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「聖霊との関係を深める」デイビッド・ヘルナ
ンデス Take Your Relationship with HOLY
SPIRIT to the Next Level!
https://youtu.be/sP4N3pGVDpY
デイビッド 昨晩 携帯メッセージを私に送ってくれて／その後 二人で興奮しましたね
あなたは ここシャーロットで説教していたそうですが／素晴らしい奇跡が起こったそうです
ね？
どこか違うエリアへ行く時は／地域教会でも仕えます
ウェークフォレストでの礼拝に出ると／聖霊の力が働いており
時々 現れることのある雲のような／神の栄光で充満するかのようでした
聖霊の臨在を本当に感じ／人々が癒され始めました
一番後ろで賛美している男性がいて／「あの男性を癒したい」と神が言ったのです
その人が癒されることを確信していましたが／何の病気なのかは知りませんでした
だから彼を呼んで 彼が前に来ると／首に何かがあるのが見えました
また 彼は腕を動かすことが／できませんでした
癌で一部の筋肉を摘出したため／腕を上げることができなくなったのです
この教会員の人たち全員が／それを証明できます
皆 聖会の間 この男性が／腕一本だけを上げて賛美していたのを見ていました
「イエスの御名で／あなたが完全になるように祈ります！」
彼に手を置くと／電流のような熱を感じ
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神の力を感じ／彼に何かが起こっているのが分かりました
そして彼は／筋肉が無いはずの腕を上げたのです
まさに不可能なことでした／それを見た教会は 賛美で炸裂しました
自分も何が起こったのか分からなかったので／詳細を聞くと
癌のために 首の筋肉を取り除き／腕を持ち上げる筋肉を 首に移植したので
腕を上げることが／できないはずだと言うのです
牧師とも 教会員とも／その事実を確認しました
彼も 会衆も その奇跡に驚いていました
そして人々が主を賛美し始めると／新たな癒しの波が訪れ 聖霊の力が放たれたのです
聖霊とは誰ですか？
たくさん言うことがありますが
聖霊とは 制限や境の無い／イエスだと思います
テクノロジーで例えると／イエスはクラウドです
伝道するための／大胆さを聖霊が与えてくれます
使徒の働き 2 章で／聖霊はペテロに働きかけ
イエスを否定したペテロは 大胆にイエスを語り／3 回イエスを否定したけれど 3 千人の人々が
主の元来ました
聖霊は 魂を揺り動かし／信仰を湧きあがらせ
普段なら信じないような奇跡でも／信じられるようになります
どんなに油注ぎのある人でも 誰も神の御元に行く方法を知らないので／聖霊が私たちの祈りを
助けてくれます
神の臨在への行き方を知るのは／聖霊だけです
だから祈りで我々を導き
聖霊が 礼拝の中でイエスと言うお方を明かし／私たちの心を揺さぶります
聖霊の火を注いでくれるので／私たちは抑えることができない情熱で イエスを慕い愛し
聖霊によって／私たちは清く歩むことができます
束縛され 恥や病や罪で潰されそうな人を／聖霊が解放するのです
聖霊は 聖なる霊で／悪しき力や鎖を壊します
何年もあった中毒や／悪霊による束縛を打ち壊すのも聖霊です
聖霊は私たちの中で働き／御言葉の啓示を与えてくれます
御言葉を読みながら「イエスを見せてください」と思うとき／「ただの情報」から「啓示」へ変
えてくださり
その「啓示」が／「変革」をもたらします
聖霊は私たちと共に行き／何を言ってよいか分からないとき 言葉を与えてくれます
「この人をどのように主に導くかわかりません／聖霊様 助けてください」と言うとき
聖霊があなたの内から湧きあがり／天の父からの言葉を持ってきます
聖霊は罪人の心を開き
頑なな心を持った罪人が／イエスを主として受け入れ その御前にひざまずかせます
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聖霊が その働きのために 私たちに油を注ぎ／神の召しに 私たちを呼び
普通の人々を用いて／世界を変えます
聖霊の臨在の中で一瞬でも過ごすなら／人生が変わりますが
聖霊の中で人生を過ごす者は／国を変えることができます
聖霊とは 「もっとあるはず」と／心を掻き立てるもので
殉教者が命を投げ捨てて／「自分の血を流してでも 福音を語る」と言うのは 聖霊によるもので
す
イエスが主だと言い／私たちの心を愛で揺さぶるのは聖霊で
私たちの心から／神の愛を外に流すのも聖霊です
聖霊は 天の父からの約束を／私たちにもたらします
聖霊によって 私たちは 完全なる神の／御心通りに 歩むことができます
毎日 毎時間だけでなく ミリ秒単位でも／そう生きることができるのです
ーあなたは 本当に 聖霊を愛しているのですね／ーずっと 続けられますよ
彼は もっと続けられると言ってますが／力と真理が 語られています
後で 聖霊によって／奇跡が起こるように 彼に祈ってもらいます
デイビッド あなたは まだ若いのに／神の霊に満たされ 啓示を受けていますが
どのように 聖霊と／このような親密な関係を築いたのですか？
大好きなトピックです 人の説教を聞いたとき／自分も「じゃあ どうすればよいか教えて」と思
いますから
聖霊との関係を築くという本も出ていますが／実際にどうすべきか 書いていませんよね
自分が今 何をすべきか／明確に教えているものが好きです
「沈黙」と「静まる」ことの／2 つについて話します
肉体は色んなことをしたがります
賛美しても クリスチャン番組を見ても／肉は別に抵抗しません
無神論者だって カルトのリーダーだって聖書を読めますが／そこから人生が変わることはあり
ません
でも主を求め始めた途端に／肉が抵抗し始めます
なぜなら聖霊を求めるとき／肉の力が死ぬからです
だから聖霊は 求められることを望むのです／自分も 経験から学びました
自分も聖霊を一生懸命求めて／霊的に成長した時期がありましたが その後 壁にぶち当たりま
した
多くの人があなたと同じことを経験しています／でも 多くは そこで停滞しており
子どものように留まっている
厳しく聞こえるかもしれませんが
祈りを信じないのは／あなたが実際に祈っていない証拠です
人が祈らないのは／祈りは聞かれないと思うからです
「心を尽くして わたしを捜し求めるなら わたしを見つけるだろう」／というのは 保証された
神の約束です(エレミヤ 29:13)
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それを信じるなら神を求めるし／信じないなら求めない
でもその報酬は神ご自身です
自分が壁にぶち当たった時／イラつきましたが 聖霊の力で突き進みました
感情で訴えたり
神との関係で欠落している部分を／量や感情で埋めようとしたり
知性で祈ったり 情熱的に祈ったり／「僕の声が聞こえないの？」と神を責めてみたりしましたが
知性も 情熱も 意志の力も／効果はありませんでした
でも「権力によらず 能力によらず／わたしの霊によって」と主は仰せられます(ゼカリア 4:6)
マタイ 6:6 で 祈るときは隠れて祈りなさいと／イエスは言っています
一人で隠れて祈ったときの成果が公に力として現れるので／公に力が出ないのは 隠れて祈って
いないからです
今良いことを言いましたが／聞き流しさないで 聞きましたか？
そして「静まる」ことを学ぶのが 一番難しかった
詩編 46:10 に「静まって わたしこそ神であることを知れ」とあります
啓示を受ける前に／まず静まらないといけません
テレビや映画でも／人々が沈黙している場面はあまりないですよね
私たちは 沈黙を埋めるように教わった
沈黙すると 自分の中の混沌としたものが／明らかになるので 居心地が悪い
「祈るまで こんな感情はなかった」と／言う人がいます
「私が 祈ろうとすると 敵が攻撃してくる」／とか言うのは 間違ってます
内なる混乱は いつもあったけれど／静まらないから 気づかなかっただけです
鬱や 不安や フラストレーションや／混乱を抱えているのは
あなたの中が混沌としているからです
でも祈りで それが明らかになる
だから 自分も祈りで 神の臨在を感じるまで／以前は 4 時間もかかったのです
実際の神の力の現れだけでなく／神がいらっしゃると 24 時間意識することです
これが真実でなかったら言いませんが
今の自分は聖霊を感じずに／5 分と過ぎることはありません
常に聖霊を招き入れて交わっています
沈黙について 説明してもらえますか？
番組の前に大切なことを話していましたが
聖霊は 私たちに求められるのを望んでいる／ということを話してください
その理由は幾つかあると思います
それは その工程で私たちが清められるからです
聖霊を求めるとき 肉が弱まり 霊が強くなる
肉は待たされるのを嫌うからです
祈って沈黙の中で聖霊を求めるとき
肉は静まらないといけません
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そうじゃないと モゾモゾして／祈りを止めたがる
でもそこで力が出てきます
騒音＝力ではありません
たくさん騒ぐけれど／霊の働きが 実際に現れない人がいます
私が弱いときにこそ／聖霊の力が強くなるのです(第 2 コリント 12:10)
沈黙することは簡単です／全てが簡単というわけではないけど 全てがシンプルです
沈黙とは 気を散らすものを無くすことです
「静まる」とは 魂を静かにさせることです
これは難しい なぜなら祈り始めると／恐れが入ってきたり
不安になったり 責任を思い出したりして／自分は資格が無いとか 恥を感じる
これらは全て内なる混乱です
でも聖霊は 主を信頼することを／あなたに教えようとする
聖霊は神の深いところに／私たちを連れて行きたがっているので
「静まり」の門で／あなたを待っているのです
だから「静まり」の門で／自分たちの肩の荷や全てを神に託し
心から信じて／神の臨在まで聖霊について行くのです
肉を制して／思考は聖霊が示してくれているものにフォーカスし
外で起こっていることは見ないのです／これは 外から内ではなく 内から外への生き方です
外で起こっていることには／内側には影響を与えさせないようにする
そういう貯水池を中につくって／それを維持します
そうするには／御言葉を黙想したり
イエスというお方について／黙想します
聖霊がくださった啓示を掴み／その啓示について黙想することができたら
魂を静まらせることができ／そうすると 聖霊が あなたの中で働くことができます
これを始めたとき／聖霊を感じるまで 4 時間くらいかかったと言ってますが
－今はすぐ感じるのですよね？／ー昔の自分は肉に支配されてましたから
ー肉が邪魔していたのです／ー人間であるが故ですね
(人間からの)解放が必要ですね！
以前は 3、4 時間かかっていましたが
私だけでなく／全ての信者にもそうだと思いますが
今はすぐに臨在に入れます
毎日の普通の話をしていても…／…私はそこまで完全にいっちゃっていませんから
普通のことを話していても／瞬時に臨在の中に入り 聖霊が幻を見せてくれたりして
人の病気が見えたりするので／そこからミニストリーできます
静まることを練習するのです
井戸を掘るとき／水が出てくるまで 掘っても掘っても土しか出てきませんよね
でもそのうち 毎回水を汲むとき／取り除く土も少なくなり 短時間で水が汲めます
あなたがやった通りに／実践したいと言う人がいたら
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静かな場所に行って／どうしますか
目を閉じる理由は／そうしないと 神が私たちの祈りを聞かない というのではありません
私たちの気が散らないためです
気が散らないようにすることがカギです／そうすると内側にフォーカスできる
「その人の心の奥底から 生ける水の川が流れ出るようになる」と／イエスが言いましたね(ヨハ
ネ 7:38)
第 1 テサロニケ 5:23 に／「霊、たましい、からだ」とありますが
肉を離れ 魂からも離れて／霊の中に入って行くのです
そうするには黙想ですが／1 つ例をあげます 1 つできると 他ができるようになりますから
イエスは解放する者とか／癒し主などの啓示を受け取ったとします
僕はイエスの目は／炎であるという啓示が好きです
その啓示を受け取ったら／想像で描いた姿ではなく 御言葉を黙想します
ヘブライ人は天幕に／天のようすを描きました
神から示されたイメージを／模写したのです
神から受けた啓示なら／それにフォーカスします
イエスについての／啓示にフォーカスし
魂を静まらせる
神に仕える ある素晴らしい人の言葉ですが／1 時間あるなら 45 分礼拝しなさいと言いました
その啓示を受け取り／礼拝するのです
イエス様 あなたを讃えます／イエス様 本当に大切なお方で 愛しています
そう言いながら 今も／主の臨在が入ってくるのを感じます
あなたがその啓示を掴み／聖霊は御言葉に息を吹き込みます
そうやってものが創造されるのです
霊がない言葉は 情報です
霊だけで 言葉が無いのは／ひらめきです
でもそれが一緒になるとき／創造が起こるのです
あなたの中で何かが生まれるのです
言葉があなたを捉えて／あなたは変わり始める
それは御言葉を黙想することで／起こるのです
デイビッドがすごいのは／彼は聖霊について 聖書の全ての書を研究しました
幾つか聖句を紹介してから／祈ってもらえますか？
聖書のすべての書に／聖霊のことが書いてあります
創世記 1:2 では／「神の霊が水の上を動いていた」とあり
"brood"という言葉は まるで鳥やハトが／被造物という卵を抱えているようです
出エジプト記では 伝道者のように柴の中の火として現れ／モーセの心に火をつけて
モーセは 彼の民を探し始めました
レビ記では 聖霊は神だけが／起こすことができる火です
神は祭司に 火を絶やさないようにと言いましたが／火を起こしなさいとは言いませんでした
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火は天から来たからです／私たちは火を管理するだけで 火を起こすのではありません
民数記では 聖霊は／恐れのある人と 信仰のある人を分け
聖書には「違った霊」と書いてあります／(民数記 14:24 日本語訳「違った心」)
申命記 1:33 に 聖霊は／「夜は火のうち 昼は雲のうちに」あると書いてあるように
全ての季節において私たちを導いてくれます
ヨシュア記では 聖霊は打ち破りの霊です
民たちがときの声を上げ 角笛を吹くと／神が息を吹いて 壁が崩れました(6 章)
このように黙示録まで／ずっと続きます
父よ イエスの御名で祈ります／聖霊よ これを見ている人の心を揺さぶってください
神を もっと深く知りたいという／飢えをください
神よ…今 電流のような熱いものを／感じている人がいますね
今 病気が癒されています／色んなものが見えます
主よ 人々に 触れてくださるように祈ります／全てのくびきを壊す 油注ぎに感謝します
主よ 感謝します／聖霊よ あなたを歓迎します
我々の人生や 家庭や ミニストリーに／来てください
私たちが行う全てのことを／あなたの臨在で満たしてください
父よ 私たちが聖霊の働きを／恥じには思わない者にしてください
自分たちが賢くなりすぎて／教会を建てたお方を忘れることがないようにしてください
自分たちの言葉や自分たちの全てに
聖霊を迎えます／あなたしかできないことをやってください
私たちの教会や ミニストリーや 人生を／完全に あなたのものとしてください
父よ 私たちの全てを／あなたに従わせます
イエスの御名を高め／主に栄光を帰してくださることを祈ります
今まで想像していたよりも もっと／イエスを本物のお方としてください
イエスの御名で この言葉を放ち
イエスの御名で同意して祈ります
今 神が言いましたが 神経痛による指の痛みが／イエスの御名で 癒された人がいますよ
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