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愛と愛着
トニー・アラモ
全身全霊を主へのささげ物、贈り物として差し出すのでなければ、主を愛していると言うべきではあ
りません 1。キリスト教徒だと言っている人の多くにとって、これはまことに難しいことのようです。心
のすべてをささげてはじめて、主は私たちにとって神聖なお方となるのです 2。神は私たちの持つ物の何
よりも愛情をお求めです 3。神は、私たちが自己のすべてを神へのささげ物とすることをお求めです。な
ぜなら神ご自身が、御力によって私たちが永遠のいのちを預かり、御霊によって救いを得られるよう、ご
自分のすべてを私たちにささげてくださったからです 4。神は、人から愛されるもの、最愛される神であ
られることをお求めです 5。
私たちの愛情のすべてを神にささげること、すなわち、ささげ尽くすことが信者にとって主とともに
生きる始まりとなるのです 6。自らが主にささげられていないのなら、私たちの人生に霊的な要素はなく
なってしまいます。キリスト教徒の献身において、主に愛をささげ尽くすこと以上に重要なことはありま

ロサンゼルスにあるトニー・アラモキリ

せん。自分の時間やお金、権力、その他を主にささげるほうが、ほとんどの人にとってはずっと簡単なこ
とです。しかしながら、自分が愛着を持っているものからは私たちはなかなか離れられません。もし誰か

満ちた説教をきく会衆。アラモ牧師は、

や何かをイエス以上に愛するなら、主はご自分の要求なさっているように私たちの愛と愛情のすべてをご
自分のものとすることができません 7。私たちが
幾分かでも愛情をささげ惜しむなら、私たちは主
8

にささげられた者とはなれません 。
愛情のすべてを神に差し出すことがいかに重
要かを学ばなければなりません。神は人の心の愛
や愛情を他の人や物と分かち合うことをお望みに
なりません 9。人の心の大部分を占めているだけ
ではご満足なさいません。すべてをお望みなので
す。神がすべてでないというのなら、それは無で
す。神は人間の心の 99.99% では満足なさいませ
ん。人の愛のすべてをお求めです。神のこの要求
は、身勝手な人生を送る私たちにとって大変厳し
いことです。主は、持てるものをすべて放棄し、
ご自分だけを愛せとおっしゃいます。主は何より
も高価な宝石ほどに値打ちのあるお方です 10。何
よりも高価な宝石ほどに値打ちのある神を深く
愛するなら、あなたもその神を得るために、この
世で自分が持っているものをすべて捨てるでしょ
う 11。神にすべての愛情をささげなければ、心は
神の元に集中していないのですから、神から離れ
ます 12。
神は人間がすべての愛をささげることをお望

スト教会。トニー・アラモ牧師の聖霊に
合衆国と世界各地の多くの教会を導いて
います。
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みです。神はそれをお命じになり、愛をもって無
条件に従うことを求めておられます 13。愛とは、 にゆだねなさい。神があなたがたのことを心配し
神の戒めをすべて守るということです 14。「神を てくださるからです」( ペテロの第一の手紙 5:7)
愛するとは、神の命令を守ることです」( ヨハネ と述べています。何百万もの未熟なキリスト教徒
の第一の手紙 5:3)。「神を知っていると言いなが
ら、その命令を守らない者は、偽り者であり、真

が、神以外の誰かまたは何かを愛しています。

理はその人のうちにありません」( ヨハネの第一
の手紙 2:4)。イエスは「わたしがあなたがたに命
じることをあなたがたが行うなら、あなたがたは
わたしの友です」( ヨハネによる福音書 15:14) と

アブラハムは、神から命じられると、一人き
りの息子イサクを犠牲にしようとするほどに神を
愛していることを示しました 15。神は、アブラハ

りません。使徒ペテロは、いつでも「いっさい神

スト教というものなのです。これが神の力、即ち

アブラハムの愛

ムがその心も張り裂けるようなささげ物をするの
おっしゃいました。最も重要な命令とは、「心を を止められました。イサクが救われたのは、アブ
尽くし、魂を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、 ラハムが神のお命じになったことを何でもしよう
あなたの神である主を愛せよ」( マルコによる福 とすることで、神への愛を示したからです。神は、
音書 12:30) です。これが一番たいせつなのです。 愛するものをすべて祭壇に置くようお命じになり
「尽くす」というのは、
永遠のいのちを得るために、 ます 16。神はけっして第二の地位に甘んじられま
持てるもののすべてを一つ残らず神にささげなけ せん 17。神が誰かあるいは何かと競うということ
ればならないということです。愛情のほんのひと は、あり得ません。神はご自分が競争されること
かけらでも主以外の人に向けてはなりません。神 などお認めになられません。
は「わたしは、ねたむ神」( 出エジプト記 20:5)
神のいのちと力への道
とおっしゃいました。神は自分に向けられるべき
私たちの愛するものはすべて祭壇の上にささ
愛情が他の人や物に向けられることをお許しにな げ物として置かなければなりません。これがキリ
( ２ページへ続く )
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ピリピ 3:7-11 12 申
命記 6:5-9、
ヨシュア 22:5、
マタイ 6:22-24、マルコ 12:30、33、
コロサイ 3:23-25 13 ルカ 9:23、
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ません。神だけが救済と力、その他永遠の賜物す
べてを私たちに与えることができるのです 31。ペ
(1 ページから続く )
てをご存じです 26。何かを神から隠そうとしても、 テロはイエスに「主よ。私たちがだれのところに
聖霊のバプテスマを受ける唯一の道です 18。神の つまり、何かを祭壇に置かずにいても、神はその 行きましょう。あなたは、永遠のいのちのことば
御前の祭壇に、大切なものをすべて犠牲として差 ことを知られます。そうすると、神の力が自分 を持っておられます」( ヨハネによる福音書 6:68)
し出すと、それが霊的に正しく祭壇に置かれたも の中で生き、働くのを経験することは決してでき と言いました。神と他の誰かを同時に愛すること
のである限り、すぐさま神の火が下り、それを焼 ません。天の御国は人間の従順さによってこの世 はできません 32。名目だけのキリスト教徒には、
き尽くします 19。神の火とは聖霊です 20。天の火、 にもたらされます 27。現世において私たちを通し この真理が理解できません。神以外の誰かや何か
聖霊は、人間の感情・欲求・感覚・愛情を焼き尽 た神の働きがほとんど見られなかったのは、天か を愛するなら、神を愛することはできません。
イスラエルの王はこれらを完全に理解していた
くします 21。神の遣わされる天の火、聖霊が下っ らの火で焼くために自分のすべてを祭壇に置く人
イスラエルの王で詩篇作者でもあったダビデ
て、神である主を愛する妨げとなるような世俗的 がほとんどいなかったためです。誰かを神以上の
欲求をすべて焼き尽くします。祭壇は人間の心の ものとすれば、その人の魂にとっても天の御国に は、このことをよく理解していました。彼は詩篇
象徴です 22。私たちがこの世で愛し、慈しみ、大 とっても損失になります 28。家族や親類や友人た 73:25 に「天では、あなたのほかに、だれを持つ
神の目と耳は至る所にある
神は人間の考えも、心も、話すことも、すべ
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切にするものを神への犠牲として祭壇に置くと、
聖霊は私たちの内にある自己・肉・世、悪魔をす
べて焼き尽くします 23。私たちが毎日、一日二十
四時間、最後まで心と愛情を神にささげて、神の
いのちと力を自分の中で維持しているなら、神は、
この上なく貴重な永遠のいのちと内なる大いなる
力によって私たちを報いてくださいます 24。
さもなければ力は得られない

ちがどこで永遠を過ごすことになるか気になるの ことができましょう。地上では、あなたのほかに
なら、神だけを愛するのです。そうしてはじめて、 私はだれをも望みません」と記しています。つま
神のお約束どおり、みなが救われるからです 29。 り、ダビデは、天では主以外を愛さず、また、こ
私たちが神のみを愛することを拒むなら、私たち の世でも主以外の誰も愛さないと言っているので
の家族や親類や友人は決して天の御国に入れなく す。おそらくこのために彼は神のお気に入りだっ
たのです 33。
なるかもしれません。
パウロの完全な理解
力ない者の恥と滅び
さらに、新約で使徒パウロは、キリストの中
未熟なキリスト教徒が日夜ただおしゃべりし

祭壇に自分の 99% を置いたなら、神の天から
の火が焼くべく物も力を与えるべきものもありま

ているのは、主を愛していないのです 30。そうい
う人たちがいるので、その人たちがおしゃべりを

せん。神に自身をささげ尽くさなければ、愛する
者すべて、愛する物すべてを主へのささげ物、完

している間に、神の力を携えている成熟したキリ
スト教徒は最前線で神の働きをすべてしなければ

全な犠牲とし、十字架を負ってイエスに従わなけ なりません。実を結ばないおしゃべりなキリスト
れば、誰一人聖霊の力を受けられません 25。また、 教徒が友人を愛するよりも神を愛していたなら、
真の祭壇の上にあるささげ物はすべて主の受け入 一瞬たりとも友人や家族その他、世の物事に愛情
れられる物でなければなりません。そうでなけれ を向けないはずです。愛情をすべて神に向けるで
ば、神の遣わされる天の火が焼く物が何もないと
いうことになります。全き犠牲がないのなら、た
とえ十字架の生を理解し、死ぬまでそれについて
話していても、その人には自分の内で働く御霊の
力も天の火も救済もないのです。

しょう。自分の友達や家族のほうが神よりも大事
であり有益だと思うのは、まことにあきれた嘆か

た」だとしています ( ピリピ人への手紙 3:8)。こ
れは、この世とそこにあるものは、つまらないも
のだということですね。しかし、人々が神よりも
この世の煩い、友や家族のほうを気にかけている
のは、この世とそこにあるもののほうを重視して
いるのです。パウロや天国に入る人々みなにとっ
て、世のすべての物事は「ちりあくた」に過ぎま
せん 34。ですから、自分のためを思うなら、
「ち
りあくた」を愛さず、神を愛するのです。主だけ

わしいことです。友人や家族は、決してみなさん を心を尽くして愛することの重要性は、いくら強
に天の永遠のいのちを与えることができません。 調しても足りません。
神をお喜ばせする正しい方法
また、人の内に生きる神の力を与えることもでき
人間の完全な愛以上に神をお喜ばせするもの

18 マタイ 6:33、ルカ 24:49、
ヨハネ福 14:15-21、使徒 1:4-5、8 19 創世 4:3-7、マタイ 6:33、マルコ 12:41-44、ルカ 18:9-14、
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2:2-5、黙示録 22:14 20 マタイ 3:11、使徒 2:2-4、黙示録 4:5 21 ヨハネ福 3:6、14:26、15:3-5、使徒 1:8、
ローマ 8:1-13、13:14、
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5:1-10、
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マタイ 25:1-12、14-30、ルカ 14:26-27、
ヨハネ福 15:4-5、
ローマ 2:28-29、1コリント 3:16-17、2コリン
ト 6:16-18、エペソ 3:16-21、ヘブル 8:10、黙示録 3:20 23 ゼカリヤ 13:9、
マタイ 10:37-39、ルカ 14:26-27、
ローマ 6:3-14、8:13、12:1-2、黙示録 3:18 24 マタイ
10:22、ルカ 9:23、12:35-40、43-46、
ヨハネ福 8:31-32、15:8-14、
ローマ 2:6-7、8:35-39、2コリント 4:1、16-18、12:9-10、2テサ 1:3-5、ヘブル 3:12-14、4:1、9-11、
2ペテロ 3:3-4、13-14、2ヨハネ 8-9 25 マタイ 10:37-39、ルカ 9:23-25、
ヨハネ福 15:5,ローマ 8:1、8-11、12:1-2 26 1サムエル 2:3、16:7、1歴代誌 28:9、2歴代誌
16:9、
ヨブ 28:24、31:4、34:25、42:2、詩篇 33:13-15、66:7、139:1-4、147:4-5、箴言 15:3、11、エレミヤ 23:24、エゼキエル 11:5、
アモス 9:2-4、
マタイ 10:30、ヘブル
4:12-13、1ヨハネ 3:20 27 マタイ 13:23、25:20-23、ルカ 8:21、11:28、
ヨハネ福 15:10、14、16、使徒 5:29、
ローマ 6:17、7:4、1ヨハネ 3:6、24、2ヨハネ 9 28 1サム
エル 15:22-23、
マタイ 3:10、7:19、21-23、10:37-39、13:3-7、18-22、24:46、25:14-30、41-46、ルカ 13:25-28、
ヨハネ福 6:53、14:15、15:14、使徒 5:1-11、1ヨハネ
2:4 29 使徒 16:31 30 レビ記 19:16、箴言 11:13、18:7-8、20:19、26:20、22、
ローマ 1:28-32、2テサ 3:10-14、1テモテ 5:11-15、1ペテロ 4:15

これは、トニー・アラモ牧師著書「メシヤ」からの 15 番目の抜粋文で、全て紹介し終わるまで
毎回掲載されます。

文書に見られる最も偉大な奇跡

聖書の預言による

メシヤ

はありません。私たちの内で、また私たちを通じ
て神に働いていただくこと、これを神は求めてお
られます 35。人間自身の働きや他の愛は、神から
すると「不潔な着物」( イザヤ書 64:6) のような
ものです 36。神は人間が善や悪を行うことを求め
ておられません。神が望まれるのは、私たち、古
い自分がイエス・キリストと共に十字架につけら
れて死ぬことなのです。古い自分は祭壇で聖霊に
焼かれます 37。神は、人間が永遠に生きるよう、
ご自分が人間の内に生きたいと思っておられま
す 38。神だけが永遠のいのちの賜物を与える力を
持っておられます 39。神は私たちの内で、また私

「預言者たちも皆、イエスについて証言しています」( 使徒行伝 10:43)。
「私のことは書物 [ 聖書 ] に記されています」( 詩篇 40:7、ヘブル人への手紙 10:7)。

(5) メシヤは、礎の石でもあり、妨げの岩でも
あるとされていました。
「この方 [ メシヤ ] は イスラエルの二つの家
[ イスラエルとユダ ][ そして全世界 ] にとっては、
つまずきの石、妨げの岩 となる」( イザヤ書
8:14)。
「家を建てる者たちの捨てた石 [ メシヤ ]。そ
れが [ 新しいエルサレム、つまり、神の真の教
会であり、キリストの花嫁 ( すべての信者 ) であ

で得るものに比べれば、世の物はみな「ちりあく

る ] 礎の石になった」( 詩篇 118:22、イザヤ書
28:16)。
この謎を解き明かす鍵は単純なものです。そ
れはイエスを信じるか否かによるのです。信じ
ない人々にとって、
メシヤは「つまずきの石」
「妨
げの岩」となるでしょう。信仰、不信仰を問わず、
すべてはイエスに対する各人の姿勢によること
をペテロは示し、その謎を説明しています。
「聖書には、こう書いてあるのです。 見よ。
(4 ページへ続く )
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たちを通じて、この世でみわざを行うことをお望
みです。それは、私たちが神だけを愛してはじめ
て可能になるのです。
神への愛情を失った者たち
黙示録第二章でイエスは「わたしは、あなた
の行いと、
あなたの労苦と忍耐を知っている」( ヨ
31 使徒 4:12、2テモテ 2:10、3:15 32 マタイ 6:24、ルカ 16:13 33 1サム
エル 16:13、2サムエル 5:10、1列王記 11:4、15:5、1歴代誌 14:16-17、詩篇
17:8、83:20-29 34 ピリピ 3:7-11 35 エゼキエル 36:27、ルカ 10:19、
ヨハ
ネ福 14:23、26、15:4-5、7-11、14、1コリント 15:10、57-58、
ピリピ 4:13、ヘブ
ル 13:20-21、
ヤコブ 1:4 36 1サムエル 15:22、詩篇 127:1-2、
マタイ 5:20、
7:21-23、23:1-5、ルカ 18:9-14、
ヨハネ福 3:5、5:17、19、30、14:10-12、15:46、使徒 10:38、
ピリピ 2:13、3:7-9、2テモテ 1:9、ヘブル 4:3-10、9:14 37 マ
タイ 10:37-39、16:24-26、19:21、ルカ 14:26-27、33、
ヨハネ福 12:24-26、
ローマ 8:1-14、35-37、1コリント 9:26-27、ガラテヤ 2:20、
ピリピ 3:7-9、
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ハネの黙示錄 2:2) とおっしゃって、エペソの教
会を非難しておられます。イエスは彼らが「[ 神
への ] 初めの愛から離れてしまった」( ヨハネの

聖書にありません。神以外の家族や友人そ
の他、この世のものを愛しているのなら、
その愛は見当違いです 47。家族や友人を救

トニー・アラモ牧師様

黙示錄 2:4) ことを非難しておられるのです。神
であられるイエスはここで、多くのキリスト教徒
は神のために懸命に働いているけれど、彼らが神
への愛情を忘れてしまっているため、その努力

おうという神の約束は、心からの愛情を神
にささげる者にだけ与えられます。心・魂・

ちより、心からご挨拶します。聖書を贈ってくださっ

も神にとっては無意味だとおっしゃるのです。こ
れは、神を愛する心をもつことが、神のために働
くことよりも重要だということを明瞭に示してい
ます。神のために働くのはよいことです。しか
し、それはそのキリスト教徒が神を愛しているな
らば、なのです。ここはまた、不完全な自称キリ
スト教徒がもはや神への愛を持たずに神のために
働いていることを示しています。彼らが神の働
きをしているのは、自分の身内が救われること
を願っていたり、それが何か自分のためになると
思っているからにすぎません。しかしながら、そ
の人が心から神を愛しているのでなければ、神は
そうした人の家族を救う義務を負われません。こ
の忌まわしい罪を悔い改めなければ、その人たち
自身、救われません。イエスは、悔い改めなけれ
ば「わたしの口からあなたを吐き出そう」( ヨハ

ニュージャージー
ニュージャージー州エセックス郡刑務所の女性た

知性・力のすべてで神を愛する者の家族や
友人を神は救われます 48。これは第一の、
最も重要な戒めです。聖書は、神だけを愛
することが人間にできる最も大切なことだ

て、ほんとうにありがとうございました。みんながど

としています 49。

ほかの人たちもまた、みことばを読みたがっています。

愛情が神以外の誰かに向けられていたな
ら、神はその人のご自分への愛を深いと思

最後に、ワールド・ニュースレターはほんとうに素晴

われるでしょうか。答えは「いいえ」です。
心に神への愛がないなら、神のために努力
して何の益があるでしょう。それでは第一
の戒めを破ることになります。また、聖書

ます。女性たちと私は、信仰をもたない人について討

にはこうあります。
「律法全体を守っても、
一つの点でつまずくなら、その人はすべて
を犯した者となったのです」( ヤコブの手
紙 2:10)。たった一つの戒めを破ってすべ
ての戒めを破ることになった人は、決して

んなに喜んで目を輝かせたか、見せたかったと思いま
す。この刑務所のほかの人々のためにも、もっと聖書
を送っていただけないでしょうか。うれしいことに、

らしいインスピレーションを与えてくれると申し上げ
論をしました。私はできるだけ一生懸命説明しました。
その日受け取ったニュースレターですべてが語られて
いたではありませんか。それはほんとうに幸いなこと
でした。もちろん、その記事をみんなに見せました。
もう一度お礼を申します。それは役に立ったのです。
救い主であられる主があなたに祝福を与え続けられま
すよう。
敬具
L.P.

ニュージャージー州コールドウェル

ネの黙示錄 3:16) とおっしゃいました 40。主は人

神の御国に入ることを望めません。
緊急の、最も必要な祈り
純粋で完全な心、主だけを愛する心をください

間の心と魂・知性・力・愛情のすべてをお求めで

と祈らなければなりません。そうすれば神は私た

す。主はすべてをご自分にささげることをお求め
です。すべてを主にささげるなら、すっかり祭壇

ちのものとなり、私たちも神のものとなるのです。
もしみなさんの願いや目的が天国に入ることな
ら、世を含めて他のすべての愛情に背を向けなけ
ればなりません 50。「すべての世にあるもの、す
なわち、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢など

自分を律しなければなりません。これは神の 自
律の手引き です 56。これもまた、天国に入るた
めに必要なことです。神のみこころを行うことを

は、御父から出たものではなく、この世から出た
ものだからです」( ヨハネの第一の手紙 2:16)。つ

らないかを示す規則書なのです 58。天国に入るに
は、毎日神のみことばに従って自己を律しようと

まり、こうした愛情や欲求は今ある世へのもので
あって、神と、じきに来る世界、天国へのもので

いう意識をもっていなければなりません 59。教会、

はないのです。
私たちの現世的欲求

えを受け入れた信者の集いです 60。聖書は神の律
法の手引きであり、道徳律と「イエス・キリスト

この世での生活とは短いものですが、その人
生はさまざまな現世的欲求や感情で飽満していま

にあるいのちの御霊の原理」( ローマ人への手紙
8:2) とから成ります。

す。そうしたものに従っているなら、天国に入る
ことはできません 51。自分の意思が穢れた欲求や
愛情と結びつくなら、ほかならぬ神のみこころに

使徒行伝 4:34-35 に最初の教会について、「彼
らの中には、ひとりも乏しい者がなかった。地所
や家屋を持っている人たちは、それを売り、代金
を携えて来て、使徒たちの足元に置き、その金は

の上にいて、主に心と魂・知性と力・愛情をすべ
て差し上げていることになります。すると、神の
火が天から下り、いけにえとなった私たちの内の
邪悪な自己と世とを焼き尽くし、私たちの内には
神の御霊が自身の霊と一緒になったものだけが残
ります。そうすると、御霊と愛、神への愛情に満
41

たされます 。御霊に満たされなければ、即ち神
と御子と御霊に満たされなければ、また、愛のす
べてを神にささげなければ、決して天国に入れま
せん 42。この戒めを守っておらず、今日あるいは
今夜死んだなら、魂は救われることなく、永遠に
地獄で過ごすことになります 43。イエスはここで、
主のための働きは大切だけれど、それは神への愛
から行われるのでなければならないことを示して
おられます 44。神への愛と畏れのためにだけ神の
45

働きをするのでなければなりません 。他の何も
神は喜ばれません 46。
無益な労働
神の要求なさる働きは、神へ、ただ神だけへ
の愛に満たされて行うのでなければ、神はまった
く喜ばれません。たいてい神の働きをしている人
の多くが神を愛していないことに気づいていませ
ん。なぜ自分は神のために働いているのか、よく
考えてみてください。多くの人は、神への愛が心
にないまま神の働きをしています。神を愛するこ
となく神のために働いて、家族が救われると考え
ています。しかしながら、そうした考えの根拠は

対して反抗しているのです 52。私たちもまた神を
父に望むなら、御父のみこころを常に行うイエス
のようにならなければなりません 53。神に愛情を
ささげ尽くさなければ、私たちはすっかり混乱し
てしまい、自分が天国における永遠のいのちを得
る唯一の機会に抵抗していることに気づきもしな
いでしょう。この世的なものを捨て去らずに天国
を得ることはできません。この世のものと神の御
国の両方を得ることはできません 54。神に愛情を
ささげ尽くすなら、自分のためにこの世の物を欲
する気持ちはなくなります。
自律の手引き
天の御国に入るなら、自分を厳しく律するよう

にならなければなりません 55。神のみことば、即
ち聖書の命じるように聖霊の導きを受けるには、

自分の意思とすることが必要です 57。聖書は 自
律の手引き 、天国に入るにはどうしなければな

またはキリストの御体は、自律に関して聖書の教

必要に従っておのおのに分け与えられたからであ
る」とありますが 61、神に身をささげる者はみな、
持てるものをすべて神にささげるのです。新たに
生まれた者として生きる中で、神のみことばのた
だの一つにもそむくことなく、神の真の掟から逸
れて右や左に行くことなく、知識と力と富をすべ
て神の集会、教会に持ち寄らなければなりません。
そして、この信仰を持つようになる者は、神
の御前で新たな契約や約束を結び、内に宿る三位
一体のいのちと力により神のお命じになることを
すべて行います 62。また、この信仰がゆえんに試
練や迫害をうけたからといって、悪魔の試練や迫
(6 ページへ続く )
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インド
親愛なるトニー・アラモ牧師
主イエス・キリストの御名によってごあいさつ
します。 メシヤ というすばらしい本、それに
ニュースレターをありがとうございました。ほん
とうにうれしかったです。ほんとうに啓発的な確
固とした教えに励まされました。私たちは 1990
年から教会活動をしています。この地域の、また
西ゴダバリや東ゴダバリやカンマン地区の遠隔地
域の部族に福音書籍を通じて福音を広めています。
福音が届いていない地域でも多くの人がイエスを
救い主と知るように、送られたパンフレットなど
の配布物を配布しました。進んでバプテスマを受
けたいと言う人もいました。私たちのチームは村々
を訪れ、街頭で福音を説き、配布物を配布し、青
年を集めて、また部族地域では子供たちも集めて
福音の集会を持ちました。神は私たちの音楽班を

通じてすばらしい働きをなさっています。です
から、どうか私たちのために祈ってください。
今も、これから先もずっと、祈りが必要なのです。
あなたのために神をたたえます。人々が救われ
るために何をしたらいいかが分るように、神は
みことばを知らされました。若い人たちが聖書
についてもっと学ぶよう、若い人たちに働きか
けています。私は メシヤ の本に書かれてい
る真理と預言を教えています。必要としている
地域で配布しますので、本とニュースレターを
もう少し送ってください。福音図書が世界中で
何百万もの魂を救っていることを神に感謝いた
します。
神に仕えて
K.J.
パンディギ村 ( インド )

メシヤ
(2 ページから続く )

私はシオンに、選ばれた石、尊い礎石を置く。彼
を信頼する者は、決して失望しない 。従って、信
心深いあなたたちには尊いものですが、信じてい
ない人々にとっては 家を建てる者たちが捨てた
石、それが礎の石となった のであって、 つまず
きの石、妨げの岩 なのです。彼らがつまずくのは、
御言葉に従わないからです」( ペテロの第一の手
紙 2:6-8、ロ―マ人への手紙 9:32-33)。主イエス
が新約聖書において預言を実現したことに、しば
しば注意が促されています。
「イエスは彼らに言われた。[ パリサイ人 ( ユ
ダヤ教のグループのひとつ )] あなたたちは、次
の聖書の言葉を読んだことがないのですか。「家
を建てる者たちの見捨てた石。それが礎の石に
なった。これは主のなさったことだ。私たちの目に
は、不思議なことである」」( マタイによる福音書
21:42)。
主はまた、次の意義深い御言葉を加えられまし
た。「[ 主の慈悲と力を求めて ] この石 [ イエス ] の
上に落ちれば、誰でも粉々に砕け [ 自己に依存し
た希望が完全に砕かれ、主のみを信じるようにな
り ]、この石が [ 裁きを持って ] 人の上に落ちれば、
その人を粉みじんに飛び散らせて [ この世だけで
なく永遠に、その者を完全に滅ぼして ] しまうので
す」( ルカによる福音書 20:18)。
信じる者にとって、メシヤ・イエスは礎の石であ
り、とても尊い方です。信じない者にとって、イエ
スはつまずきの石であり、妨げの岩なのです。信
じる者には、岩なるイエスが永遠の救いをもたら
し、信じない者には、裁きをもたらします。不信
仰のためにイエス ( 石 ) につまずく人々は、イエス
を拒み、結果として永遠の破滅へと自らを落とし
入れるのです。
(6) イスラエ ル によって 拒まれ た ( イザ ヤ 書
53:3) メシヤは、「地の果てにまで救いをもたらす、
諸国の民の光」となるのです ( イザヤ書 49:6)。
人種的に、メシヤはユダヤ人 ( エッサイの根株
から出る「若枝」ーイザヤ書 11:1、10) であるこ
とが不可欠で、現にユダヤ人であるにもかかわら
ず、非ユダヤ人たちが彼を求めると記されていま
す ( イザヤ書 11:10)。ユダヤ人と非ユダヤ人の間

こちらまで、メールをお送りください

info@alamoministries.com

フィリピン
トニー・アラモ牧師様
聖書二冊とニュースレターをお送りくだ
さって、ありがとうございます。すっかり読
ませていただきました。以前に書いたように、

アラモキリスト教伝道会の牧師アシスタント
K.J. がインドのパンギディ村で教えを説き、アラ
モ牧師の出版物を配布しています。

雑誌はほんとうにすばらしく、とても勉強に
なりました。講義の録音コピーや福音図書を

たことのない迷える人々とともに、神のみこと

無料でお送りしてくださるとのこと、ありが

ばを分かち合いたいと思うのです。私たちは終

とうございます。市役所の別の課の人々とぜ

わりの時代にあって、すべての人が救われるよ

ひ福音を分かち合いたいと思います。そのこ

う、可能な限り福音を分かち合い続け、警戒を

とについてですが、同僚のために福音図書、

怠らず、祈らなければならないのですね。いつ

録音テープ、たたえの歌、それに聖書をあと

もお願いを聞いてくださり、ありがとうござい

何冊か、お送りいただけないでしょうか。こ

ます。イエス・キリストの御名の内に 敬具

こには職員が百二十名いますが、敬虔なキリ

イエス・キリストの内の姉妹

スト教徒はほんの数人です。これらのキリス

F.P.

ト教徒やまだイエスとその救済について聞い
には何百年も続く敵意が存在しており、こんなこと
は今まで聞いたことがありません。しかしこの対立
は、ユダヤ人と非ユダヤ人がメシヤ・イエスにお
いて結束することにより、取り除かれるとされてい
るのです ( エペソ人への手紙 2:13-15)。
非ユダヤ人の心を覆う、真実を見えなくさせる
ベールは、神の御言葉を信じることによって取り除
かれ ( イザヤ書 25:7)、反対に、不信仰のベール
が ( 全員ではないが ) 多くのユダヤ人の心を覆うで
しょう。これはイザヤによって預言されていました。
この裁きは、イスラエルが自身のメシヤを「さげ
すみ拒んだ」ためにもたらされました。メシヤ・イ
エスを受け入れ、そして拒絶する多くの非ユダヤ
人の身には、最後の日々に同じ事が起こるでしょう。
イザヤ書 6:10 で、神はこうおっしゃいました。
「こ
の民 [ イスラエル ] の心を肥え鈍らせ、その耳を
遠くし、その目を堅く閉ざせ。 [ 神に ] 立ち返って、
癒されることのないよう」。
「私はあなたをしもべとして、 イスラエルの残
りの者を連れ帰らせる。私はあなたを国々の光と
し、私の救いを地の果てまでもたらす者とする」( イ
ザヤ書 49:6)。
20 世紀におよぶ歴史は、これらの言葉が真実

市長室
サンボアンガ・デル・スル ( フィリピン )

であることを証明しています。ローマがメシヤ・イ
エスを十字架にかけ、イスラエルがそのメシヤを
拒んだ時、イスラエル中が不信仰のベールで覆
われたのです。その時、主イエスを信じて救われ
たユダヤ人もいましたが、ほとんどのイスラエル
人の心は不信仰のベールで覆われていました ( コ
リント人への第二の手紙 3:14-15)。そして、神は
非ユダヤ人たちにも福音 ( 神の国と救いの教え )
を与え ( 使徒行伝 28:28)、人々を地獄から救うた
めに一人息子を犠牲にされたという、ヨハネによ
る福音書 3:16 の栄光に満ちたメッセージは、ユ
ダヤ人と非ユダヤ人、すなわち全世界に伝道され
ることになったのです。非ユダヤ人が一人のユダ
ヤ人を信じ、救いを求めるとは非常に妙な話です
が、事実は事実です。メシヤが祝福するために遣
わされた国家が、メシヤを見捨てたとは全く考え
られない話ですが、本当にそうだったのです ( ヨ
ハネによる福音書 1:11-12)。神の人々でなかった
非ユダヤ人が、ユダヤ人であるメシヤの信仰によっ
て神の人々になることも、途方もないことに思えま
す。しかし、それが神の方法であり、すべてがそ
のとおりになったのです。

次回のニュースレターに続く

4

アフリカ

ウガンダ
神のしもべ様
主イエス・キリストの御名によってごあいさつ
します。あなたが神の御力により幸いで繁栄してお
られますよう。
アラモ・キリスト教伝道会ワールド・ニュース
レターは、私の国ウガンダで人々の生を大きく変え
つつあります。このニュースレターはまことに神の
霊感を受けています。神に関する理解を新たな高み
へと上げ、霊的に生きる助けになっています。
ニュースレターは友人からもらいました。私も
また他の人に広める機会を得、受け取った人は誰で
もイエスを主として受け入れています。神に栄光を。
どうか罪人にイエス キリストの救いをもたらす
ことができるよう、もっとたくさんのニュースレ
ターを送ってください。
また、あなたのアメリカの教会を訪問させてく
ださい。
U.P.
ウガンダ

ナイジェリア

ガーナ

牧師様
あなたと教会にお礼を申し上げます。神の
豊かな祝福を。私は、あなたの送ってくださっ
たものを読んで救われました。牧師様、再度
お礼を申し上げます。あなたの出版物を読ん
で私の生き方が変わったのを見て、両親はと
ても喜んでいます。牧師様、以前の私は悪い
人間でした。家族から拒まれていました。でも、
いと高き神と、それにあなたの教会のおかげ
で、私は真のキリスト教徒になりました。そ
れはひとえにあなたの Dry Bones のおかげ
です。それを読んだ後、たとえ家族に縁を切
られても、イエス キリストが私をいつでも神
の家族に迎え入れてくださり、いつでも安ら
ぎと喜びと永遠のいのちを与えてくださるの
だとわかりました。
キリスト教徒として御霊のうちに成長する
ために必要な物をイエスがすべてくださるの
で、安らぎと喜びの内にこの手紙を書いてい
ます。私は何人かの友人、それに聖書クラブ
のない学校に神のみことばを伝え始めました。

先生たちと協力して、そのうちの五校ほどに
聖書クラブを作りました。他の学校に神のみ
ことばを伝えに行っていた仲間を組織しまし
たが、彼らもまた、学校にクラブを作りたい
と言っています。でも牧師様、ご存じだと思
いますが、アフリカではたいてい資金の問題
を抱えています。ですから、より広く活動を
進めるため、何か、特に聖書や出版物を、必
要とする人たちに渡せるよう援助していただ
きたいのです。牧師様が他の多くの人々から
山ほど要請を受けていることはわかっていま
す。でも、主は、私たちが福音を広めて、罪
深い人々をイエス・キリストの救いに導く助
けとなる物は何でもあなたが送れるようにし
てくださると信じています。少なくともクラ
ブ指導者のために聖書を十六冊、それに出版
物をできるだけ送ってください。あなたとあ
なたの教会に神の祝福を
イエス・キリストの内に
K.M.
アクラ ( ガーナ )

ワールド牧師アラモ様
あなたのニュースレターに出会って、とても感
動し、うれしく思いました。あなたの宣教活動の

十八・九世紀に韓国で巻き起こった霊的目覚め

ことは初めて知りました。実際のところ、ニュー

は、聖霊の導きに従った結果です。アラモ牧師は

スレターを読もうという気になったのは、「御霊に

キリスト教会が眠り込んでいる中で時代のしるし

導かれて」という見出しのせいでした。キリスト

を理解し、誰に頼り、誰を指針とするかを理解し

教徒として、私はそういう福音を聞きたいと思っ

ていました。そんなアラモ牧師のことを神に感謝

ていたのです。私はいつも、聖霊のことや主の内

します。全能の神があなたと世界中の教会に力を

に住むことへと導いてくれるようなものは読みた

お与えになりますように。サタンの働きが、主イ

いと思っていました。主なくしては、私たちは神

エスの御名において魂を救い神の御国を広める私

の御国にとって無益です。私の切なる祈りは「主よ、

たちの働き妨げることはない、と聖書には書いて

御霊で満たしてください」でした。神が御霊で満

あります。アーメン。

たしてくだされば、すべてが可能になります。も

私は、神にお仕えすることが何の役に立つのか

はや何ヶ月もお願いして祈って、何の答えも得ら

わからないという人々 ( 信仰をもたない人たち ) の

れないということはなくなります。世界中のキリ

いる地域の若い福音伝道者です。( 神の恩寵によっ

スト教徒は、罪を克服する力を手にするでしょう。

て ) 神のみこころに応じようとする人たちは、信仰

今日の教会では、どうしたら御霊を受け、宿し、

を正しく築くための資料を必要としています。大

歩むかに関する教えがほとんどありません。教会

多数は聖書をもっていません。新約聖書を買える

は世俗化の波に洗われています。福音を説く者た

人もいますが、大方は何も手にせず教会にやって

ちは間違った繁栄のメッセージを重んじ、どうし

来ます。少なくとも聖書の完全版を二十冊お送り

たらこの世の富を蓄積できるかということばかり

いただければ幸いです。そうすれば、ぜひとも欲

を人々の心に吹き込んでいます。教会はあまりに

しいと渇望する人たちに配布できます。それにワー

も虚ろな存在となり、その結果、福音を説く者た

ルド・ニュースレターも何部かお送りください。

ちは、御霊に満たされることや御霊に導かれるこ

私自身は

となく、説教し、生きる方法を考え出しました。

ます。そうすれば、主のためにもっとよく働ける

キリスト教徒が御霊を望み、求め、頼みとするよ

ようになるはずです。ご支援していただければ、

うにならなければ、今のこの時代には聖書の使徒

ありがたく存じます。

の行いにあるような宗教的熱意と霊的目覚めはな

イエス・キリストの内に

いでしょう。

K.O.

メシヤ

という本をいただきたく思い

ポートハーコート ( ナイジェリア )

エルサルバドル
私たちの主イエス・キリストの御名のうち
に、平安のご挨拶を申し上げます。
お願いがあります。印刷物、聖書、 メシ
ヤ 、アラモ牧師の講義の録音テープを宣
教活動と牧師たちの学習用にたくさん送っ
てください。牧師様、私たちは手厚い援助

をお待ちしています。あなたの援助により、
多くの魂をイエス・キリストの下にもたら
したいと思います。牧師たちが聖書につい
てもっとよく学べるようお手伝いしたいの
です。
M.G.
サカテコルカ ( エルサルバドル )
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ミズーリ
アラモ牧師様
あなたとあなたの伝道会に神の祝福を。出
版物をありがとうございます。すっかり読み終
えて、この収容所の女性たちに渡しました。あ
の出版物はほんとうに、ここの女性たちに大き
な影響を与えました。大勢が悔い改め、教会の
集いにおいて、自分たちがいかにして救われた
かのあかしを話しました。これはほんとうに喜
ばしいことでした。私は、あなたと、あなたの
啓発的な出版物のおかげで、前よりも足しげく
教会に通うようになりました。聖書、それに メ
シヤ の本はよきキリスト教徒になるうえでほ
んとうに役に立ちました。再度お礼を申し上げ
ます。もっと出版物を読みたいと思います。お
便りお待ちしています。
キリスト教徒としての愛をもって、あなたの友
L.R.
ミズーリ州バンデーリア

カリフォルニア
イエス・キリストのうちに神の御恵みがあります
ように
幸いなことに、どこへ行ってもあなたの出版物に出
会うのです。最初に出会ったのはニューヨーク市で
した。このニュースレターのおかげで私の目と心
がイエス キリストの上に向けられています。ニュー
スレターは、私が最も必要とした時に方向を示して
くれました。私は今カリフォルニアに住んでいます
が、ここでも主は私の歩みを導いてくださいます。
主のみことばは私の魂といのちにとっての蜂蜜で
す。あなたが主のお召しに忠実であられることは
まことに幸いなことです。このニュースレターは、
時には種、時には水となってくれます。主があな
たの上に輝かしい御顔を向けられますよう。
ありがとうございます。神の祝福を。
L.R.
カリフォルニア州タハンガ

愛と愛着
(3 ページから続く )

害を恐れたり、また他のいかなる理由があるから
といって、神に従うことから離れて反キリストに
なってはなりません 63。
新たな契約、新約に移る時、神の聖職者、即ち
教師であり指導者であるものはは、唯一の救いの
神をたたえ、そのみわざを祝福します。そして新
たな契約、新約に入る者はみな、後に続いて「アー
メン、アーメン」と言うのです。
神の司祭は神の義のみわざと力強いみわざの
ことを語り、イスラエルに対する神の揺るがぬ
愛と慈悲、神の新たなイスラエル、新エルサレム
について話さなければなりません 64。神の司祭は
また 65、サタンの影響のもとにイスラエルと世の
人々が犯した違反と罪について語るのです 66。す
ると、新たな契約、神の新約に移る者は、その後
に続いて、こう告白しなければなりません。
「私
たちはそむきました。私たちは違反しました。罪
を犯しました。悪を行いました。私たちはみな世
に住む者であり、私たちの父は神のみことば、真
理の掟に背いて生きました。しかし、神は正し
く、私たちと父たちへのその裁き、神の揺るがぬ
愛の慈悲は真実です」
。しかしながら、イエスが人
間の贖いのために流された血により、それまでの

うに。愛をもってみなさんをご覧になり、永遠の ち、主にあって、喜び、楽しめ」( 詩篇 32:11)。
「あなたがたの力を主が喜ばれる」( ネヘミヤ記
安らぎをくださいますよう」と言います。
8:10)。
悪魔とそれに従う者たちへの 神の呪い
誰も定めれた地位から下げられず、また、誰
この世の神の支配者である司祭とその会衆は、
サタンの王国を打ち砕いてくださるよう神に祈り も定められた地位から上げられることがありませ
ます。彼らはこう言います。
「呪われよ、サタン
とそれに従う者たちの邪悪な罪の働き [ これには
今日のテロリストや彼らの悪行を可能にしている
協力者が含まれます。彼らの生に特別の恐怖を遣
わされますよう 69。ローマ人への手紙 12:19 で神
の声は「復讐はわたしのすることである。わたし
が報いをする」と告げています ]。神がその全能
の御手から彼らに滅びを送られますよう。そのし
わざの暗さに応じて無慈悲に呪われますように。
深い闇の中、永遠の火に包まれて神の怒りを受け
ますように 70。あなたたちが呼んでも神があなた
たちの罪をお許しになりませんように。神が怒り
に満ちてあなたたちに復讐なさいますように 71。
あなたたちと、それに神とその民に対して敵意を
もつ者たちに安らぎがありませんように。これら
の祝福の祈り、のろいの祈りの最後に、新たな契
約、新約に移る者たちが アーメン、アーメン
と言うのです」
。
神の司祭即ち教師は次のように言い続けなけ
ればなりません。「この世的思いを心に抱いたま

ん。彼らはみな教会、イエス キリストの御体の
集いで正しい位置にいるからです 76。神の民の集
まり、即ちイエス キリストの体は、永遠に存在
し続ける集まりです。この集まりに集う者は、互
いに謙虚であり、忠実な愛を持ち、儀なる思いを
抱く者たちです。
神の新たな契約に入ることを拒み、邪悪な心
をもって頑なに歩もうとする者はみな、天の御国
のどんな地位にもつけません。そうした人は背教、
反キリストの心があるため、知識の教えや正しい
判断を嫌い 77、そのような人々は義人とは認めら
れません。その人の知識と力と富は厳格な霊的教
会社会に入りません。その人は邪悪な企みをもた
らし、その計画には汚れがあるからです。自分の
頑なな心に任せている間は義人になれません。そ
うした人は闇の中で光の道を見、義人の仲間入り
はできません。その人の罪はイエス キリストの
血によって清められていません。その人の汚れた
心も、神のみことば即ち水によって清められてい
ません 78。救い主イエスとその掟を拒む者は罪で

まこの契約にはいるのなら、そうしたこの世的思 汚れたものとなり、ひどい伝染病に犯されてしま
いのためにその人はこの世のものに引き戻され、 うようなものです。主のお導きになる厳格な霊的
神に背を向けてしまうことになり、そうした者 教会社会の教えを受けていないからです。しかし、
は神から呪われるのです 72。そうした者は新たな 神の僕から下る真の教えに従って罪をあがなわれ
9:22)。それから、自己否定と、私たちの内で生き、 契約、神の新約のことばを聞くと、自分の心は世 ると、イエス キリスト、即ち神のことば、即ち
また、私たちを通じて働いておられる三位一体の のものに捕らわれているにもかかわらず、まだ自 いのちの光を見られるようになり、聖霊の内に真

罪を悔い改めてはじめて、神の子どもでいること
ができるのです 66A。「血を注ぎ出すことがなけれ
ば、罪の赦しはないのです」( ヘブル人への手紙

神の力により、主の道徳律の条項すべて、また
イエス・キリストのいのちの御霊の原理とに従っ
て生きていかなければなりません 67。神だけに愛
をささげ尽くすなら、神は永遠のいのちで永遠か

分は神から祝福されていると思い込んでしまいま

理の内で神と一つになるのです。それまで犯して

す 73。しかし、神の怒りと、神の内で燃える裁き

きた罪が清められます。謙虚な心で儀を望むとき
のねたみは彼の上に永遠の滅びをもたらします。 に罪を贖われます。イエスと神の掟すべてにし

この契約の呪いが彼にとりつきます。そのように たがって、心も肉欲さえも清められます。清い水
ら永遠へと報いてくださいます。
サタンの僕となってしまい、悔い改めない者は、 である聖霊により私たちの愛着もみな聖めるので
すると、この世での神の支配者である司祭が、 その邪悪のために神の子の集まりから切り離され す 80。清い水、即ち聖霊であり神の言葉でありい
神の道すべてを完全に歩む神の民みなを祝福しま ます 74。この世のものに引き戻されて神に背を向 のち 79 である水は、私たちの愛、愛着をも清め
す 68。そして、
「神があなたたちにすべてのよき けてイエスに従うことから遠ざかる者は 75、神の てくださるのです。聖書に定められた神の道を、
ことをお恵みくださいますように。また、すべて 光の子らの間から取り除かれ、他の呪われた者た 右にも左にも逸れることなく、みことばの一つに
の悪からお守りくださいますように。あなた方に
永遠の命をもたらす知恵と知識が与えられますよ
63 ローマ 8:35-39 64 2テモテ 1:12-14、黙示録 3:12、21:2-3、9-27 65 出エ
ジプト 32:1-9、民数記 14章、25:1-9、士師記 2:11-20、エレミヤ 44:2-27、エゼキ
エル 5:5-8、
マタイ 23:29-31、使徒 7:51-60 66 2コリント 4:4、エペソ 2:2、2テモ
テ 2:26 66A マタイ 26:28、使徒 20:28、
ローマ 3:24-26、エペソ 1:7、1ペテロ
1:18-20、黙示録 1:5 67 申命記 4:29-31、
マタイ 10:22、使徒 2:38、3:19、ヤコ
ブ 1:12、黙示録 2:10、3:19、8:7-12 68 マタイ 5:48、
ヨハネ福 17:22-23、
ロー
マ 12:1-2、2コリント 13:11、ヘブル 13:20-21、1ペテロ 1:15-16

牧師様

テキサス

主イエス・キリストの御名によってごあいさ
つします。私は D.F. という者で、テキサス州ペー
コスにあるリーブス郡拘置所に入っています。あ
る人からニュースレターをもらい、何度も読み返
しました。こういう大事なメッセージの読者にな
りたいので、私にも送っていただきたい思いま
す。これまで、聖書で神がほんとうに仰せられる
ことをあなたほど明瞭に解釈している人はほか
に知りません。それから、 メシヤ

の本もお送

りください。
前もってお礼を申します。
D.F.

テキサス州ペーコス

ちと共に、永遠に地獄で生きることになります。 も背くことなく完全に歩む足取りを定めるので
そして、イエス・キリストの内に新たな契約、神 す 81。すると、贖い、すなわちイエス・キリスト
の新約に来る者は司祭に続いて アーメン、アー の血を受けて認められます 82。それが天国、新エ
メン と言って祈りに同意を表します。彼らはこ ルサレムの集いへ入るための契約なのです。つま
の世にある間、日ごとにこの祈りの約束を思い起 り、その人は神と共に天国、新エルサレムで永遠
こしながら生きていきます」。ほんとうに新しい に生きるのです 83。
約束、新たな契約にある者 ( 即ち、真のクリスチャ
真の愛は決して分かたれない
ン ) はみな、自分が教会、すなわちイエス キリ
ストの御体、新エルサレムの中で自分がどの地位
や段階にあるかを知り、自分たちの働きについて
決して陰口や文句を言いません。すなわち、自ら
進んで喜んで働き、教会でなされるべき働きがす
べて全うされるようにするのです。
「正しい者た

神の御霊と世の欲望は相容れません。イエス
は、神と世とを愛することはできないとおっしゃ
いました 84。世は終わりました。終末に至りまし
た。じきに世界はそこにあるものすべてと共に燃
え上がります 85。人の欲望、即ちこの世の欲求が
人の現世的感情と肉の欲求を呼び起こします。世

69 申命記 28:15-68、2コリント 5:11、黙示録 8:7-12、9:1-11、13-19、19、16:2-4、8-14、17-21 70 マタイ 8:12、ユダ 7、黙示録 19:20、20:10、21:8 71 出エジプト
15:3、6-7、
申命記 7:21、28:15-68、32:39、
ヨブ 9:4-7、10、12-13、詩篇 2:1-9、7:11-16、9:17、35:1-6、76:6-7、94:1、97:3-5、
イザヤ 13:3、5-11、13、17:7-10、12-14、
29:13-14、20、30:30、33、エレミヤ 5:9、13-14、22-24、29-31、
ミカ 7:4、
ナホム 1:2、5-6、マラキ 4:1、
マタイ 24:6-8、21、ルカ 21:10-11、25-26、2コリント 10:4-6、
黙示録 2:17、6:9-11、8:7-12、9:1-11、13-19、10:4、11:19、16:2-4 72 詩篇 73:27、125:5、箴言 26:11、エレミヤ 17:13、
マタイ 5:13、2テモテ 2:12、2ペテロ 2:22
73 申命記 29:19-20、詩篇 94:5-11、13、
イザヤ 47:10-11、1テサ 5:3、黙示録 3:15-17 74 イザヤ 29:13-14、エレミヤ 5:9、13-14、
マタイ 24:7-8、21、29-31、ヘブ
ル 12:29、2ペテロ 2:4-6 75 ヨハネ福 6:66、1ヨハネ 2:18-19、22、4:3、2ヨハネ 7 76 ヨエル 2:7-8、1コリント 12:4-31 77 ヨハネ福 6:66、1ヨハネ 2:18-19、22、
4:1-3、2ヨハネ 7 78 詩篇119:9、
ヨハネ福 15:3、エペソ 5:26 79 ヨハネ福 6:63、エペソ 6:17 80 エゼキエル 47:1-9、
ヨハネ福 4:7-14、7:37-39、黙示録 7:17、
21:6、22:1-2 81 申命記 18:13、30:10-14、
ヨシュア 22:5、1列王記 8:61、詩篇 119:1-3、34、箴言 4:27、7:1-2、マタイ 5:48、2コリント 13:11、エペソ 4:11-13、
ピリ
ピ 2:15、3:2-15、
コロサイ 1:21-22、28、2テモテ 3:16-17、ヘブル 13:20-21、
ヤコブ 1:4、2:10、1ヨハネ 3:6-10 82 マタイ 26:28、
ヨハネ福 6:53、
ローマ 3:24-26、
エペソ 1:7、2:13、ヘブル 13:12、20-21、1ペテロ 1:18-20、1ヨハネ 1:7、黙示録 1:5-6 83 マタイ 25:46、
マルコ 10:29-30、
ヨハネ福 3:16、6:54、12:25、
ローマ 2:7、
2コリント 5:1、2ペテロ 3:13、黙示録 3:12、21:2-4、The Manual of Discipline 84 マタイ 6:24、
マルコ 12:29-30、
ヤコブ 4:4、1ヨハネ 2:15 85 詩篇 102:25-26、
イザヤ 24:19-20、51:6、マタイ 24:3-14、29-31、35-51、ヘブル 1:10-12、2ペテロ 3:7、10-12、1ヨハネ 2:17、黙示録 20:11、21:1

6

俗的な欲求が掻き立てられると心が乱れ、生きて もありません 97。人は家族や友人・仲間から引き
いくのに困難が生じます。すでにキリスト教徒に 離されて刑務所や監獄や病院に入れられることが
なっておられるなら、主があなたを救済する前に、 あるでしょう。それは人間の欲求に反することで
ご自分が前に閉じ込められていた罪深い生活を思
い起こされるとよいでしょう 86。罪と結びついた
欲求をもち、主以外のものを愛する気持ちがあっ
たのでは、罪の力から救われないことは、よくお

す。人間は自分の愛する人々のそばにいたいと思
います。時に、刑務所や病院その他の場所に収容
されているうちに、自分の愛している者たちにそ
れほどの愛着の価値がないとわかることもありま

わかりでしょう。欲求と罪を犯そうという心とが
結びついたままなら、それは罪を愛する気持ちが
あるからです 87。そういう状態の人は悪魔の犠牲
になります。そうした人は罪を愛し、罪の力から
解放されてイエスの内に新たな人間として生まれ

す。要するに、その人は愛する人々からある意味
で見捨てられ、置き去りにされてしまったことに
気づいて失望し、自分の家族や友人にそれほどの
愛や愛着を示す値打ちが無かったことに気づくの

変わることはできません。罪の力から解放されて
いなければ、天のものではなく、世のものを求め
ることになります 88。世俗的・人間的感情・欲求・
感覚・執着に満ちた人は、自己の欲求や現世的欲
望に支配されます 89。
イエスは私たちに日々自己否定をするように
お命じです。これはたいての人が考える自己否定
とは違っています。イエスが聖書で述べておられ
る自己否定は別物です。自己否定とは、神のせよ
とお命じになったことをすることです 90。
「日々
自分の十字架を負い、私についてきなさい」( ル
カによる福音書 9:23)91、即ち、自分の欲求や意
思を否定してイエスについて行くことにより、神
の御心を行うのです。 自己愛や自己中心的な生き
方を捨て去り、御霊に満たされ、神のみこころ
を行い、最後までみこころにしたがえとイエスは
おっしゃいます 92。神をお喜ばせし、永遠に天国
で生きたいなら、自分の愛や愛情や欲求を神のみ
こころやみことばに照らして考える必要がありま
す 93。そうしなければ、
「イエス・キリストにあ
るいのちの御霊の原理」( ローマ人への手紙 8:2)

です。
失望はない 安らぎと喜び、幸福だけがある
心を尽くして主を愛するなら、決して失望する
ことがありません。主だけを愛するなら、主は決
してその人を見捨てたり、置き去りにしたりなさ
らないからです 98。主は私たちのために戦い、私
たちを祝福してくださいます 99。こうした失望が
人々に実際に起こるのをご覧になるのはよくある
ことだと思います。その結果、人は薬物や酒に依
存し、人を殺し、自殺します。神が人間に欲求や
愛情のすべてをご自分に向けることを望まれるの
は、神が私たちに必要なすべてのものを与え、永
遠のいのちさえも与えるお方だからです。主は決
して裏切ることがありません。また私たちにも誰
にも不正な裁きは行われません 100。自己の欲求や
愛着を自己コントロールし、それを神の意思にさ
さげるなら、それは、自己の欲求や愛着をイエス
とともに十字架につけて殺しているようなもので
す 101。心を尽くして神を愛し、神のみこころだけ
を行おうという気持ちをもって、自分の欲求やこ
の世の物事への愛着を十字架上で殺してしまうな
ら、満たされない欲求のために傷つくことや、天

の内に歩むことができません。神のみこころや愛
よりも自分の欲求や愛着を選ぶなら、永遠に地獄

国に入る機会を失うことにはなりません。
充足

で生きることになります。この世的欲求や肉の欲
求に従わず、イエス・キリストに従うならば、私

聖書に書かれている神のみことばは、持てるも
ので満足することを教えます 102。主の民には充足
があります。彼らは主が私たちに持って欲しいと

たちは永遠に地獄で生きることにはならないので
す ( ローマ人への手紙 8:1)。

お思いのもののほかには何も求めません。ですか
救われた後も世俗的欲求や肉欲に従う者は、 ら、いつでも充足を感じ、欲求不満になることが
世俗的な欲求や愛着に強く支配されます 94。世俗 ありません。聖書には、神の意思に従った生き方
的欲求や肉欲が危険なものになるとすれば、それ をすると満足感が得られ、それこそが、大きな利
は、その欲求が満たされなければ欲求不満に陥り、 益である、と書いてあります ( テモテへの第一の
感情が不安定になるからです。すると、自分や他 手紙 6:6)；最大の満足感とは神の御国で永遠の命
人に危害を及ぼすことになります。もちろん、そ を与えられると言うことを知ることです。神が自
のような生き方をした人は永遠に地獄で過ごすこ 分の中で生き、自分を通じて生きられるようにし
ているなら、その人は神のご命令を守っているの
とになります 95。
愛する人、欲する人が愛してくれないからと
いって自殺する人々がいます。人間は愛された

です 103。そして、神だけを愛しています。そうす
ると、イエスは必要とするものすべてを与えよう

いという欲求を持ち、主よりも人間や物、ある
いはこの世の物事に執着します 96。そうしたこ

と約束なさいます 104。神が内に宿られ、すべてを
お与えくださるのですから、どうして満ち足りな

とは、じきに訪れる天の御国に関しては何の益

いことがあるでしょう。神のおっしゃるようにす

オハイオ

親愛なる兄弟へ
ニュースレターを送ってくださったことに心
からお礼申し上げます。どうか、本そのほか、書
物があればそれもお送りください。後で献金をお
送りします。私は五十年以上聖職者として働いて
きました。あなたの宣教活動について読み、気に
入りました。後ほど詳しいことをお知らせします。
どうかできるだけ早い機会に書物をお送りくださ
い。
平安あれ
ラビ J.P.
オハイオ州マウントヴァーモン

るなら、求めさえすれば、神は食物や家、そして
共に主を愛する夫や妻に至るまで、すべてをお与
えくださいます 105。たいていの人は、神に仕え
るならば、神はあなたにあった伴侶を準備してく
ださっていると言うことを知りません。
「だから、
神の国 [ 神のみこころと愛情だけ 106] とその義と
をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加
えてこれらのものはすべて与えられます」( マタ
イによる福音書 6:33) ということなのです。神の
みこころを行わなければ、安らぎと充足とともに
すべてを得ることの妨げとなります。
この悪と狂気の粗野な世界で、神に仕えること
なく安らぎと充足を得たいと思っても、それは望
めないことです。主に心からの愛をささげるなら、
この世でだけではなく、天国でも永遠に、神と共
に安らぎと充足を得られるのです。
聖書は、神の道を歩むことを選ばない者たち
にとっては、この世がより良くなることはないと
告げています。彼らにとって物事は悪化するだけ
です 107。神がおっしゃったとおりのことが起こっ
ています。世の終わり、時の終わりが近づいてい
ますから、物事は急速に悪化します 108。よろしい
ですか、神は、終わりの日が近づいて、終わりの
日に突入すると、速やかに働かれるとおっしゃい
ました 109。
聖書は、この終わりのときの日数が縮められるこ
とがなかったら、世の中は急速に悪化し、このま
ま悪化していくと救われるものはなくなってし
まうといっています。けれども選ばれたもののた
めに、この悪化するのみの終わりの日の日数は少
なくされるといっています ( マタイによる福音書
24:22)。神は私たちが今生きている時世の真実を
知らせようと強く願っておられるので、みなさん
の目の前で今の時世に関する聖書の預言が今日実
現しています。食物や水・空気がみな汚染されて
います、これは末日の時の預言です 110；即ちみ
なさんは終末の預言を食べ、飲み、呼吸している
ようなものなのです。イスラエルの国を巡る紛争
問題は終末の預言です 111。世界に平和がないの
(8 ページへ続く )

86 詩篇 40:2、
イザヤ 51:1 87 創世 6:5-6、詩篇 58:3、箴言 9:16-18、マタイ 11:20-24、23:23、
マルコ 7:8-9、
ヨハネ福 3:6、
ローマ 8:5-8、13、1ヨハネ 3:8 88 マタイ 13:3-9、18-23、
ローマ 1:28、1コリント 2:14、2テサ 2:10-12、2テモテ 3:8、4:10、
ヘブル 6:4-6、2ペテロ 2:19、1ヨハネ 3:9-10 89 ローマ 1:18-32、8:7-8、2ペテロ 2:1-19、ユダ 4-19 90 伝道 12:13-14、マルコ 12:29-31、ルカ 9:23、
ローマ 6:12-13、12:1-2、1ヨハネ 2:15-17 91 マタイ 16:24、
マルコ 8:34、10:21 92 マルコ
13:13、1コリント 9:26、
ガラテヤ 6:8-9、
ヤコブ 1:12、黙示録 2:10、26 93 申命記 32:4、
ヨシュア 1:8、箴言 4:4-9、マルコ 16:16、
ヨハネ福 5:39、6:63、12:48、15:3、使徒 16:31、
ローマ 10:17、1コリント 6:3、2コリント 13:5、エペソ 5:25-27、2テモ
テ 2:4-5、15、
ヤコブ 1:22-25、2:10、黙示録 11:1、19:13 94 箴言 26:11、
ローマ 8:6-8、13、ヘブル 10:26-29、2ペテロ 2:20-22 95 出エジプト 20:13-17、
マタイ 5:21、
ローマ 8:6-8、13、1コリント 15:50、
ガラテヤ 6:8、ヘブル 10:26-27 96 マタイ
13:1-23、マルコ 4:1-20、ルカ 8:5-15、2テモテ 4:10 97 マタイ 7:13-14、10:37-39、25章、黙示録 21:7-8 98 1サムエル 12:22、1列王記 8:23-24、56、詩篇 9:10、37:28、94:14、103:17、105:8、2コリント 1:20、2テモテ 2:19、ヘブル 6:10、13-19、
10:22-23 99 出エジプト 19:5、23:22、
申命記 5:29、7:9、12-15、11:26-28、
ヨブ 36:11、箴言 3:1-2、16:7、使徒 20:32、
ローマ 9:23、エペソ 3:16-21、
ピリピ 4:7、19、
コロサイ 1:10-12、
ヤコブ 1:17、2ペテロ 1:2-4、1ヨハネ 4:4 100 申命記 32:4、
2サムエル 22:25-27、2歴代誌 19:7、詩篇 19:9、
ローマ 2:6-11、エペソ 6:8-9、
テトス 1:2、ヘブル 6:10、黙示録 6:10、16:7、19:2 101 マタイ 16:24、
ローマ 6:6-14、
ガラテヤ 2:20、5:24、6:14 102 詩篇 37:16、箴言 14:14、30:8、マタイ 6:25-34、
ピリ
ピ 4:11-12、1テモテ 6:6-8、ヘブル 13:5 103 エゼキエル 36:27、
ヨハネ福 17:21-23、26、
ローマ 8:1、10-11、26-28、11:16、2コリント 5:17-21 104 マタイ 6:33、
ヨハネ福 15:7、11 105 申命記 4:7、
ヨブ 8:5-6、33:26、詩篇 37:4-5、81:10、145:1819、箴言 15:8、29、マタイ 7:7-11、
ヨハネ福 9:31、14:13-14、15:7、16、16:23-24、エペソ 3:20、ヘブル 4:16、1ヨハネ 3:22、5:14-15 106 マタイ 22:37-38、マルコ 12:30、ルカ 10:27、
コロサイ 3:1-3、ヤコブ 4:1-8 107 エレミヤ 30:6-7、
ダニエル
12:1、
マタイ 24:7-22、
ルカ 21:12、22-26、2テモテ 3:1-5、12-13、2ペテロ 3:3-4、黙示録 6:4 108 ダニエル 12:1-4、
ヨエル 2:30-31、
マタイ 24:3-15、24-51、使徒 2:17-20、2テサ 2:3-10、2テモテ 3:1-5、
ヤコブ 5:8-9、1ペテロ 4:7、2ペテロ
3:3-14、黙示録 6:12-14、8:7-13、16:8-11 109 ローマ 9:28 110 使徒 2:19 111 ルカ 21:20-24
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湖に投げ込まれるとき、そこで永遠を過ごすこと
になるのです 121。この世の何かのために生きて

れなさい。天国に入るには、そうしなければなり
ません 124。これまでは弱かったのですが、これ
(7 ページから続く )
いても、いつかはそれに裏切られます。その人は からは強くなります 125。人生は失望続きでした。
は終末の預言です 112。エイズやエボラその他の 地獄で声を限りに叫ぶでしょう。「全く無駄なこ しかしながら、主に愛情をささげ尽くすなら、失
不治の病は終末の預言です 113。戦争、戦争の噂、 とをした。神様、もう一度チャンスをください」。 望はありません。主だけではなく、主がお持ち
地震・飢饉・洪水はみな終末の預言です 114。ユダ しかしながら、「人間には一度死ぬことと死後に のものすべて、すなわち全宇宙のすべてのもの
ヤ人たちが今イエスを受け入れ、他の人々に福音 さばきを受けることが定まっている」( ヘブル人 を持っていることになるからです 126。天国にあ
を宣べ広めています。これは終末の預言です 115。 への手紙 9:27) のです。再度の機会を得て戻るこ る道は金でできています 127。あなたは不死にな
ります。永遠のいのちを得ます。決して死にませ
主から離れていったキリスト教徒は終末の預言で とはできません 122。
自分にとって一番ためになることをしなさい。 ん 128。イエスに「はい」と言えば、失うものは
す 116。彼らは反キリストの世界的組織の一部にな
りました。反キリスト世界政府の役人に額か右手 今、主に「はい」と言いなさい。心から。主に心 何も無く、得ることしかありません。惨めな人生

愛と愛着

配事をみなお任せしなさい。主は見守っていてく と永遠の地獄以外に失う物は何もありません。そ
することができるために ) と言われたなら、どう ださるからです 123。この祈りをささげ、御霊によっ れなのに、なぜためらうのですか？ 今、イエス
するでしょう。それに従って地獄に定められるこ て、イエス・キリストの内に新たな人として生ま に「はい」と言い、こう祈るのです。
とになりますか 117 ？「獣の印」を受け入れるこ 121 ヨハネ福 3:18、36、8:24、2テサ 2:10-12、ヘブル 3:19、黙示録 20:14-15、21:8 122 ルカ 16:19-31、ヘブル 2:3、10:26、黙示録 1:18 123 マタイ 11:2830、1ペテロ 5:6-7 124 ヨハネ福 3:5-6、
ローマ 8:1、6、8-11、13、12:2、2コリント 5:17、エペソ 4:22-24 125 Neh. 8:10、詩篇 46:1、81:1、エレミヤ 16:19、2コ
とは、赦されざる罪である「御霊に対する冒瀆」 リント
12:7-10、エペソ 3:20、
ピリピ 4:13、1ペテロ 5:10 126 ローマ 8:15-17、1コリント 2:9-10、3:21-22、エペソ 1:3-5、2:5-7、
コロサイ 3:24、1ペテロ 1:3-5、
118
2ペテロ
1:3-4、
1ヨハネ
4:4、
5:4-5、
黙示録
2:7、17、3:5、12、21、7:13-17、21:2-4、7 127 黙示録 21:21 128 ダニエル 12:3、
ヨハネ福 3:14-16、
ローマ 2:6、
と同じことです 。
に「獣の印」を受けよ ( 何かを買ったり売ったり

6:22-23、2コリント 5:1、黙示録 7:14-17、21:3-8

迷っているのですか？
どこにいますか？ あなたは誰ですか？ いった
い、自分が誰で、どんな人か、わかっていますか？
イエス・キリストを通して人に救いをもたらす命
の木の人となるのですか？ それとも、世のすべ
ての籾殻とともに神によって焼かれる腐った木に
なるのですか？ 決断が必要です 119。キリストに
「いいえ」と言うなら、その人はサタンに「はい」
と言っているのです。サタンに「はい」と言うのは、
主に「いいえ」と言うことです。主は「わたしに
ついて来なさい」( マタイによる福音書 19:21) と
言われました。「はい」ではなく、「いや、ちょっ
と待ってください」と言うのなら、その人は唯一
の生ける神イエスに対して「いいえ」と言ってい
るのです 120。主には世への愛着や欲求を消し去
るだけの力があることを信じないと言うなら、よ
ろしいですか、主を疑う者は、死と地獄とが火の
112 マタイ 24:4-10、12、黙示録 6:4 113 マタイ 24:7-8、
ルカ 21:11 114 ゼ
カリヤ 14:4、
マルコ 13:7-8、
ルカ 21:11、25-28、黙示録 6:12-14、11:13,19、
16:17-20 115 エレミヤ 31:31-34、
ヨエル 2:1-11、
ゼカリヤ 12:10、13:8-9、
ローマ 11:23-24、黙示録 7:4-8、14:1-5 116 ダニエル 11:30、
マタイ 24:1112、2テサ 2:2-5、1ヨハネ 2:18-19 117 黙示録 13:16-18、14:9-11、16:2
118 マタイ 12:31-32、
マルコ 3:28-29 119 創世 4:7、
申命記 11:26-28、
30:15-19、
ヨシュア 24:15、
マタイ 6:24、12:33、黙示録 22:17 120 イザヤ
9:6、
マタイ 1:23、
ヨハネ福 1:1-3、10-14、6:45-48、8:16、10:30、12:44-45、
14:6-11、13、20、23、17:21-22、1コリント 8:6、エペソ 3:9、19、ヘブル 1:2-3、
8-10、1ヨハネ 2:23、5:7、20

アラモ牧師著の書籍が多数ございます。アラモ牧師著の書籍が多数ございます
ので、ご希望の方は当教会までお問い合わせ下さい。また、ワールドワイド ラジ
オステーションのスケジュールについても、当教会までお問い合わせ下さい。

祈り
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・キリストが神の息子だと信じています 2。私
はイエスが十字架に架けられ、死に、私の罪をすべて赦すためにその尊い血を流したと信じています 3。神が
聖霊の力によってイエスを死から復活させたと、私は信じています 4。そして今、イエスは神の力として高め
られた地位に着き、私の罪の告白と、この祈りをお聞きになっ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、私の罪をすべて洗い流してください 7。主なるイエス様、あなたは私を退けません。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、あなたはどんな者も退けません。そのため、私を退け
ることもありません 9。ですから、私の祈りがあなたに届いたことを私は理解しています。あなたが私に応え
てくださったことを理解しています。そして、自分が救われたことを理解しています 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。そして私はあなたの命に従い、もう罪を犯さないことによっ
て、感謝の念を表します 11。
1 詩篇 51:5、ローマ 3:10-12、23 2 マタイ 26:63-64、27:54、ルカ 1:30-33、ヨハネ福 9:35-37、ローマ 1:3-4 3 使徒 4:12、20:28、ローマ 3:25、1 ヨハネ 1:7、
黙示録 5:9 4 詩篇 16:9-10、マタイ 28:5-7、マルコ 16:9、12、14、ヨハネ福 2:19、21、10:17-18、11:25、使徒 2:24、3:15、ローマ 8:11、1 コリン
ト 15:3-7 5 ルカ 22:69、使徒 2:25-36、ヘブル 10:12-13 6 1 コリント 3:16、黙示録 3:20 7 エペソ 2:13-22、ヘブル 9:22、13:12、20-21、1 ヨハネ
1:7、黙示録 1:5、7:14 8 マタイ 26:28、使徒 2:21、4:12、エペソ 1:7、コロサイ 1:14 9 マタイ 21:22、ヨハネ福 6:35、37-40、ローマ 10:13 10 ヘブ
ル 11:6 11 ヨハネ福 5:14、8:11、ローマ 6:4、1 コリント 15:10、黙示録 7:14、22:14

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、自己
の意志とエゴ、そしてこの世の欲望を、自分自身で
日々規制することです。これらを十字架につけ、キ
リストと共にこれらを十字架の死に至らせる事に
よって、あなたはこれらを克服することができます。
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 段階は地上
で神のために統治する権威ある地位へ昇格すること
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
神の権威に従って行動していることがわかるかも
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。
牧師トニー・アラモ

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 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
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
トニー・アラモキリスト教会は、心から主に仕えたいと希望する方を歓迎し、住居をはじめ、生活に必要なものを提供しています。

礼拝は日曜を除く毎晩、午後 8 時から ( 日曜は午後 3 時、午後 8 時から )、以下の場所で行われます：
ロサンゼルス地域： 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390 • (661) 251-9424
ニューヨーク地域： 343 2nd Avenue, New York, NY 10003 • (908) 353-1431
アーカンソー州： 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904 • 1005 Highway 71 South, Fouke, AR

71837

礼拝後は食事が提供されます。以下の場所から、教会までの無料送迎をいたします。
Hollywood Blvd. と Highland Ave. ( カリフォルニア州ハリウッド ) の角から、日曜を除く毎日午後 6 時 30 分発、日曜午後 1 時 30 分及び午後 6 時 30 分発。
アラモ牧師の メシア について、是非お尋ね下さい。キリストが実現した旧約聖書における333以上ものメシアの預言について示しています。
アラモ牧師の説教のテープも多数ございます。
アラモ牧師著の出版物はすべて無料配布物であり、販売用ではございません。
当ニュースレター配布にあたり代金請求するものがある場合は、直ちに (479) 782-7370 (コレクトコール) までお電話下さい。
この書には、真の救済の計画が示されています(使徒 4:12)。捨ててしまわず、ぜひ他の人にお渡しください。
他国の方々も、この文献を母国語に翻訳されるよう奨励します。印刷する場合は、以下の著作権と登録内容を必ず含めてください。
© Copyright May 2002 All rights reserved World Pastor Tony Alamo ® Registered May 2002
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