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＊字幕を目で追って読む手前、日本語字幕は会話の完全訳ではないことをご了承ください。 

 

シド・ロスです 今日のゲストは Dr.ケビン・ゼダイです 

彼を知らない方の為に話しますが 彼は 歯の治療中に受けた麻酔が原因で死んでしまい 

天国へ行き 沢山の啓示が与えられました しかし 

人々に その啓示を分かち合う為に 地上に戻されました 

天使たちに エスコートされ 天国の特別な 啓示の部屋に連れて行かれましたね 

どのように起こったのですか？ 

夜に目が覚め 隣に妻が寝ていたので 寝室だとわかったのですが 

見たことがないような服装の男性が足元に立っていました 

同じような格好の人を見たのは ある特定の天使だけです 

とてもハンサムで 見た事がないような縞模様の外套を着ていました 

彼は「あなたを天国の啓示の部屋に連れていきます 主を待ち望む事を あなたが学ぶ為です」と

言って 

私を掴み 光の速さで私たちはどこかに向かいました 

どこなのかわからない所に 自分の体ごと移動して 何もベッドに残していない感じでした 

自分の霊だけ移動したのかわかりません 

気がついたら大きな部屋に入っていました 非常に広い部屋のようなサイズのエレベーターで 

https://youtu.be/gp_X-jTrBOc


イエスがそこに立っていて 私と天使が入っていくと 微笑みながら「父を待ち望もう」と頭を垂

れ 

天使も同じ姿勢を とっていたので私も同じようにしました 

するとエレベーターのように 床が上昇するのを感じました 

ものすごい速さで上がっていたので 私が主を見て 

「どこまで上がるのですか」と聞くと 

「あなた次第だ どこまで上がりたい？」と言われ そのまま少し待つ事にしました 

エレベータが止まり  顔をあげるとドアが開き部屋に入りました 

すると下に地球があり 街の明かりや 国々や大陸まで見えました 

すると主が「あなた方の問題は わたしの視点から見ると非常に小さい 

この場所にあなた方が来る必要がある 人々に啓示の部屋でわたしを待ち望むよう伝えなさい 

そうすれば神の視点で 世界を見る事ができる 

ここで主を待つなら『主の声』を聞く事ができるが 多くの『声』がその時間を奪おうとしている 

それは情報やメディアなどだ」と言われました 

だから私たちはこの部屋に来て 神の視点から見る必要がある 

 私は自分が 神の御心を成し遂げ 人生を終える瞬間を見ました 

地上に戻り 愛を持って 真理に導いた多くの人たちを見たのです 

つまり 私は最初に 終着点を見たのですが 皆さんにも体験してほしいです 

イエスは 私たちが「主を待ち望む」 必要があることを教えてくれました  

「主を待ち望む」とよく聞きますが 実際的には どのようにするのですか？ 

主が最初に言われたのは 環境をコントロールする事です 

まず 10 分間 電話や外部との会話を断って 完全に「主の中に入る」のです 

あなたが他の声を締め出すことができれば 父の声は はっきり聞こえると主は言われました 

でも駐車場で車を間違えて停めた事を 主を待ち望んでいる時に思い出したら？ 

そうですね！後で対処すると言って その思いを引き下ろします 

パウロが言っているのは「私たちの武器は肉の物ではなく 神の御前で要塞をも破るほどに力の

あるものです」 

2 コリント 10:4-5 

「全てのはかりごとを虜にしてキリストに服従させ」 どんな思いでもという事です 

私が思いを捕らえ 手錠をかけ 部屋から追い出すなら 10 分間 主を待つ事ができますよ 

これらの思いに自分の意識を支配させません 

私は自分の全てを神様に捧げたのです 

あなたは死んで天国に行き色々な体験をしていますが 標準的な信者は？皆にできますか？ 

皆ができます！私が教える事を聞いた人が ケビンだからできると思うならば 

私は失敗しています 私は皆と同じ人間のままで送り返されて 

イエスが「戻って見聞きした事を伝え それらが皆に 与えられている事だと知らせなさい」と言

ったのです 

あなたは沢山の本を書いたベストセラーの著者です 



これはあなたの本の中で最も重要な本だと思います 

あなたは「力ある言葉」と言っていますが もちろん神がそう言ったのでしょう 

「力ある言葉」について教えてください 

しばらくの間この本を書こうとしましたが遅延したのは 興味深いのですが 今が時なのです 

天で見せられた事ですが 主が全てはこのように始まったと言いました 

神が御座から語られ 世界は神の言葉で創造されました 

ヘブル 11 章 3 節にあるように 

信仰によって、わたしたちは、この世界が 神の言葉で造られたのであり、従って、見えるものが 

目に見えるものからできたのでないことを悟るのである。」ヘブル 11:3 

神が語ったことにより 全ての見えるものは造られ 存在するのです 

イエスは私に マルコ 11 章 23 節 24 節が重要だと教えました 

「まことに、あなたがたに告げます。だれでも、この山に向かって 『動いて、海にはいれ。』と

言って、心の中で疑わず、ただ、 自分の言ったとおりになると信じるなら、そのとおりになりま

す。 だからあなたがたに言うのです。祈って求めるものは何でも、すでに 受けたと信じなさい。

そうすれば、そのとおりになります。」ーマルコ 11:23-24 

「力ある言葉」が重要なのは 天の領域を自然界に解き放つからです 

敵はこの言葉を信者の口から 消し去りたいのだと主が言いました 

あなたは 多くの言葉について この本で語っています 信者の使命や悔い改めのことなど 

「力ある言葉」の目的とは どんな意味でしょうか？ 

それは神の王国をこの領域(地上)に建てる事です 天では既に建てあげられていますが 

神の民がこれらを宣言し 言葉による 振動が地上の領域に放たれることが必要で 

それによって創造が始まり 神が既になされている事が実行されます 

創世記 1 章には 「神の霊はその水の面を動いていた」とありますが 

神が私に「力ある言葉」について啓示した時 親鳥が卵を抱く様に神の霊が覆い振動するのを見せ

られました 

ヘブル語では振動するという意味ですが 振動によって形が造られたのです  

今聖霊が私たちの上を覆っています 語る必要がある言葉を私の霊で感じます 

神の御国の目的は宣言される必要があると 言われるのはその為ですか？ 

そうです 宣言する為です この本の為に主は あまり使われていない言葉を示されました 

「統治」と言われました 私たちは権威という言葉を聞いてきましたが 

統治という言葉がより強いのは 王と王国と その領域に関係するからです 

この本は地球上の天の雰囲気が 一段と高まる時期にリリースされたのです 

これらの言葉が敵を麻痺させ超自然的なシフトを もたらすとあなたが言ったのは 

これらが地上で どう働くかを天から見たからですね 

あなたが「悔い改め」 「イエスの血潮」や 「統治」 「信者の使命」など語るとき 

言葉から衝撃波が出て 悪霊たちを攻撃しているようで 

敵が打たれて 混乱している姿を見たのです 

ですから これらの言葉を 信者に伝える必要があります 



これらは最近のクリスチャンの語彙から 抜き取られており 

イエスの血潮や十字架の磔と同じように 不快な言葉だと考えています 

でも見えない領域では 何が起こりますか？ 信者がこれらの意味を知る時 

これらは呪文ではないのだから 

言葉の意味をあなたの奥深くで 理解する必要があります 

テレビで見る人だけではなく 全ての信者は 状況に関係なく 

神の御国を実践し 統治し 示すように召されているのです 

ケビンや私が決して知り合うことのない人たちを あなたは知っており その人には 

あなたが触れることが最も相応しいのです 

神との関係が あなたのミニストリーとなり 次の神のムーブメントは 五役者の働きだけでなく

信者がもたらすのです 

マルコ 16 章 17 節には 「信じる人々に次のようなしるしが伴う」とあり 

父なる神の関係によって信者は出て行って イエスのわざを行うのです 

皆が大切だということを 私は見せられました 

今 家にいる人も シングルマザーも この領域にこれらを放つとき 彼らの言葉にも同じくらい

の力があります 

あなたはミニストリーを始める前 長い間 航空会社で客室乗務員として働きましたが 

「力ある言葉」の振動は 客室乗務員として働くことにどう影響しましたか？ 

私は聖職者としての訓練を受け 何年も大学に通い 招きもありましたが 

急にビジネスの世界で働く事になり 

踏み出して 実践をしていました  

「力ある言葉」を日々用いていました ホテルに到着し これらの言葉で祈り始めると 

部屋の棚から物が落下したり 部屋の外で喧嘩が始まったり 

色々な現れが起こりましたが 歩きながら異言で祈り続けると言葉が与えられ 

宣言し始めると 私のいた場所で 隠れて働いていたものが追い出されました 

職場に行っても同じです 私が配る飲み物を飲む人の為に祈り 

乗客のビジネスマンに預言すると 人々は驚き 泣きながら 

主に人生を捧げるので その場で彼らを素早く 主に導くのです 

何度もそれを体験したので 信者たちが立ち上がり 社会の中で仕える時だと気づいたのです 

これが私と神との関係なので 説教壇は必要なかった 

でもあなたは毎日外出し 見知らぬ人に出会いましたね 

でも子育て中の母親や テレワークで自宅から働く男性はどうなりますか？ 

彼らは多くの人に会いませんね  

私はある幻を見ました 同じ事を考えていたからでしょう 

赤ちゃんを抱いたシングルマザーの若い女性が シドのショーを見て歩き回っていたのですが 

信仰が湧き上がってきて 突然 

「私が見張っている間はそうはさせない！状況に立ち向かう！」 と自分の居間で授乳しながら 

悪魔と戦い始めたのです 



彼女の様な人たちが次の神のムーブメントの 勇士だとわかりました 

普通の信者によって 家からでも始められるのです 

ケビンが聖書の「力ある言葉」の実践をします 敵を麻痺させ あなたの命の書を満たすのです 

ケビンは聖書の中の「力ある言葉」の啓示を 解き放ちます 

彼は この啓示を天で受けたのですが  

人々は あまり考えませんが 甦りは非常に力強い言葉です 

そうです！甦りとはイエスが死から甦った事ですが その素晴らしい力で イエスは神の右に座

ったのです 

この甦りの力は エノクが地上を歩んだ様に 私たちが生きる為だと啓示されました 

イエスを死から甦らせた力が 私たちの内で 死ぬべき体に命をあたえると パウロは言いました 

よく考えてください これは霊の領域の物が 物質の体に移されるという事です 

超自然の力やバイタリティーも与えられますね 

毎日 私は職場で これを実践していました 

主は「モーセがわたしと山に立った体験が 彼らに与えた影響を考えよ」と言われました 

モーセは老いなかったので 神が「死ぬ時だ」 と言わなければ 120 歳で死ななかったでしょう 

「神の命により歩むことができる」と主が言われました 「神の癒しや健康」 「神の命」があり

ます 

モーセは神の命を体験していたのです 

甦りの力は まだ体験していませんが 

ジョン G レイクやスミスウィグルスワースについて 学ぶ時 彼らは体験していた事がわかりま

す 

注目すべき奇跡が 彼らのミニストリーの中にはあったのは 

「甦り」という「力ある言葉」と関係があったと主は言われました 私たちは 再度強調する必要

があり サタンはそれを恐れています 

あなたが勤務していた飛行機で 誰かが死んだ時の話をしてください 

添乗員となり数年目でしたが その人は死んでから 時間が過ぎていて既に冷たく床に寝かせま

した 

一緒に奥さんがいたので 私は夫は寝ていると思いましたが 死んでいて冷たくなっていたので

す 

床に彼を寝かせ 素早く心肺蘇生をする必要が ありました  私は彼が死んだと言いたくなかっ

たので 

心肺蘇生の道具を待つ間に祈り始めました 

奥さんが「どうぞ祈ってください」と言うので 「クリスチャンですね？」と私が言うと「はい」

と言いました 

祈った時 私の口からは 「この人を主に委ねます」ではなく 

「イエスの御名によって戻って来なさい」と出てきて その瞬間に彼の目が開き 血色が戻りまし

た 

彼の死は診断書がなく 証明できませんが 私が見た事は 自分の口から甦りを命じ 



彼は車椅子の助けなしに 飛行機から出て行った事です 

私たちの口から甦りという言葉を なぜ悪魔は盗みたいのですか？ 

今まで確信がなかったとしても 私たちは実際に神の子たちです 

ヨハネ 1 章 12 節で「その名(イエス)を信じた人々には 神の子となる特権(力と権威)をお与えに

なった」とある 

私たちは権威を受けており 語る時には神を代表し 神ご自身の言葉で 預言をすべきだと思いま

す 

エペソ 5 章 1 節で「愛されている子どもらしく 神に倣う者となりなさい」とあります 

これらの言葉を語る時 私たちにもイエスが 地上を歩かれた時と同じ権力があるのです 

ある人たちはこれを聞いて反対しますが それが今の私たちの状況です 

古来のように霊の内を歩み 神の言葉を語ることに戻り 

甦りの力に日々 留まり続ける必要があるのです 

飲んだり食べたりしてください 神の言葉はあなたへの天からのパンです 

神の御霊を飲んで 御言葉で常に自分を養い 甦りの力の中を歩んでいくなら 

悪魔があなたに何もする事ができません 疲れさせる事ができないからです 

黙示録に聖徒たちを疲れさせることが 悪魔のゴールだと書いてありますね 

ですから 私は世界中で人々に 「悪魔によって 疲れ果ててしまわないように 

必ず神が勝利する神の領域に 留まり続けましょう」と言っています 

ケビンは沢山の「力ある言葉」の啓示を受け この番組だけでは紹介できませんが 

あなたが堅く握って悪魔に出ていけと 命じる事を祈ります！！ 
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