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わがファミリーの将来についての輝かしい
ビジョンに従うことができる。

過去の古いやり方の落とし穴に落ちてしまったら、

古いものからの
自由の鍵を

呼び求めなさい。

そうすれば、わたしはあなたを
過去のワナから引き出して、

将来の山頂へと引き上げる。

そこであなたは、変化の新鮮な
空気を吸い、
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愛するファミリーへ、

戦術の次のレッスンで、私たちの夫、主が何を皆
さんに伝えたいのかを私たちが祈って尋ねると、

主はあるテーマを明確にされました。私はいつかそれ
を取り上げようと計画していたのですが、主がそれを
「戦術」シリーズに加えるよう望んでいるとは思って
いませんでした。それは、新しいビンについてです！
　　２．皆さんが心配しないよう最初から言いますが、
新しいビンでいることと、年齢や経験は無関係です。
ですから、年長の人や経験を積んでいる人も、その面
で不利なことなど全くありません。このＧＮは、年上
の人たちにもっと向けられているのではないし、若い
人たちのほうがもっとこのＧＮのカウンセルを実行し
やすいということもありません。誰にとっても、良く
て、チャレンジとなり、「自分の限界をさらに広げる」
ものとなるでしょう！
　　３．新しいビンであることは、霊の内で新しくあ
ることとしっかり結びついています。オープンである
こと、順応性、喜んで変わること、新しいものを快く
受け入れる、独善的でないこと、霊の自由を求めるな
どです。そこを理解するのは大切です。若者がひどい
古いビンになることもあるし、年上の人が新しいビン
の素晴らしい模範となることもあるのです！
　　４．このテーマは、「戦時」に関係しているよう
に思えないのはわかりますが、実のところ、より良い、
より効果的な戦士となる鍵となります。主はこう説明
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されました。

　　５．（イエス：）この変化の時にあって、
わたしが皆に、はるかに大きな柔軟性を実行
するよう求めている時にあって、新しいビン
の条件や、どうすればもっと新しいビンのよ
うになれるかを認識することは、わたしが
ファミリーと分け合いたい最も重要な教訓の
一つだ。
　　６．霊の順応性なしには、変化が来ると
壊れ、割れてしまい、わたしのニューワイン、
つまり、あなたがたの内のわが言葉の実は、
失われる。しかし、霊の内で若く新鮮な状態
を維持し、わが手が動く通りに固められ、動
くなら、あなたは強く、頼りになり、わがニュー
ワインを受け入れる準備ができている。
　　７．真に攻撃的な戦士になりたいなら、
順応性があり、どんな形にも作られ、変化に
オープンであることは必須条件だ。自分自身
の肉や自分自身の霊に引き下げられているな
ら、ある意味で、「神とも悪魔とも戦ってい
る」ことになり、何でもはるかに困難になる。
しかし、委ねていて、わたしの霊と共に動き、
変わっているなら、そして、日々もっと新し
いビンになっているなら、わたしのパワーは
あなたの内にあって強い。わたしのニューワ
インはあなたをいっぱいに満たし、あなたは
敵が仕掛けてくるどんな戦闘のために必要な
ものも備えている。
　　８．だから、これが「戦時」についてのテー
マに思えなくとも、実は、より良いファイター
になることに密接に関係している。そして、
年齢に関係なく、わたしの花嫁は全員、どう
すれば霊の内でもっと活気を持ち、もっと柔
軟性があって、どんな形にも作られることが
できるようになり、それによって、この戦争
でより有能になれるかを知る必要がある。（以
上、メッセージ）

　　９．（ママ：）新しいビンの定義につい
てと、どうすれば新しいビンでいられるかに
ついて、私は幾つか具体的なカウンセルとリ
ストを主に求めました。皆さんも主の説明に
わくわくすることでしょう。自分が変われる
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と感じるかどうかに関係なく、主はあなたが変わ
れるとご存じです！　ですから、攻撃的な戦闘に
おけるこのコースも、他のコースの時と同じ決意
をもって、快く迎えましょう。そうすれば、抜群
の成績で卒業するでしょう！　あなたはきっとそ
うなりますよ！

古いビンと新しいビンの違い！
　　１０．まず最初に、私たちは、古いビンと新
しいビンの違いは何かを尋ねました。そして、ど
うやったら新しいビンでいられるかを。
　　１１．（イエス：）新しいビンは美しく、強く、
勇気があり、この軍隊にわたしが望むタイプの材
料だ。わたしの命の言葉の器となって、くたびれ
きったり、バラバラになることなく絶え間なく注
ぎ出し、幾度も幾度も受け取ることができる。しっ
かり使われ、いつでも役立つ。何のためであろう
と、使われることが大好きだ。
　　１２．新しいビンたちはクレイジーだ。奇妙
だとか独特だと思われるのを恐れない。真理を飲
み、真理を与え、真理を所有するためなら、何で
も必要なことをする。自分が弱い器だと知ってい
るが、ニューワインやダビデの言葉を注ぎ入れる
わたしが、「彼らが順応性を持ち、霊で満たされ
ている限り、割れたりしない」と言う時、それに
信仰を持つ。
　　１３．新しいビンは、神の思いを持っている。
わたしの思いやフィーリングや感情に対して開か
れていて、わたしが満たすものを恥じたりしない。
わたしの意志にたやすく委ねる。わたしが語るこ
とにわくわくする。わが霊の事を互いや失われた
魂に伝えるためにベストを尽くす。彼らは何も隠
していない。わたしの霊を隠す方法など探してお
らず、自分の光を人々の前に輝かす。
　　１４．新しいビンになるには、ただオープン
で委ね、快くやる気持ちさえあればいい。霊の実、
霊の自由をほしがらなくてはならない。わたしの
真理を受け取り続け、わたしのサイクルに遅れを
取らないようにしなくてはいけない。それは、わ
たしが再び注ぎ入れられるよう、与えるというサ
イクルだ。
　　１５．新しいビンは、オープンさと受容性、
霊的飢えをもって、わたしの言葉を受け入れる。
細いビンの口を通してだけわたしの言葉を受け入
れるようなことをせず、自分の中に完全に入れて
しまう前に、一度に一口だけ入れて、好きかどう
かを確認することもない。信じ、信頼している方
法で、ただ流れ入れさせる。

　　１６．新しいビンでいることは自由のしるし
だ。束縛するものもなく、前進や、どの方向であ
れわたしが求める方向に行くのを邪魔するものも
ない。型にはまり切ってもいない。大体、「型には
まり切った」というのが何かさえ知らない。聞い
たことはあるが、見当がつかない。だが、「変化」
という言葉は聞き慣れている。変化という言葉を
聞けば、それが自分を呼んでいると知っている。
　　１７．新しいビンになるのは興奮させられ
ることだが、古いビンになってしまうのも簡単
だ。新しいビンであり続けるには努力がいる。
それには、動きと変化を要する。古いビンにな
るには、惰性で進んでいくだけでいい。そうす
ればすぐに、わだちにはまり、型にはまって、
何であれ、普通と違うことや新しいことをする
のをためらうようになる。
　　１８．一夜にして古いビンになるのではない。
プロセスを経てそうなるのだ。まず新しいものを
受け入れるのをやめる。自分の持っているもので
満足するからだ。満たされて、それこそ自分に必
要なものと思うからだ。それから、自分のもって
いるものにケチケチして、他の人に与えたいと思
わなくなる。そしてすぐに、自分の中が丸見えな
のがわかって、それをしきりに他人の目から隠そ
うとする。それから停滞してしまい、かつてはあ
なたの中にあったおいしいワインも臭くなる。
　　１９．悲しいことに、もうずっと前から、ファ
ミリーは霊の内でますます「年寄り」になってき
て、あなたがたの「身体」がそれを現していた。
動脈は妥協によって詰まり、筋肉は無気力によっ
てたるみ、血液は、命を与える霊の酸素とニュー
ワインを身体の全体に運んでいなかった。あなた
がたの身体は運動しておらず、若く、新しく、新
鮮でいようと必死でもなかった。わたしはニュー
ワインを注ぎ出し続けたが、加工されたり、受け
入れられたり、取り入れられたり、実行されたり、
わたしが望むほど実践されたりもしていなかっ
た。形式的なこと、停滞、妥協、現状満足が、根
を生やしていた。
　　２０．しかし、今は新しい日が始まっており、
人生のサイクルは始まった。わたしはあなたがた
を訓練し、一緒に運動し、あなたがたの血液は再
び流れ始めた。わたしはあなたがたを活性化して
いるところだ。古い血液は排出され、新しい血液
に取って代わっている。わたしの子供であるあな
たがたは、古いボロボロの服を脱ぎ捨て、新しい
衣に着替えつつある。再び、自分の受け継ぐべき
ものを自分のものとして要求している。
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　　２１．あなたがたの多くが、自分たちの古い
ビンを新しいビンと取り替える準備ができてい
て、今注ぎ出されているわたしのワインを再びし
きりに受け入れようとしている。わたしの子供た
ちは新しい歌を歌っている。革命が起こっている。
勢いをつけるのは困難でも、推進しており、前進
しており、間もなくスピードがつくだろう。将来
へと飛べるようになる！
　　２２．古いビンを新しいビンと取り替えるに
は、順応性を持ちたい、霊の内ですぐに爆発する
ようになりたい、新たにされたい、委ねたいと思
わなくてはならない。古いものが忍び込んでこな
いように用心していなさい。妥協や批判的なこと、
独善、不和、そういった素晴らしい味の霊のワイ
ンを毒するあらゆるものにだ。ダビデがファミ
リーの初期の頃に教えたことをしなくてはならな
い。それ以来、わたしは毎日あなたがたにそうす
るように求めている。それは、日々死ぬこと、日々
わたしの王国において生まれ変わることだ。
　　２３．腰を落ち着けて自分の宿命から一休み
したいという気持ち、眠っていたいという思いに
気をつけなさい。それは、再びビンが古く、さび
つき、役立たずになるに任せているという危険な
兆候だ。
　　２４．わたしの花嫁たち、自由でいなさい！　
古いものを捨て去り、新しいものを歓迎しなさい。
新しいものとは、時としてあなたが今まで見ても聞
いてもいないものかもしれないが、必ずしも常にそ
うとは限らない。わたしの言葉の中で告げている霊
のことは、ほとんどが見たり聞いたりしたことのあ
るものだ。それが「新しい」と言われているのは、
わたしの霊のものは決して古くならず、沈滞するこ
ともなく、常に流れ続け、変わり続け、動き続ける
からだ。それは様々な方法であなたの感覚を呼び覚
ます。今まで見もしなかった人生の様々なことに光
を投げかける。あなたは自由になり、夢中になり、
わくわくする。わたしと過ごす日々が日ごとに甘美
になり、毎日、わたしをますます愛する。
　　２５．わたしがあなたの中に新しい血を流れさ
せるのに任せ、それが続くことを願うなら、その時
こそ、わたしが完全にコントロールして、あなたを
もっと所有できる。そして、あなたの内により大き
なわざを数々なすことができる。そうすると、あな
たは自分の内に流れているのが自分自身の霊ではな
く、わたしの霊であると確信できる。自分自身の霊
は沈黙し、わたしの霊が前面に出てくる。

　　２６．わが霊があなたの内により豊かに流れ
るので、あなたは肉の腕で働き始める時、それに
気づく。するとすぐに、霊の内で物事を行うよう
鍵の助けを呼び求める。古いものが新しいものよ
りも力を振るおうとするのに気づき始めるなら、
あなたは自分がわが霊によって解放されていると
確信できる。目が開かれたので、わたしの新しい
観点から物事を見るようになるからだ。
　　２７．新しいビンになど決してなれないとい
う心配はいらない。あなたは委ねたいだろう？　
変わりたいだろう？　霊の自由を切望するだろ
う？　生きたわたしの言葉の水に向かって手を伸
ばしているだろう？　それなら、進歩と変化への
道を進んでいる！　わたしは古いものを洗い去っ
て、新しいものと取り替えている。
　　２８．しかし、あなたが真空を作り出さねば
ならない。吸わなければならない。ほしがらなく
ては。再び赤ん坊のようになりなさい。わたしが
救いの喜びを取り戻させ、あなたを満たすよう祈
りなさい。
　　２９．わたしの言葉に委ね、わが霊の事柄に
従うなら、わたしは直接あなたにアクセスできる
ようになり、あなたの内に働き、生きて、考える
ようになれる。これは、あなたが委ね続け、従い
続け、それから与え続け、満たされ続けようと努
力するという、ずっと続いていくプロセスだ。そ
うすることで、わたしはあなたを霊の内で生きた
状態に保てる。
　　３０．あなたを、霊の内で若く、柔軟な状態
に保てるのは、わたしの言葉であり、それに対す
るあなたの従順だ。わたしの言葉は決して淀むこ
とがないから。わたしの言葉は常に何か新しいも
のをあなたから求める。あなたをさらに引き伸ば
し、謙遜にし、時には砕きさえするこれらの面に
おいてわたしに従い続けるなら、独善やかたくな
さ、古いビンの霊の入る余地はない。
　　３１．だから、順応性に欠けるなら、振り返っ
て、わたしから求められたのにあなたが喜んでし
たがらなかったことは何かを考えてみなさい。わ
たしの言葉に従うことで、そこからやり直しなさ
い。心を尽くして、全身全霊を傾け、まるで全人
生がそこにかかっているかのような従順によって
だ。そうすれば、霊はかき立てられ、わたしに対
して必死になり、謙遜なことをするのを余儀なく
され、自分が引き延ばされ、委ねることで、あな
たは生まれ変わる。救いの喜びを取り戻すだろう。
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人生で失っていた霊の内でのわくわくする気持ち
に再び気づくだろう。
　　３２．血管に、熱くて、生命を与える霊の血
を流れさせ続けなさい。そうすれば、あなたは新
鮮で生き生きし、若くいられる。簡単に疲れたり、
退屈したり、真理に生きる道から逃れる道を探し
たりはせず、わが真理の深い水の中に飛び込んで、
真理があなたと一つになるに任せる。
　　３３．血を流れさせ続けなさい。生きている
わたしのワインを注がせ続けなさい。自分の中に
ため込んではいけない。新しいわたしの霊の血が
あなたに新たな活力を与え、妥協や独善、自分自
身の道に入り込んで居心地良くなりすぎることを
通して奪われてしまった人生を取り返させること
で、革命を生き生きと保ちなさい。新しい人生を
要求しなさい。それはあなたのものなのだから！
　　３４．あなたがたはみんな、年齢に関係なく、
わたしの若々しい花嫁だ。何歳であろうと、若さ
に満ちた花嫁となり、わたしが語っているこの新
しい血を流れさせることができる。わたしのファ
ミリーの血管を流れるこの血は、どれも同じだ。
若者が、わたしの血をほしくないと決めるなら、
彼らは霊の内で年寄りになる。そして、年長の人
がわたしの新しい血を受け取り続けるなら、見た
目にも明らかな若さと恵みを取り戻す。
　　３５．シャングリラのストーリーのようだ。
この世のものを探し求めて、若々しさと自由の場
所を去った人たちは、その若さを失った。年を取
り、死んでさえしまった。しかし、留まった人々、
若さの泉のそばに留まって命と自由を見出した
人々は栄えた。
　　３６．この世からの誘惑によって、わたしの
ニューワインに背を向け、かたくなで、偏狭で、
動くこともなくなり、霊的な関節炎になってし
まってはいけない。心が変えられ、思いが満たさ
れ、わたしに対して霊がオープンにさせられるに
任せなさい。それなら、わたしはあなたを手に取
り、新しくし、あなたはこの世界を変えるわが新
しい革命の一役を担うだろう。
　　３７．わが花嫁たち、来なさい。そして満た
されなさい！　来て、はまってしまった型や抵抗
をわたしに壊させなさい。そして、わたしに古い
血を取り去らせ、わたしからわが霊の新しい血を
もらいなさい。あなたはこの新しい命を愛するだ
ろう。この新しいスタイルの生き方、戦い方、そ
して勝利を愛するだろう。（以上、メッセージ）

　　３８．（ママ：）このメッセージで主が言わ
れた通り、すべては皆さんがどれだけ御言葉に
従っているかにかかっています。御言葉こそ、あ
なたを生き生きとさせ、霊的にも今までできない
と思っていたことをやるようにさせ続けるからで
す。新しいビンであることは、全体的な霊的健康
状態が良くて、成長しており、進歩しているとい
う良い兆候です。新しいビンなら、古いビンであ
るよりも、戦って勝利するのが容易になります。
　　３９．新しいビンであることは霊の事柄なの
で、順序立ててきちんと定義できるわけではありま
せん。けれども、目に見える形での表れがあります。
新しいビンか古いビンかで、まわりの人にも影響を
与えるので、勝利チームの結束力や効力に影響しま
す。おおむね、「あなたのビンの状態」は、人生と
主への奉仕、戦いに勝利して、輝かしく浮かび上が
る能力、どれだけ役に立つかといったすべての面に
影響します。それは霊的健康の一つの要素であって、
再び完全に健康になるために、しっかり目を留め、
幾らか時間と努力を投資するに十分値します。

古いビンになっていることの警告的兆候
　　４０．さて、これは主からの診断テストで、
自分が古いビンになっているか、またはなりつつ
あるかを知るためのアドバイスです。主は最初の
メッセージで大まかな霊的原則を話し、それから、
目に見える形での兆候と、自分がこの面において
どのような状態かを見るために自問できる質問を
与えて下さいました。
　　４１．自分が何を見出すかや、どういう評価
になるかについて、心配したり、恐れたり、恥じ
たりしないで下さい。自分が霊の内でこれから「数
年かかる」状態だったとしても、それに気づいた
ことを嬉しく思い、感謝して下さい！　その後で、
そのサイクルを逆転させ、新しいビンになる方法
について、幾つか具体的なカウンセルを紹介しま
す。また、新しいビンであることの幾つかのしる
しもです。それはあなたにできることやアイデア
の素晴らしいリストで、あなたが自分の血管に主
の熱くて新しい血をもっと流れさせたいならそれ
を実践し始めるといいでしょう！

　　４２．（イエス：）あなたが新しいビンなのか、
古いビンなのか、または古いビンになりつつある
のかは、聖霊と共に流れているかどうかや、聖霊
の流れに夢中で飛び込み、その流れに乗るかどう
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か、それとも差し控えて、聖霊に文句を言い、一
緒に進もうとしないかどうかによる。
　　４３．すべては、ＧＮを通して、またわたし
との一瞬一瞬の生きた接触を通して受け取るわた
しのニューワインをどのように受け入れるかによ
る。渇いてごくごく飲み、自分の霊に同化させる
のか、それとも、たとえ一部であってもそれを拒
否して、喜んで受け入れることができないのか。
また、わたしが与えている新しい道へと動いて
行っているのか、それとも古い道にしがみついて
いるのかによる。たとえかつてはわたしから来た
古い道でさえも。
　　４４．ダビデが言ったように、あなたがた一
人一人が行動するのに最も重要な原則とは、日々
新たに神に従うことであって、以前のやり方に
よってではなく今日のやり方によって従うこと
だ。ダビデは地上で生きていた頃は、非常に独特
だった。以前のやり方やわたしが過去に言ったこ
とによって行動せず、活発で、聖霊に満たされ、
聖霊が昨日ではなく、２分前でさえなく、その時
点でしてほしいことに従おうと必死だった。生き
生きしていて、ニューワインで満たされ、聖霊が
今その時にしていることにオープンで委ねてい
た。ダビデの行動様式は、一歩一歩神と波長が合っ
ていた。そして、あなたがたもそうあるべきだ。
　　４５．あなたは御霊を優先させているだろう
か？　聖霊から求められることは何でも喜んでや
ろうとしているだろうか？　たとえ、それが自分
自身の幸福を犠牲にするように思えたとしても。
それとも、一瞬一瞬主に従うことを妨げる何かに
固執しているのだろうか？　プライドであれ、「経
験」であれ、物事はどううまくいくか、いかない
かの概念であれ、願望であれ、計画であれ、自分
がどのように扱われるべきかであれ、自分が何を
すべきかすべきでないかであれ、それに固執して
いるだろうか？

　　４６．（イエス：）われわれ、父と
子と聖霊は一つだ。だから、わたしが、
わたしの霊という言葉を使おうと、聖
霊、ニューワイン、わが言葉という言
い方をしようとも、すべては御霊を意
味しており、それと共に流れるように
あなたを励ましているのだ。

　　４７．わたしは、様々な時に様々
な方法であなたがたを導く。わが言葉
を通して語ることもあるし、誰か他の
人がしたことで良心の呵責を覚えさせ
ることもある。あなたの注意を引いた
り、ささやきかけたりする方法は他に
も多々あるが、すべてはわたしの声だ。
　　４８．わたしの霊と、わたしの一部、
わたしたちの一部である、流れ、動く
性質を描写する時にわたしが使う様々
な言い方もそれと同じだ。それを全部
理解する必要もない。ただ心で、わた
しの声、御霊の息を認め、従うだけで
いい。（以上、メッセージ）

　　

　　４９．あなたは、わたしに従うのを妨げるす
べてのものから解放されているだろうか？　あな
たはわたしのものだろうか？　聖霊が自分自身の
状況に対して何をするように見えても、聖霊と共
に出航するだろうか？
　　５０．ニューワインに自分のビンを割らせ、
プライドを脱ぎ捨てるだろうか？　自分のプライ
ドを捨てようと願うだろうか？
　　５１．自分の家族や友人、メイト、共働者た
ちよりも、御霊を重んじるだろうか？　それとも、
自分の状況にこだわって、聖霊から差し控えるだ
ろうか。
　　５２．それらすべてのことで代価を数えねば
ならない。わたしは、あなたの人生をめちゃめちゃ
にするとは言っていない。もうわかっているだろ
うが、わたしは全体的に見てあなたにとって最善
のことしか行わない。あなたがたは皆、「心をつく
して主に信頼せよ、自分の知識に頼ってはならな
い。」「主によって喜びをなせ。主はあなたの心の
願いをかなえられる。」（箴言3:5; 詩篇 37:4）とい
う聖句を知っている。しかし、問題は、あなたが
すべてにおいてわたしを信頼しているかどうかだ。
　　５３．あなたは自分の人生やプライド、評判、
家族、友達を危険にさらしてまでも、喜んでわた
しやわが道、わたしが今してほしい事に従うだろ
うか？　あなたは、もし従うなら、わたしがあな
たを捨てないと知っている。そうするなら、あな
たや彼らにとって最高のものをわたしがもたらす
と知っている。だが、あなたはアブラハムのよう
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にわたしのために喜んですべてを捧げる気がある
だろうか？　そこまで信仰を引き伸ばせるだろう
か？　そこまでわたしを信頼するだろうか？
　　５４．わたしを完全に信頼することが、新し
いビンになる基本だ。わたしを完全に信頼するな
ら、わたしがどこか新しい場所に導いても、自分
や愛する人たちに何が起こるのだろうと心配する
ことなく、喜んでわたしについてくるからだ。
　　５５．あなたは自分の個人的な願いや好み、
「居心地の良い状況」よりも、わたしやわが道に
従うだろうか？　わたしをそこまで愛し、信頼す
るだろうか？　それとも、行きたくない場所や、
どこまで行くか、どこまで犠牲を払うかの限界が
あるのだろうか？　その場合、その限界とは何
だろうか？　あなたはわたしにそのような限界を
取り除かせ、わたしが最後にはすべてを素晴らし
く行い、そのように委ねることによってあなたや
他の全員にとってさらに良い状況にすると確信し
て、自分の信仰がさらに引き伸ばされるのをいと
わないだろうか？
　　５６．あなたはこの世のものよりもわたしを
優先するだろうか？　世俗的な習慣や態度、耽溺
という面でわたしにあなたをチェックさせ、変え
させ、解放された状態に保たせるのをいとわない
だろうか？　喜んでわたしに限界を広げさせるだ
ろうか？　わたしが「これはあなたにとって良く
なく、あなたの霊に害を及ぼしている」と告げる
時、あなたは従うだろうか？　わたしはあなたの
人生において、最優先されているだろうか？
　　５７．わたしは動き続けている！　わたしは
来る日も来る日も、休むことなく前進し、終わり
の時の出来事が起こる頃にはわが軍隊がいるべき
状況や場所にいるよう、彼らを呼び集めようとし
ている。わたしはあなたがたにそこにいてもらわ
なければならない。わたしと波長を合わせ、地上
におけるわが霊の体現となり、わたしが宿り、わ
たしに所有され、文字通りわたしに所有され動か
されるための準備を整える必要がある。
　　５８．わたしのためにそうしてくれるぐらい、
あなたは自分自身を完全にわが手に委ねるだろう
か？　自分が持つすべて、自分のすべて、将来の
自分すべてをわたしに任せるつもりがあるだろう
か？　それが質問だ。そして、あなたの答は、こ
れからあなたが向かう方角を決める極めて重要な
ポイントだ。従い、委ね、自分の道を捨てること
によって聖霊の新鮮で生き生きとした波に乗り、

毎日新たにされていくか、従わないために日ごと
にますます聖霊から離れていくかが決まるのだ。
　　５９．あなたにはこれらのチェンジを実行す
る時間がある。あなたにはまだ、何が聖霊からあ
なたを差し控えさせているのかを見極め、誤った
考えを捨て、波に乗るための時間がある。わたし
はそれについてあなたがたに働きかけているの
だ。だが、わたしが立ち上がって行かなければな
らない時が来る。そしてその時、５人の賢い乙女
のようにランプにわが霊の油がいっぱい入ってい
て、わたしと共に動けるようになっていることは
大切だ。（マタイ 25:1-10）
　　６０．わたしは今、わが軍隊を訓練してい
る。わが霊で満たされるようあなたがたに教えて
いる。なぜなら、まもなく聖霊が地の表を横切る
時が来るからだ。そして、聖霊に満たされ、委ね
ているあなたがたは、磁石のように無条件で聖霊
についていく。聖霊が告げることを行い、聖霊が
行く所に行き、何も恐れず、完全に信頼して、わ
たしが今、あなたと聖霊の間に築いている磁場に
よってくっついている。
　　６１．だから、あなたが自問すべき質問と、
改善すべき面は以下の通りだ：
　　６２．あなたは熱心にニューワインを読み、
実行するか？　ニューワインを即座に実行に移し
たいという心と必死さを持っているだろうか？　
それとも遅れを取っており、実行しようかしまい
かと考えているのか？
　　６３．たとえプライドを失ったり、謙遜
になったりしたとしても、あなたは思い切っ
てニューワインを実行するだろうか？　自分
のビンを引き伸ばし、どんな代価がかかっ
ても、あるいは他のすべてを犠牲にしても、
ニューワインを取り入れるだろうか？
　　６４．あなたにとって、ニューワインはど
れだけ大切だろうか？　ニューワインに従うため
に手放すつもりのないものが何かあるだろうか？
　　６５．あなたは、新しいワインよりも古い
ワインを好むだろうか？

　　６６．（質問：）新しいビンでいる
には、いつも古いワインよりも新しい
ワインを読む方を好まなければならな
いのですか？
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　　６７．（イエス：）いや、いつも古
いワインより新しいワインを好むべき
だというのではない。新しいワインと
同じぐらいパワフルで、現在にあては
まる素晴らしいビンテージもののワイ
ンがたくさんある。だが、新しいワイ
ンを口にせずに古いワインばかり飲ん
でいてはいけない。古いワインを読み、
吸収することだけを望むなら、過去に
取り残されてしまう。あなたには新し
いワインと古いワインの両方が必要だ。

　　６８．わたしからの最新の指導やカウンセ
ルが、以前わたしが語った事とは違っていても、
あなたは喜んで最新の指示とカウンセルの流れに
沿うだろうか？
　　６９．ニューワインの中で疑問に感じてい
る事や、たとえ信仰のみによってだとしても、信
じ従おうとしていない事があるだろうか？
　　７０．わたしがそう導くなら、あなたは喜
んで友人や証しをしている相手にニューワインの
ことを話すだろうか？　それが適切な場合、あな
たは誰の前でもニューワインに生きる見本を示せ
るだろうか？　たとえ少し緊張したり、恥ずかし
く思ったりしても、それはわが花嫁であるあなた
にわたしが望んでいる事だと知っているので、と
にかく実行するだろうか？　恥ずかしく思うこと
で、わたしはあなたを責めはしない。だが、あな
たが他の人やわたしの前でプライドの衣を脱ぎ捨
てるのをいとわないなら、わたしはあなたがプラ
イドよりもわたしに忠誠であるゆえに、あなたの
ことを誇りに思うだろう。そして、わたしはその
ような時にあなたをわたしの霊で包む。だから、
質問は「あなたはわが霊を持つために、喜んでプ
ライドを脱ぎ捨てるだろうか？」だ。
　　７１．あなたには、わたしのために喜んで
する気のないことがあるか？
　　７２．わたしが求めるなら、あなたは他の
人の前で異言を語るだろうか？
　　７３．あなたは恥ずかしがらずにわが霊の
流れに身を任せるだろうか？
　　７４．あなたは喜んで公の預言を語るだろ
うか？
　　７５．あなたは喜んで人前で心からわたし
を賛美するだろうか？　あるいは、わたしのこと
を恥じ、恥ずかしくて人前でわたしへの愛や、わ

たしと一つになりたい思いを告げられないのだろ
うか？
　　７６．あなたは一人で、また他の人と一緒
にわたしを親密に愛するだろうか？　喜んで霊の
服を脱ぎ捨て、謙遜の衣だけでわが寝室に入るだ
ろうか？　もしそうなら、わたしたちの情熱的な
愛の営みとわが霊の種はあなたを新たにし、満た
し、また謙遜で若く、活気に満ちた状態に保つだ
ろう。
　　７７．あなたはわたしがするように、あな
たが話すすべての人に希望を示すだろうか？　あ
るいは、相手のいたらない点を心の中で非難する
のだろうか？
　　７８．あなたは相手の良い所を考える方だ
ろうか？　それとも悪い所を考える方だろうか？
　あなたの良い所、可能性や将来性、わたしが彼
らを造った美しい様、わたしへの愛に目を留める
よう戦っているだろうか？　それとも、相手の欠
点や問題、失敗に目を留める方が多いだろうか？
　彼らが部屋を横切る時、その人への良い思いが
頭に浮かぶだろうか？　それとも、批判的な思い
が浮かぶだろうか？
　　７９．人に対するあなたの一般的な態度は
大抵ポジティブで、前向きで、励ましに満ち、何
らかの面で希望に満ちているか？　それともネガ
ティブで、落胆ぎみで、見下したものだろうか？
　　８０．誰かからショッキングな事を言われ
た時、あなたは落ち着いて、わたしのような受け
止め方をするだろうか？　それを受け止めるため
に、受容性の両手を伸ばすだろうか？　忍耐と理
解を求めて、わたしに祈りを送るだろうか？　わ
たしの意見や答を受け取り、あなたを通して愛の
内にわたしに反応させるだろうか？　それとも急
いてあなた自身の肉の感情や過敏さで反応した
り、腹を立てたりするだろうか？　忘れてはなら
ない。わたしの思いはあなたの思いとは異なる。
だから、あなたは自分の思いで反応するのか、そ
れとも、わたしの思いを求めるのか？　それが忍
耐や辛抱強さ、愛、理解で満ちているなら、わた
しから出たものだとわかる。それらはすべて、わ
が霊の一部だからだ。一方、気短さや短気、いら
だち、独善などのたぐいは、肉の思いから出たも
のだ。限界を引き伸ばさなければならない時、あ
なたはどちらに委ねるのか？　あなたの肉の性質
が好む行動を犠牲にしても、わたしの反応が流れ
出るほど十分限界を引き伸ばすだろうか？　あな
たの反応を支配しているのは誰なのか？　あなた
自身か？　それとも、わたしなのか？
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　　８１．あなたは他の人たちを偏らずに扱うだ
ろうか？　それとも、血のつながった家族やメイト、
同僚、友達など元々もっとうまの合う人たちや、もっ
と好きな人たち、あるいはあなたの意見に同意して
くれる人たちをひいきするだろうか？
　　８２．あなたは、愛よりも正しさを重視す
るだろうか？　誰かと話している時、あなたはど
ちらを重要視するだろうか？　正しいことを語る
ことだろうか？　それとも、律法の文字による正
しさを犠牲にしてまでも愛情深くなり、あなた自
身をわたしの愛に治めさせることだろうか？
　　８３．あなたのおきてとは何か？　規則だ
ろうか、愛だろうか？

　　８４．古いビンは規則に縛られている。新し
いビンは委ね、新たにされ、わたしの愛の霊に従
うことで、まるで規則立てられているように日々
活気づけられている。また、わたしの愛によって
毎日少しずつビンが引き伸ばされるのをいとわ
ず、そのビンは壊れない。古いビンは引き伸ばさ
れると壊れ、わたしのニューワインはこぼれる。
古いビンはニューワインを入れておけない。だか
ら、あなたは伸び、ワインを保ち、実行できるの
だろうか？　また、日々、そうするよう努めてい
るだろうか？
　　８５．そうしているなら、あなたは新しいビ
ンだ。毎日、ビンを引き伸ばしているのだから。
完璧でなくても、そしてあなたがたの内、誰も完
璧でないのだが、ビンを引き伸ばしているなら、
わたしはあなたが日々、御霊の新しい血で満たさ
れるために口を広げていると見なす。そして、こ
の方向に進み続ければ、あなたはもっともっと満
たされる。
　　８６．わたしが言っているのは完璧さではな
く、どちらに向かうかだ。引き伸ばす方向に進ん
でいるなら、あなたは新しいビンであり、新しい
ワインで毎日満たされている。その一方、毎日ビ
ンを引き伸ばさず、口を広げていないなら、あな
たはだんだん閉じてきて、古い型に落ち着き、古
いビンになるという方向に進んでいる。
　　８７．わたしは、わが子ら全員を愛している
が、わが新しいビンはわたしと共に将来に向かっ
て日に日に前進している。それゆえ、わたしは彼
らを通して働くことができ、わたし自身を現すこ
とができるだろう。どうしてだろうか？　それは、
彼らが日ごとにわたしに委ねるからであり、今そ
うしているように、その時もそうするとわかるか
らだ。（以上、メッセージ）

戦争に備えることは、平和を保つため
の最も効果的な手段だ。－ジョージ・
ワシントン（1732-1799）

　　８８．（イエス：）霊の内で古いビンになって
いるかどうかはどうやってわかるだろうか？　自分
の思いと行動を分析し、わが言葉と比較検討する時
間を取りなさい。以下は、自問するか、あなたに代
わって答えるようわたしに求めると良い質問のリス
トだ。これらは、あなたが「新しいビン部門」でど
のような状態かを見る助けになるだろう。
　　８９．ニューワインが来た時、あなたはそ
れをどれだけ積極的に実生活に適用するだろう
か？　たとえば、ただ「ああ、インスパイヤリン
グだ。良いことだ」で済ませるのではない。そう
ではなく、「わあ！　主よ、私はこの面でどれだ
け良くやっているでしょう？　ああ、良いアイデ
アだ。今日、それをしよう。ジョー［メイトや友達、
同僚、ホーム・メンバーなど誰でもあなたが尋ね
ることができるか、尋ねるべき人の名前］、私が
これこれをしていたら教えてくれないかな？　私
は本当に変わらなければならないから！　主はこ
れこれをやってみるように語られたんだ。そして、
今日がその第一日目なんだよ」と。
　　９０．ファミリーやホームで何らかのチェ
ンジが始まった時、あなたの最初の反応は、これ
が自分に悪い影響を与えるものになるかもしれな
いと心配することだろうか？　それとも、チェン
ジを呼び求め、人生や変化につきもののどんな不
具合やちょっとした問題点も超越できるよう、賛
美の武器を使うだろうか？
　　９１．ホームが運営方法やアウトリーチ手
段、スケジュールなどにおいて何か新しいアイデ
アを試すことに決めた時、あなたの最初の反応は、
それがうまくいかないありとあらゆる理由を考え
ることだろうか？　それとも、いったん主が裏付
けられたなら、全身全霊でその決定を後押しし、
軌道に乗せるためにベストを尽くすだろうか？
　　９２．あなたは、一風変わったプレイズ・
タイムや祈りの方法など、いつもと違い、ことに
よると謙遜にさせられる霊的なアクティビティー
に参加するのが難しいだろうか？　難しいなら、
あなたはそれについてどうしているだろうか？　
できるだけそのようなアクティビティーを避けよ
うとするだろうか？　それとも、謙遜な事をし、
成長し、ビンを引き伸ばすための素晴らしい機会
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として受け止めるだろうか？
　　９３．誰かが何かをする新しい方法を考え
出す時、あなたは尻込みするだろうか？　それ
がうまくいかない方法をまず探そうと考えるだ
ろうか？　それとも、その人が解決策を見つけ、
うまくいかせるのを進んで助けようとするだろ
うか？
　　９４．あなたは、ＦＧＡであれＳＧＡであ
れ他の世代を信頼するのが難しく、そのために個
人的に信頼できる人や、自分と同じような方法で
その責任を扱うとわかっている人だけに責任を任
せるだろうか？　
　　９５．あなたの好みではない少しラディカ
ルな事をするのを認めるような預言を誰かが受け
取ったら、あなたはまず相手が「正しく受け取っ
た」のか、その預言が本当にわたしからのものか
と疑うだろうか？
　　９６．皿洗いのようなホーム内での仕事で
代わりの人が必要になった時、あなたはまず自分
ではなく、誰がそれに適任かを考えるだろうか？
　　９７．他に誰もしていない時、わたしを賛
美する時に両手を挙げるのはあなたにとって難し
いだろうか？　たとえ難しくても、あなたは両手
を挙げるだろうか？
　　９８．恥ずかしいか、自分の祈りは他の人
のように流ちょうでも「すらすら」流れないと感
じるゆえに、あなたは人前で祈るのを避けるだろ
うか？　あるいは、祈りへの参加や霊の必死さは
たとえプライドが少々傷ついても十分価値ある結
果をもたらすと知っているので、とにかく祈るだ
ろうか？
　　９９．あなたが祈ったり賛美したりする方
法は、まわりにいる人によって左右されるだろう
か？　わたしとの関係やわたしへの愛は、他の人
がどうであるかに左右されるべきではない。賛美
している時に手を挙げたい気分になるなら、他の
人がしていなくてもそうしなさい。異言で賛美を
語りたくなったなら、見せびらかすためではなく、
心からそうしなさい。何といっても、これは宗教
ではなく、わたしたちの関係なのだから。あなた
がたは教会ではなく、革命だ。あなたがたはわが
エンドタイムの花嫁であって、古い教会のとりす
ました既婚婦人ではない。
　  １００．あなたのワードタイムは型にはま
り切っていて、その時間をどう費やすかについて
バラエティーや変化を入れる余裕がほとんどない
だろうか？　それとも、新しい事を試すのを好み、
常に新しい経験を探すようにしているだろうか？

　　１０１．養われないとか、わが言葉への真
剣さがなくなってしまうと恐れて、全体でのワー
ドタイムや個人のワードタイムに楽しいアイデア
を取り入れるのはあなたにとって難しいだろう
か？　それとも、霊を強く保ち、明確に焦点を合
わせつつ、なおかつわたしが与えたいと思ってい
る新しい事やバラエティーを積極的に求めている
だろうか？
　　１０２．あまりにたくさんの仕事を肩に
負っている時、それを誰かに任せるのはあなたに
とって難しいだろうか？　それとも、あなたは祝
福や手柄、また大切な仕事に使われたという非常
に必要とされていた満足感を分かち合える機会を
喜ぶだろうか？
　　１０３．あなたにとって、自分と合わない
性格の人とうまくやったり、一緒にいたりするの
が難しいだろうか？　それとも、チームであるこ
とによってホームのバランスがより良く取れ、わ
たしのためにもっと効果的になれるので、その人
たちから学び、違いを感謝するよう、積極的に努
めているだろうか？　
　　１０４．あなたは、プライドの枠から少し
抜け出て、謙遜にさせられる事をしなくてはな
らないかもしれないとわかっているアクティビ
ティーやパーティー、集まりに参加するのをため
らうだろうか？　それとも、たとえ難しくてもで
きるだけ参加し、みんな一緒に謙遜になることを
することで、愛する人たちと特別な方法で親しく
なれる機会を喜ぶだろうか？ 
　　１０５．全体でのアクティビティーに参加し
ている時、あなたはあまり謙遜にさせられなくてす
む方法をいつも探しているだろうか？　それとも、
エレリアンに霊の自由という分野での助けを呼び求
め、あなたにとって良い経験になるばかりか、他の
人にとってもとても楽しくなるよう、最後までやり
通し、そこに全身全霊を注ぐだろうか？
　　１０６．他の誰もしていない時に誰かが大き
な声で異言で賛美するなどといったラディカルな事
をすると、あなたはきまり悪く感じ、聞くに堪えら
れなくなるだろうか？　それとも、御霊の内に彼ら
に加わり、他の人がどう思おうと気にせずわたしを
愛しているゆえに彼らを支持するだろうか？
　　１０７．他の人の目にどう映るかが心配で、
不得手なスポーツやアクティビティーに参加する
のはあなたにとって難しいだろうか？　それと
も、自分はあまりそれが得意ではないので、他の
人が輝き、彼らを引き立ててあげられる機会を感
謝し、とにかく楽しめるだろうか？
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　　１０８．あなたにとって、人前で「間抜け」
に見られたくないことで新しいスキルや言語を学
ぶのが難しいだろうか？　それとも、最善を尽く
し、他の人たちが喜んで教えようとしてくれるこ
とや、忍耐を持ってくれることを感謝するだろう
か？
　　１０９．あなたにとって自分のイメージを
保つことは非常に大切なので、他の人からどう思
われるかを心配するあまり、いつも外見や服装を
気にしているだろうか？　あなたはあまり気にせ
ずに、証しやテスティモニー、行事に合った服装
やスタイル、外見に変えようとするだろうか？
　　１１０．何を話せばよいかわからないとい
う恐れや、あるいはただ特定のタイプの人たちと
交流するのがいやなことで、あなたは人々と会っ
たり、話したりするのを避けるだろうか？　それ
とも、たとえ難しく、あなたの元々の好みでなく
ても、その人へのわたしの愛になれるよう祈っ
て、わたしに助けを求め、それからその人を幸せ
にし、励ましたいという気持ちゆえに、敢えてそ
こに入っていくだろうか？
　　１１１．あなたにとって、人と会う約束が
キャンセルになったり、誰かがすぐ車で出かけな
くてはならなくなったり、停電、ディナーが遅れ
る、チャイルドケア・ワーカーが病気になるなど
何らかの犠牲や調整を要するようなちょっとした
（あるいは大きな）計画変更に順応するのが難し
いだろうか？　それとも、賛美の武器を取り出し、
その状況の中で最善を尽くすことで、他の人に対
する励ましや力になるだろうか？
　　１１２．あなたは全体の必要に合わせるた
めに自分の生活のある部分を個人的に変えたり、
順応したり、再調整したりできない理由をいつも
持っている「ゴネ屋」になる傾向があるだろうか？
　あなたはまわりの人が自分に合わせるようにさ
せるか、少なくともそう望んでおり、彼らが合わ
せないなら不平を言うだろうか？　それとも、た
とえ個人的な犠牲を要しようとも、わたしがそれ
以上に報いると知っていて、状況にうまく合わせ
るよう意識的な努力をするだろうか？
　　１１３．特定の物質的な事に強いこだわり
があり、こうでないといけないと感じ、そうでな
いと機嫌が悪くなるだろうか？（たとえばコー
ヒーやベッド、証しのパートナー、毎日のスケ
ジュール、外見などの好み。）　それとも、不都合
や変更が生じても忠実に賛美し、新しい物事に順
応するだろうか？
　　１１４．あなたは自分の仕事やプロジェク

ト、行動様式などについて誰かからインプットや
建設的な批判を受け入れるのが難しいだろうか？
　特に、それが他の世代からだったら？　それと
も、誰かが時間を取り、謙遜になってそうしてく
れた時には、その面でわたしに助けを求め、それ
から自分がオープンで、インプットをほしがって
おり、感謝していることを示すよう格別に努力す
るだろうか？
　　１１５．あなたはフェローシップやリラッ
クスする時間になっても、「仕事モード」から離
れるのが難しいだろうか？　その間、あなたは常
に自分の仕事やしなくてはならない事について考
えているだろうか？　それとも、仕事や責任につ
いてわたしに信頼しているだろうか？　仕事時間
には懸命に働き、リラックスするための気晴らし
のアクティビティーの時には心から参加し、自分
はすべてをわたしに委ねているので、わたしがあ
なたにできない事をし、残りをうまく取りはから
うと知っているだろうか？ 
　　１１６．誰かに仕事の邪魔をされたら、妨
げられたことであなたは動揺し、イライラするだ
ろうか？　それとも、その人の必要はあなたの仕
事と同じぐらい大切なので、仕事の手を止め、そ
の人が必要とするどんな方法によっても、その人
のためのわが愛や手、足になるだろうか？
　　１１７．すべき仕事がたくさんあったり、
色々な事が頭にあったりすると、立ち止まって、
他の人のために時間を取るのは難しいだろうか？
それとも、わたしに愛を求めて祈り、それからそ
れに集中するだろうか？
　　１１８．あなたはホームの子供たちのために
時間を取り、会った時にあいさつをし、少し時間を
取って話したり会話を交わしたりするだろうか？
　　１１９．とても大きな必要や、さらには不
可能な状況が生じた時、あなたはまず心配し、自
分の力で問題を解決しようとするだろうか？　そ
れとも、わたしに呼ばわり、適切な時には他の人
のインプットを求めるだろうか？
　　１２０．あなたにとって、自分のアウトリー
チや資金調達の方法をわたしの下に携え、わたし
があなたやホームの計画や手段を変えたいかどう
かを確認するのは難しいだろうか？　あなたはよ
り良い新しいやり方につながるかもしれないチャ
ンスや、わたしからの新たな方向を積極的に探し
ているだろうか？
　　１２１．あなたは人前でも個人でも霊的武
器を使い、新しい事を試すことでその使用におい
て成長しようと活発に努めているだろうか？
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　　１２２．あなたは、弱い人間に見えるので
はないかと恐れて、他の人に心を打ち明けたり、
わたしがあなたの人生にどのように働きかけてい
るかを話したりするのが難しいだろうか？　それ
とも、わたしのためのより強く良いチームにな
るには仲間の前で謙遜にならなくてはならないと
知っているので、積極的に、祈りや助け、インプッ
トを求めているだろうか？
　　１２３．アイデアを話し合っている時、あ
なたは他の人に耳を傾け、彼らのアイデアを考慮
するよりも自分のアイデアを勧めようとするだろ
うか？　それとも、わたしが他の人たちを通して
語り、使ったとわかるなら彼らが励まされるので、
あなたは他の人たちを優先し、耳を傾け、そのア
イデアをわたしの下に持ってくるだろうか？
　　１２４．それが個人的な意見や好みとは反
対でも、あなたは新しいアイデアや提案について
喜んで祈るだろうか？　自分が何をすべきか、ま
たわたしの意志を知っていると思っていても、カ
ウンセルすることは賢く、安全であり、カウンセ
ルすることによって常に状況が良くなり、よりバ
ランスの取れた行動ができるとわかるので、積極
的に余分のインプットを求めるだろうか？

　　１２５．（イエス：）プライドはあ
なたを古いビンにする。謙遜さは、あ
なたを新しいビンに保つ。自分が新し
いビンかどうか知りたいなら、まず自
分の謙遜レベルを確かめなさい。謙遜
な事をするのを選べば選ぶほど、あな
たは霊の内で新しいビンになる。その
逆もまたしかりだ。肉の道や誇り、自
分にとってより簡単で楽な事を選べば
選ぶほど、あなたはよどみ、霊の内で
古いビンになる。
　　１２６．謙遜になることは何でも
あなたにとって良いことだ。それは、
あなたを霊の内ではつらつとさせ、若
く、活気ある状態に保つ。新しいビン
になり、その状態を保ちたいなら、謙
遜な事を探し、実行しなさい！（注：
さらに謙遜な事をする方法については、
「謙遜な事をしなさい」のパラグラフ
87 に続くリストを参照。ML #3251, 
GN853）

　　１２７．（ママ：）役に立つリストですね？
新しいビンになり、チェンジによりオープンにな
り、主の変動する霊を求めるという面で、もっと
良くやるべき点はきっと私たち全員にあることで
しょう！　このような兆候が一つあるからといっ
て、古いビンだというわけではありません。けれ
ども、これはあなたが気をつけるべき事の概念を
与え、そうしてしまった時に気づかせてくれます。
また、主の新鮮で活気ある、豊かで柔軟性のある
御霊にもっと満たされているよう、祈って助けを
求めることができます！

新しいビンの霊を示す資質！
　　１２８．以下は、私たちの夫である主が与え
られた新しいビンが持つ資質のリストです。全員
がもっとこのようになるのを、主が助けられます
ように！

  新しいビンは、天国からの新しく、ホットで、
新鮮なわが言葉に興奮し、心から受け入れる。

　 新しいビンは、ベストを尽くしてわが言葉を
実行に移す。

  新しいビンはわたしが導く方向に信仰があ
る。そして、変化ゆえにわたしを賛美し、
それらが良い実を結ぶと信頼する。

  新しいビンは他の人が新しい仕事や責任を
持つのをうれしく思い、喜ぶ。

  新しいビンは、賛美し、祈り、謙遜な霊の
内にわたしを声高に愛する。

  新しいビンは協力的で前向きにニューワイ
ンのことを話し、最新の「御言葉の出来事」
を試してみる。

  新しいビンは、信仰と賛美と愛と謙遜の霊
によって問題に対処する。

  新しいビンは、批判的になったり独善的に
なったりしそうな時、注意深くわたしから
聞き、シェパードとカウンセルする。

  新しいビンは謙遜さを求めて頻繁に祈り、
常日頃から謙遜な事をするよう意識的な努
力をし、謙遜にさせられるようなことをわ
たしがもたらした時には、信仰によって賛
美する。

  新しいビンは、必要な時には団結した祈り
を求める。

  新しいビンは、自分の方が間違っていると
感じようが感じまいが、他のメンバーと不
和や仲違いがあった時に謝る。



戦　術、パート５ (#3578) 13 (#3578) 13
  新しいビンは、一緒に働いている仲間を有

利に解釈する。
  新しいビンは、たとえそれが「クレイジー」

または自分の肉の思いと反していても、御
言葉やわたしが示す事に従う。

  新しいビンはユーモアのセンスを保ち、わ
が霊の内にそれを使う。彼には束縛されて
いたり、独善的ではなく、人の意見を恐れ
ない。笑いと幸せは、新しいビンの霊の兆候。

  新しいビンは、人からコレクションを受け
取る。それがシェパード、友達、仲間であ
ろうと関係ない。そして、コレクションを
どう適用するかについてオープンな心でわ
たしを求める。

  新しいビンは、ホーム・シェパードからのシェ
パディングを良く受け入れる。たとえ、シェ
パードが同年代の仲間か、自分よりも年下で
あるか、最初ぎこちなく感じたり、シェパ
ディングを受け入れにくくする何らかの理由
があっても、主がホーム・シェパードを塗油
して自分をシェパディングしていると信頼し
ており、それゆえにシェパードからの助けや
カウンセルを喜んで受け入れる。

  新しいビンは、個人的なことでもインプッ
トやカウンセルを歓迎する。変わり、成長し、
進歩したいと思っていて、そのためのあら
ゆる機会に乗じる。

  新しいビンは、人と話したり、誰かについ
て話す時、ポジティブである。ゴシップを
しない。

　 新しいビンは、困難な状況においても、信仰
と前向きな態度を持っている。

  新しいビンはわたしがそう示すなら、他の
人を助けるために自分の計画を喜んで脇に
置く。

  新しいビンは、自分のチームを勝利チーム
にするために、どんなに謙遜な仕事でも喜
んでする。

  新しいビンは、比べることに対してあらゆ
る霊的武器を使って戦い、それを拒む。彼
は自分が肩書きや高く思える地位に就くよ
り、チームが勝つことをもっと気にかける。

  新しいビンは、人々が幸せなのを見て喜ぶ。
そして、そのためにできる事をする。

  新しいビンは、メンバーシップや「大切に
思われる仕事」にこだわらない。

  新しいビンは、チームメイトの内にわたし

やわが塗油を見るよう努める。
  新しいビンは、霊の内で幸せで自由だ。そ

して、普段からそのように振る舞う。
  新しいビンは、「独創的に」考え、祈り、カ

ウンセルし、実行するのをいとわない。
  新しいビンは、他の人、それも年下の人や

経験が少ない人からのアイデアや提案を受
け入れ、それを求める。

  新しいビンは、わたしがそう導いているなら、
「クレイジー」で「不合理な」ことを行うの
もいとわない。

  新しいビンはチームメイトの経路に信仰を
持っており、チームの一員になるために心
から打ち込む。

  新しいビンは、自分に要求されている以上
のことを喜んで行う。

  新しいビンは、同年代の仲間内からの否定
的なプレッシャーに直面しても、わたしの
ために愚か者になるのをいとわない。

  新しいビンは、わたしがそう求める時、新
しくより大きな事を試すのを恐れない。鍵
の力をつかみ、わたしの助けを得る。また、
スピリット・ヘルパーやシェパード、その
他誰でも、その人から学び、共に働く必要
のある人からの助けを得る。

  新しいビンは、御霊の実を現す。
  新しいビンはちょっとしたことで過敏に

なったり、気を害したりしない。
  新しいビンは何よりもまずわたしを喜ばせ

ようとする。決して従順よりも自分の評判
を優先したりしない。

  新しいビンは、信仰を引き伸ばす必要があ
る時には喜んでそうする。それどころか、
信仰を引き伸ばし、信仰の内に成長する方
法を積極的に探す。

  新しいビンは霊の流れに沿い、超越する。「自
分の方法」で状況がなされなくても幸せで
いられる。

  新しいビンは、必要なら方向を変えるのを
恐れない。

  新しいビンは、他の世代とのフェローシッ
プやインプットを歓迎する。

  新しいビンは、人々の過去や評判、年齢、
経験ではなく、心を見る。

  新しいビンは、霊の新しい動きをためらわ
ず熱心に行う。それらを試し、生活の一部
としてしまうのが大好きだ。
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  新しいビンはニューワインについて肯定的

に話し、即座に実行する。
  新しいビンは、わたしとのリンクやつなが

りがしっかりしている。
  新しいビンは、わたしに輝かせる。
  新しいビンは、自分の生活や見本の内に御

霊の実を現す。
  新しいビンは、誰のアイデアが採用される

かにこだわらない。
  新しいビンは、ただ自動的に「以前した方法」

に戻らない。
  新しいビンは、たとえ何歳であっても心と

霊の内に若い。
  新しいビンは、人々が一緒にいてフェロー

シップしたいと思う人。新しいビンは楽し
みのセンスがあり、わたしのための人生を
楽しむ。独善的なところがなく、批判的で
ない。まわりの人を居心地良く、歓迎され
ているように感じさせる。それゆえ、人々
は彼らに引き寄せられ、一緒にいるのを好
む。

  新しいビンは、「Ｊ・Ｏ・Ｙ」に従って人生
を形成する。

  新しいビンは、他の世代を知り、理解し、
学ぼうと努める。

  新しいビンは人を決めつけたり、型にはめ
たりしない。

  新しいビンは、わたしやわが言葉とのつな
がりを強く保つ。何よりもまず、わたしと
の関係を優先する。

  新しいビンは、霊の内で奮起した状態を保
つために戦う。

  新しいビンは、救いの喜びや生きる喜び、小
さな事への感謝の気持ちを保とうと努める。

  新しいビンは体制の態度や考え方を避ける。
  新しいビンは、ラディカルな事や革命的な

事をするのが大好きだ。
  新しいビンは、人前でわたしへの愛を示す

のを恥ずかしがらない。
  新しいビンは、わたしを親密に愛するのを

実践する。
  新しいビンは、試練や試みの時にわたしの

所に来て、わたしに身を委ねる。わたしの
前で心をあらわにし、愛する人たちから祈
りを求め、良き戦いを戦う。

  新しいビンには、しっかりしたワードタイ
ムの習慣がある。人生で一番大切なもの、

信仰と力の源であるわたしとの時間が様々
な「すべき仕事」によって押しやられたり、
影が薄くなったりするのを許さない。わた
しを最優先するなら、わたしが残りをうま
く取りはからうという約束を信じている。

  新しいビンは「古い着物につぎをあて」たり
（マタイ 9:16-17）、最低限変わるだけですま
せようとしない。ファミリーやホーム、個人
的な事で、わたしが変化を示すなら、徹底的
に行い、古きを捨てるのをいとわない。

  新しいビンはわたしに重荷を任せ、プレッ
シャーやストレスという敵の霊と戦う。彼
は、わたしが重荷を負うと信頼する。

  新しいビンは、謙遜と愛の霊によって兄弟
を見守る者になろうと努める。

  新しいビンは、霊の内で順応性と柔軟性が
ある。

  新しいビンは霊の内でファイターであり、
臆病者ではない。

  新しいビンには確信があり、人生における
妥協の侵入に感づく。

　　１２９．（ママ：）先のリストにもありまし
たが、新しいビンであるしるしの一つは、霊の自
由です。これから出版される「戦術」で、霊の自
由とそれがいかに重要な資質か、またそれが霊的
武器を十二分に使うこととどう関連しているかに
ついて、主が語られたカウンセルを紹介するつも
りです。これは新しいビンになることと密接に関
係していますが、それ自体別のトピックとして扱
えるものなので、このＧＮに全部載せるスペース
はありません。主はとても多くの良いカウンセル
を与えておられ、一度に全部送れないのがとても
残念です！
　　１３０．まとめましょう。霊の自由とは、
要するに、霊を願い求めているので、それを得
るにはプライド捨てることもいとわないぐらい
になることです。霊の内でもっと自由になりた
いなら、まずすると良いのは、霊的武器を使う
ことです。その使用面で自分自身を引き伸ばし、
成長し、進歩するにはどうすればよいかを主に
尋ねて下さい。ほとんどの霊的武器には謙遜さ
を要するので、それらを使えば使うほど、あな
たは謙遜さの筋肉を引き伸ばすことになります。
そして、謙遜になればなるほど、霊の内でもっ
と自由になります。
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私が好きなのは、笑みを浮かべて戦
う男だ。－ウィストン・チャーチル
（1874-1965）

流れを変えるには！
　　１３１．新しいビンの特質のリストを見て良
心の呵責を覚え、霊的な年月をすぐに捨て始めた
ければ、夫である主からの次のメッセージはとて
も励みになり、助けになると思います。私たちは
主にこう尋ねました。「少々古いビンになってし
まったら、それを改善し、流れを変えるにはどう
すればいいですか？」

　　１３２．（イエス：）あなたは幾つかの面で
少し古いビンになってしまったと気づき、それを
改善するにはどうすればいいかと思っているのだ
ね？　自分の皮袋を見て、少しひびが入っている
とわかった。そして、わが霊のニューワインを扱
えず、それを吸収できないので、少しこぼれてし
まったことに気づいたのだね？　もろく、乾いて、
もうあまり柔軟でないと感じ、どうすればもう一
度ほぐれるのか、あるいはそんなことが一体可能
なのかと思っているのかもしれない。
　　１３３．愛する人、心配しないで。それは可
能だから。そして、あなたにその気があるなら、
それは為される！　どんな古いビンでも、ほとん
ど一夜にして新しいビンになれる。以前は「ノー」
と言っていたのに対して、ただ、「イエス」と言
えばいいだけだ。どんな新しいビンでも、「イエス」
と言うのをやめて「ノー」と言い始めるなら、古
いビンになるのと同じだ。それは瞬時の決断とも
なりうる。あなたが望むほど新しく、柔軟で、し
なやかになるのには幾らか時間がかかるかもしれ
ないが、一番大切な部分は思考様式の転換であっ
て、それは即座に起こりうる。
　　１３４．わたしがしようとしていることに抵
抗することや、わが霊の風に吹き飛ばされてどこ
に行くのだろうかと心配するのをやめて、流れに
乗ってニューワインを飲み込み、川の流れに沿お
うと決める状態にするや否や、あなたは即座に正
しい道に移動させられる。そして、あとはただ、
そこを歩き続ければいいだけだ。ただ、態度の変
化を維持するための決意をし続けるだけでいい。
わたしの潮流に沿うと決意したのだから、再びそ
れと格闘し始めてはいけない。その流れを保とう、
成るがままにしよう、構わずわが霊が求めている

ことをして、古い障壁にがまんすることはやめよ
うと決意し続けなければならない。
　　１３５．ここに、のろのろしたり抵抗したり
するのではなく、流れに沿い、流れに乗るという
新しいライフスタイルの助けになる秘訣を幾つか
紹介しよう。これらは、あなたの古く、ひからび
て、ひびの入った革袋が、わたしの強烈な醸造酒
をいつでも扱える、しなやかで新しい革袋に再び
なれるよう、あなた自身ができる事柄だ。

　　１３６．ためらわずに、ただ実行する。
　　１３７．あなたの性分に反しているよ
うな、わが霊の新しい動きや提案、行動、
アサインメント、アクティビティーがある
場合、わたしがしばらく前からそれについ
てあなたに語りかけており、あなたもそれ
がわが霊からのものであって、自分が行く
べき道であり、今がそのチャンスだとわかっ
ている時には、いつでも、ただ実行しなさい。
それについて考えさえせずに、ただ始めな
さい。一番先に行くことを申し出なさい。
ミーティングで手を挙げる、Ｅメールで素
早く「はい」と返事するなど、そのプロセ
スを進めるためにあなたが取るべき行動が
何であれ、構わず実行しなさい。ためらわ
ずにただ歩み寄り、飛ぶことで、飛び込み
版から飛び降りるという行動を取りなさい。
着地についてはわたしが何とかする。

　　１３８．何らかの行動を自分から求めに行く。
　　１３９．同時に、何らかの「新しいビン」
プランがどこからともなく舞い降りるのを
待ってはいけない。革袋を引き伸ばし、し
なやかにしたいなら、わが言葉に答えを求
め、あなたをそのような状態に持って行く
事柄を見つけ、それから行動に取りかから
なければならない。身の回りに起こる物事
の流れに沿うことは大切だが、それだけで
は不十分だ。自分を引き伸ばすための行動
を自分から探す必要がある。
　　１４０．わが言葉を調べることから始め
るのは、いつだって良い。まだ実行していな
い事柄や、今まで心にとめていなかった事柄
を探しなさい。自分には当てはまらないと見
なして考慮に入れなかった何かを、個人的に
当てはめるよう努め、それを実生活で実現さ
せなさい。あるいは、実際に構わず行動して、
あなたの生活で何かボトルを壊すようなこと
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を始めなさい。これを実行しなさい。しかも、
頻繁に。新しいものを取り入れ、それを古い
ものと置き換えなさい。

　　１４１．他の新しいビンたちとつき合う。
　　１４２．いつもいつも同じ人と霊的な
フェローシップをしている場合、気を抜か
ずいつも奮起するという努力を本気で払っ
ていないなら、停滞する傾向がある。これは、
わが言葉の基準よりも、自分たちの間で比
べ始める「相対評価」の思考様式につなが
る可能性がある。
　　１４３．馴れ合いにならないよう努力
する以外にも、違う相手や違う人たちと何
かをするのも良いアイデアかもしれない。
普通そのようなレベルでの相互関係がない
人たちとワードタイムをしたり、新しい霊
の動きについて会話しなさい。誰か他の人
の信仰が新しく異なった行動となって現れ
ているのを見ることは、しばしば、あなた
の心の中にある今まで停滞してしまった部
分に光明を投じ、新しい面で成長するよう
にとのチャレンジを与える。
　　１４４．また、ニューワインに生きて
いて、新しいビンの人たちを探すように努
め、フェローシップしたり、彼らがするこ
とに参加したりしなさい。あなたのホーム
ではデボーションやインスピレーションを
全員で行い、あなたはただその一人に過ぎ
ないとしても、「傍観者たち」の群衆を離れ、
「参加する者たち」の間に入っていくように
しなさい。周りの人たちが霊的ものぐさに
なり、ビジョンを失いがちな人たちである
なら、新しい友達を得なさい。自らをかき
立て、わたしのためにあちこち行き巡りた
いと考えている人たちと話しなさい。
　　１４５．実り豊かな辺地のフィールド
にいて他に選択肢がない場合は、ホームの
状況を逆転させるには何ができるかについ
てわたしを探りなさい。わたしは、あなた
がたのフェローシップにニューワインの新
鮮で熱い霊を溢れさせるような事や、話し
合いの議題や、わが言葉の学習について、
新しいアイデアを与えるかもしれない。

　　１４６．わが言葉にある前例を探す。
　　１４７．時々、わが言葉の中から色々
と革新的で型破りな事を探し、それについ

て学習するのが健全なこともある。忘れて
いた事や、正直言ってあまり考えたくな
かった事などだ。それに気づくと目が開け
るかもしれない。わたしは、聖書の偉人か
らファーザー・ダビデ、今ではママやピー
ターに至るまで広範囲に渡って、わが民を
かき立てて異なった者とし続けるためだけ
に、彼らに気違いじみたことを言わせ、行
わせたことがある。彼らがたとえそれが理
解できなくても、わたしの民が日頃からわ
たしのための愚か者となることをいとわず、
かなりはずれていると受け取られかねない
ことも喜んで言ったり出版したりするつも
りならば、凝り固まった古いビンになるこ
とはまずないだろう。そのような気違いじ
みた事をわが言葉の中から探し出し、自分
の信仰を強める事に使いなさい。
　　１４８．あなたは必ずしも常に理解して
いる必要はないという事実をもう一度心に抱
きなさい。また、時には全てが完全に説明が
つくものではなく、もっともな理由があると
も思えない場合があることもだ。あなたの思
いを開いて、ある事柄はあなたを自分の目に
小さな者とするためであり、わたしのために
本当に使うことのできる明白な愚かな者にさ
せるためであるのを覚えておきなさい。

　　１４９．他人をさばくのをやめなさい。
　　１５０．よく、人を古いビンにさせる
態度とは、独善的に他の人たちをさばき、
批判する態度だ。野火を恐れて霊の火を消
してしまう習慣があるのかもしれない。あ
るいは、霊的に見られないように、あるい
は「偽りの謙虚さ」を示そうとするあまり、
今となってはどんな謙虚さも霊的さも持ち
合わせなくなったのかもしれない。
　　１５１．だが、あなたがいざ変わりた
いと思う時や自分がすべきだと知っている
事をやり始めたいと思う時に、以前からの
批判的な所が表に出て、自分を抑えてしま
うことがある。そうと知っていても知らな
くても、あなたは自分が以前他の人たちに
していたように、他の人たちも自分を見た
り、さばいたりするのではないかと恐れ始
める。新しいビン的行動が古いビン的行動
に見える事はよくわかっているので、自分
もそのように判断されるのではないかと恐
れているのかもしれない。
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　　１５２．さて、それを断ち切り、前進し、
自分ですべきだと知っていてそうしたいと
思う事を行い始める最善の方法は、他人へ
の考え方に関して攻撃に出ることだ。他の
人を見下したり、彼らの動機を疑ったり、
あら探しをしたり（心の中であれ口に出し
てであれ）、彼らがやりすぎた時の事を持ち
出すのをやめ、相手の良い動機や彼らが目
指す全ての良い目的ではなく、欠点を見る
のをやめなさい。気づいたら必ずやめるよ
う、わたしは本気で言っている。相手に有
利に考え、彼らの動機に疑問を差し挟むの
を積極的にやめなさい。人々にたくさんの
ゆとりを与え、間違いの許容範囲を広げな
さい。愛情深く、思いやり深くなり、親切
になりなさい。
　　１５３．何か間違いを見たら、賛美と
祈りの武器を出してわたしに委ねなさい。
そして良い面を見なさい。これは、自分も
一歩を踏み出そうという信仰を増す霊の原
則だ。誤解されるか狂気じみたことと思わ
れそうなことをするというのは、霊の内で、
そして時には肉の面でも、自分も「危険」
を冒そうという自信をつける助けとなる。
相手に与える恵みと愛と支えはあなたにも
返ってくる。与えていれば自分も受け取る
という信仰がもっとつき始める。

　１５４．話すより祈りなさい。
　　１５５．一つ、「回復中の古いビン」と
して気をつけるべきなのは、口からぽんぽん
と飛び出す言葉や意見だ。それはやがて否定
的な態度となりやすく、その態度はすぐさま
姿を現し、あらゆる話し合いや会話において
非常に重々しい意見となって表れる傾向があ
る。だから、古い自分の保守的なやり方を捨
て去り、わが霊に夢中になって委ねることに
よって生じる振る舞いに備えようとしている
時には、さらに慎重になって、自分の言葉に
なお一層気をつけることが大切だ。
　　１５６．言葉は心と態度の表れだ。そ
して、実際に言葉を発するまでは、それら
の態度や感情が完全にできあがっておらず、
変えるのが可能なことがよくある。「古い自
分」に話させてはならない。話す前に祈り
なさい！　意見やコメントが口から飛び出
そうになったら、止まり、待ち、祈りなさい。
自分の言おうとしていることがわたしの霊

と見方に沿った言葉かどうかをわたしに聞
きなさい。さもなければ、あなたは自分の
古い見方や性癖でしゃべっている。
　　１５７．もっとペースを落とし、気に
せずにすます頻度をもっと増やすなら、全く
話す必要がなかったとわかることが多くなる
だろう。あるいは実際に話す必要がある時に
は、わたしの思いであなたの思いを再調整す
る時間を取ると役に立つ。それによって、あ
なたは反動的に以前の古いビンになるのでは
なく、ニューワインから形成され、ニューワ
インに基づくわたしの意見の純粋な経路とな
るので、あなたの新しいビンにニューワイン
を入れるのがゴールとなる。

　　１５８．任せ、神に任せ、他の人に任せよ。
　　１５９．霊的に古いビンになると肉体
的に自分のやり方に固執したり、何か特定
のやり方にこだわるようになったり、全般
的に柔軟性がなくなる事がよくある。そこ
から解放され、全般的にしなやかになる助
けとなるのは、人生において堅く固執して
いるもの全てを手放すことだ。
　　１６０．他の人たちをもっと信頼し、
そんなに厳密に詮索したり監督しようとし
ないことを目標にしなさい。何か返答がほ
しかったことについて返答がなくても、心
配しないことを目標としなさい。スケジュー
ルの変更に柔軟に対応しなさい。全体的に
リラックスして、あなたがいちいち全ての
詳細について騒ぎ立てなくてもわたしや他
の人たちが全て世話してくれると信頼しな
さい。ある物事についてはあなたが直接介
入せず自然に任せることによって、信仰を
強めなさい。なかなかわたしに委ねられず、
人がする事に信頼できないなら、祈りによっ
てわたしに委ね、重荷をわが手に委ねなさ
い。わたしは決してあなたを失望させない
と約束した。

　　１６１．過去を忘れる。
　　１６２．わたしと共に前進し、わたし
が導く所どこへでもついて来たいなら、過
去の経験や今までやり慣れていたやり方に
それほども頼るべきでないことが、前提条
件となる。実績に甘んじ、すでに多くのこ
とをやり遂げ、多くを経験し、これまでに
多大な進歩を遂げたのでこの先何が起きて
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もそれに対応できると思っているなら、霊
的に滞ってしまうのはほぼ間違いない。新
しい事への飢えがないのだから。何が起き
ても、自分にはその経験があり、それにど
う対応するかを過去の経験から知っている
と考えてしまうだろう。
　　１６３．だから、柔軟で、新しいビン
の思考様式に入るには、あまり過去に頼ら
ず、自分のことを、学ぶことがたくさんあ
る新米と見なし続ける方がいい。
　　１６４．古いビンの徴候とは、過去につ
いてたくさん話すことだ。あなたはいつもす
べての状況を今までに見たりしたことになぞ
らえるだろうか？　もしそうなら、新しい物
事を見たり、自分の体験の枠外のことを考え
たりする余地を決して自分に与えないという
危険にはまっている可能性がある。なぜなら、
全ての物事を過去の出来事や状況ごとに分類
整理することにはまっているからだ。
　　１６５．過去のことはあまり話さない
ようにして、もっとわたしに聞くようにし
なさい。自分はあれについてはかなり経験
豊かだとか、これについては良く知ってい
ると思っても、物事のやり方にはありとあ
らゆる方法、ありとあらゆる取り組み方が
あるということに常にオープンであるよう
に努めなさい。昨日うまくいったことでも、
今日になればわたしのやり方とは異なるか
もしれない。「これ以外に方法はない」とか
「今までいつもこうやっていた」とか「何年
もやってきたがこれこそが一番うまくいく」
というフレーズがしょっちゅう会話内に出
るようなら、新しい事柄や方法にもっとオー
プンになるべきだ。過去のことを最小限に
留められれば留められるほど、将来に対す
る余地をもっと空けられることになる。

　　１６６．何でもやってみる。
　　１６７．わたしやわたしの新しいやり
方、わたしが他の人に与えたアイデアにつ
いて、あるいは小さな肉体的・実際的事柄
についても、「今までやったことがないから
気に入らないに違いない」という態度を持
たないように。わたしが提案する全てに対
して最善を尽くすつもりで、オープンでい
なさい。賛美の方法であろうと、アウトリー
チ・プログラムであろうと、霊の動きであ
ろうと、変化であろうと、新しい仕事であ

ろうと、あまり自分らしくなく、自分には
うまくいかないと思える事でも、よく考え
る前に「いや、私には向かない」と言うこ
とは、確かにわたしの祝福をさえぎる行為
であるばかりか、自分が気に入らないと思っ
ていたことに嬉しい驚きを覚える機会をも
断ち切ってしまう。また、古い池のように
よどんでしまい、決して前進せず、最終的
には有用性を失うことになるのは言うまで
もない。どんな「ノー」でもあなたの進展
を妨げ、全ての「イエス」はわたしの流れ
に乗って高みに舞い上がらせる翼を与える。

　　１６８．言い訳はない。
　　１６９．神には何でもできないことは
ない。だが、言い訳の後ろに隠れようになっ
た瞬間、あなたは神を制限してしまう。自
分の人生とわたしが弟子にするようにと召
したことをよく吟味してみなさい。わた
しがあなたのビンに注ぎ入れようとする
ニューワインと、注ぎ込まれる前にそれを
取りのけようとする時にあなたがよく使う
言い訳をよく見てみなさい。ありとあらゆ
る言い訳がある。「私は年を取りすぎた」と
か「私には子供がいる」、「それは私のスタ
イルではない」、「自分は若すぎる」、「僕は
男だから」、「私は女だし」、「今までしたこ
とがない」、「恥ずかしすぎる」など、わた
しによる確信から何とか言い逃れようとす
る言い訳は数え切れないほどある。
　　１７０．自分を吟味し、自分がどんな
言い訳を使っているかを見てみなさい。そ
れからわたしの約束にもう一度目をやりな
さい。それは、「何でもできる」（マルコ
10:27; ルカ 1:37）と明確に述べている。自
分の言い訳によって、わたしがあなたの人
生に注ぎ入れたいと思っている力や可能性
の流れを妨げはすまいと心に決めなさい。

　　１７１．お父さんがそう言ったのだからしな
さい！

　　１７２．あなたがニューワインの全ての
詳細について完璧に理解し納得するまで、霊
の父であるわたしが説明してからでないと、
それを飲み込み、自分の一部にするつもりが
ないのなら、結局はあまりそれを飲み込んだ
り実行したりしないだろう。本当の新しいビ
ンは、わたしがそう言うのでただそれを行う。
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あなたも新しいビンになりたいなら、そのよ
うな態度を持つ必要がある。あなたはいつも
理解するだろうか？　いや、いつもそうでは
ない。だが、単にわたしがそう言ったからと
いう理由で、ともかく試してみるに十分なだ
けは理解する。そのような従順からは多くの
自由が得られる。

　１７３．プライドを打ち倒しなさい。
　　１７４．古いビン主義者の問題の根源
は、その 90％が必ずプライドから来ている。
そのため、絶えず自分のプライドを蹴飛ば
し、破壊し、打ち倒し、それと格闘すべきだ。
「謙遜なことをする」のリストを知っている
だろうか？　それを実行しなさい！　機会
あるごとにそこにあるようなことをし、心
に生い茂るプライドの悪い雑草が根こそぎ
されるなら、わたしの霊がもっとたやすく
流れ込むのがよくわかるようになるだろう。

　　１７５．これらのことや、他にわたしが個人
的に示す事を実行していくなら、やがて柔軟性を
取り戻すと保証しよう。実際すでに、あなたがこ
のメッセージを読むにつれてどんどん柔軟性と順
応性を取り戻しているのがわかる。川の流れをせ
き止めるダムになるのをやめたいと願い、流れと
共に流れ始めるという行為自体、大きな違いをも
たらしている。
　　１７６．新しいビンでいることは、「いいえ、
しません」ではなく、ただ「はい、そうします」
と言うことに尽きる。「はい」と「いいえ」は全
くの正反対なので、ほぼ瞬間的に一方から他方へ
とひっくり返せるのだ。あなたがわたしの霊をし
ばらくの間せき止めていたなら、わたしの霊があ
なたを完全に所有し、あなたを通して自由に流れ
るようになるには時間がかかる。しかし、その決
断は即座に下せる。その瞬間、進歩が始まり、霊
の悪化と腐敗のサイクルが逆転し始めるのだ。
　　１７７．だから、「はい、イエスよ、します！」
と言いなさい。あなたの口から「はい、イエスよ、
します」という言葉以外の言葉が出てこないよう、
わたしに祈り求めなさい。そうすれば、やがて最
も強力な効能を持つワインを飲むようになる。そ
して、それが大好きになるだろう！　ひび割れし
たりこぼしたりすることなく、天国産最高ブラン
ド品を全て吸収し、酔っぱらうようになる！　あ
なたはそれがとても気に入るだろう。（以上、メッ
セージ）

新しいビンは訓練できる。わたしに委ね
ている。喜んではるかな海に乗り出す。
喜んで限界に挑む。山々を乗り越え、巨
人たちに立ち向かい、新しいことを試み、
深みに乗り出す信仰を持っている。わ
たしがファミリーに与えた宿命をファミ
リーが果たすのを見たいと願っている。
ファミリーが過激で革命的になり、新し
い領域に乗り出して行くのを見たいと願
う。新しいビンには若者もいれば、年配
の者もいる。年齢は関係ない！　大切な
のは、はつらつとし、霊のエネルギーと
バイタリティーに溢れていることだ。

新しいビンになる方法：新しいことを喜んで
受け入れる！
　　１７８．（イエス：）新しいビンになるには、
わが霊のニューワインを絶えず受け入れなければ
ならない。だがわたしのニューワインは、啓示で
あれ、訓示であれ、カウンセルであれ、受け入れ
るのが簡単でないことがよくある。普通は、少な
くとも最初は多少の痛みが伴い、あなたの皮袋が
伸びるので、不快に感じるものだ。あなたが霊の
内で「弾力性に富」めば富むほど、新しいものが
入った時も、「ビン」はあまりそれを感じないだ
ろう。しかし、わたしのニューワインを受け入れ
るには、あなたの人生にもたらすとわたしが選ん
だことに委ねるために、時としてかなりの戦いと
決意を要することがある。
　　１７９．わたしのニューワインの味が甘く、
受け入れるのが簡単な場合もあるが、いつもそう
とは限らない。それは悪魔が戦ってくるからで
あって、彼は絶えず、あなたを古いビンにしよう
と試みている。あなたの皮袋を固くし、わたしの
霊のニューワインを受け入れることを不快に感じ
る時にそれを拒みたい気分にしようとする。この
ように彼は過敏さを使う。わたしの言葉に対して
過敏になり、自分の人生に当てはめようとしなく
なることや、他の人たちの言う言葉に過敏になり
カウンセルやコレクションや指示に従わないこと
や、過敏すぎて預言でわたしの新鮮な言葉を受け
取れないようにするのだ。
　　１８０．新しいビンでい続けるには、あらゆ
る形態で表されるわたしの霊のニューワインを絶
えず取り入れることだ。わたしの言葉を飲み込み
続けなさい。他の人たちからのカウンセルとイン
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プットを歓迎し、喜んで受け入れなさい。自分の
人生に関わる問題について、わたしに預言で聞き、
信仰を引き延ばしなさい。そして、あらゆる方面
から受けられるどんな助けも、自ら積極的に求め
なさい。これによって、乾ききって、古いワイン
に満足する破れやすい皮袋になってしまうことを
避けられる。
　　１８１．新しいビンであるというのは、一部
の人が持つ賜物ということではない。それはその人
の日々の選択だ。あらゆる形態で現れるわが霊の
ニューワインを全て受け入れるために戦い、わたし
があなたを清め、霊の内にあなたを若く保たせるに
任せたことの成果なのだ。（以上、メッセージ）

新しいビンの花嫁となり、それに留まるため
に戦う際に要求できるさらなる約束の数々

　　１８２．「即実行に移す花嫁」としてニュー
ワインをごくごくと飲んで吸収するなら、あなた
は柔軟性と伸張性を保ち、どんな奇妙な真理が来
ても破れないだろう。

　　１８３．新しいビンでいるには、チェンジに
いてもらう必要がある。チェンジがいて、彼の力
を強める変化の鍵を呼ばわるなら、わが言葉や
ホームが取り入れようとする新しい試みが何であ
れ、それについていくことができるようになる。
心配や、自分がどれだけ疲れているかを考えな
がら変化に直面する代わりに、チェンジとそのヘ
ルパーたちはその変化を期待と熱意と強い興味を
もって見るのを助ける。

　　１８４．以前にも言ったが、新しいビンでい
る最善の方法とは、ただわたしに「はい」と言う
ことだ。あなたが後悔することは決してないと約
束する。わたしに「はい」と言うのはあなたの信
仰と信頼のしるしであり、それに伴う全ての約束
が与えられる。わだちを壊したいなら、人生にもっ
と刺激がほしいなら、これが物事を動かす最善の
方法だ。わが霊が動き始めるなら、大いなること、
素晴らしいこと、何でも望むことができる！

　　１８５．謙虚さも、霊の若さを保つもう一つ
の方法だ。自分のことをあまりに高く評価しすぎ
たり、自分は全てを知っていると思い込んだり、
他の人から学べるはずがないと考えたりするな
ら、あなたはもろくなり、バラバラに壊れてしま
うのも時間の問題となる。だが、常に謙遜にさせ

られることを探り、他の人たちから学ぶなら、そ
れが驚くほど人生にバラエティーや刺激をもたら
す事がわかるだろう。それだけではなく、わたし
は他の人たちとの交わりをも祝福する。

　　１８６．新しいビンでいたいなら、毎日何か
新しいことを試みると決めなさい。例：新しい食
べ物を食べてみる、行ったことのない場所に行く、
したことがないことをする、違うやり方でやって
みる、一度もしたことがないことをする、新しい
魂を勝ち取る、新しい方法で賛美するなど。要す
るに、今までしてきたことに腰を落ち着けないで
自分の限界を延ばし、展望を広げるということ。
それはあなたが新しいビンでいるのを助けるばか
りか、あなたは人生に対し新しい観点と意欲を抱
くようになる！　新しく試み、学ぶことがあるの
で、朝、わくわくしながら目を覚ますようになる。
人生とわが創造物の驚異は新しい意味と深みを持
つようになる。約束しよう。あなたは胸を躍らせ、
あなたの人生はより豊かに、充実したものになる
だろう！
　　１８７．この人生の思い煩いに妨げられては
ならない。むしろ自分にできる事をして、あとは
わたしが世話すると信頼しなさい。この世の思い
煩いやホームの運営が負担になるのを許すなら、
あなたの霊は確実に新鮮さを失ってしまう。しか
し、鍵の力を通して、あなたはマルタではなくマ
リヤになることができる。あなたの人生のあらゆ
る面に鍵の力が影響するように要求すれば、あな
たはマリヤになれる。だから、鍵に求めて、天国
の「マリヤの霊」を引き出しなさい。そうすれば、
わたしに荷を委ね、そのひとときを楽しみ、わた
しにあって歓喜する力を得るだろう。
　　１８８．超越の鍵の力を通して、あなたは時
間に支配されずに、その時どきを楽しむ自由を持
てる。その瞬間はもう二度と来ないと気づくなら、
あなたはすばやく終わらせてしまおうとせずに、
心おきなくその瞬間を味わうだろう。
　　１８９．わたしがあなたの人生に何をもたら
そうとも、わたしを賛美できるなら、あなたの
人生には前例のない「ニュー･ブラッド」革命が
起きるだろう！　あらゆる物事に対する反応とし
て、まず賛美するなら、わたしの喜びはあなたの
人生に豊かに宿り、この喜びは新しく、予想しな
かったような高揚感へとあなたを勢いよく放つだ
ろう。賛美は、わたしが行うことはすべて素晴ら
しいという宣言だ。また、賛美とは、わたしが悪
い状況からも善を生み出せるという宣言であるば
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かりか、わたしがあなたの人生にもたらした事を
受け入れ、それを感謝していることでもある。

　　１９０．古いことを話すのはやめて、新しい
ことを話しなさい！　古いことはその時には良
かったが、わたしは変化する神であり、それはわ
たしの神性の一部なのだ。だから、するべき新
しい事があり、そのための新しい方法があると予
期していなさい。わたしのする新しいことに興奮
していなさい。わたしの霊の新しい動きをいつも
探していなさい。わたしの意志の雲に乗り、あな
たをさっと運ばせなさい！　きっと気に入るだろ
う。そして、その流れに乗っていくなら、それを
どんなに楽めるかにわくわくするだろう。

　　１９１．わたしによって何事でもする事がで
きるという約束を覚えているだろうか？　さて、
わだちから抜け出してこの約束をテストにかけて
みなさい！　この約束ばかりではない。あなたに
与えた他の何千という約束もだ。わたしはすべて
の良き約束を果たさないことはなく、答え、わた
しの分を果たす。わたしをテストにかけなさい。
わたしを制限するのはもうやめだ。わたしはこの
箱を破って飛び出し、あなたを一緒に連れて行き
たい。さあ、行こう、恋人よ。わたしがどれだけ
斬新でワイルドになれるかを見せて、世界を驚か
せてやろう。わたしの約束にしがみつき、わたし
に信頼しなさい。そうすれば、あなたは世界を真
に驚かせるだろう！

　　１９２．今日、生き始めなさい！　中には哀
れな花嫁たちがいて、人生を真に心ゆくまで生き
ていない。もし、そう生きるなら、決して古いビ
ンになる事はないのに。学ぶべき事やするべき事、
なるべきものはいつだってあるからだ。決して今
持っているもので満足してはいけない。わたしの
霊と真理をもっと得るよう、いつも努め続けなさ
い。あなたに与えた人生と、毎日毎瞬その人生に
わたしがもたらすすべてを楽しみ、喜びなさい。
わたしを賛美し、委ね、流れに乗って。そうすれ
ば、あなたの人生は、より豊かで、満たされ、もっ
と楽しめるものになり、もっと実り豊かになると
約束しよう。

　　１９３．あなたの中には、天の貴重な資源が
隠されていて、それを引き出すことができる。そ
の資源とはあなたの霊的な真空と渇望であり、霊
の観点から言うと、それは存在する最も大きな資

源の一つだ。だから、もし変化への願いがあるなら、
その願いが新しいビンになるのに必要な超自然的
な力を引き出すことができる。そして、わたしの
霊の新しい血があなたの血管を流れるだろう。

　　１９４．あなたが元々どう感じるかは、あな
たの霊が変化に飢え渇いている限り、あなたを変
えるわたしの能力と何の関係もない。その願いが、
あなたの内に変化と奇跡を起こすわたしの超自然
的な能力に合わさる。わたしの変化の鍵を要求し、
新しいビンになりたいと願う時、わたしはあなた
を御霊で溢れんばかりに満たし、将来におけるわ
たしの弟子になるのに必要なあらゆる霊的要素で
満たそう！

　　１９５．できないと感じているのかい？　
態度が変わる必要があるのかな？　新しいビン
になるために必要とされる態度の変化を遂げる
事などできないと感じているのかい？　元気を
出しなさい、恋人よ。このような感情を乗り越
えるのに必要なものとは、あなたの必死さ、謙
遜さ、新しく造られたいという願いだけなのだ
から。その必死さと願望という二つの健康的な
パンを手にとり、その間に信仰という助けをたっ
ぷり塗ってサンドイッチを作りなさい。そうす
れば、きっと満足するだろう。変化へのあなた
の飢えは満たされるだろう！　わたしの新しい
血をもっとたくさん霊的血管に注ぎ込まれたい
という願いも報われるだろう。

　　１９６．鍵は困難な仕事を得意とする。わた
しの新しいビンの一人になるために卓越した変化
が必要な時、それを注文するのを恐れてはいけな
い。それは変化に必要な分だけ長くて大きな注文
かもしれないが、それはあなたが変われると感じ
るかどうかを条件とはしない。ただ、変化を望み、
信仰によってその注文をするだけでよい。そうす
れば、鍵は、それを届けるだろう。

　　１９７．変化は不可避だが、鍵の力は古いも
のから新しいものへの変化をスムーズにするとい
う仕事を見事に成し遂げられる。

　　１９８．わたしに新しく造り変えられることに
試練を感じているのなら、変化の鍵を呼び求めてそ
の過程を促進させたらどうか？　目の前で古い態度
が変わるのを見て、あなたは仰天するだろう。
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　　１９９．わたしの指導というニューワインを
飲む時、受容性と信仰の鍵を求めなさい。そうす
れば、わたしはあなたを、必要とする新しいビン
の革命家にするだろう。

　　２００．わたしはオープンさの鍵の力を通し
て、あなた自身をわたしのような見方で見られる
よう、思いの明確さを与えることができる。それ
によってあなたは、定められている通りの急進的
な終わりの時の弟子や指導者になることができる
ようになるだろう。

　　２０１．敵は、古き自分という暗闇へとあな
たを落とそうとして罠を仕掛けてくるかもしれない
が、委ねた心を通して完全な信仰と力を持って振る
われた拘束の鍵は、わたしがあなたを新しい日々の
光へと導く時、敵の力を封じ込め、あなたが解放さ
れて、わたしにしっかり従ってこられるようにする。

　　２０２．鍵の力を呼び求めなさい。そうすれば、
わたしはあなたが古きを一掃し、この新しい日のた
めのわが霊の新しさで満たされるのを助けよう！

　　２０３．もしわたしの「ニュー･ブラッド」
の弟子であり続けたいなら、絶え間ない革命の鍵
を要求しなさい。そうすれば無気力のクモの巣は、
あなたを捕らえることができないだろう。

　　２０４．もし古いやり方や過去の落とし穴に
落ちてしまったら、古いものからの解放の鍵を呼
び求めなさい。わたしは過去の罠からあなたを引
き上げ、将来の頂上へと連れて行こう。それによっ
てあなたは、変化の新鮮な空気を吸い、わたしの
ファミリーの将来という栄光に満ちたビジョンに
従っていけるようになる。

　　２０５．自分では「新しいビン」の弟子にな
るのに必要な全ての能力を持っている人は誰もい
ない。しかし、鍵の無敵の力によって、完全なる
所有を利用することができ、それによってあなた
の存在そのものがわたしの絶えず変わる急進的な
霊によって支配され、あなたの人生はわたしを反
射したものとなる。

　　２０６．あなたの中にいるわたしを他の人た
ちに見てほしいのなら、鍵を呼び求めなさい。そ
うすれば、あなたがわたしを映しだし、あなたの
方法がわたしの方法となるように助けよう。

　　２０７．古い態度と習慣があなたを捕らえて
いてとても逃げられない時には、剣と化した鍵を
振るう事によって、あなたを縛っている鎖から脱
出しなさい。そうすればあなたは過去に縛られず
に、かつてないほどに高く舞い上がるだろう。

　　２０８．鍵の力を要求しなさい。そうすれば、
あなたは霊の内に若く、革命家であり続け、いつ
も全身全霊でイエスのための革命という汽車に
乗っているだろう。

　　２０９．御国の鍵を要求する事を通して、古
い思考様式は洗い流され、あなたの思いは御霊の
新しく新鮮な方法への準備ができる。

　　２１０．鍵を用いる時、新しい創造物になる
のはずっと簡単になる。なぜなら、鍵は変化の過
程と人生における革命を加速するからである。

　　２１１．もしイモムシが蝶に変われるなら、
わたしの助けと鍵の力によって、あなたも「古い
自分」から「新しい自分」に変わることができる。

　　２１２．わたしはあなたが、新しく、異なっ
た、急進的で、前進する弟子に変えるのに要する
全ての力を持っている。そして、この過渡期がス
ムーズで速やかになるよう、わたしはあなたに余
分の鍵の力を与えた。

　　２１３．わたしの力と、鍵の力がさらに増す
よう求めなさい。そうすればわたしは古いものの
束縛からあなたを解放し、新しい次元へとさっと
運んでいくだろう。

　　２１４．変化と革命の鍵を呼び求めるなら、
わたしはあなたに完全な霊の輸血をして、過去の
「古い血」とわたしの御霊の「新しい血」を入れ
替えるだろう。

　　２１５．わたしには、難し過ぎて壊せないよ
うなわだちや古い習慣はない。わたしの鍵の力で
あなたに発破をかけることほど、過去を克服する
のに素早い方法はない。

　　２１６．天国のビジョンの鍵を求めなさい。
そうすれば、あなたの過去のどの方法が古くて時
代遅れの衣だったのかを見ることができ、わたし
はあなたに御霊の新しくて興味をそそるやり方に
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変える願いと確信を与えることができる。

　　２１７．霊の内での完全な改造のために変化
の鍵を呼び求めなさい。わたしは古いものを洗い
流し、新しいものであなたを祝福しよう。

　　２１８．変化と「ニュー・ブラッド」の敗れ
ることのない鍵の力は、あなたが最も根深いわだ
ちから脱け出すのを助け、途方もなく大きな障害
も乗り越えさせ、最も古い悪習慣を跡形もなく消
すことができる。

　　２１９．変化を受け入れられるようにとわた
しに求める短い祈りを射るだけで済ませてはいけな
い。むしろ大変貌の鍵の力を要求しなさい。そうす
ればわたしはあなたを、わたしとわたしの言葉に対
して世界をひっくりかえせるような気違いじみた信
仰を持つ、新しい日の弟子に変えるだろう。

　　２２０．賛美の鍵は、あなたが目的地により
速く着けるよう、変化の道に沿ってあなたにター
ボの加速を与えるだろう。

さらに、新しいビンについての宝石
　　２２１．（ママ：）今皆さんが読んだ約束の
幾つかは、これから分け合う次のメッセージの幾
つかと同様、もともとコーチ･プログラムやＲＳ
といったファミリーのリーダーたちに与えられた
ものです。けれども、ある部分は、リーダーかど
うかに関わらず、私たち全員にとても良く当ては
まります。そこで私は、ファミリー全体にもっと
よく当てはまり、より明確なものにするために、
幾つかの言葉遣いを少々変更してよいかどうかに
ついて主に許可を求めました。これからその一部
を皆さんに分け合いましょう。

　　２２２．（ダッド：）新しいビンは変わり、
成長し、前進し続ける。「一度新しいビンになっ
たら、いつまでも新しいビンだ」というものでは
ない。あなたたちは新しいビンであり続けるため
に、革命を行い続け、変わり続け、霊的に現状を
揺さぶり続けなくてはならない。もし、今までずっ
と新しいビンだったから今も新しいビンだと思っ
ているなら、おそらくあなたは少し古くなり、も
ろくなりかけているかもしれない。
　　２２３．新しいビンでいるには、いつも新し
いものを求めていなければならない。新しいビン
でいるためには、変化を歓迎し、それによって自

分を引き伸ばさせなくてはならない。新しいビン
でいるには、自分が同じ場所にいないこと ､成長
が停滞していないこと ､霊の新しい動きとは逆の
態度を形成していない事を確かめるために、必要
ならどんなことでもしなくてはならない。
　　２２４．新しいビンになりたくて、その願いが
あるなら、主の新しいビンの御霊で新たに満たして
下さるよう主に求めなさい。主のニューワインを受
け取りたいと主に言いなさい。たとえそれがあなた
の限界を引き伸ばし、やりづらく感じても、あなた
のワインの皮袋が破れそうだと感じてもだ。言って
おくが、新しいものを願い求めるなら、流れから外
れる事はない。約束する。
　　２２５．ニューワインはあなたに再び活気を
与える。霊を柔軟にし、曲がりやすくし、形成し
やすく、造り替えやすくする。ニューワインは、
ただ抵抗する皮袋、つまりそれをほしがらず、造
り替えられ変わるのを拒む皮袋を破るだけだ。も
し新しいビンになりたいなら、委ね続け、オープ
ンで受容的な心でニューワインの新鮮な流れを受
けとめ、ニューワインの製造者である主に委ね続
けていくなら、新しいビンになれるだろう。
　　２２６．限界を引き伸ばす機会や新しく造ら
れる機会があるたびに、主を賛美し感謝しなさい。
ワインの製造者があなたの皮袋を棚に置いて、だ
んだんと古くなるまで放っておかないことを喜び
なさい。主がまだあなたを主のニューワインに値
する者と考えて下さっている事を喜びなさい。主
は、あなたをその価値があると考えているばかり
か、主が与えられるものを受け取るだけ十分に、
有能でその資格があり、新しいビンであると考え
て下さっている。
　　２２７．もし主の新しいビンの霊と革命的な
新しいやり方を望んでいるなら、主はあなたがそ
れを注ぎ入れられることに耐えられるとご存知な
のだ。あなたは過去にとらわれたくはない。古い
ビンになりたくはない。だから、主はあなたに注
ぎ続けようとしておられる。主はあなたが新しい
ビンであり続けるよう確かめるつもりだ。
　　２２８．ファミリーはドロップアウトした状
態を維持しなくてはならない。革命の霊を保ち続
けなくてはならない。新しいビンにならなくては
ならない。誰が古いものをほしがるのか？　だか
ら新しいものを飲み続け、ニューワインにあなた
を変え続けてもらいなさい。そうすれば、決して
霊の内に年を取ることはない。永遠に新しいビン
でい続ける。そして、革命の霊を失うことは決し
てないだろう。
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　　２２９．新しいビンになるのはそれほど難しく
はない。不可能なゴールではない。ただ、新しいも
のを受け取り、主に新しいものを注いでもらい、神
の生きた変化のある霊を人生に取り入れ続けるだけ
でいい。あなたの霊的生活にコルク栓をして「私は
いっぱいだ」とか「今持っているもので満足だ」と
言う時だけ、神は新しいものを注ぎ入れる事ができ
ない。だからコルク栓を開けておきなさい。新しい
ものに対して始終あなたのビンを開けておくんだ。
それが新しいビンの状態を保つやり方だ。
　　２３０．喜びなさい。主はあなたがニューワイ
ンに耐えられると知っているのだから。喜びなさい。
主はあなたが新しいものを取り入れ、それをどんど
ん実行するという信仰を持っているのだから。喜び
なさい、なぜなら、あなたがニューワインを大量に
受け取っているのは、あなたを革命的で活気あふれ、
霊の内に若い状態に保ち、前方にあるものに向かっ
ていく準備ができた状態に保つためなのだから。
　　２３１．わたしはあなたたち一人一人を誇り
に思っているよ！　あなたは弱いかもしれない
し、多くの間違いをしでかし、生まれつきの才能
には長けていないかもしれない。でも、もし霊の
内で新しいビンであり、いつも新しいものを願い、
いつも新しいものを飲み、いつも新しいものに従
順ならば、神はあなたを使い続けて下さる。
　　２３２．新しくされるという新しい決断一つ
一つによって毎日新しくなっていくばかりの新し
いビンを祝して、乾杯！　あなたたちは、ニュー
ワインを造る方である主からのニューワインを取
り入れ続ける、新しいビンたちだ。神をほめよ！
　　２３３．心配する事は何もない！　自分自身を
変えようとしなくていいんだ。ただ新しいものを取
り入れ続けるだけでいい。主が、あなたを変えると
いう仕事をされるから。これは主の御霊の働きだ。
清め、再生し、保ち、導いてくれるのは、主のニュー
ワインだ。主の御言葉と、それに対するあなたの従
順は、あなたを永遠に新しいビンに保つだろう。だ
から飲みなさい！　アーメン？（以上、メッセージ）

　　
わたしの新しいビンたちの血管には、
わたしの「血」が流れている。彼らは
わたしに完全に所有させる。わたしと
の経路を通してわたしからカウンセル
や指導を求める。彼らはわたしの言葉
に解決策を求め、優しく愛情深く、与
える霊を持っている。

ニュー･ブラッド（新しい血）
　　２３４．（ママ：） 「ニュー･ブラッド」とは、
今日のファミリー・リーダーシップは「ニュー･
ブラッド」でなければならないことを説明する時
に、過去２、３年前から主がリーダーシップにつ
いて使われてきた言葉です。新しいリーダーでな
くてはならないという意味でなく、リーダーシッ
プは新しいビンの霊を携えていなくてはならない
という意味です。以下は、イエスからニュー･ブ
ラッドである事についてのメッセージの抜粋で
す。これは数人のリーダーシップに与えられたも
のですが ､皆さんもこれを読んで益を得られるこ
とを感謝するだろうと思いました。あなたたちの
ほとんどは ､何らかの責任ある地位にいるのです
から、霊の内にニュー・ブラッドであるよう励む
べきなのです。

　　２３５．（イエス：）「ニュー・ブラッド」と
は何か？　それはわたしの霊を願い求める事だ。
御霊に導かせる事だ。御霊と一体になることだ。
オープンな器であることであり ､古いものには決
して満足せず、新しいものだけを求める新しいビ
ンのことだ。あなたがたの父ダビデは何年も前に
「新しいビン」を書いたが ､それが「ニュー・ブ
ラッド」の真髄だ。つまり、御霊に導かせ ､新し
き日々の、終わりの時の弟子であり ､わたしと御
霊に飢え、激しく慕い求める者たちだ！　それが
「ニュー・ブラッド」だ。
　　２３６．「ニュー・ブラッド」は変化と躍動
と革命を具現している。霊の内で落ち着くことが
決してない。常に前を見ている。過去や因襲 ､抑
制､偏見に囚われていない。わたしの言葉に従い、
わたしの言葉に生き、わたしの言葉を適用し ､わ
たしの言葉の生きた現れとなるだけ真に解放され
ており ､わたしの内に自由だ！　心と霊の革命家
となることだ。型から脱け出し ､変化に歓喜し、
躍動に歓喜し、わたしがあなたを使う方法やあな
たを通してする働きに、限界も境界線もない事に
も大喜びする。
　　２３７．それは、物事があるべき方法につい
て固定観念を持たない事だ。完全な方向転換をし
て、違う方向へ向かう事を快く受け入れ ､肉の思
いや理由づけではなく ､まさしく神の霊によって
導かれることだ！　喜んでわたしの足元に自分自
身を投げ出し ､自分自身や自分の性格、過去の経
験に属する全てを放棄して、「愛する恋人、夫で
ある主よ、今 ､御前に来ました。あなたの思い通
りに私を使って下さい。私を所有し、あなたの御
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霊のワイルド･ウインドで満たして下さい！」と
言うことだ。　
　　２３８．「ニュー・ブラッド」とは ､突き詰
めると霊の子供であるということだ。御霊のワイ
ルド･ウインドで所有される事を願い ､また所有
されているということだ。ここに真の自由がある。
過去や個人的な思考様式 ､また、この世的考え方
や生活の煩い、さらには過去にしていた物事のや
り方など、何であれ ､あなたを霊的に縛りつけ、
妨げているものからの自由が。
　　２３９．御霊のワイルド･ウインドを追い、
それを慕う者だけが、霊の内で真に「ニュー･ブ
ラッド」になれる。彼らはいかなるものにも縛ら
れていないからだ。常に前へ動き続け、その風を
追いかけ ､御霊が導き吹く所どこへでも追ってゆ
く。彼らは霊の内でいつも動いている。わたしの
霊と一体になりたいと願っているので、熱心に、
そして積極的に御霊を追い ､それと一体になるこ
とを切に求める。彼らは御霊の方法にしがみつき、
その耳は御霊のささやきと言葉に波長が合ってい
る。彼らは何よりも御霊を慕い求める。
　　２４０．ゆえに、彼らはわたしのワイルド･
ウインドを手にするためには他の全てを脇に置く
こともためらわない。御霊を激しく追いかける時、
足手まといや重荷、また妨げになってしまう自分
自身の肉の性質や ､思いや人間性のいっさいを脱
ぎ捨てる。彼らが心から望むのは、御霊を手にし、
御霊と一体になること ､その導きに従うことだけ
だ。それには全てを犠牲にしなければならないと
彼らは知っている。しかも、一度だけではなく絶
え間なく ､全てを要すると。しかし、ワイルド・
ウインドを持つ事は彼らにとってそれだけの価値
があるのだ。
　　２４１．わたしのワイルド・ウインドはわた
しの真の愛の霊を持っているので、わたしの霊を
持つこととその霊に抱かれることに、「ニュー･ブ
ラッド」の核心がある。彼女はわたしの知恵を持っ
ている。彼女は ､私のニュー･ブラッドがわたし
の霊の内に新しく新鮮で生き生きしている状態で
いるために必要な全てを持っている。
　　２４２．御霊の濃い血はあなたの血管をとう
とうと滞りなく流れなければならない。御霊の滋
養分であなたの血に栄養を与え、養わなければな
らない。あなたは御霊によって生きなければなら
ない！　あなたの心 ､動機、全存在が御霊と共に
脈打たなければならない。活気を保ち、御霊のワ
イルド･ウインドに所有される事によってのみ ､
将来、従い導くという両方が可能になるからだ。

それは御霊の日々であって ､肉の日々は急速に色
あせつつある。今からわたしの子供たちと花嫁た
ちは、何年も前の新しい教会の預言の完全なる成
就に足を踏み入れようとしている。
　　２４３．将来は、御霊だけがあなたがたを導
く事ができるからだ。あなたがたは御霊に近くあ
りつづける事によってのみ ､つまり ､自分の全存
在をかけて御霊を追いかけ慕い求める事によって
のみ、導き方さえも知るようになるだろう。どう
導くのか ､どこへ導くのかを ､あなたがたは知ら
ないし ､知るようにはならない。あなたの肉はそ
れを知ることができないし ､あなたの肉の思いも
それを知る事ができない。御霊のワイルド･ウイ
ンドを追いかけとらえることによってのみ、あな
たはそれを知るだろう。御霊はあなたを真実へと
導くだろう。あなたが自由に使える霊の武器全て
を使い、御霊を慕い求める時に ､御霊はあなたに
道を示すだろう。
　　２４４．愛する人たち、これが、御霊のワイ
ルド･ウインドについて行くための将来のやり方
だ。それには、霊の内で「ニュー･ブラッド」に
ならなければならない。いつも前方を見、いつも
御霊を追いかけ ､いつも地平線の向こうを見てい
る人に。あなたがたのダビデがその良い手本だっ
たようにあなたがたも御霊に夢中にならなければ
ならない。他の何よりも御霊を望み、その方法を
学ぶ事を求め ､御霊により近くなり、御霊に ､ま
た御霊の力に完全に所有されなければならない。
　　２４５．彼女のふところから、わたしがあな
たのために備えている将来へとあなたを無事に連
れて行くための答えと導きが出てくるだろう。だ
から、わたしのニュー･ブラッドもわたしの霊に強
く導かれていなくてはならない。わたしのニュー・
ブラッドは、わたしの霊から動力を引き出すべき
であり、明確にわたしの霊だけに導かれることか
ら右にも左にも決してそれてはいけない。
　　２４６．御霊を所有し ､積極的に御霊を追う
ことは ､霊的な生命であり ､再生、前進運動だ。
それらがわたしのニュー･ブラッドの資質だ。あ
なたは御霊を慕い求め、何よりも霊の武器と御霊
と一体になることを求めなければならない。その
妨げになるものや邪魔になるものとはいっさい脇
に置くべきだ。それは、あなたを罠にかけ、わた
しのフル･パワーにあなたが入ること ､つまり御
霊に完全に所有されるのを妨げようとする、敵の
妨害と策略だからだ。
　　２４７．変わり ､「ニュー･ブラッド」にな
り ､その状態を保つのは可能だろうか？　誰でも
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変わることができ、誰でも「ニュー･ブラッド」
になり、その状態を保つことができる。望むなら、
あなたの霊的身体と血管に御霊を注入すること、
つまり霊的な輸血をすればいいだけだ。その輸血
は即座に成される。新しいものを注がれたいと望
むだけでいい。霊的な血管を通して流れるあなた
の血が、わたしと御霊とわたしの方法だけで満た
されるよう望むだけでいい。
　　２４８．あなたの血と血管には、わたしの霊
が濃く流れなくてはならない！　あなたの血管は
妥協で締め付けられてはならず、あなたの血は、
この世の思い煩いや人間の方法 ､肉の方法 ､肉の
考えで薄められてはならない。
　　２４９．約束しよう。誰でも望むなら ､この
霊的な輸血をすることができると！　もし必死に
それを望み ､心と霊をわたしに十分開いて ､新し
く造られ、霊の真の子供となることを望むなら、
この輸血は即座に成される。この変化が目に見え
て現れるには少し時間がかかるかもしれないが ､
新しく造り変えられたいという願いとオープンさ
と自発性がある限り ､まもなく血は強められ、真
の霊の強さが完全に戻り ､血管は、荒々しく自由
なわたしの霊で満たされるだろう！
　　２５０．これが、「ニュー･ブラッド」であり
続けるための方法だ。
御霊のワイルド･ウインドを追いかけるのを決し
てやめない。
霊の内に決して落ち着いてしまわない。成し遂げ
た事や勝ち取った地歩に決して満足しない。常に
地平線を待ち望み、常に御霊の導きに従い、常に
御霊を追い詰めることをいとわない。人間の肉眼
では見えず、信仰によって歩き御霊の導きを信頼
しなくてはならない場所へと追いつめるのだ。
　　わたしたちと一つになることが人生の召しで
あるというほど、わたしと御霊に深く恋すること。
何者も何事も、その高き召しと、追跡することの
興奮からあなたを引き離すことはできない。この
世のものは何一つ、御霊を捕まえて彼女を完全に
所有するというレースからあなたをおびき出すこ
とはできない。
　　いつもわたしを求め、すべてのことにおい
て、自分自身ではなくわたしの声と導きを求めて
いる。（以上、メッセージ）

もし御言葉の霊に生きているなら･･･
　　２５１．（ママ：）謙遜な事をすること以外
にも、新しいビンでいることの根本原則の一つと

は、律法の文字や自分自身の独善にはまり込むの
とは対照的に、御言葉の霊に生きる事です。これ
について、主からの良いカウンセルがあります。

　　２５２．（イエス：）もしあなたがわたしの
言葉の霊に生きているなら･･･
　　２５３．あなたは変化を気にしない。わた
しの言葉は常に変化するのだから。あなたはそれ
を予期しており、準備ができている。もしわたし
がそのように導いているのであれば、新しい方を
選び、古い計画やアイデアを放棄することを気に
しない。
　　２５４．自分の失敗を告白したり、過ちを
認めたりするのを気にしない。自分が完璧な手本
であることを宣伝しているのでなく、わたしの言
葉を手本に掲げているからだ。だから、もし、あ
なたの間違いによって他の人がもっとわたしの言
葉に頼るようになるなら、あなたは喜んでそれを
分け合う。他の人たちがわたしの言葉に対して抱
く信仰を損なうような物事を明白にしようと熱心
になる。
　　２５５．他の人や他の人たちのインプッ
ト、わたしの言葉からの啓示、わたしが彼らに
示した事柄を歓迎する。さらに、他の人の賜物
を鼓舞し、彼らの助けを求め、色々な事につい
てわたしを求めるように彼らを励ます。回りの
人たちの強さを引き出し、励ます。良いアイデ
アが自分から出たものかどうかを気にしていな
いので、他の人のインプットやアイデアを喜ん
で受け入れる。あなたはただわたしの言葉に生
き、それを適用し、他の人もそうするよう助け
たいだけなのだ。
　　２５６．あなたはわだちにはまっていない。
なぜなら、あなたはわたしが色々な人の人生に
色々な方法で働くことを知っており、それがあな
たにとって素晴らしい驚異なので、それを見るの
が大好きなのだ。あなたはわたしを型にはめず、
わたしが他の人を導いている方法を疑わない。あ
なたはわたしの霊を感じ取り、自分の思いについ
てわたしと確認を取り、わたしが導き働く方法に
信仰を持つ。他の人がわたしに従い、わたしが与
えた枠組みの中で彼らの信仰に応じてわが言葉を
適用するよう励ます。
　　２５７．わたしが注ぐ、新しい啓示や導
きが大好きである。それがうまく行くと知って
おり、自分の個人的生活やホームにそれが現実
化するのを待ちきれない。一歩踏み出して従う



戦　術、パート５ (#3578) 27 (#3578) 27
と、その啓示と指導が奇跡と前進をもたらすと
知っているからだ。あなたにとってわたしの新
しいワインに従う事は、重要な優先事項となっ
ている。
　　２５８．あなたは信仰を持っている。わ
たしには答えと解決策があると知っている。わ
たしが何か言う時、もし従うならうまくいくと
知っている。平安と信仰と期待する態度があり、
いかにわたしが約束を成就するのだろうかと胸
をときめかせている。幸福であり、信仰に溢れ
ている。わたしが支配しているという明確な視
点を持っているので、心配しない。ベストを尽
くして従っているので心に平安がある。暴露さ
れるのを恐れたり、こだわって保持し、守り抜
きたいような個人的な解釈や委ねていない面が
ない。
　　２５９．他の人たちと、わたしが彼らに注
ぐ塗油に信仰がある。彼らの可能性を見て霊感
され、それに胸を躍らせる。委ねている従順な
人を使ってわたしにできることには限界はない
と知っている。また、その見本によって他の人
を霊感し、導く。あなたは、何のためらいもな
しにわたしに仕える喜びを全ての人に味わって
もらいたい。
　　２６０．肉の腕に頼るのでなく、霊の内で
働いている。たとえ肉の腕に頼る傾向があるとし
ても、物事を霊の領域に戻そうと絶え間なく戦っ
ている。つまり、色々な状況のために祈りによっ
て労し、わたしにカウンセルを求め、鍵に頼り、
わたしにしかできない奇跡に頼っている。肉の腕
に頼るのでなく、わたしの霊やカウンセル、知恵
の内に物事を行えるように、必要なら自分自身に
セーフガードを設けたり、他の人に自分のセーフ
ガードになってくれるように頼む。肉の腕で行動
する事は、無力で、容認できるものではなく、無
駄な努力であり、他の人への悪い見本であると
知っている。
　　２６１．わたしの言葉の霊に生きているなら、
他にも、明らかに現れる資質がある。これらはほ
んの数例にすぎない。

司令官たちが恐れていないなら、率い
られている部下たちは何も恐れる必要
がない。戦いのあらゆる面を認識して
いる者たちが勝利を確信している時、

状況をあまり知らない者たちは、信頼
し、勇敢に攻撃できる。あなたがたの
司令官である我々は、恐れていない。
－－エルウイン･ロンメル陸軍元帥（天
から語る）

あなたにできる実践的なこと
　　２６２．「ニュー･ブラッド」になるためにで
きること ､また ､もっとわたしに対してオープン
になり、わたしの新鮮で新しい霊を注がれやすく
するための簡単で実際的なアイデアを幾つか与え
よう。
　　２６３．－－謙遜なことをしなさい。プライ
ドと戦いなさい。プライドには他にも多くの悪影
響があるが、プライドはあなたを停滞させる。そ
れは自然に出てくるプライドの副作用の一つだ。
物事の現状維持を好むことや、見た目を良くした
いこと、新しいものを恐れること、間違いを引き
起こすかもしれないという理由で新しいことを始
めるのを避けること、「試され証明済み」の方法
にしがみつくこと ､野火を恐れるゆえに火を鎮圧
することなどだ。ところが、謙遜さは ､新しいも
のを愛し ､わたしを証明し ､わたしを抜き差しな
らない立場に置くのが大好きだ。謙遜であること
は ､間違い ､教訓 ､成長 ､進歩を恐れない。
　　２６４．－－熱烈な恋人よ ､わたしのニュー
ワインを信じる者でありなさい。もしわたしの言
葉に生き従うなら ､わたしの言葉があなたを新し
く保つだろう。ニューワインに遅れずについて来
なさい。わたしの霊の啓示について来なさい。わ
たしの言葉を学習し ､それに生きる事を優先事項
にしなさい。
　　２６５．－－新しいものを見、新しいこと
にオープンになり ､ わたしの霊に沿って流れ、
柔軟になることを、定期的な祈りのリクエスト
にしなさい。自分でも定期的にそれを祈ること
や、必要を感じたら他の人に祈りを求める事は、
あなたに必要な霊の内での奇跡を起こすばかり
か ､ 思いと心の内にこれを保って、わたしが何
かをもたらす時に、よりオープンで敏感である
のを助けてくれる。
　　２６６．－－あなたが訓練している人たちの
視点を知っておき、その視点を持ちなさい。羊 ､
子供たち ､若い人たち ､または互いにシェパード
し合うホームのメンバーたちは ､あなたが決して
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思いもよらなかった事をわたしのためにするよう
になるだろう。彼らはあなたには決して考えつか
ないアイデアを持つようになる。わたしは新しい
方法で彼らを導こうとしているのだ。それを認識
し、受け入れることは、他の人に対して ､さらに
はあなたが訓練を与えている人たちに対しても、
より健全でオープンな、喜んで受け入れる態度を
持つ助けになるだろう。
　　２６７．－－「反射的な」反応に気をつけ
なさい。特に、アイデアを退けたり、状況を独
断で判断したり、祈りによってわたしのカウン
セルや他の人のカウンセルを求めずに計画を確
証するような反応に。何かを聞いた時にそれが
「反射的に」良く思えない時には ､ 立ち止まり ､
過去の経験や ､ 個人的な好み ､ 意見によって反
応していないかどうか ､ 自分自身をチェックし
なさい。もしそうなら ､ あなたは間違っている
かもしれず ､ 古いビンになっていて、その時そ
の瞬間のためのわたしのアイデアを押さえつけ
るという危険な状態にいるかもしれない。とは
いえ、出くわすどんなものにも飛びつくべきだ
というのではない。ただ自動的な反応や素早い
状況判断に気をつけなさい。そういうものは間
違っている場合がよくあるからだ。
　　２６８．－－個人的な習慣や好みに関してわだ
ちにはまらないようにしなさい。他の大きな霊的原
理と比較すると､些細で実際的に思えるだろうが､
プライベート・ライフでの行動はプロとしての生活
に影響を及ぼす。幸福であるためや満足感を感じる
にはすべてが「こうでなくては」ならないタイプな
ら､おそらくより大きな物事についても新しいこと
を喜ぶのに少し時間がかかっている事だろう。だか
ら､わだちを避けるように戦いなさい。
　　２７０．誰にでも、長年培い、容認し、さら
には楽しむようになった習慣があるものだ。コー
ヒーの入れ方や ､床に就く時間などのように。し
かし ､気をつけていなさい。習慣にこだわり過ぎ
て ､あなたを柔軟で絶えず変化するように保つた
めにわたしがあなたの行く手にもたらす機会を失
わないようにしなさい。例えば、通常のベッドタ
イムよりも少し遅めの特別なフェローシップをす
るとか ､必要に応じてスケジュールを変更すると
か、誰かの便宜をはかるためや、その人を喜ばせ
るためにあなたが「いつもする」事を進んで変え
ることなどだ。

　　２７０．わたしの恋人たち、要するに、わた
しを見ていて ､わたしがしている新しい物事やわ
たしが導いている新しい方法を探していなさい。
わたしは示すから！　そんなに難しいことではな
い。わたしがあなたの人生にどんな新しいことし
たいのかをいったん探し始めるなら、何でも喜ん
でやろうとい気持ちを持っているなら、わたしは
その機会をもたらそう。（以上、メッセージ）
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