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両親を取替えること
トニー・アラモ著

神の国に入る為には、私達自身の中に神
の国の命を持つ必要があります。1　私達は人
間の両親から生まれているので、人間の国
へと生まれています。人間の両親なくして
人間の国に生まれ入ることは不可能です。
私達が神の国に入るには神から生まれなく
てはなりません。2　神を親として持ち、神の
子供にならなくてはならないのです。私達
が住んでいる人間の国は罪と神の非難で満
ち溢れています。3　神の国というのはどんな
罪も二度と入ることが許されない国なので
す。4　それは精神的な国で神聖なる国なので
す。5　世界中の全ての人が人間の国に生まれ
ていますが、天国へ入る為にはもう一度生
まれなければなりません。これは絶対に必
要なことです。私達は神から生まれること
によって、精神的な国、神の国へと生まれ入
らなければならないのです。6　

現世的な心の持ち主であるユダヤ人の指
導者ニコデモはイエスにこう尋ねました。
「年をとった者がどうして生まれることがで
きましょう。もう一度、母親の胎内に入って
生れることができるでしょうか。」(ヨハ3:4)し
かし、イエスはニコデモに精神的な永遠の
国、神の国、私達が水と霊から生れてこそ入
れる国のことを言っていたのです。7　これは、

私達の古い前の
命、すなわち人
としての私達の
過去がまずキリ
ストの死によっ
て葬られなけれ
ばならないこと
を意味していま
す。8　私達は以
前の罪深い命が
「罪に対して死ん
でいるが、キリ
スト・イエスに
結ばれて、神に
対して生きている」(ロマ6:11)と考えるべき
なのです。前の人としての命が死にキリス
トの十字架の死で葬られた後、キリストの
復活において神の霊によるキリストにおけ
る永遠の新しい命がはじまり、神の永遠の
国の一員になることができるのです。9　

私達の持つ命は私達のいる国のものな
のです。もし、あなたがまだ人の国の一員
であるなら、あなたが持っているのは人の
命にすぎません。そして、堕落した人の性
質、この罪深い生来の命が、あなたが今生
きている人の命なのです。10　もしあなたが
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文書に見られる最も偉大な奇跡:

「メサイア」

「預言者達もみな、イエスについて証しし

ています。」(使 10:43)「私のことは巻物[聖

書]に記されています。」(詩40:８, ヘブ10:7)

人の精神に提示された最も驚くべきドラ

マ - 旧約聖書の預言と四つの福音の伝記に

書かれたドラマ - キリストであるイエスの

説話です。特に一つの目立った事実がイエ

スを他とは違ったものにしています。それ

はこれです: 世界史上唯一この人だけが、自

分の誕生、人生、死、そして復活の前にはっ

きりとした詳細が与えられていたというこ

とです。これらの詳細はイエスが現れる何

世紀も前に一般に与えられた文書に書かれ

ており、イエスが誕生するずっと前にこれ

らの文書が出回っていたという事実を誰も

否定できないのです。誰もがイエスの生涯

の実際の記録をこれらの古い文書と比べる

と互いに一致するとわかります。この議論

の余地のない奇跡についての驚くべき事は、

それが世界史全体においてたった一人の人

親愛なるアラモ牧師様
ニュースレターを読むと本当に気分が爽や

かになります。30年から40年前に教えられて
いたことを牧師様の宣教を通じて説く神様は本
当にご慈悲深い方だと思います。私はキリスト
教信者になって40年になります。特に今のよ
うな神に対する背信の時代において牧師様の心
に生をお与えになった主に感謝致します。
トニー牧師様、あなたのためにお祈りを続

けます。昨晩カリフォルニアのキャニオンカン
トリーで再び礼拝に参加できて、本当に嬉しく
思いました。
イエス様の愛とともに。
B.B.　　　　カリフォルニア州、ロサンゼルス

親愛なるキリスト教信者、牧師様
主と救世主イエス・キリストの御名にお

いて牧師様にご挨拶申し上げします。アー
メン。この先を続ける前に、まず牧師様が
キリストの為に、全ての宗派のキリスト教
信者が迷える魂に救済をもたらすのを助け
るため、すばらしい宣教をなさっているこ
とに感謝致します。あなたの上に神のお恵
みがありますように。牧師様、私はマホメッ
ドを崇拝するイスラム教家庭出身の17歳に
なるガーナの少年ですが、昨年ワールド・
ニュースレターの02800号で「私に触れる
か、死ぬか」を読んでイエス・キリストを

自分の主であり救い主であると受けいれま
した。私はそのニュースレターを全て読ん
だあと、それまで道を誤ってきたことを後
悔して一日中泣きました。イエスのみが真
の神の子であり、またイエスのみが道であ
り、まことであり、生であって、私を救う
為に十字架で死んだのだとわかり感動しま
した。そして、それによってマホメッドを
信仰するのをやめました。私はキリスト教
信者として生まれ変わりました。ハレルヤ!
(主に栄光あれ。)
しかし、牧師様。私が信者になって以
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これは、トニー・アラモ牧師著書「メサイア」

からの一連の抜粋で、全て紹介し終わるまで

毎月掲載されます。
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神の天国の一員であるなら、神の命、すなわち
神の国、天国の命を手に入れ、そして神があ
なたの中に生きています。11　この新しい誕生、
すなわち魂により生まれ変わることこそが、
人の国から抜け出して神の国へと入る唯一の
方法なのです。12　私達は再び生れるとき、キ
リストを通じて神の国へと生れるのです。13　

人を救うために三位一体の神は自分の神聖
なる国、神の国を離れなければなりませんで
した。14　神は人の国に入らなくてはならず、
人の国に入るために人の国の命を持たなけれ
ばなりませんでした。15　神は人として生れな
ければならなかったのです。神は人の体、人の
命、人の霊、人の魂、そして人の精神を持った
人間になりました。16　三位一体の神の霊も、
またキリストの中にありました。17　神はちょ
うど全ての人が生まれ変わるときのように、
聖霊によって人の精神と神の命を持ったので
す。私達人間が生まれ変わるとき、私達はまだ
人としての体、人としての霊、人としての魂、
そして人としての精神を持っています。18　私
達は人の国に住み続けますが、もはや人の国
の子ではありません。19　これは、神の聖霊か
ら生まれ変わることによって神の国の命が私
達の中にあるからです。これによって、私達は
神の命、神の国の命を持つのです。イエスは霊
から生まれ変わった者達全てに向かってこう
言いました。「神の国はあなたがたの間にある
のだ。」(ルカ17:21)
悪魔の仕業を崩壊し人類を救うために神は

イエスという名の人に入って私達を訪ねてくれ
たのです。20　イエスは神の生を受け完璧な罪の
ない人間の人生を送り、21　神の汚れのない子羊
となり、犠牲となり、その完璧で罪のない人間
の血を私達の為に流すことによって私達のそれ
までの罪を取り除いてくれたのです。22　神がそ
の命、すなわち霊を私達の中に吹き込むとき、
神は私達にもイエスがそうしたように罪、汚れ
のない人間の生活を営むことを期待していま
す。なぜなら私達はイエスが持ったのと同じ神
の霊を持っているからです。さらに、キリスト
が罪、汚れのない人の生活を営むことを可能に
したのと同じ霊によって私達もまた罪、汚れの
ない人の生活を送ることができると聖書も言っ
ています。23　キリストは聖霊によって母の胎内
に宿りましたが、他の人々はそうではありませ
ん。24　私達は、私達の精神的に死んだ人間の霊
の中に、聖霊によって父なる神とともにいるキ
リストの霊を受けた後はじめて罪、汚れのない
者となれるのです。25　死んだ人の国にある私達
の死んだ霊には、三位一体の神が神の命と力と
ともにその私達の霊の中に入ることによって、
永遠の命がもたらされます。そして、そのこと
が私達に再び罪を犯さないことをたやすくさせ
てくれるのです。ヨハネの5章14節で、イエス

が改宗したばかりの人にこう言っています。
「もう罪を犯してはいけない。さもないと
もっと悪いことが起るかもしれない」という
のは、その人が再び罪を犯さなくてすむ力を
与えられているとイエスは知っていたからで
す。ヨハネの8章の11節では、その以前の
罪を赦した女に対しても同じように（もう罪
を犯さないようにと）戒めています。イエス
はその女が再び罪を犯さない力を与えられて
いると知っていたからです。神は私達にでき
ないことをするようにと命じることは決して
しません。26　新生したあと私達は皆二度と罪
を犯さずに歩んでいくことができるのです。
「だから、あなたがたの天の父が完全であら
れるように、あなたがたも完全な者となりな
さい。」(マタ5:48)「あなたがたは聖なる者と
なれ。わたしは聖なる者だからである。」(一
ペト1:16)27　新生したあと私達は完全で聖な
る者になる神の力を与えられています。28　新
生する前には、私達は罪を犯さず歩むことは
できません。29　新生したあとにのみ罪を犯す
ことなく歩むことができるのです。
新生においては、キリストの血が私達

が持って生れた災いであるアダムの原罪を
も含めた全ての罪を拭い去ってくれます。30

神の言葉によると、この災いは神の法にお
ける報いなのです。31　それは、全ての人が
死に永遠に地獄の苦しみを味わう原因とな
るのです。32　この災い、罪の宣告は私達が
神から生まれ毎日新たに神の霊とともに生
き続けることによって取り除かれます。33

まず新生し、神の霊、すなわちキリストと
ともに毎日神の国の生を営み続ける全ての
人達のために、古い世界のあらゆるマイナ
スのもの、神に背いた古い人の国のあらゆ
るもの、そして創世記から福音におけるキ
リストの死に至るまでのあらゆるものがこ
なごなに砕かれ、永遠に取り除かれ、キリ
ストの死と復活において拭い去られるので
す。34　「神は霊である。だから神を礼拝する
者は礼拝する者も、[聖なる]霊と真理をもっ
て礼拝しなければならない。」(ヨハ4:24)
キリストは自分の体を死なせ、悪魔と罪

深い私達の性質をともに滅ぼすことによっ
て悪魔によってもたらされた神に対立する
「敵意を滅ぼす」(エフェ2:16)ことで神と和解
させたのです。悪魔と私達の罪深き性質は、
キリストとともに十字架のもとに滅ぼされ
救われて、新生した後もそこに（キリストと
ともに）なければならないのです。35悪魔は
そこで（キリストの体とともに）滅びたの
で、もはや私達に罪を犯させる力を持つこ
とはありません。36　私達が毎日神の霊を受
け続けると、悪は十字架に張りつけられた
まま動けないのです。37　キリストは悪と私
達の罪を十字架に連れて行き、自分自身(自
分の体)の死において罪深い人の性質と悪を
滅ぼしたのです。そして自分は墓から蘇り、

そこに悪、私達の罪、そしてその他神に背く世
界のあらゆるマイナスのものを、自分の十字
架に釘づけて残してきたのです。38　すなわち、
私達が自分の罪と悪を捨てるとき、私達もキ
リストにおいて復活し、キリストは、私達の
罪、悪、そしてその他全てのマイナスのもの
を、キリストが悪を含め私達と世界の中にあ
る全てのものを滅ぼしたその十字架に釘付け
にするのです。それから私達はキリストの復
活を通じて永遠の命へと復活するのです。39　

肉に従って生きる者達はキリストの死と復
活をともにし、その永遠なる天の国の生を得
ることはできません。なぜなら、その人々は神
の霊が自分の内に宿っていないからです。そ
してそれは神の国の生を受けたいと思う人に
は必須なのです。40　彼らは自分の罪によって
死んでおり、この堕落した人間の国でわずか
な期間を罪深い生き方で生きる方を好んでい
るのです。41　彼らは、今は目に見えず神の言
葉を信じることによってのみ得られると約束
された神の国を、信仰によって受け取ること
よりも、目に見える今の世に従って生きる方
を好んでいるのです。42　

神の言葉を拒否したイブのように43　そし
てその代わりに悪魔の言葉を信じたイブのよ
うに、他の愚かな者達もまた、自分の罪を悔い
てキリストの死をともにするために十字架の
もとへ来て死ぬことを拒絶するのです。もし
それを拒絶しなければ、古い罪深き人間のや
り方とその生に対する悪魔の力を葬ることに
なるのです。キリストは、彼らがキリストの血
は罪を清める力があると信じることによって
その前の罪を取り除くことができたでしょう。
そのキリストの血は死から生、神の生へと復
活できるよう流されたものなのです。それか
ら神が彼らの新しい親となったことでしょう。
このために彼らは神の国の子どもになれたは
ずなのです。この神の生は神の国の生を自ら
のうちに持つことなので、キリストの栄光あ
る復活した体、その体は天へと昇天し今は神

アラモ牧師様
私はあなたのニュースレターを一通、職

場で受け取りました(車の窓においてあった
のを受け取ったというべきでしょうか)。あ
なたに神のお恵みがありますように!!私は1
年2ヶ月前から主と主の言葉に従うようにな
りました。誰かが、私の働いているクライス
ラー工場にある何百台もの車にキリスト教資
料(アラモ・ニュースレター)をおいておいた
のはすばらしいことだと思います。
R.L. ミズーリ州、フロレサント(Florissant)
追伸: うちの家内はカトリック信者で、私が
カトリックの伝えている教義が誤っていると
言っても信じようとしません。家内がその心
を開くことができるようお祈りください。よ
ろしくお願いします。神の栄光あれ。
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ガラ5:16-21  41 二テモ4:10  42 二コリ5:7, コロ3:1-4, へブ11:24-27, 一ヨハ2:15-17, 5:4, 黙 12:11  43 創3:1-6
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についてのみ起っているということです。1

この文書に見られる奇跡における無比の

驚異に焦点を当ててみましょう。ちょっと考

えてみてください - ジョージ・ワシントンや

アブラハム・リンカーン、その他どんな人物

のものであれ、その誕生の何百年も何千年も

前に、だれがその生涯について書き記すこと

ができたでしょうか。宗教的なもの、世俗的

なものに関わらず、世界のいかなる文学にお

いても、キリストの生涯のように奇跡的に予

め書き記されたようなものは、ほかに見つけ

ることができないのです。その生き生きとし

た人物像は、天のギャラリーから来たもの

で、地上のアーチストのスタジオで

創造されたものではないのです。驚

くべきことは、この予め書かれたキ

リストの生涯の奇跡とナザレのイエ

スにおける完全な成就は神の予知以

外の何ものも先見できたはずがなく、

また神の力以外の何ものも成し遂げ

ることができるはずがなかったとい

うことです。十分な証拠が提示され

たここにおいて、思慮ある読者は「預

言は決して人間の意志に基づいて語

られたのではなく、人々が精霊に導

かれて神からの言葉を語ったものだ

からです。」(二ペト1:21)ということに

同意するでしょう。

この事実に証明された

四つの偉大なる真

旧約聖書で預言された救世主の到来と

新訳聖書でのナザレのイエスによる預言の

実現との間にはどんな相違も矛盾もなく、

人は直感的に預言でそのイメージを描いた

聖なる手が歴史におけるその像の形をかた

どったのだという結論に達するでしょう。

その当然の結論は4つの部分から成り立っ

ています。

(1) 聖書が霊感によって書かれた神の言

葉であるということを証明しています。と

いうのは、神の助けを受けていない人には、

そのような文筆の奇跡を書くことも達成す

ることもできないからです。

(2) 聖書の神、はじめからその終末を

知っていた唯一の神、御言葉の全てを実現

させる力を持つ唯一の神が真実であり、生

きている神であることを証明しています。

(3) 聖書の神は全知で、また道徳に関し

て自由な主体である無数の人に絡み付いた

未来を預言することができ、全能で、人の

間に不信心、無知、反逆が広がっている

1. 多くの聖書を学ぶ学生達が同じ驚異的な事実に注目しています。
キリストが誕生する何世紀も前に、その受難と栄光を含めたキリスト
の誕生と生涯は、旧約聖書に詳しく書かれていました。キリストは、
誕生する何世紀も前に全く驚くような形でその祖先、誕生の時、彼の
先駆者、誕生の地、誕生の方法、幼少期、成人期、教え、性格、彼の
生涯の仕事、説教、受容、拒絶、死、埋葬、復活、そして昇天が予め
書き記されていた唯一の人なのです。
「誰がまだ生れていない人の絵を描くことができたでしょうか。も
ちろん神です。神のみができたことです。誰もシェークスピアが生れ
るということなど500年前には知りませんでしたし、ナポレオンが生
れることなど250年前には知りませんでした。しかし、ここ聖書の中
には、一人のみならず20人、25人のアーチストによって描かれたあ
る男性像があり、それには驚くべき間違えようのない類似がありま
す。そしてそれらアーチストの誰も自分達が描いている男性を実際に
見たことがなかったのです。」

バート・クランツ教徒がアラモ牧師の福音文献を

アメリカ首都ワシントンD.C. で配布しています。

アラモ牧師様
私はたった今あなたの冊子「メサイア」を読み終

え、ぜひ手紙を書きたいと思いました。もし、全て
の人がこの冊子を読んでその内容を信じるなら、こ
の世は本当にすばらしい場所になるだろうと思いま
す。あなたは全てをわかりやすい言葉で表し、聖書
からの参照を全て添えました。私はしばらく聖書の
預言を勉強しているのですが、あなたの冊子にさら
に多くを教えられました。私はあなたがお送りくだ
さったそのほかの文献も楽しく読みました。それら
から大変多くを学びました。エゼキエルの書に関す
る何かよい文献はありませんでしょうか。この書が
どうもうまく理解できないのです。あなたのお仕事
を神に感謝いたします。全能の神がこれからもあな
たとその伝道を祝福しますように。
イエス・キリストとともに、親愛をこめて。
S.N. 　　カリフォルニア州、ソレダッド(Soledad)

親愛なるアラモ牧師様
私は最近母の80歳の誕生日の為にアイオ

ワに行ってきました。その滞在中にあなたが
送ってくださった福音文献を配りました。私の
叔母は何年も癌を患っていたのですが、私の滞
在中にその永遠の旅が近づいていました。最後
に叔母のところにいたとき、叔母は眠っていて
起こすことができなかったため、私は「霊的交
渉」というニュースレターを叔母の娘に渡しま
した。彼女はキリストを信じているというの
で、私はジェニーバ叔母さんが目を覚ましたら
罪人の祈りを一緒に読むことが大切だと言って
やりました。叔母の娘からその夜最後にきいた
言葉は、私が言った通りにしたということでし
た。その翌朝叔母は亡くなりました。もうすぐ
80歳になるところでした。叔母の娘は大変感
謝していました。主において牧師であり教徒で
あるトニー、私はあなたのために聖なる生きた
神に感謝します。神に栄光あれ! これは私の家
族全体への証明でした。
神を称賛しつつ。
F.S. オクラホマ州、ノーブル(Noble)

親愛なるトニー牧師様

私達の主、イエス・キリストの名において、心よりご挨拶申し上

げます。私達は神がこれからもあなたに祝福をお与えになるようお

祈り致します。私はあなたが世界中の神の教会、特にここ南アメリ

カの神の教会に精神的なご援助をして下さっていることに対して、

このように手紙を書いて感謝できる機会を頂いたことを神に感謝い

たします。私達は世紀末に近い時代に生きていますが、イエス・キ

リストの福音を聞いたことがないために神を知らない何千もの魂に、

神の国について説く機会を、神は私達にお与えになります。私は手

にあなたのワールド・ニュースレターを持っており、主の業がます

ます盛んであると知って喜んでおります。

少し以前に、私は大変困難な状況にあり、もう少しで聖職の仕事

をやめなければならならないという際に、ありがたいことにあなた

とあなたの伝道を通じて神からすばらしい驚きを受けました。神と

あなたの助けによって私は前に進むことができました。私はエクア

ドルにある一都市とロハ地方の教会とともに仕事をしていました。

私達は新しい布教活動をはじめました。そして、数名の医者をギニ

ア・ビソー(アフリカ)へ宣教師として送りました。それにも関わら

ず、教会は布教活動への援助を全てストップすることを決め、それ

によって、私のような宣教師とその家族に大きな影響を与えたので

す。私達は教会の助けを借りずにまたはじめからやり直さなければ

ならなくなりました。それが神のお望みであるなら、私達は伝道教

会を自分達で始めることにしました。私達が食糧のために使う最低

限のお金は200ドルで、また私達の布教活動のためのオフィスが

ある家を70ドルで借ります。

トニー牧師、私はあなたが主の下部であると知っているのでこ

のことをお話しするのです。そして私のためにお祈りして下さるよ

うお願い致します。なぜなら神にあっては、いかなることも可能だ

からです。ありがとうございます。あなたの援助と助言をお待ちし

ています。トニー牧師、あなたに神のお恵みがありますように。

敬具

S.C. 　　　　　　　　　エクアドル、ロハ(Loja)

「メサイア」の記録 カリフォルニア

この教徒、S.N.より依頼されたものを送ってあります。

オクラホマ

エクアドル

私達はこの兄弟にお金と文献を送りました。

(6ページへ続く)

(1ページから続く)
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の右に座っているのですが、その体の一部に
なることによって神の息子となるのです。44

象徴的に言えば、これはキリストが神の知恵
であり力であることを示しています。45　

「自分の肉に[種を]蒔く者は、肉から滅び
を刈り取り、[聖なる]霊に[種を]蒔く者は、霊
から永遠のいのちを刈り取ります。」(ガラ6:8)
言い換えると、キリストは自分の肉体の死を
通じて私達を捕らえていた悪魔を滅ぼしたと
いうことです。46　私達は罪を犯すことや悪、
死、そして火の湖から逃れることができませ
んでした。なぜなら悪の監獄から抜け出す方
法に気づいていなかったからです。私達が悪
魔、死、火の湖での永遠の拷問、そしてこの
罪深き人間の国から逃れる唯一の方法は、聖
霊を通じてキリストのうちにある神の力が私
達の中に入ることによって、神の国で新しい
生命を得ることなのです。47　

聖霊を通じてキリストは悪魔の監獄の鍵を
あけて私達を解放し、自分の内の「私」と「我
意」、つまりそれらは私達の「肉」なのですが、
私達は、神の聖霊を毎日新たに受けることに
よって、それらを抑制してもう罪を犯さない
ようになるのです。48　私達は「わたしを強め

て下さるかた[キリスト]のお陰で、わたし
にはすべてが可能です。」(フィリ4:13)ので
す。繰り返しますが、私達の以前の罪、悪、
アダム、そして神の法令に反するあらゆる
ものがカルバリーでのキリストの十字架の
死によって除去されるのです。49　パウロは
このように言っています: 「肉に割礼を受け
ず、罪の中にいて死んでいたあなたがたを、
神はキリストとともに生かして下さったの
です。神はわたしたちの一切の罪を赦し、
規則によってわたしたちを訴えて不利に陥
れていた[私達が以前犯した罪に対する]証書
を破棄し、これを十字架に釘付けにして取
り除いてくださいました。そしてもろもろ
の支配と権威[罪、悪魔、堕落した天使、死、
地獄、そして墓場]の武装を解除し、[キリス
トの死、復活、変換、その天で三位一体の神
が持つ生がはじまったという天への昇天に
よって]キリストの勝利の列に従えて、公然
とさらしものになさいました。」(コロ2:13-
15)キリストが人の地上の姿から天の姿へ変
化したのもその場所です。50　また霊によっ
て生まれ変わった私達 - 新生 - は、キリス
トの全てを包括した死と復活において「輝
かしい勝利を収めています。」(ロマ8:37)
神の生と力が私達のうちに住み働いて

いることによって、新生した私達の中に、

三位一体の神の人間化が続いていると世界の
人々が悟るとき、全ての栄光が神に与えられ
るのです。51　世界はもはや、私達が人の国の
やり方、すなわち「肉の欲、目の欲、生活のお
ごり」(一ヨハ2:16)に従って歩んでいるのを見
ることはありません。罪を犯すために生きて
いた私達の中にあったこれら全てのものは今
やキリストと共に十字架に釘付けられていま
す。そして、今や救われた私達は、人の国の
やり方や物事を葬るために死に、そして - 神
を称え - キリストの全てを包括した力強い罪
なき天の国の新しい生を受けるのです。52　永
遠である神の生がキリストの人の姿のうちに
あるため、神はキリストを死者の中から蘇ら
せることができたのです。「もし、イエスを死
者の中から復活させた方の霊が、あなたがた
の内に宿っているなら、キリストを死者の中
から復活させた方[父である神]は、[新生によっ
て]あなたがたの内に宿っているその霊[神の天
国の命]によって、あなたがたの死ぬはずの体
をも、生かして[神の不死の命を与えて]くださ
るでしょう。」(ロマ8:11)「キリストの霊を持た
ない[神がその内にいない]者は、キリストに属
していません。」（ロマ8:9)
私達が自分自身をキリストの全てを包括し

た死とともに死んだと考えた時、またキリス
トが私達のために全てを包括した不死へと復

私達の主とともにある、信心深く恵まれた兄弟、トニー・アラモ様
イエスの貴重なる名において、特別にお慶び申し上げます。
兄弟よ。伝道活動に従事している私達は皆、主の恵みとあなたの日々の祈りに

よって元気に活動しております。私は、あなたが慈悲深くお送り下さったあなた
の文献を配布致しました。今後も郵送先名簿に名前を載せ続けて頂きたいと思っ
ております。私は問題が解決してあなたの人生がうまく運んでいることを大変嬉
しく思っております。
私達は一生懸命に伝道活動をしております。毎日まだ信仰が行き届いていない

場所で神の言葉を示しています。多くの人が神の言葉をきき、主、イエス・キリ
ストを自分の救済者として受け入れ、多くの人が主の力を通じて私達の祈りに
よって癒されています。ここインドで、私はチームを組んで活動していますが、私
は、どんな教会からも支持を受けておりません。
兄弟よ。私はアラモ・キリスト教伝道会の為に是非インドの代表として働きた

いと思っております。そしてあなたの規則と規約に従い、主の活動を広げたいと
思っております。どうか私をメンバーとして受け入れ、教会の繁栄の為に手をお

貸し下さい。私は主の伝道団体の一
員であることを嬉しく思っており、
この終末の近い今、主の力強い手が
人々を支えるのを見てきました。
私は手をあわせて祈りつつ筆を

おきます。どうか私達に情けと親切
をお示しになり、あなたの恵まれた
手で私たちをお助け下さい。あなた
とあなたのご家族にお恵みがあるこ
とでしょう。私達は皆あなたのため
にお祈りしています。そしてキリストの再臨の時まで仲
間でありたいと思っております。イエスの名において、
早くご親切にお手紙が頂けますようお願い申し上げま
す。あなたが神から祝福を受け、あなたが必要とするも
のが授けられますように。アーメン。
E.S.　　　　タデパレグデム(Tadepallegudem)、南インド

アラモ福音文献配布者、I.スダカール(Sudhakar)が、
アラモ・キリスト教伝道会ワールド・ニュースレター
を 手 に 、 イ ン ド の ラ ー ジ ャ マ ン ド ラ イ
(Rahjahmundry)で福音を説いているところ。

上の写真二枚 - チャンドラ・リビン

グストン牧師がアラモ・キリスト教

文献、聖書、カセットテープのメッ

セージなどをインドのハイデラバッ

ド周辺の村で配布しているところ。

44 マコ16:19, ルカ22:69, 使2:33, 5:30-31, 7:55-56, ロマ8:34, コロ3:1, へブ10:12, 12:2, 一ぺト3:21-22  45 一コリ1:17-30  46 ロマ7:22-25, 8:14-17, ガラ4:3-5, 5:1, エフェ2:11-17, コロ2:13-15, へブ2:9-10, 14-15
47 マタ18:3, ヨハ3:3-7, 6:50-51, 57, ロマ6:3-23, 7:6, 24-25, 8:6, 9, 13-14, エフェ2:1-10, 4:21-24, テト3:5-6, 一ぺト1:2-3, 22-23, 二ぺト1:3-4  48 ヨハ2:24-25, 8:11, 31-32, 36, 12:25, 15:9-11, 使20:22-24, ロマ7:5,
8-11, 14-25, 8:1-15, 35-39, 11:22, 一コリ9:24-27, 15:31, 二コリ4:16, ガラ5:16-18, 24, フィリ3:7-16, 4:13, コロ1:9-11, 21-23, 3:1-6, 4:2, テト2:11-14, 一ぺト1:3-5, 4:1-3, 7, 二ぺト1:5-13  49 ヨハ15:3-5, ロマ6:6-13,
7:5-6, 二コリ5:17, ガラ6:15, エフェ2:1-6, 4:22-24, コロ2:10-15, 3:9-10  50 マコ16:19, ヨハ20:17, 使1:9-11, 一コリ15:3-4, エフェ4:8-10  51 エゼ36:27, ヨハ1:4, 14:23, 15:1-11, 16:13-14, 17:21-23, 26, 一コリ3:9,
6:19-20, 15:10, 二コリ5:17-21, ガラ 2:20, エフェ2:18-20, 3:16-21, コロ 1:27-29, 一ヨハ3:24, 二ヨハ9  52 マタ18:3, ヨハ3:3, 5-6, 5:24, ロマ 6:3-14, ガラ 2:20, エフェ2章 , コロ2:10-15, 一ぺト1:3-5, 23

タデパレグデム

インド

両親を取替えること
(2ページから続く)
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活し、そして私達のためにキリストとともに
天へと昇天するのを経験した後、霊によって
父とともにある「『アッバ、父よ』と叫ぶ」(ガ
ラ4:6)キリストが私達のうちに入ることができ
るのです。そして、キリストにおいて私達は神
の子になったのです。というのは、私達はもは
や二人ではなく、キリストとともにいる一人
の新しい人だからです。53　キリストは私達の
頭であり、私達はキリストの体です。そして、
人間であるイエス・キリストという名の私達
の開拓者、救済者、人の子、唯一父である神か
ら生れた子であるキリストのうちに生きたの
と同じ神の力が、私達のうちにも生きている
のです。54　これは、キリストの統合体の一部
として機能する私達のうちにある神のこの世
における人間化の続きなのです。これは死ん
だ宗教ではありません。これは神の生におい
て再び生れているということなのです。それ
は、神の霊が私達のうちにあり、神の国の生が
私達のうちにあるということなのです。55　イ
エスは私達を救う為に十字架に架けられただ
けではなく、また永遠である神の命を私達に

与える為に復活したのです。56　私達は、も
し最後まで神の国における新生を続けるな
ら、神の霊によって、終末の日に死者の中か
ら蘇らせられるでしょう。57　

永遠の命を持つというのは、神の命が私
達のうちに川のように流れ込んでくるよう
なものです。58　私達の命は、全能の神自身、
そして御霊が私達のなかに送られることに
よって得られる父とともにあるキリストな
のです。59　私達が新生すると、毎日神が私
達のうちで人間化し、私達が神のなかで復
活することによって、神は自らを私達の中
に送り込み、そして私達を通して他の人々
にも広げているのです。60　三位一体の神の
絶え間ない人間化は私達に救済をもたらし、
神の私達の中における復活は、私達のうち
に神の力を持つ新しい命をもたらします。
これが私達の神における命であり、その命
は、他の人々もまた救われることができる
よう神によって使われるのです。61　

人間化は、神が神であるのと同時に人に
なることでした。62　キリストは神の国にい

ました。63　もう一度言いますが、（神は）人の
国の生を持つために、その国に生れなければ
なりませんでした。64　神がマリアを使ったの
はただこのためでした。マリアは、キリストを
人として人の国へもたらすための保育器だっ
たのです。65　キリストは人の魂、人の霊、そ
して人の体を持ちました。66　それでも、三位
一体の神の霊がキリストのうちにあったため、
キリストは自分が「この世に属していない」
(ヨハ8:23)と言いました。人の国の私達が水と
霊から生れるとき、私達も神の子となり、私達
のうちに神の国の生を持つようになります。67
　私達の母親がこの人の国に私達を生み、のち
に私達がうちに神の生を受け新生するからと
いって、母親に対して祈ることはありません。
それは、マリアが三位一体の神をうちに持っ
たキリストを人の国に生み出したからといっ
て、イエスの母に祈るべきではないのと同じ
です。それはマリアがしたことではなく、神の
業だったからです。68　

確かに分かっているのは、イエスが自分の
母に対して祈ったことはなく、他の誰にもそ

来、イスラム教信仰者である私の家族は皆、私を拒絶しつづけています。
そして、それは私の運命なのです。衣食住など、私が必要なものを供給
してくれなくなりました。学費なども払ってくれなくなったため、私は
退学せざるを得ませんでした。というのも私には誰も面倒をみてくれる
人がいないからです。私は時に一日中飢えていることがあります。私の
家族は、私がイエス・キリストに従うのをやめてイスラム教に戻ってく
るように、こういう仕打をしているのです。私は、何があっても永遠に
主に仕え、主の御心に従うと誓います。どうか私がこれらの問題に屈す
ることなく今後も主のためにしっかり立ち向かえるようお祈りください。
また神様が私の家族の心にも触れるよう、お祈りください。ありがとう
ございます。私のようにあなたを必要とする人を助けてくださる牧師様
に神の祝福あれ。アーメン。
キリストとともに、感謝をこめて。
N.D.                                                タコラディ(Takoradi)、ガーナ

親愛なるトニー
あなたの生命に、また神がいかにあなたをお使いになっているかとい

うことに、そして全能の神によってあなたに与えられた教えに感謝いたし
ます。親愛なるトニー、私は、人々を主のもとに導く為のあなたの文献を
読んでいた当時、実はあなたから手紙の返事を受け取る前に既に布教の為
にある地に殉教に行く途中でした。ですから、文献と同様、私の手紙に対
するあなたの返事の手紙も読み始めました。事実、私はあなたからの返事
の手紙の教えを実践し、35人の人を主のもとに導くことができました。
親愛なるトニー牧師。私は彼らにもっと良く教えを理解してほしいと

思います。ですから、彼らが読む聖書が少なくとも15冊から20冊必要で
す。というのは、彼らのなかで20人はよく教育を受けている者だからで
す。そして私のためには、どうか二冊の大きな聖書(活字の大きなもの)と
聖書辞典をお送りください。親愛なるトニー、私は全能の神があなたの生
命を延ばし、神の行いに関する知識をさらに授け、あなたの持つイエスに
おけるまことの精神的な力をより増やすようにとお祈りします。あなた
に、またあなたの教会や世界中にある他の教会の全ての信者達にご挨拶申
し上げます。
敬具
牧師O.A.                                                     コソア(Kasoa)、ガーナ

(1ページから続く)

トニー・アラモ牧師様
私は文献「貴方の道」と月刊のワー

ルド・ニュースレター02500号に大変
感動致しました。私はもう10年以上あ
なたと交信しております。どうかフラ
ンス語の聖書25冊、聖書辞典1冊、聖
書の用語索引、「メサイア」という本と、
「法王の秘密」と「逃亡者、法王」とい
うパンフレットを1部ずつお送りくだ
さい。私はあなたの伝道会とともに心
からの活動をしています。どうか、こ
こにあなたの伝道会を設立するための
力をお貸し下さい。
私はイエス・キリストの名におい

て主に全時間を捧げております。アー
メン。
G.G.牧師 　　コートジボアール

アラモ・キリスト教伝道会の
準牧師クリストファー・マソ

ナがルワンダのサイアング
グの教会で説教中。同牧師

は、アラモ牧師の力強い福音
文献とテープのメッセージ

によって多くの人々を主の
もとへ導いてきました。

アラモ・キリスト教文献配布者達とクワイア・シスターズ(聖歌隊)が

ここブカルの私達の教会で主を崇めているところ - クリストファー・

マソナ、サイアンググ(Cyangugu)ルワンダ

53 ヨハ1:12-13, ロマ8:14-17, ガラ4:4-7, エフェ2:13-22, 一ヨハ3:1-2  54 マタ16:13, 16-17, 18:11, ヨハ1:12, 17-18, 29, 34, 3:16-17, 6:69, ロマ8:14-17, ガラ4:6-7, エフェ5:23, 30, 一ヨハ4:9, 13-16  55 ロマ8:13-17, 一
コリ6:19-20, ガラ2:20, テト3:4-8  56 ヨハ3:15-17, 5:24, 6:54-58, 68-69, 10:10-11, 27-28, 17:1-3, ロマ2:7, 5:21, 6:22-23, 一テモ1:16, 6:12, テト1:2, 3:7, 一ヨハ2:24-25, 5:11-13  57 マタ24:13, ヨハ5:29, 6:39-40, 54, 11:
25-26  58 詩36:10, ルカ18:1, 21:36, ヨハ4:13-14, 14:20-21, 23, 15:4-5, 一テサ5:17, 黙21:6-7, 22:17  59 ヨハ3:15-16, 36, 6:35, 40, 63, 7:37-39, 11:25-26, 14:6-21, 26-27, 17:21-23, 26, ロマ8:2, 10-11, 一コリ3:16, 6:19, 15:
31, 二コリ3:6, 4:16, ガラ6:8, エフェ4:23-24, フィリ3:8-11, コロ3:10, 一ヨハ5:12, 黙3:20  60 エゼ36:27, ヨハ14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 17:21-23, 26, ロマ8:1, 10-11, エフェ3:16-21, へブ8:10, 黙3:20-21  61 マコ16:
15, ロマ12:1-2, 一コリ3:16-17, 6:19-20, 二コリ5:17-21, 6:16-18, ガラ2:20, エフェ2:18-22, コロ1:27-29, 2:9-10, 一ヨハ3:6, 24, 4:4  62 マタ21:9, ルカ2:6-7, 11-12, ヨハ1:1-5, 14, 4:25-26, 6:51, 8:16, 14:6-11, ガラ4:4-7,
フィリ2:6-11, 一テモ2:5-6, 3:16, テト2:11-14, へブ2:14-18, 一ヨハ4:2-3, 9  63 箴8:22-31, ヨハ1:1-3, 3:13, 16-17, 19, 8:58, へブ7:3, 一ヨハ5:6-7  64 イザ7:14, 9:5, マタ1:23  65 イザ7:14, 9:5, マタ1:18, 23, ルカ11:27-
28  66 使13:23, ルカ11:27-28, フィリ2:5-8, へブ2:14-18  67 ヨハ3:5-7, 17:2-3, 11, 21-23, 使4:12, 一コリ3:16-17, 二コリ5:17-21, 6:16  68 出34:14, 申5:8-9, 6:14-15, 8:19, マタ4:10, 黙 19:10

アフリカ

コートジボアール
フランス語から翻訳

希望のものは全てG.G.牧師のもとに
送られました。

今日の偉大なる世界改革

(7ページへ続く)

ガーナ

全ての依頼は認められ、牧師O.A.に送られました。
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真っ最中に自分の言葉を完璧に実現させるこ

とができるということを証明しています。

(4) ナザレのイエス、完璧に完全に旧約聖

書の預言を実現したイエスが本当に救世主で

あり、世界の救済者、生きた神の息子である

ことを証明しています。

キリストは歴史の中心である

キリストは聖書の中心の主題であり、同

時に全ての歴史の中心と見られています。新

訳聖書のキリストは預言の木の果実であり、

キリスト教信仰は計画を実現することで、そ

の最初の概略はキリスト誕生の1500 年以上

前に記されました。

実現された預言は

聖書独特のものである

実現された預言は聖書の中だけに見いだ

されたということは事実です。それゆえ、そ

れは聖書が神によって霊感を与えられている

という積極的で、決定的で、圧倒的な証拠を

表しているのです。ここに簡潔な議論があり

ます: 神の霊感によって助けられていない人は

だれも未来を予知することはできない。とい

うのは、それは人にとってつき抜けることの

できない壁であり、全ての人にとって真に

「鉄の幕」であるからです。全知全能の神だけ

が確実に未来を預言することができます。そ

れでは、もしある人が(聖書のなかの預言のよ

うに)必ず実現する預言、預言とその実現の間

に十分な時間がはさまっている預言、その預

言が巧妙な思いつきでないと確信させるため

の明白な詳細のある真の預言を見つけること

ができるなら、それは完璧で誰も反論できま

せん。旧約聖書の最後の救世主についての預

言と福音のキリストにおけるそれらの(預言

の)実現の間には400年もの月日があったこと

を思い出してください。2 もちろん多くの預言

は紀元前400 年よりずっと以前のものです。

モーゼの時代(紀元前1500年)からマラキの時

代(紀元前400年)までの1100年の間に預言者

の継承者が現われましたが、これらの預言者

は皆救世主の到来を証言しました。そしてま

た、エデンの園のアダムとイブへ知らされた

キリストの預言もしました。それからまた、

モーゼの時代に至るまでに多く人々に対して

預言をしました。

これらの旧約聖書の預言は詳細にわた

り数が多く、新訳聖書におけるそれらの預

言の実現があまりに完全であるため、救世

主の預言を学べば、だれもそれを疑うよう

な不信心な人はいなかったのです。またこ

の預言と実現の事実が十分理解されていれ

ば疑いを持つ弟子は一人もいなかったこと

でしょう。悲しい事実としては、私達がキ

リストを中心とする預言を注意深く研究し

た正直な無神論者や批判家にまだ出会って

いないということです。今はまさに「永遠

の時にわたる神の岩、信仰が不動となる場

所」なのです。

「預言」は神が自分の

真を証明する方法である

聖書の教えは他の全ての宗教のものと

根本的に全く反対で大変重要なので、人の

究極的な運命、救済か破滅かは、キリスト

と聖書にあるその戒律を受け入れるかどう

かにかかっていると教えています - 私達に

は聖書が天の法令であるか否か、絶対的で

最終的な神の言葉であるかどうか、その

メッセージが全能の神による正当なもので

あるかどうかを知る権利があります。もし

神が聖書の中にその意志を啓示したのなら、

なんらかの確実な方法で、神は聖書が本当

に自らが示した意志なのだと人に伝えるに

違いありません。聖書が自らの言葉である

ということを示す為に神が選んだ方法は、

普通の知性を持つ全ての人が理解できるよ

うな方法なのです。その方法は明確で詳細

な預言を与え、それを実現するということ

です。それは全ての人に神が話したのだと

分からせる神の神聖な印なのです。この印

は決して偽造されることができません。そ

れはそれが証言する真実に付着しています。

というのは、自由で知的な主体である人の

行動を神が予知することは、最も不可解な

神の性質であるだけでなくて、また神だけ

が有する完璧さであるからです。イザヤの

時代の偽の神に対して、真の神はこう言い

ました。「訴え出るがよい・・・お前達の論

拠を示せ・・・起るべきことをわたしたち

に示し、告げてみよ・・・来たるべき事を

聞かせてみよ。将来にかかわるしるしは何

か、告げてみよ。お前たちが神であること

を悟るとしよう。」(イザ41:21-23)

見せかけの奇跡でその主張を支持しよ

うとしてきたイスラム教や仏教のような

誤った信仰があります。しかし聖書におい

てのみ大胆に預言を編纂することができた

のです。そしてそれは、イスラム教にも仏

教にも、あるいは世界史上のいかなる宗教

にも見られないのです。

それは全知全能の神に独特な栄光なので

す。神は「主、造り主」(イザ40:28)であり、「そ

れが芽生えてくる前に」(イザ42:9)新しいこと

を告げるのです。神はその栄光を他には与え

ません。神はこう言っています。「わたしは

主、これがわたしの名。わたしは栄光をほか

に渡さずわたしの栄誉を偶像に与えることは

しない。」(イザ42:8)真の神のみが未来を予知

し、預言します。神はその預言を聖書のペー

ジに明かすことにしました。3 ユダヤ人、イス

ラエル周辺の異邦人国家、古代都市、教会、終

末の日々などのように聖書には他にも多く、

神の預言の対象になるものがありますが、神

の予知とその実現における完璧さはキリスト

に関する預言の領域において最もよく見られ

るのです。

ここに神のみが、聖書の中においてのみ、

真の預言を与えているという明快な言明があ

ります。「思い起こせ、初めからのことを。わ

たしは神、ほかにはいない。わたしは神であ

り、わたしのような者はいない。わたしは初

めから既に、先のことを告げ、まだ成らない

ことを、すでに昔から約束しておいた。わた

しの計画は必ず成り、わたしは望むことをす

べて実行する。」(イザ46:9-10)(神のみが預言を

与え、それを成就することができ、それが聖

書の中においてのみ見いだせる、という言明

でこれは聖書の中で何度も繰り返されていま

す。イザ45:1-7, 二テモ3:16, 二ぺト1:19-21,

申18:21-22, イザ41:21-23, エレ28:9, ヨハ13:

19を参照してください。)

この事実の大変な力にお気づき下さい。

物事がそのずっと前に起きると宣言し、実際

にその事を起こさせるということ、これは神

の業の他何でもないのです。

2. 旧約聖書の最後の卷と新訳聖書の最初の卷の間に長い期間が経

過したことの証拠は七十人訳聖書、つまり紀元前200年頃ギリシャ

語に訳された旧約聖書の翻訳が世界に存在するということです。こ

の翻訳は紀元前280年頃プトレマイオス・フィラデルファスの時代

にはじまり、その後まもなく完成されました。私達がもう分かって

いるように、全旧約聖書の翻訳が紀元前200年以上も前につくられ

たということからすると、その翻訳のもととなった旧約聖書はそれ

よりさらに古いものだということがわかります。

3. 多くの人が未来を預言しようと努力しました。聖書の外の誰もそれに成功したことはありません。「全くその通りになる預言をするこ

との非常な困難さはマザー・シップトンの預言[Mother Shiptonﾕs Prophecy]として知られるぞんざいな押韻詩に見られます。何年か前に、そ

れは遠い日の見せかけの遺物として現われ、蒸気機関車の発明や英国政治におけるディズラリー氏の台頭などを預言したと主張しました。

私は何年もその大層なインチキらしきものの正体を暴こうとし、そしてそれに成功しました。私は全てがこの預言らしき悪ふざけの著者だ

と認めた[英国の]チャールズ・ヒンドレーから出ているとつきとめました。それは、1448年ではなく1862年に書かれたもので、物事を軽々

しく信じがちな大衆に偽物をつかませたのです。2000年前の[本当の]預言に疑いをかけようとするその同じ人間が、いとも簡単に実際に事

が起ってから預言された偽物をあっさりと信じ、それが実際よりも古いものであるという主張の真否を調べさえしないという事は、人間の

心がいかにねじれているかということの驚くべき証拠の一つと言えるでしょう。」(Dr. A.T. Pierson)

アラモ伝道会・オンライン
www.alamoministries.com

親愛なるアラモ牧師様
私は月曜日に仕事中ショッピング・

カートの中にあなたのニュースレターが二
部あるのを見つけました。私は、神が私を
愛し全てが大丈夫だと言って私に祝福を与
えているような気がして大変感謝しました。
私は二部あったニュースレターの一部を姉
妹のアグネスにやりました。私達は、いず
れも主イエスにおいてはあらゆることが可
能だと信じています。私は自分の人生にお
いて受けている全ての恵みに感謝していま
す。私は貧しいかもしれませんが、主で満
たされています。私はあなたの文献を読み
続けます。「神の農場」に載っているメッ
セージが大変気に入っています。
親愛をこめて。
J.W. 　ミシガン州、クリントン(Clinton)

「メサイア」の記録
ミシガン

5月のニュースレターにつづく

(3ページから続く)
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んなばかげたことをするように指示したこと
はないということです。69　人々は聖書を読む
べきです。そうすれば、神以外の人やものに祈
る人がいかに反キリスト的であるかがわかる
はずです。70　この件に関する多くの例が聖書
の中にあります。一つの例は、悪魔が、ひれ伏
して自分を崇拝すればこの世の全てを与えて
やるとイエスに言ったことです。つまり、悪魔
は(まるで自分が世界を所有していもしないの
に所有しているかのように)イエスが悪魔に祈
り、その世界を請願すれば与えてやると言っ
たのです。71　神は世界を創造し所有していま
す。72　世界は悪魔の嘘によって悪魔に不正に
手に入れられたのです。73　キリストは真実に
よって再び世界を勝ち得ているのです。74　古
代ギリシャのギリシャ語原文によると、イエ
スは悪魔をこう非難しました。「サタンよ、消
えろ。そしてもっと遠くへ消え失せろ。なぜな
らこう書かれ、今もこう記録されている。『主
なる神を拝し[祈り]、そして神にのみ神聖に仕
えよ』」(マタ4:10)欽定英訳聖書及び日本語訳聖
書では、こう言っています。「退け、サタン。
『あなたの神である主を拝み[神に祈り、願い
を請い]、ただ主に仕えよ』と書いてある。」
イエスは神のみ拝み / 祈るように悪魔に言

いました。これにより、私達はイエスの母、全
ての聖人、神以外のいかなる人やいかなるも
のに対しても、祈ったり崇拝したりすること
を排していることがわかります。いかなる人
いかなるものというのは、天使、聖人、母親、
父親、政府、政治家、スポーツ界の人物、歌手、
映画スター、夫、妻、子供たち、親類、動物、
鳥、魚、昆虫、音楽、あらゆる種の芸術、宗教、
コンピューター、世界、欲望、肉体、あるいは
世界や天のいかなるものに対する誇り、を意
味します。75　私達は神のみを崇め / 祈らなく
てはなりなせん。ガラテア人への手紙の1章
は、その8節と9節で二度にわたってこう言っ
ています。「わたしたちがあなたがたに告げ知
らせたものに反する福音を告げ知らせようと
するならば、呪われるがよい」もし、のろわ
れたいなら、イエスの母、聖人、そしてその他
全ての前述のものに祈り続けなさい。しかし、
のろわれるより、神により恵まれたいと望む
なら、神のみに祈りなさい。聖書の中には、私
達が神のみに祈らなければならないと述べた
言葉が他にも多くあります。76　

イエスの弟子がどのように祈るのかと尋ね
たとき、イエスはこう言いました。「天におら
れるわたしたちの父よ、[天にいますマリアで
もなく、天にいます聖人でもありません。イエ
スは、それらを神聖なる名であると言うので
はなく]、[神の]御名が崇められますように。」

と言い、それらの国が来るとか、その意志が
行われると言うのではなく、「御国がきます
ように。御心が行われますように。天にお
けるように地の上にも。」(マタ6:9-10)と言い
ました。再び、私達がどのように祈るかとい
うことについてのキリストの教えは神以外
のいかなる人をも全ての人をも除去してい
ます。繰り返しますが、もし神に呪われたい
なら、単に神以外の誰にでも好きな人に対
して祈ればいいのです。しかし、もし恵まれ
たいなら、神にだけ祈りなさい。77

私達は現在、人の国、世界にいますが、
もはやそこからのものではありません。78　

新生して以来、私達は天の国のものとなっ
たのです。79　イエスはその弟子のために天
にいます父に祈ったとき、この事実を確認
しました。イエスは父にこう言いました:「わ
たしは彼らに御言葉を伝えましたが、世は
彼らを憎みました。わたしが世に属してい
ないように、彼らも世に属していないから
です。わたしがお願いするのは、彼らを世
から取り去ることではなく、悪い者から
守って下さることです。わたしが世に属し
ていないように彼らも世に属していないの
です。」(ヨハ17:14-16)
ここでもまた、キリストは「人の子」と

して、また「神の子」として、私達の罪を背
負って神の子羊として十字架に架けられる
ことによって、80 私達の魂の救済と私達の体
の救いをもたらしました。81 モーゼが棒にか
けて持ち上げた真鍮のヘビのように、私達
の主が十字架に架けられることによって、
悪魔に永遠の死をもたらし、そして今は神
の子である人々に対する以前の悪魔による
支配、悪魔による破壊、悪魔による永遠の死
を始末することができたのです。82 真鍮のヘ
ビのように、キリストは私達のためにその
罪無き自身を通じて、罪と悪魔の両方に死
をもたらしました。83 もう一度言いますが、
私達が罪、悪魔、自身を十字架に架けて死ぬ
とき、私達が行ってきた利己的で罪深く悪
魔的な生き方は、キリストとともに死に葬
られるのです。84 私達のうちと、堕落した人
の世にある全てのマイナスのものが死に絶
えるよう私達に与えられたこの全ての超自
然的な力は、2000年前に十字架で死んだキ
リストによって、私達の為に成し遂げられ
たのです。キリストの成し遂げたあらゆる
ことが私達の為であったと分かるとき、す
なわち想像を絶するような苦しみ85 で満ちた
永遠の火の湖から逃れてキリストの永遠の
天の至福の生86 を得ることができるように、
（キリストが私達を）人の国から神聖な国へ
と救い出してくれたのだと分かるとき、な
ぜ新生した人々は私達の為にそのような全
てをなさって下さった三位一体であるもの、

すなわち主なるイエス・キリストとイエスの
父と聖霊を絶え間なく称賛するかが分かるの
です。87 救われている私達は、今や天の国にあ
ります。父とともにいるキリストは、私達のう
ちにおり、その私達を通じて、私達がこの世に
いる間にまだ救われていない人々をも助ける
のです。私達は、キリストの復活を通じて、キ
リストのうちにあるあらゆるプラスのものを
受け取りました。キリストの復活はまた私達
の復活でもあるのです。なぜなら、私達はもは
や罪に生きていないからです。キリストが私
達の以前の罪と以前の生命を破壊するために、
私達の身代わりとして十字架に架けられたこ
とによって、私達は、キリストの死こそが、キ
リストの復活した永遠の命を得る唯一の方法
なのだと悟りはじめるのです。88 これはキリス
トの方法であり、これは人の国を出て天の国
へ入る唯一の方法なのです。89 これは、火の湖
の永遠の苦しみから逃れるために、私達に神
によって与えられた唯一の方法なのです。イ
エスは、彼において永遠の生を得る為に命を
失うであろう、と言いました。
「死者は復活して朽ちない者とされ」ま

す。(一コリ15:52)90 イエスはこのように言いま
した。「自分の命を救いたいと思う者[すなわ
ち、神の意志を行い、この人の国において自
分の内に神を宿して生きるのではなく、人間
である自分の意志を行い続け、自分の生活を
続ける者]はそれを失うが[永遠の生命を失い]、
わたしのために自分の命を失う者[この人の世
界で神の意志を行い、この人の世界で内に神
を宿す者]はそれを得る[神の天の国の永遠の
生命を得るだろう]。」(マタ16:25)自分の命をキ
リストの死に投げ出す者は、キリストの復活
において、天におけるキリストの永遠の命を
受けます。
神の意志を行う為に、私達は人の国にい

るあいだに、神のもとへ行かなければなりま
せん。そのときはじめて、永遠の命を受け、神
の国の一員になるのです。「聖なる民に属する
者、神の家族であり、使徒や予言者という土
台の上に建てられています[天の国]。」(エフェ
2:19)91

キリストは私達に
完全な注意を要求する

キリストにおける私達の次のステップは変
換です。新生したあと、私達は毎日神の変換プ
ロセスによって変換させられなければなりま
せん。92 私達は常にキリストを自分のうちに受
け入れることによって変換されます。私達は、
絶えず私達の命であるキリストのうちに「住
む」ことができるように毎日キリストを「食
べ」、「飲み」、（息のように）「吸い入れ」なけ
ればなりません。93 イエスは私達が最後まで永
遠の命を持てるようにと、このように絶え間
なく注意することを私達に要求しています。94

69 マタ4:8-10, 10:37, 12:46-50, ルカ11:27-28, ヨハ2:3-5  70 出20:3-5, 申5:7-10, 士3:9, 15, 4:3, 23-24, サム上7:3-6, 10-13, 代下7:14, 詩3:5, 18:7-18, 30:3, 66:19, 99:6-9, 106:44, 145:18, ヨナ2:2-3, 11, マタ4:8-10, 6:6, ル
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21:6-7  75 士13:15-16, マタ6:1-2, 5, 7-8, 19, 10:37-39, 19:29, 使7:38-43, 10:25-26, ロマ1:21-32  76 士3:9, 15, 4:3, 23-24, 代下7:14, 詩3:5, 18:7, 30:3, 66:19, 99:6-8, 106:44, 145:18, ヨナ2:2-3, 10, マタ6:6, ルカ11:1-2, フィ
リ4:6, 黙8:3-4  77 士16:28-30, サム上1:10-17, 19-20, 12:9-11, 王上17:18-24, 18:36-38, 王下13:3-5, 19:14-19, 32-35, 20:1-7, 11, 代上4:10, 代下13:14-18, 14:10-14, 15:12-15, 使12:5-17, 27:35  78 ヨハ1:9-12, 3:16-21, 8:
12, 23, 12:46-47, 16:33, へブ11:13-16, 一ヨハ2:15-17, 4:4-6  79 ロマ8:14-18, 一コリ9:24-27, へブ11:13-16, 13:14  80 出12:3-13, ヨハ12:32-36, ガラ3:13-14, 一ぺト1:18-21, 黙5:9-12, 14:3-4  81 マタ20:28, 使16:31,
ロマ3:24-26, 5:1, 10, 二コリ5:18-21, ガラ1:4, エフェ2:14-22, コロ1:12-14, 一テモ1:15, へブ2:14-15, 黙1:5  82 ヨハ3:14, コロ2:13-15  83 ヨハ3:14, ロマ5:1-2, 8-21, 6:10, エフェ2:11-17, コロ2:13-15  84 マタ16:24-
25, ロマ6:2-14, 8:13, ガラ2:20, 5:24, 6:14, フィリ3:10-11, コロ2:10-15, 3:1-3, 一ぺト2:22, 24  85 イザ33:14, マタ3:12, 8:12, 10:28, 13:40-42, 18:8, 25:41, 46, マコ9:43-44, ルカ16:20-26, 一テサ1:7-10, 黙14:10-11  86
ヨブ3:17, マタ6:20, 13:43, ルカ12:32, ヨハ14:2-3, 二コリ5:1, コロ1:5, 12, へブ10:34, 11:10, 16, 12:28, 13:14, 一ぺト1:3-4, 二ぺト3:13, 黙7:9, 13-17, 21:1-5, 9-27, 22:1-5  87 申4:35, 39, イザ9:5, 44:6, マタ1:23, ヨハ
1:1-3, 10-14, 4:23-24, 10:30, 14:6-11, 13, 20, 23, 15:26, 17:21, 一コリ8:6, コロ2:9-10, 一ヨハ2:23, 5:7, 20  88 出33:20, ヨハ3:3, 12:24, 一コリ15:42-44, 47-54, エフェ4:22-24, へブ12:14, 一ぺト1:22-23  89 マタ16:24,
ヨハ10:1, 12:23-24, 14:6, 15:5, 使4:12, ロマ6:2-13, 8:10-11, 一コリ15:22, ガラ2:20, 5:24, エフェ2:1-6, フィリ3:10-11, コロ2:10-15, 3:1-3, へブ5:8-9  90 一コリ15:42-57  91 エフェ2:11-22  92 二コリ4:16, エフェ4:

13-16, 22-24, コロ3:9-11  93 ヨハ4:10, 14, 6:48-58, 15:1-7, 一コリ 10:3-4, 12:13, 二コリ 5:17, ガラ5:16, 25, エフェ5:18-20  94 イザ26:3, マコ12:29-31, ルカ 10:25-28, ヨハ 6:68, 10:27-28, 17:3

両親を取替えること
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もし、私達が完全にキリストに注目をし
ていなければ、天におけるキリストのうちに
私達の居場所はありません。95 イエスはこの
ことをヨハネの6章53節から54節において
示しています。もし、私達が全ての注目をキ
リストに向けていないと、私達に聞こえるの
は、世界における無数の声、私達を混乱させ
るもの、騒音といったものだけなのです。96

私達はキリストが力強く駆り立てることを、
それは世界がキリストの光を私達のうちに見
るもととなり、この現在の世において私達の
うちにある神の言葉の具体化であるキリスト
の指示を聞くことができないでしょう。97 主
が私達を駆り立てていることができるように
主を完全に注目していなければ、この世にお
けるキリストの絶え間ない存在の証拠はあり
えないでしょう。私達は完全にキリストに依
存していなければなりません。98 キリストは
また私達に依存しています。99 聖霊は人間の
体内に住み働くために新生された人間の体が
必要なのです。100 私達は絶えずキリストの声
に注意をしていなければ、キリストの声を聞
いたり、キリストが私達を駆り立てているこ
とを行うことはできません。
ヨハネ4章、13節から14節は、いかにキ

リストを「飲む」かということを私達に教え
ています。ヨハネ6章53節から54節は、い
かにキリストを「食べる」かということを私
達に教えています。ヨハネ14章、15節から16
節と23節、またヨハネ15章、4節から5節と

7節は、いかにキリストの中に「住む」かと
いうことを私達に教えています。ヨハネ20
章、22節は、いかにキリストを「吸う」か
教えています。私達が生命を与える霊、す
なわちキリストを毎日「吸い入れる」と、私
達は毎日元気が回復し、若返り、そしてそ
れは私達の自我を抑制するのです。101 御言
である主は、私達の日々の若返り、つまり
元気の回復なのです。102 私達は毎日毎秒キ
リストによって若返らされていなければな
りません。私達が御言であるキリストを
「食べ」、「飲み」、「吸い入れる」とき、私達
はキリストの中に「住む」だけでなく、新
生したばかりのキリスト教徒から成長し遂
げたキリスト教徒へと変換するのです。103

もし、あなたが神を新しい親として持

ち、神の子になれるように、キリストととも
にいる神の元へ来て新生したいと望むなら、
またもし、あなたが罪、悪魔、世界、そして
肉を征する神の力を含め、日々の神の力の
成長を自分のうちに持つことによって変換
したいと思うなら、今人間の命をキリスト
に完全に捧げなさい。そうすれば、あなたは
直ちにキリストの神性なる不死の命を受け取
ることができるでしょう。神は私達にこう
言います。「恵みの時にわたしはあなたの願
いを聞き入れた。救いの日にわたしはあなた
を助けた。」(二コリ6:2)私達はもう一日、もう
一時間、もう一分でさえ生きるかどうかわ
かりません。104 キリストの愛する子供にな
れるよう、霊を通じて、神とともにいるキリ
ストに願い、次のように祈りなさい:

あなた方は救済を得るために必要な 5
段階のうちの第1段階を達成しました。次
の段階は、自らを否定し、自分を抑制する
ために毎日十字架を手に取ることです。つ
まり、自分の意志、エゴでいっぱいの自分
自身、そして欲望に満ちた世界に死をもた
らすのです。これらは全てキリストの死の
うちに洗礼されなければなりません。
3段階は、あなたがアダムの悪の生から

キリストの罪なき生へと復活することです。
4段階は神のために地上において統治する
ための権威ある地位へと昇格することです。

そして5段階は地上に神の国をもたらすた
めに最後まで神のために地上で君臨するこ
とです。あなたは神の言葉を学ばなくては
なりません。それから、服従して、その言
葉通りに行動しなければなりません。そう
すれば、教会や世界は、あなたが神の言葉、
秩序、そしてあなたに与えられた権威とあ
なたによって行使された権威に従っている
ということがわかるかもしれません。
神を称えなさい。神があなたに大きな

報いを与えてくれますように。
世界牧師トニー・アラモ

当教会は、聖書や文献を求める郵便を
何千通も受け取ります。多くの文献はヘブ
ライ語、スペイン語、フランス語、イタリ
ア語、ドイツ語、ルーマニア語、ポーラン
ド語、チェコ語、ロシア語、中国語、韓国
語、日本語、アラブ語、アルバニア語、セ
ルビア語、テルグ語、ヒンドゥー語、マラッ
タ語、ベンガル語、およびネパール語で印
刷されています。アラモ文献の配布者は世
界中で毎日増加しています。

主なる神よ、罪人である私をお赦しください。1 私はイエス・キリストが生きている神
の子だと信じています。2 私はキリストが十字架に架けられ、死に、私の罪の全てを赦す
ためにその尊い血を流したのだと信じています。3 私は神が聖霊の力によってイエスを死
から復活させたと信じています。4 そして、今この時キリストは神の右に座り、私の罪の
告白とこの祈りを聞いていると信じています。5 私は自分の心の扉を開き、あなたを私の
心のなかに招き入れます、主なるイエス様、6 あなたがカルバリーの十字架のもとで私の
ために流した尊い血で私の汚れた罪の全てを洗い流してください。7 主なるイエス様、あ
なたは私を見捨てません。あなたは私の罪を赦し私の魂を救ってくださいます。私にはそ
れがわかっています。なぜならあなたの言葉、聖書がそう語っているからです。8 あなた
の言葉によると、あなたは誰をも見捨てたりしません。そしてその中には私も入っていま
す。9 ですから、私は私の祈りがあなたに届いたとわかっています。あなたは私に応えて
くださったとわかっています。そして私は自分が救われたのだとわかっています。10 主な
るイエス様、私の魂を救ってくださって、ありがとうございます。そして私はあなたが命
じるとおりにし、もう罪を犯さないことによって自分の感謝を表します。11

1 詩51:5, ロマ3:10-12, 23  2 マタ26:63-64, 27:54, ルカ1:30-33, ヨハ9:35-37, ロマ1:3-4  3 使4:12, 20:28, ロマ3:25, 一ヨハ1:7, 黙5:9
4 詩16:9-10, マタ28:5-7, マルコ16:9, ヨハ2:19, 21, 10:17-18, 11:25, 使2:24, 3:15, ロマ8:11, 一コリ15:3-6  5 ルカ22:69, 使2:25-36, ヘ
ブ10:12-13  6 ロマ8:11, 一コリ3:16, 黙3:20  7 エフェソ2:13-22, ヘブ9:22, 13:12, 20-21, 一ヨハ1:7, 黙1:5, 7:14  8 マタ26:28, 使2:21,
4:12, エフェソ1:7, コロ1:14  9 ロマ10:13, ヤコ 4:2-3  10 ヘブ11:6  11 ヨハ8:11, 一コリ15:10, 黙 7:14, 22:14

Tony Alamo, World Pastor - Holy Alamo Christian Church - P.O. Box 398 - Alma, Arkansas 72921 USA
24時間の祈りとインフォメーション・ライン: (479) 782-7370またはファックス (479) 782-7406

インターネット・ウェブサイト:  www.alamoministries.com

ロサンゼルス教会 - 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 - 毎晩午後8時より礼拝。日曜礼拝午後3時及び8時より。
礼拝後に食事有 - 下記の場所から礼拝への無料送迎有Hollywood Blvd. とHighland Ave. の角 Hollywood, CA

毎日午後6時半発/日曜午後1時半及び6時半発

次の2個所にても毎晩礼拝有 - アーカンソー州フォートスミス市 (Fort Smith, AR) -

アーカンソー州テキサカーナ市より南15分 (Texarkana, AR) - 詳しい場所及び時間が知りたい方は電話連絡なさってください。

アラモ牧師による91ページの本、メサイアは、333以上もの預言に示された旧約聖書からのキリストを紹介しています。ぜひお尋ねください。テープもございます。

この書には、真の救済の計画が示されています。* 捨ててしまわず、ぜひ他の人にお渡しください。*使4:12
(The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)  著作権:  2001年 4月 世界牧師トニー・アラモ: 2001年 4月登録
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アラモ・キリスト教会は、心底主に仕えたいと希望する人達のために、食事つきの部屋を提供しています。
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