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「神の通訳者」ショーン・ボルツ - Shawn
Bolz- Translating God
https://youtu.be/Ds1_XrV-Pjw
ショーン・ボルツをお迎えしています／前回来た時 最も正確な 神からの驚くべき言葉を教えて
くれましたね
その場面を見てみましょう
ユーザーネームを受けとりました／今まで神から ユーザーネームを教えてもらったことはない
のですが
新しい情報を下さいと頼んだら／「テリービショップ 911」が与えられました
これってユーザーネーム？／どこにいますか？
テリー・ビショップって スタッフの方だったんですね／これはあなたのユーザーネーム？
「テリービショップ 911」は／私のユーザーネームです
すごい
多くの人達が賜物を成長させ 聖霊に敏感になるための懸け橋として／神はあなたをお立てにな
りましたが
いつもそうだったわけでは／なかったんですよね
私は小さい頃から／預言は大好きでした
「神様は何を示されている？」と／親がいつも私に聞いてきました
でもまさか 自分が預言の教師とか／ 知識の言葉の理解を助ける人になるとは 思っていません
でした
でも素晴らしい実を見てきたので／他の人にもそれを見せてあげたくなったのです
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最初は自信がなかったけれど／リスクを冒して大胆に一歩踏み出すようになったのですね
「アズサ・ナウ」の聖会では 6 万 5 千人の前で／預言をしたそうですね
そんなのは 神さまにとって／小さなリビングルームですよ
私は長い間 預言や知識の言葉を／人に与えてきましたが
それが可能であることを人々に見てもらうためだけに／舞台に上がるのです
舞台で話すのは好きではなく／教えたり 感動させたりすることが好きなのです
ですから人前で預言することは／人生の裏方の仕事の一部です
6 万 5 千人の前で預言することは とても怖かったし／最初は やるつもりはなかった
「僕がやる必要ないだろう？」って言ったら／「やらなきゃだめ！」って言われたのです
今でも時々／恐怖を感じますか？
毎回です
毎回
舞台に上がるたびに／こんなことしたくないと思います
いつも恐れを知らない／大胆さがあるわけではないのですね
私たちのミニストリーでは／時々ビデオを投稿しますが
それは私が臆病者であっても／神が用いてくださるということを見せたいからです
私が言っていることが当たっていて／私自身が驚いているのが映っています
私たちは 超自然のことにおいても／段々自信をつけていくものと思っていますが
超自然的なことは／私たちの神との繋がりによって起こるのです
だから自信を持っても／自分がそれを習得したと思うべきではないのです
あなたは 6 万 5 千人の前で／預言をしましたね
どうでしたか？／自分が正確だと分かっていましたか？／
最初に呼んだ夫婦は／ファーストネームとミドルネームが与えられました
彼らの長年の友人が観客の中にいましたが／友人でさえ 彼らのミドルネームを知りませんでし
た
私は彼らのミドルネームや 奥さんが育った通りの名前や／夫婦に何人子供がいるかを言い当て
ました
彼らはオレゴンに引っ越したばかりで まだ家族や友人には／彼らが引っ越したことを言ってま
せんでしたが
私が全国放送のテレビで／言ってしまったのです
本当に神様の御業でした／彼らは神が彼らを知っているということに驚き
会場だけでなく／何百万人という視聴者と共に神がいて
神がどういうお方だというだけでなく／ 彼らのために現れたということに 非常に驚いていま
した
視聴者全員が／聞きたがっている質問ですが
誰でも知識の言葉を受け取ることはできるのですか？／或いは 超特別な人だけにしかできない
ことですか？
誰でもできます／私が良い例です
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私の体には特別なあざもついていないし／そのようなしるしをもって生まれたわけではありま
せん
第 1 コリント 14 章には
「愛を追い求めなさい また、御霊の賜物、／特に預言することを熱心に求めなさい」とあるし
預言の過程についても書かれています
主を知らない人が来て 彼らの心の秘密が明らかになる時／それが預言なのだと思います
それらの秘密とは／彼らの知人たちが知らないことかもしれません
でも神がそれを知っていて／その場にいる人たちも 啓示によって超自然的に知るので
「神は本当にいて 私を愛していて 思っていてくれる」／と彼らが感じるのです
全員が預言できるのですが 問題は 私たちがそれを求め／預言によって 愛を証明しようとする
か ということなのです
神は 主を畏れる者には／奥義(秘密)を見せたいのです
後で ショーンに どのように神の心に触れることが出来るのか／もう少し詳しく教えてもらい
ます
ショーン・ボルツを／お招きしています
私たちはすべての信者に／神の奥義を教えています
休憩の前に 神がご自身の秘密を／教えてくれることについて話していましたが
私たちの他には誰もいませんから／正直に言ってください
神はいつもあなたに／人々について良いことばかり言いますか？
優しい言葉ばかりですか／それとも時々言いにくいことも言われますか？
両方だと思います
私には 4 歳と 2 歳半の娘がいますが／愛とは 時に「こうしなさい」と言ったりすることもあり
ます
軌道修正したり／建てあげたりします
友人のホナとプエルトリコのいくつかの教会で／奉仕していた時のことですが
その中の一つの教会に入った時／5 日間で 13 の聖会をしたので 私はとても疲れていました
教会に行って牧師を見たとき
親友のホナに その牧師が／そこにいる女性と不倫をしていると告げました
それを伝えない限り／私は説教が出来ないと言いました
彼は「どうするんだ？」と聞いてきて／私もどうしたらいいのか 分かりませんでした
通常 私は人々の罪に／わざわざ目をとめることはしませんが
神が その恵みと憐れみから 教会を回復するために／それを見せてくれたのだと感じました
カリスマ派では／霊的な「門番」になると言いますが
門番になるということは／天国の門を開くだけではなく 地獄の門を閉める役割もあるのです
素晴らしい！
だから長老に尋ねました
主催者に「賛美の間に／長老と牧師を連れてきてくれませんか」と言い
皆でオフィスに戻りました
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そして 2 人の長老と 2 人の立会人と／牧師と ホナと私がいるところで
私は彼を見て／「預言者を招いたのは あなたです
私が見たことについて あなたが話しますか？／それとも私が言いましょうか？」と言いました
すると彼はすぐに／「私は不倫しています 本当に申し訳ない」と言い
2 年間に及ぶ その関係について話し始め／皆は それに対処するための計画を立てました
私たちは どうしたらいいか分からないので 去ろうと思い／「もう行きます」と言うと
「待ってください

神は教会を愛し 神の人を愛しています／ここでメッセージをしてください」

と言われました
その後 すぐステージに立つのは難しかったけれど／父なる神の愛を感じました
父なる神は 教会を愛していたので／私に啓示を与えてくれたのです
いいですね
牧師にも壊れた部分があったので／父の愛で介入することができたのです
今では教会は／とてもいい状態になりました
回復のために 神が私たちに語られるのは素晴らしく／それはとても重要なことです
カフェにいた／女性の話をしてください
すごくいい話です／ちょっと前の話ですが
私は(ロサンゼルスの)スタジオシティに住んでいるので／多くの芸能関係者に会います
カフェに行くと／朝だったので混雑していました
その女性はもう注文して／離れたところにいましたが
私は「ねえ 君！そこにいる君」と言い
彼女は私が知り合いかと思ったようで／「私のこと？」と言い
撮影か何かが起こっているのかと／皆が注目する中
「今 ごみ箱から捨てた脚本を／拾いなさいと 神が言うのを聞いたよ」と私が言うと
彼女が「何ですって？」と言い／「ごみ箱から脚本を拾うんだ」と私が言うと
「何のこと？」と彼女が言うので
「今すぐ映画脚本をごみ箱から拾って！／それは神から与えられたものだから 捨てちゃいけな
いんだ」と答えました
「うそでしょう？！」と彼女は動揺して叫び／周りは拍手しだしました
彼女は「これがロサンゼルスで飲む最後のコーヒーで／もうここから去ろうと思っていたの
他のものは全部ハードディスクから消去したし／最後の脚本を 今ごみ箱に捨てようとしていた
の
最後のコピーよ こんなことありえない／ここには私に仕事なんか無いと思っていたの」と言う
のです
「神は君の脚本や 作家としての賜物も愛してるので／自分の使命をあきらめないで」と私が言
うと
彼女は泣いていました
ショーン どうやったら知識の言葉を使えますか？／あなたは誰でもできると言いましたが
スーパースターや ショーン・ボルツや／有名な働き手たちだけのものではないと言いましたが
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普通の人がどうやって／知識の言葉を用いることができるのですか？
愛がベースになっていると思います
自分自身や、家族や、愛する友だちなどを見るとき 神が彼らのことをどう思っているのか 聞く
ところから始めます
そして神からのダウンロードに／注意を払うのです
多くの人たちは／「これが神の声だ」と聞こえるのを待っています
でも現実は／私たちは神と同じ空間にいるのです
第 1 コリント 2:16 には／「私たちにはキリストの心がある(KJV では思考)」と書かれていますが
聖書を人生の手引きとして読んでいる時／御言葉が浮き上がってきて「これは自分のことだ」っ
ていうことがありますよね
―それは聖霊からのものです／ーその通りです
ですから神から聞く方法を学び／一歩踏み出すことについて私が人々に言うのは
10 回やってあきらめるのは／意気地なしだと教えています
自信がつくまで 1000 回ぐらいは挑戦して／その過程を学ぶのです
ピアノのレッスンを 25 回だけ受けた人とか／習って 3 年とか言う人の演奏を聞きたくないのと
同じです
しばらく経ってから／能力が身につくのです
ショッピングモールや カフェや 家族や友達といる時に／信仰によって一歩踏み出すのです
癒しでも 周りで風邪をひいている人たちために／祈ります
全てのことを祈り／癒しの打ち破りがくるまで祈るのです
聖会に行けばそれが起きると／思うのではなく
そのように神といつも一緒の／ライフスタイルを送るのです
知恵の言葉でも／神と共にいて
「あなたの思いを聞きたいので／示してください」と言うのです
素晴らしい
サッカーをしていた少年に／愛による言葉を与えたことを話してください
これはすごい話です
ミニストリー仲間の子どもの／サッカーの試合に誘われました
彼の息子のプレイを見ていると／誰からも注目されない どんくさい子が目に入りました
思春期の男子にありがちな／きまりの悪い子だったので
心が揺り動かされました／自分も運動神経が良くなかったからです
だから祈って／「神よ この子は素晴らしい子です
でも他の子たちは そうでないかのように彼を扱っていますが／ あなたが彼について見せたい
ことは何ですか？」と聞くと
数分後に『鬼ごっこ』という／ 一言が与えられました
だから彼を呼んで／「君のコールオブデューティー(ゲーム名)のスコアはいくつ？」と聞いたら
「どうして僕がコールオブデューティーを／やっているのを知ってるの？」と言うので
「君のスコアは？」と聞くと／その子は全国トップレベルの一人だったのです
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それが何かを聞くと／鬼ごっこみたいなゲームで
それで他の子供たちは皆／「すごい！」と言って
皆

彼と一緒に遊んで／ゲームの仕方を教わりたがりました

私の友人の息子も／彼と遊ぶようになり
何か月後に彼らは親友になり／その子を主に導くことができました
神が語ってくださったことを／教えたからです
その時は その子は／私が神の声を聞いたことをは知りませんでした
何か月か経った後に／そのことを説明し／
「僕のお父さんの友達が それを神様から見せてもらって／君の価値を見い出したんだよ」と言
い
それが彼の人生を変えたのです
素晴らしい
CM 後に とても不思議な方法で／話される神について学びます
もうすぐ永遠が時を侵入します
ショーン 休憩前に／少しおしゃべりをしていましたが
スペイン語は話せますか？
いいえ
では 神はどうやって／あなたにスペイン語の言葉を与えたのですか？
私の親友がスペイン語圏からの人で／私がスペイン語を話そうとすると 彼がからかうので 努
力するのも止めました
彼はグアテマラ出身で 容赦なく私をからかうので／私はスペイン語を話さなくなりました
私はカルフォルニア北部のバカビルで／集会の前に祈っていました
集会の前 私は祈り／カフェだろうとどこでも 神が現れるのでリスクをとるのです
私がよく集会の前に祈るのは／本番で預言がどうなるかその見本を見たいからです
それで祈っていると ある文章が浮かび／すぐに見たものをタイプしました
文字を見たので／聞こえたのではありません
実際にそれを見たのですね
2 行半ほどの／スペイン語の文章でした
本当に これに意味があるのか／分からなかった
グーグルで翻訳しなかったのと／言われましたが
そんなことは思いもつきもせず／それが本当かどうかも分からなかった
集会では 全ての預言の言葉が当たっていたので／これも試してみることにしました
2 つの名前と／スペイン語の文章が与えられていました
私が「ここにスペイン語を話せる人はいますか？」と言うと／ある男性が来て文章を読んでくれ
ました
その中には 話し言葉や特別な言い回しが含まれていて／出身地の人でなければ理解できないも
のでした
グーグルで翻訳できるようなものでは／なかったのです
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スラングも入っていました／ある女性がビジネスをあきらめて
白人男性と結婚して 自分のキャリアをあきらめ／子どもがたくさんできたので
母親業に専念していましたが／彼女はそれに意味を見出そうとしていたのです
子どもたちは 本当に素晴らしいけれど／彼女は全てを あきらめなければならなかったからで
す
私は「あなたはジョン・マクスウェルと／肩を並べるほどのビジネスウーマンです
あなたは全てをあきらめたけど／世界的なリーダーを育てているのですよ
最終的に あなたの子供たちは
「あなたはエネルギーに溢れた 素晴らしいお母さん」です／と必ず言いますよ と言いました
ースペイン語で？／ースペイン語です
お母さんのおかげで／自分たちの人生がある
あなたがこんなお母さんだから／自分たちはこのように育ったのだ…というようなフレーズで
す
彼女は泣いていて 信じられないようでした／私がスペイン語が話せないのを知っていたからで
す
まさに彼女の子どもたちが言いそうなことだったので／神だからの言葉だとわかったのです
ですから それはただの主からの言葉ではなく／子どもたちが将来彼女に言う 主からの言葉だ
ったのです
すごいです
これが何を意味するかわかりますか？／神があなたにも外国語で話しかけますよ！
神があらゆる方法で 話されると言いますが／神が 私たちに語られる いくつかの方法を教えて
ください
多くの人は 神が話す時は俳優のような低い声で／「主はおおせられる…」と話すと思っています
が
神は色々な方法で話されますよね／その例を教えてください
一番の方法は印象や ある思いが来たり／ 以前は考えもしなかったことを考える といったもの
です
それは感情ですか？
感情でもあり 感覚でもあり／空想みたいにイメージが浮かぶかもしれません
あることを考えると いつも特定の人が頭に浮かぶのは／神を経験するのと似ています
知的に何かを思うのが 最も一般的な神からの伝達法ですが／自分の思いだと思って 一番無視
されがちです
でもそれは 既にあなたの思いの中にあり／そうは思わなくても 聖霊が神の思いを私たちに伝
えているのです
多くの信者が／疑問に思っていますが
私に話しているのは神か／自分の思いなのか 悪魔が話しているのか どうやって見分けます
か？
神様か あなたのホルモンかのどちらかだと私は言います／若い人たちが「自分は結婚する！」と
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か言ったりします
悪霊ではなく／あなたの肉欲であったりもします
だから「神よ 私は御心が現れることを望み／あなたの心が知りたいです」と言えるようにならな
ければなりません
敵や 自分自身に誤って導かれるのでなく／神の心が導いてくれることを信頼しなければなりま
せん
それは もちろん大変なことで／それが分かるようになるまで 間違いはあるでしょう
でも一旦それができたら それが基盤となり／ そこに御霊の実、徳や、人格が加わるのです
そして すべてが愛と人格によって動かされるとき／正しい道から そこまで逸れることはあり
ません
知識の言葉は使命を回復させると言いますが／それについて話してください
北東部での出来事について／言っているのですか？
ええ
この話は大好きです アメリカの人種問題は／自分が祈っていることですが／
私が北東部に行った時のことです／色々な人種の人たちがいました
私はある黒人女性を呼んで／「あなたの人生で こういう名前の人はいますか？」と聞きました
彼女は「私の息子です」と言うので／「彼が十代の時 白人の警官に不当な扱いを受けましたか？」
と聞きました
すると彼女は「ええ」と答えました／暴力を振るわれ 起こってはならないことが起こったのです
警官らは責任を取らされましたが／それは彼の人生でも辛い思い出となりました
「それが再び起きましたね？」と聞くと／彼女はそうだと言い 今度は正当に裁かれなかったと
言いました
私は「家に帰って息子さんに言って下さい」と言いました／今 彼はは 30 代ですが
「その警官たちは神を代表する者ではなく／それは神の正義ではありません
息子さんは正義の人です

あなたの息子さんは／正義を回復させるリーダーになるのだと伝え

てください
この 2 つの事件により 彼は目的を見失っているからです」と言いました／それらの事件は 彼か
ら使命を盗もうとしていたのです
ですから「家に帰って 彼にこの言葉を告げ／神が使命を回復する と言って下さい」と言いまし
た
彼女は 家に帰ってこのことを息子に話すと／彼が 実は子どものころから警官になるのが 夢だ
ったことを 初めて知ったのです
でも警官から 2 度も不当な扱いを受けてから／全ての警官は悪者だと思い 警察にはならないと
決めたのでした
彼がその言葉を聞くと 彼の目的を見失い鬱になっていたのが晴れて／彼はすぐ警察学校に入り
今は警官となっています
それはすごいです
あなたに祈って欲しいのですが
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神からの言葉を必要とする人たちが／これを見ていると思います
でも もっと重要なのは／彼ら自信が 神の声を聞けるようになることなので
彼らのために／祈ってもらえますか？
神があなたに信仰だけでなく／神との繋がり、親密さ、関係を解き放ってくださるように祈りま
す
あなたが神の思いや 考えと交わることができるように／神は代価を払ってくださいました
神があなたにそのような関係を持つ信仰を／解き放ってくださるよう祈ります
ヨハネ 17:24 から分かりますが／神はこの繋がりを望まれています
イエスは ご自身のいる所に あなたもいられるように祈りました／それは 栄光の父を見るため
です
今、知識の言葉、預言の言葉が解き放たれ／あなたと あなたの家族が神の意図した本来の姿にな
り
最初に神の心にあったものを／あなたが見るように祈ります
これを見ている時にも打ち破りが起き すべてが変わることを祈ります／神が 今まで思っても
みなかった方法で語られるからです
エペソ 3:20 にある／「私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのでき
る方が」／あなたを驚かせることを イエスの御名で祈ります
私は…
神があなたの人生における／計画を持っていると信じています
神は「あなたがたのために立てている計画をよく知っている」と／エレミア 29:11 にあります
しかしもっと重要なのは あなたが奥義を明かされるお方を知ることで／あなたの人生が一変す
るでしょう
シャローム(神の平安)と／神の祝福を祈ります
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