屋のドアを閉めると 

皆そのことを知っているので／誰も私の邪魔をしない 

それが私の神との時間です／神より大切な人などいませんから 

神は全宇宙 そして私の人生で／最も偉大で私が最優先するお方で 

妻も 子供も もし大統領が来たとしても／邪魔をすることはできません」と言ったのです 

神を礼拝し 神聖な時間を持つ時／苦労しますか？努力が必要ですか？ 

私の神への願いは／絶えず継続して その場所に入ることです 
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私は一日中 すべての機会に／神の臨在を意識しようと 心がけています 

毎日の 一瞬一瞬を／神聖な時間 神聖な場所にしたいのです 

でも 聖別された礼拝の時間でも／正直に言うと はじめは私の心は散漫です 

メールの返信をしたいとか／企画を考えて 細かいところを終わらせたいとか 

だから 「神様 あなたは私にとって 何よりも大切です」／と意識的に言わなければなりません 

神とただ繋がるのです／わたしの願いが そこに導くからです 

聖書を読んだり 賛美したり 御言葉を宣言したり／自分を集中させるためにどんなことでもし

ます 

でも いったんその地点を乗り越えて／しばらく意図的に集中すると 

ある領域に達して そこから決して離れたくなくなり 何時間も経ってしまうのです 

あなたたちにも その域に達して欲しい／なぜこの女性が 超自然的な愛で有名なのか知りたい

のです 

パトリシアは 神が現れるための／雰囲気の作り方を学んだそうです 

その例を教えてください 

もちろん 

神は ご自分の共同創造者とするために／私たちを ご自分の似姿に造られました 

神は 創造主で 統治者であり／ その油注がれたお方が 私たちの中に住んでおられます 

特に 私たちの命で創造主である／イエスにその油注ぎが在るのです 

ですから 聖書の中にある鍵を学ぶと／天の領域や雰囲気を 私たちも創造できるようになるの

です 

例えば ある日／教会の集会に行きました 

中に入ると 空気に敵意を感じるのです／懐疑的というか 

不信仰の霊があって／それを感じ取ることができました 

人々は腕組みをして座っていて／これは大変な夜になりそうだと思いました 

だから私は「この空気を打ち破って／違う雰囲気をつくるには どうしたらいいですか？」とイエ

スに尋ねました 

すると主は私の心に預言をする思いと／個人預言の言葉を与えてくれました 

聖書には 私たちが神と共に創造するための／鍵がたくさんあります 

でも彼らが懐疑論者なら／女性に預言なんかされたくないでしょう？預言の存在すら信じない

から 

預言されたくなくても／されてしまったんです 

それで？ 

私は天から知識の言葉をもらい／個々に預言し始めました 

すると皆の 「おーっ あーっ」 と言う／声がしました 

神が正確な言葉をくれるからです 

突然 圧迫感が消え／腕組みがなくなり 皆が身を乗り出してきたのです 

まるで額に 「次は私を選んで」 という看板があるようでした／預言して欲しかったのですね 

空気が変わったので 私はすぐ 御言葉を語りました／すると神が奇跡を起こされたのです 
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まず場の空気を変えなければなりません 

私たちは 場の空気と 天の領域を／創造する力を持っています 

職場ではどうですか？例を教えてください 

仕事を辞めたくて 苦しんでいるある男性が／私のところに来ました 

彼は整備士として／結構稼いでいましたが 

彼は 「私の霊は苦しんでいます」 と言いました 

「私はクリスチャンで／道徳を大切にして働いていますが 

職場では みだらな話や 汚い冗談が飛び交い／ポルノのポスターが貼ってあるので 

私はもう辞めたい」と言うので 

そこを出るように導かれるなら／そうしてください 

でも 闇に光をもたらす／神からの招待は？ 

神のパートナーとなり／御言葉と 神の臨在による権威を使ったら 

空気を変えることができるのよ！ 

恐れたり 悩まされたりする代わりに／変えることを 考えてみて と言いました 

すると「考えたこともありませんでした」 と彼が言ったので／聖書からの鍵を教えました 

「これらの鍵を使って／何が起こるか試してください」 と伝えました 

数ヶ月後 聖会で再び彼に会い／ 「私を覚えていますか？」と言うので 

「ええ その後はどう？」と聞いたら 

 「うまくいったんです！」 と言うのです／彼は仕事をやめませんでした 

変化は少しずつでしたが 彼は空気を変えられる事に／喜びを感じ 思い切ってやってみたそう

です 

すると徐々に変化が現れ／粗悪な会話や 下品な冗談はなくなり 

ポスターも無くなり／そこに 平安の空気が訪れたのです 

彼が イエスと協力して／一歩踏み出して それを行ったからです 

具体的に何をしたのですか？ 

彼に勧めたのは／宣告をすることです 

 「あなたが事を決めると(＝宣告すると) それは成る」 と／ヨブ記に書かれています(ヨブ

22:28) 

宣告とは 権威者が／正式に発する言葉です 

イエスよりも偉大な権威はいません 

 「天においても 地においても いっさいの権威が与えられている」 と／マタイ 28:18 に書かれ

ています 

ですから私たちは彼の言葉を用いることができます／ 聖書には 「(イエスが) 話したことばは 

霊であり またいのちです」 とあります 

私たちが御言葉を宣言する時 「王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文章は／だれも取り消

すことができない」 のです (エステル 8:8) 

ですから私は「あなたが祈る時／ 職場が清い場所になるよう宣言してはどう？ 

神の義と清さを／宣言してください」と言いました 
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そして彼はそうしたのです／これが彼の使った鍵のひとつでした 

もうひとつの鍵は賛美です／現状ではなく 神がこれから職場にしてくださることを 

イエスが王の王 栄光の主として入ってきて／神の栄光の空気をもたらすことを 誉め讃えるの

です 

彼は色々な鍵を使いましたが／最も偉大なのは もちろん愛の鍵です 

それは後程お話ししますが… 

いえ 今話してください／ このことを理解したいのです 

なぜなら 私もあなたも／イエスの憐れみによって 

愛の中を歩むように造られたので／そうする時に奇跡は起こります  

神の愛の中に歩む者として知られるようになった／人生のきっかけは何ですか 

鍵となった きっかけのひとつは／ミニストリーが大きな迫害に遭ったことです 

それまで 私はいつも愛したいと思っており／それが人生の目標でした 

でもこの迫害は 世界規模のもので／想像し得る あらゆる種類の攻撃を受けました 

きっと この話を聞きたくない人がいますね 

ある夜 落胆しながら 「主よ あの人たちを愛していますが／自己防衛したくありません どう

すればいいですか？」と聞くと 

私の霊から「戦いを宣告する」という／言葉が沸き上がるので 

私は 「いや 戦いではなく／平安が欲しい」 と思いました 

すると再び同じことが宣告され それが何か分かりませんでしたが／私の霊から湧き上がってく

るのです 

すると 3度目に／「戦いを宣告する！愛の戦いだ！」と言ったのです 

突然 何かが ダウンロードされ／主から直接 分与されたようでした 

最もひどい罪人でも どんな敵でも／神がどれだけ愛しておられるかを 見せ始めたのです 

神はどんなことがあっても／彼らを愛しました 

「私も あなたのように愛したいです」 と／思いました／ 

第 1 コリント 13 章に 「たとい私が預言の賜物を持っていても／愛がないなら 何の値打ちもあ

りません」 と書かれているからです 

「主よ 愛することを学ぶことを／人生の目標にします」 と思いました 

あなたはどうですか？ 愛の戦いを宣告しますか？ 

それが私たちの秘密兵器なのです 

ＣＭの後は 愛の戦いの宣告が／国全体を変えることもできるという話です 

あなたの家や社会だけでなく 国全体の空気を／変えることは可能でしょうか？ 

タイやカンボジアの例を／見てみましょう 

そもそも なぜこれらの国に行ったのですか？ 

ある時 主が祈りの中で／「タイのバンコクに行きなさい 

あなたにセックスツアーというものを教えたいから」／と言いました 

セックスツアーって何かと思いました 

私たちは都心の貧困街で何年も活動し／売春婦にも関わってきました 
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彼女たちは売春でドラッグ資金を稼いでいましたが／でもそれがツアーになっているなんて聞

いたことがありませんでした 

私たちはチケットを買って／タイに行きました 

到着した最初の夜に／私の心は痛みました 

年配の西洋人の男性たちが／タイの若い女の子たちを買っているのを見たからです 

彼女たちの顔はこわばっていました／笑おうとしているのですが その痛みが伝わってくるので

す 

私たちはアメリカのような国で安全に暮らし／こういう事は テレビで垣間見るだけです 

でも 虐待を受けているのは 実際の人たちで／現実に子どもたちが虐待されているのです 

もし私たちが何もしなかったら／どうなるのでしょう？ 

全くその通りです 

レストランは 男性たちと／買われた女の子たちでいっぱいでした 

私の怒りを感じ 人生の目標が／「神はみんなを永遠の愛で愛している」 ことを忘れ 

その男に 「五役者の働き」 ではなく／5 本指の働きを一発くらわせてやりたかった 

女の子のために／胸が張り裂けそうでした 

でもその時 主が 「彼も彼女たちと同じ／被害者なのです」と言ったのです 

そして神は 私の心に知識の言葉を与え／彼の過去について教えてくれたのです 

神は 「あなたは何をしますか？」 と問われましたが／私はただ 胸がいっぱいで 

その夜は床に就き／次の日はパタヤに行きました 

そこはもっと酷いセックスツアーの町で／通りを歩くと セックスメニューのあるバーがあって 

世界中から来たツアー客たちが／若い女の子たちを買っていくのです 

2 日目に 私はそういうバーに行き 

座って ある女の子の悲しい話を聞きました／彼女がどのようなところで育ち 

幸せだったのに／両親に売られたのです 

私の心は打ちひしがれ／彼女の目には 涙があふれていました 

ホテルの部屋に戻って「神よ 胸がいっぱいです／問題が大きすぎて どうしたらいいかわかり

ません」と言うと 

神は 「あなたにもできることがあるので／それをしなさい」 と言われました 

そして あるアイデアをくれたのです／その日はバレンタインデーでした 

付近の教会に協力を得て／売春宿のバーへ行き オーナーに尋ねました 

「あなたたちのために歌ってもいい？／バレンタインデーだから 愛の歌を」と言い 

イエスの歌であることは／言い忘れました 

私たちは彼らに／無料のエンターテイメントを提供したのです 

バーの女の子たちと一緒に座り／客は何かを買わないといけないので 彼女たちにコーラを買い

ました 

そして彼女たちに／イエスのことを話しました 

それから私は／「神から人々の未来について言葉を受け取ったので 

ステージに上がって話してもいいですか？」 と／売春宿のオーナーに尋ねました 
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彼女は「あなた占い師なの？」 と言うので 

いいえ 神は皆さんの未来をご存知なので／神を知る私は その言葉を受け取ったのです」と言

うと 

「いいわよ」 と言ってくれたので 

私は語り始め／「未来についての言葉が欲しい人は 前に来てください」と言うと 

運命の言葉を求めて／人々は並んだのです 

その夜 人々が救われました／売春宿のバーで 人が主のもとに来たのです 

これは普通のことです／イエスなら同じことをしたでしょう 

聖書によれば これは普通のことなのです 

これが空気を変えるということです 

あなたが タイとカンボジアで空気を変えたように／私たちも 同じことができますが 

神が示してくれた方法を教えてください 

いくつかのレベルがあるのですが 

ひとつは 私がカンボジアにいた時のことです 

国境のそばに ポイペットという小さな町があって／多くの子供たちが強制的に越境して連れて

こられます 

運搬車の底に入れられることもあります 

ある日 そこを祈りながら歩いていると 

「性産業を助長しているのは／体系的な貧困です 

人々は 子どもたちに食べさせることができません／あなたならどうしますか？」と神が言うの

です 

だから 親は子供を売るのです 

多くの親は子どもたちが性産業に行くことを知りません／売人は嘘をつくので 

親は子どもがお金持ちの家に預けられ／教育を受け 良い未来を与えられると思うのです 

でも実際は 売春宿に売られるか／コンテナでヨーロッパに送られ セックスオークションで売

られるのです 

そして神は 「この貧困問題について／あなたは何をしますか？」 と言うのです 

だから祈ると 神がアイデアをくれました／それは洗濯用の洗剤を 1袋買うことでした 

私は 生活に困っている／タイ人女性に近づき 

「あなたにビジネスを始めてほしいんだけど」 と言うと／彼女は 「やりたいわ」 と答えました 

「ここに洗剤の袋があるわ／『純粋ランドリーサービス』というビジネスを始めましょう 

皆があなたのランドリーに注文できるように／私がパソコンで注文票を作るわ 

私たちの仲間がやって来るから／洗濯が必要になるわ 

あなたがそれを 祈って洗濯するの」と言い 

彼女を主に導いて 祈り方を教え／「本当に清い 純粋なランドリーサービスになるわ」 と伝えま

した 

「いずれ あなたのビジネスが／地域のホテルにも入り 

あなたはシーツを洗うの／そのシーツの上で何が行われていたか分からないけど／洗いながら 
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神の純粋さを宣言するのよ」と言いました 

あっという間に ビジネスは成功し／従業員は 3人 そして 5人になり 

彼女たちは 子どもを売る代わりに／家族のためにお金を稼ぎ始めました 

ちょっと言わせてもらっていいですか？／あなたは看護師で 起業家ではありませんよね 

どうやって それらの国々で／ビジネスを始めているのですか 

人々を救済して 救いに導き 訓練して／社会の光となるため ビジネスをさせているなんて 

ーどうやったら そんなことができるんですか？／ーキリストにあるなら全ては簡単です 

ある日 神が語りました ／「イエスは父の家にいる(父の仕事をしている) と言った」と／聖書に

も書いてあります(ルカ 2:49) 

イエスは 「私は父の奉仕をしている」／とは言いませんでした 

だから もしビジネスの油注ぎがあるのなら／わたしはそれが欲しいと思い 

「神よ このビジネスの油注ぎの中で／行動することを教えて下さい」と言ったのです 

今ここで あなたがそれらの国や自宅で／普通にやっていることをやってください 

今 視聴者の皆さんに宣告してもらえますか 

あなたに宣告します／キリストにあって すべてのことは可能です 

暗闇に光をもたらす 素早い創造力が／あなたの人生に訪れることを 宣告します 

あなたに不可能はありません／すべてに勝利すると 御言葉が約束しています 

主は あなたが神のパートナーとなり／神の栄光のために世界を変えると言っています 

あなたは神を知らない人たちに／救いをもたらします 

健康 経済 強さ 人生のすべての面で変化が起きます／あなたが召されたのは そのためです 

今 霊を通して ある視聴者が見えます／あなたの家庭に変化が訪れます 

あなたが 家庭に平和を作り出すのです／あなたには 家を地獄のようにしている 10 代の息子が

いますね 

あなたは落ち込んで 泣いています／この番組を見る前も 泣いていましたね 

でも 権威を用いて家庭の空気を変える方法を／主が教えると言っています 

もう争いはなくなります 口論や反抗もです／ただ平安だけが訪れます 

あなたの中には力が宿り／あなたの中のイエス・キリストが 家庭の空気を変えるからです 

あなたに言います／パトリシアにできることは すべて 

あなたにもできるのです 

やってみてください 
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