
旧約聖書の預言者エゼキエルは、神から未来像を見せられました。彼

はイスラエルと世界の精神的な死が枯れた骨の谷に象徴されているのを

見たのです。その未来像はキリストが到来し福音(救済のメッセージ)を説

きその結果「主の言葉」を信じる全ての人達ははじめて死から復活して

永遠の生命を得るということを預言していました1。

神はエゼキエルにこう尋ねました。「人の子よ、これらの骨は生き返

ることができるか。[精神的に死んでしまっている者が生き返れるか。]」エ

ゼキエルは答えました。「主なる神よ、人をお造りになられたあなたのみ

がご存じです2。」そこで、神はまたこの預言者に言いました。「これらの

骨に向かって預言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。

これらの骨に向かって、主なる神はこう言われる。見よ、わたしはお前

たちの中に息を吹き込んで、お前たちを生かす3。」

イスラエルの人々はイスラエルが国としての生命を絶たれてしまって

いると承知していました4。その頃までに国は救いようがなく分裂してし

まっていました。しかし、神はエゼキエルに罪を重ね続けてきたはじめ

のイスラエルよりも優れた新しい国を築くと言いました。この二番目の

イスラエルは世界中のあらゆる国から集まった人で成り立っていて5、わ

ずかの選ばれたユダヤ人と多くの非ユダヤ人達が「まことのぶどうの木」

に接がれたものなのです6。罪によって滅びてしまった命からよみがえっ

て永遠の命を得た者達の偉大で聖なる国家なのです7。その国の人々は神

に逆らって離反することはありません。これはキリストの復活の力を通

じての第一の復活なのです8。

1964年、私がはじめてキリストを通じて復活する以前、私トニー・

アラモは、罪深く、不信心で、神に関する知識を全く持たないことで知

られていました。私は神が存在するとは全く思っていませんでした。私

にとって神の言葉というのは架空のことにすぎず、どうして人々が神や

神の子を信じることができるのか理解できませんでした。私には神を信

じるという人が信じられませんでした。それは彼らが偽善者だったから

です。彼らは私同様、いえ、それ以上に罪を犯していました。彼らと付

き合っていたのですからよく知っています。私たちは、そろって枯れた

枯れた骨
トニー・アラモ

1. エゼ36:1, 4  2. エゼ37:3  3. エゼ37:4, 5  4. エゼ37:11  5. 創17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:

10, 出 19:6, 32:10, 一ぺテロ2:9-10, ヨハ 11:51-52, 使 10:34-35, エペソ1:10, 黙 5:9, 14:6, ヘブ 8:8-12,

詩22:27, イザ2:2他多数  6. 黙7:4, ロマ11:17, 19, 23, 24, ヨハ15:1  7. 一ぺテロ2:9  8. 黙20:5-6, コ

ロ 2:12, 3:1, ロマ 15:12, 一コリ 15:15, 16, 一テサ 4:16



骨だったのです。誰かが私をキリスト教信者にしようとすると私は腹を

たてたものです。聖書など私にとって時間の無駄だと思っていたからで

す。私は、このような遊びや作り話に関わっている時間などない生活を

送っていたのです。

私はマーケティング産業においてトップだという評判がありました。

世界的に有名な歌手や俳優を成功させたり、よく知られている多くの家

庭用商品の販売促進を成功させるという責任を負っていました。その頃

の私にとっての最大の悪夢とは、キリスト教信者に改宗させられ、道ば

たでイエスについての福音書を配り、町の荒廃した地区にある伝道施設

に住み、福音を説き、飢えた人々に食べ物を恵むための配食ラインを組

織することだったのです。

60年台半ば、私にとって世界は明るいものには思えませんでした。

私は麻薬や豚のもののような道徳しか持たない汚れた人が嫌いでした。

そして、ヒッピーの動向がハリウッドやサンセット・ストリップ、そし

て世界に与えている影響を憎みました。私自身も決して聖人ではありま

せんでした。私は罪を犯すということに関しては、子供のいる家族の前

でそれを誇示したりしない限り人が何をしようと気になりませんでし

た。私にとってこの世は終りであり、死んで枯れており、不快で荒廃し

た場所だったのです9。もはや価値あるものは何も残っていませんでし

た。そのことは私だけでなく他の人達も知っていて、その現実から逃避

するために麻薬をやっていたのだと思います。教会は偽善的で、皆それ

を承知しているようでした。世界全体がその罪と過ちで死んでしまって

いました10。世界はちょうどエゼキエルが見たような巨大な枯れた骨の

谷だったのです11。

私はイエスとビバリーヒルズのオフィスで実に神秘的な出会いをしま

した。神が自分とイエスの存在を証明したその時、私がどんなに恐ろし

く同時に幸せに感じたか誰にも想像できないことでしょう。私は神の壮

大な聖霊に出会い、まるで私の体がフィルターであるかのように神の力

強い声が私の体のあらゆる部分を何度も突き抜け、私はすっかり感動し

てしまいました。神のその場の存在は壮麗であり、また暖かい熱が伝

わってくるのを感じました。聖霊が私を強く押さえつけ、私はまるで神

にしっかり掴まれているように感じました。神は私に「自分の足で立っ

て、この部屋にいる人々に主イエス・キリストについて語り、イエスが

またこの世に戻って来ることを知らせよ。さもなければお前はきっと死

んでしまう。」と言いました。聖霊がオフィスに入って来て私を押さえつ

けたとき、私は神が言葉では表せない驚くべき知恵を持つことを知らさ

れました12。神はあらゆる原子であり分子でした。神は空気でした。神
9. マタ13:39, 24章 , 一コリ15:24, ヘブ9:26, 一ぺテロ4:7  10. エペソ2:1, 5, コロ2:13  11. エゼ37:
1  12. サム上2:3, 民24:16, 一コリ1:25, 2:16, 3:19, 詩32:8, ヨブ21:22, 箴2:6, 3:20, 9:10, ルカ1:77,
ロマ 11:33, 二コリ 4:6
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は過去の出来事を全て知っており、また未来に何が起るかを全て知って

いました13。私は神が私の行いを全て見通しているのだと恥ずかしく思

いました。それから神は天と地獄が確かに存在することを示しました。

私はもし神の言葉に従わなければ自分がそのどちらに行くことになるか

分かっていました、、、それは天国ではありませんでした。

私にとって恐ろしい経験ではありましたが14、神が真に生きて存在

し、予言者や使徒達が神について語っている全てが本当だと分かるのは

すばらしいことでした。神は天と地を、またそこにあらゆるものを創造

したその時から全く変わっていませんでした15。私は自分が常に神を畏

れ、称賛し、尊敬し、愛し、また神に仕えるだろうとすぐさま思いまし

た。また、神のために喜んで生き、迫害され、死ぬだろうと、そして快

く喜んでそうするだろうと思いました16。

神が私をそのオフィスから解放したあと、私は神に尋ねはじめまし

た。「私がどうすることをお望みですか。おっしゃることは何でも致しま

す。」返事はありませんでした。それで、神は私が教会に行くことを望ん

でいるのだろうと考えました。私は一番大きな教会が一番いいのだろう

と思い、そこへ行ってみましたが、そこに神はいませんでした。ほかの

教会にも行ってみましたが、神はどこにもいませんでした。それから、私

は聡明で信心深そうであり、長い髭をはやし宗教服に身を纏った男達の

写真が表紙に載っているいろいろな本を読みました。しかし、私はそれ

らの本が間違っているのがわかりました。というのは、その中には神は

畏れるものではない17、神は人を脅かしはしない、地獄へ行くことなく

罪を犯し得る18、と書かれていたからです。私はそのような神の心配を

しているのではありませんでした。私は、私を脅かす神19、天と地獄を

見せる神に出会い、ほかの誰も私に強制することができないような何か、

私がしたくないと思っている何かをさせられると心配していたのです。

私は真実が聖書の中に見いだせるとは思ってもみませんでした。とい

うのも、あまりに多くの聖書が出回っているからです。私は人が皆愚か

だと思っていたので、一般大衆が求めるものに賢明なものなどないと

思っていました。私はやっと聖書を読みはじめ、その中に救いを見いだ

し、いかにキリストのなかで成長しいかにキリストによる魂の救いを人

にもたらすことができるかという永遠の命への方法を見いだしました20。

最初に聖書を読み始めたとき、私はビバリーヒルズのオフィスで起っ

たのと同じように神の力が私を押さえ付けているような感じを受けまし

13. 詩44:21, 一ヨハ3:20, 一コリ3:20, 詩94:11, イザ46:9-10, 黙21:6, 22:13  14. 二コリ5:11, 創35:

5, エレ32:21, ヨブ31:23, レビ26:16, エゼ32:32  15. マラ3:6, ヘブ13:8, 創1:1, 使4:24  16. 詩5:11,

35:19, ヨハ 16:33, ロマ 12:8, 15:13, 使 2:28, 20:24, イザ 51:11, 61:10, 二コリ 8:12  17. 創 22:12, 詩

112:1, 箴13:13, 14:16, 28:14, 31:30, 伝道7:18  18. 箴8:36, エゼ18:2, 4, 黙19:20, 20:10, 14, 15, 21:

8  19. 創2:17, 6:7, 9, 13, 出20:5, 34:7, 32:33, マタ8:12, 22:13, 黙20:15, 2:5, 16, 22-23, 3:3, マルコ

16:16, エゼ 3:18, 18:20  20. ヨハ 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, 黙 14:18
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た。それから神は天と地獄のほかの光景を見せました21。私は神に向かっ

て叫びました。「神よ、どうか私を地獄へ送らないでください。」すると

私には天が見え、天の平安を感じました22。私は精神的には盲で裸でちっ

ぽけではありましたが、もしこの天の平安をずっと感じ続けさえできる

のなら盲で裸でつまらない者のままでいいと神に言いました。再度私に

地獄が見え、私はまた神に慈悲と赦しを乞いました。その時、父なる神

とその子、そして聖霊の力が私の生身の体に入り23、私のイエスへの信

仰とイエスが私のために流した血によって、また私が聞き従った父なる

神の言葉への信仰によって24、私は自分がこれまでに犯した罪の全てが

私の魂から離れていくのを感じました25。私は潔白で純粋だと感じまし

た26。何か大変すばらしいことが私に起こり、それはキリストによって

私のためになされたのです。「イスラエルの聖なる神27。」私は罪から解

放され、また罪を犯し続けさせないこの新しい力を持ったことが嬉しく、

他の人々もまた神を知りこの永遠の命が得られるよう世界中にこのこと

を知らせたいと思いました。

キリストのために聖職について31年以上経つ今でさえ、私は聖書

を読む度に精髄が天から送られかつては枯れた骨であったものの中に

入り込むのを感じます。神の言葉はこれらの枯れた骨であったものの

上に精神的筋をおき、精神的よろいである肉と皮膚で覆いました。神

の一言一言はキリストをより私の心に植え付けました。私はいまも神

の一言一言が聖霊の息を私の魂に吹き込み、長年に渡り私に向かって

悪魔が放ってきた火の矢に立ち向かい、それを消す力を与えてくれる

のを感じます。私はキリストにおいて「我々は我々を支配しようとす

るものに勝ち得て余りある」こと28、そして「私たちはキリストにお

いて満たされている29」ことが日毎によくわかってきます。私はまた

イエスが雲の中の天へ昇天する直前に言った言葉の全て、つまり「全

世界に行ってすべての造られたものに福音を述べ伝えなさい30。」(全て

の枯れた骨、精神的に死んでいる者に教えを説きなさい。そうすれば

「主の言葉が聞こえる」かもしれません31。)「信じて洗礼を受ける者は救

われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける32。」という言葉の全てに

従うことがどんなに大切なことであるか知っています。

もし、あなたも私と同じように、地獄へ落とされるよりも救われたい

なら、このように神にお祈りください:

21. 使 7:55-56, ルカ 16:22-31, 黙 4:1-11, 15:1-4, 21:2-5, 10-27, 22:1-5, イザ 5:14, 14:9, 黙 14:10-11, 20:10

22. ロマ5:1, エペソ2:14, フィリ4:7, コロ3:15, 一テサ5:23, 二テサ3:16  23. 二コリ6:16, 一ぺテロ2:5, レ

ビ26:11-12, ヨハ14:16, 一ヨハ3:24  24. ハバ2:4, マタ17:20, ルカ7:50, 使20:21, 26:18, ロマ1:17, 3:28, 5:

2, 10:17, 11:20, ガラ2:16, 3:11, エペソ 2:8, 3:17, ヘブ10:38  25. マルコ14:24, ヨハ6:53, 使 20:28, ロマ 3:

25, 5:9, エぺソ1:7, 2:13, コロ1:14, 20, ヘブ9:12, 14, 22, 一ぺト1:18-19, 黙1:5, 5:9  26. 一ヨハ1:7, ヘブ10:

19-22, 黙1:5, 7:14  27. 詩89:18, 使3:13-14  28. ロマ8:37, 一ヨハ4:3-4  29. コロ2:10  30. マルコ16:15, ル

カ 14:23  31. エゼ37:4, 列王下20:16, イザ 1:10, エレ 2:4  32. マルコ16:16, 二テサ2:12
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主なる神よ、罪人である私をお赦しください33。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34。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35。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36。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37。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38、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39。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40。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41。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42。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43。

あなたはこれで救われ罪を赦されたので、手を上げて主を誉め称えて

ください。キリストは聖霊を通じてあなたの中に生きています。そして、

あなたがさらに多く神の神聖なる性質を受け取る方法があります。父な

る神もまたあなたの中にいるのです。神の神性がより多くあなたの中に

あればあるほど、いともたやすく何百万というキリスト教信者達を救済

から遠ざけてきた誘惑に立ち向かうことができるのです。これは私たち

の中にいる神よりも私たちの中の人間が原因となっているのです。人は

あまりに不道徳になってしまっているので、悪魔とその邪悪な仲間が滅

ぼされても自分達が悪になってしまうのです。

あなたはこれで救われたので、聖霊における洗礼のために祈りなさ

い。信心深く神の言葉を学び、より多くの神性のために祈り続けなさい。

聖霊における洗礼の受け方、またより多くの神の神性の受け方を知りた

い方は、私たちの文献をご依頼になるか、またはこちらの方にお電話な

さってください。というのは、聖なる生活を抜きにして、だれも主を見

ることはできないからです(ヘブライ人への手紙 12:14)。

あなたはこれで救われたので、父の名において、また父の子の名にお

いて、さらに聖霊の名において、完全に水に身を浸し洗礼を受けなけれ

ばなりません。神の命令の全てに従い生きてください。

33.  詩 51:5, ロマ 3:10-12, 23  34. マタ 26:63-64, 27:54, ルカ 1:30-33, ヨハ 9:35-37, ロマ 1:3-4

35. 使 4:12, 20:28, ロマ 3:25, 一ヨハ 1:7, 黙 5:9  36. 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  37. ルカ22:69, 使 2:25-36, ヘブ

10:12-13  38. ロマ 8:11, 一コリ 3:16, 黙 3:20  39. エペソ 2:13-22, ヘブ 9:22, 13:12, 20-21, 一ヨ

ハ1:7, 黙 1:5, 7:14  40. マタ 26:28, 使 2:21, 4:12, エペソ1:7, コロ 1:14  41. ロマ 10:13, ヤコ 4:2-

3  42. ヘブ 11:6  43 .  ヨハ 8:11, 一コリ 15:10, 黙 7:14, 22:14
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こちらには多くの言語による様々な文献がそろえてあります。私たち

のウェブサイトwww.alamoministries.comをたずねて、教会についての

説明を十分に読み、また教会の音楽をお聞き下さい。

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。

聖書を購入する余裕のない人達のために聖書を提供しています。アラ

モ牧師の他の文献についてもお尋ねください。

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

アラモ牧師による85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。

外国にお住まいの皆様、ぜひこの書を母国語に翻訳なさってくださ

い。コピーをなさる場合は次の著作権情報等お書き添えください。

著作権:  1995年 11月
世界牧師トニー・アラモ: 1995年 11月登録

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。

神の言葉、キリストは唯一の道、真、そして永遠の命です44。アラモ

牧師は、それらを紹介するためだけに神の言葉を使うことで国際的に知

られています。この書には、真の救済の計画が示されています45。捨て

てしまわず、ぜひ他の人にお渡しください。

この書に出てくる聖書の言葉は、日本語口語訳(日本聖書教会 , 1955)、

原文のアラム語、ヘブライ語、及び欽定訳聖書翻訳から抜粋してあります。

44. ヨハ 14:6  45. 使 4:12

(The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)
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