
聖書のニュース預言      7月 - 2016年9月 

 

プロテスタント：エキュメニカル運動の用心！ 
 
 

 
エキュメニカルサービス 

 
 
 
 
 

 

御国が来て 
 

未来への希望 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



聖書ニュース預言2016年7月-9月  
 

聖書のニュース預言     この問題では: 

 

プロテスタント：エディタからエキュメニカル運動の用心！ 
 

聖書コースレッスン9を学ぶ：なぜ科学は神「発見」されていません。  そして、初期の生活の

ための進化の説明が科学的に偽である理由。 
 

御国が来て後半エバンジェリスト学校アパートは彼の出会いのいくつかについて書きました。 
 

未来への希望後半ハーバート・W・アームストロングは、原因、効果、と希望について書きま

した。 
 

より効果的な祈りのための28個のヒント：パート4。祈りとは何ですか？あなたの祈りを向上

させることができ、聖書からのいくつかの教えは何ですか？ 
 

裏表紙：インターネットとラジオこれは、人々は神の継続教会からのメッセージを見つけるこ

とができる場所を示しています。 
 

ウィキペディアで利用できるようにするために使用されるこの写真、以来、それを削除したお

もて表紙について。これは、エドゥアルド・フレイ・ルイスタグレに起因するものでした。そ

れは異なった宗教団体の男性と女性の指導者のミックスを示していることに注意してください

。 
 

聖書ニュース預言誌は神の継続教会、1036 グランドアベニュー、グローバービーチ、カリフォ

ルニア州、93433. http://www.ccog.orgによって公開されています 
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プロテスタント：エキュメニカル運動の用心！ 
 

何がプロテスタントの世界で起こっているの？ プロテスタントはローマでの「母教会」に後戻
りしていますか？ 聖書はこのことについて警告していますか？ これに関連したカトリックの
計画と予言は何ですか？ プロテスタントは運命にありますか？ 

 
神の 継続 教会はプロテスタントではない ので 、なぜこれのいずれかで頭を悩ましますか？ 
まあ聖書のメッセージは、すべての人々 （：19-20;黙示録22：マタイ28 9-10）に取られるべき

であり、億のカップル、少なくとも名目上のプロテスタントがあるので、彼らが何であるかを

言われるべきですされるように、何が彼らに影響を与えます！ 

 

エキュメニカル運動の背景 

 
ローマカトリックの育った私は（私の記憶からです）、次のように行ってきました賛美歌に単

語を覚えています： 

 
私たちは、私たちが主にあって一つであり、霊で一つです。 私たちは、私たちが主に
あって一つであり、霊で一つです。 そして、我々は我々の団結は、1日を復元すること

ができることを祈ります。 

 
曲は基本的に参照することを祈りは、バチカンの権威を受け入れ、ローマから分離することを

止めるために、非カトリックの信仰のためです。 具体的には、東方正教会とプロテスタントの
信仰だけでなく、同様に他のものを含みます。 私は1960年代後半にその賛美歌を歌って覚えて

います。 それは第二バチカン公会議、ローマと他の人の間で神学的格差の克服に向けて作業し
ようとするローマカトリック教会で多くを目覚めさせるように見えた会議後のことでした。 
エキュメニカル運動は、主要な効果と影響をしています。 

 
2015年6月24日には、フランシスコは次のように述べました。 

 
大型でエキュメニカル風景や世界の現状を見ると、私たちは聖なる聖体を通して三位一

体の神と私たちの手の作品の果物の贈り物を共有していないこと、キリスト教徒の間の

部門があることを告白しなければなりませんフェローシップ。 

 
公式に381でコンスタンティノープルの理事会で宣言された「三位一体の神は、「グループに共

通しているであろうものであることがあることに注意してください。 

 

どのようにカトリック教徒は、これを達成するために計画していますか？ 

 



カトリック教徒が キリスト教一致推進のための司教協議会 と呼ばれるオフィスを持っていま
す 。 現在では、クルト・コッホという名前の元スイス司教、今枢機卿によって保持されてい
ます。 彼は偉大な「改革」の教会（プロテスタントを意味する）と洞察力とも東方正教会とプ
ロテスタントの指導者との会合を開催しているを持っていることになっています。 彼はエキュ
メニカルであると私はいくつかの時間のために見ているものです。 

 
過去数十年にわたり、カトリック教徒は、エキュメニカル会議をたくさん開催しています。 
ルター派の面では、彼らのエキュメニカルな対話に関連する2つの画期的なイベントは、1983年

に他力本願の教義に関する共同声明をしたと 10月31日、1999年に 正当化の教義（JDDJ） に関
する共同宣言は、JDDJ 見てきました以上の、それはマルティン・ルター、彼自身は、に合意し
たことは何も似ていません。 

 
しかし、いくつかはJDDJ契約がすでに効果的にカトリックとルターの動きの間の最も顕著な神

学的な違いの中であったと多くの人に見られる「正当化の法理」としてプロテスタントの必要

性を排除していることを感じています。 

 
さらに多くのエキュメニカルな妥協は、プロテスタントとローマの教会から期待されています

。 

聖公会パーマーのとテレビ宣教師コープランドの見解 

 
2014年2月では、私はカリスマプロテスタントケネス・コープランドがカトリックを承認したビ

デオを見ました。 彼はまた、訪問聖公会の司教の発言がありました。 このビデオでは、（以
降に死亡した）聖公会聖公会主教トニー・パーマーとケネス・コープランドは、カトリックと

のエキュメニカルな団結を奨励しました。 

 
トニー・パーマーはまた、言いました： 

 
私は主の道を準備するために...父親に子供の心を有効にする...エリヤの霊になってきた...

エリヤは再臨の前に来る...エリヤの精神があります和解の精神...私たちは、千年のため

に、1の教会があった知っているカトリック教会と呼ばれる...カトリックのローマを意味

するものではありません...あなたに属しているものを交換...私たちはカトリックです...部

門は、私たちの団結を破壊する...恐怖は分割私たちを保持します...その恐怖のほとんど

が宣伝...兄弟姉妹に基づいて、ルターの抗議は抗議は15年間にわたってされている...こ

れ以上の抗議がない場合は、プロテスタント教会が存在することができるか...私たちは

今、私たちを同じ福音を教える...終わりました今、同じ信仰を教える...抗議が終わって

、抗議は終わりました。 

 
もちろん、トニー・パーマーは、エリヤの霊に来るが、世界の精神ませんでした。 これらのエ
キュメニカルグループが教える「信仰」と福音は、使徒パウロは（：6-9ガラテヤ1）に対して

警告1です。 

 



神の教会からローマの第二世紀よりも分割遅くともがなかったとして、トニー・パーマーの主

張に反して、グレコローマン教会はキリストの教会は最初の1000年のためではなかった（無料

冊子での継続歴史いくつかの詳細を参照してください神の教会 ）。 
  
トニー・パーマーは、1999 JDDJ契約と述べました。 彼は契約は、ローマの教会とプロテスタン
トとの間の主な意見の相違を終了したと述べました。 彼は抗議が終わったことを宣言し、彼ら
は再びカトリックであったことを人々に告げた理由です。 

 
トニー・パーマーが話した後、フランシスコから主に翻訳されたメッセージが表示されたフラ

ンシスは言いました： 

 
神は私たちが分離されている...世界中で働いている...我々は、すべての責任を共有して...

そして、私たちは彼が私たちのすべてを統合することを主に祈りましょう...神は彼が行

っている仕事を完了してみましょう...彼は団結のこの奇跡を完了します。 

 
真の福音を教えていない人たちとの不適切な団結が神の仕事ではないことを実感！ また、注意
すべきは、法王が「奇跡を、「望んでいる一方で「奇跡」聖書のに対して警告されてくるエキ

ュメニカル団結に関連付けられている（2テサロニケ2：9-12;黙示録13：11-18）。 

 
限り非難として、はいローマとプロテスタントの教会は非難の多くを持っていますが、最大の

非難は、おそらく次のように誤解する彼らの失敗です。 

 
3 ...聖人（ジュード3）に配信されるすべてのためにかつての信仰のために真剣に争いま

す 

 
彼らはオリジナルと本物のキリスト教を理解していないので、多くの人が誤ってローマの教会

の前に、それは今それを持っていることを、元の信仰を持っていたと思います。これは聖書言

語道断ですが、悲しいことに、それは多くの人が考えるものです。 

 
ケネス・コープランドは、フランシスコ"メッセージに関連し、次のように言いました： 

 
栄光、栄光、栄光...父は...私たちは信仰の体の団結のために...彼の探求の中で彼に同意し

ます。 

 
この後、ケネス・コープランドはフランシスコに戻ってメッセージを送りました： 

 
私の親愛なる...私の心の底からどうもありがとうございます...私たちはあなたを愛して...

私たちの欲望の先生、エペソ人への手紙の本の第四章では...団結が...あなたの先生に感

謝、私たちは祝福し、あなたの祝福を受けない...我々私はあなたを言っている...アーメ

ン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン...あなたのために神に感謝し

ます。 私は今あなたを言っています。 天国は、この上に興奮しています。 あなたの主
に感謝します。 

 
しかし、「天国は、「神を意味し、これによって興奮していません。 



 
まもなく、その後このビデオが再生されました： 

 
フランシスはローマ・カトリック教会と福音派の間の同盟のための重要な「福音派の指

導者の計画に会って、というより「多様性の中の統一」を確立します。 会議はサンタ
マルタの宮殿でバチカン2014年6月24日に開催されました。 ここで彼と会った人たちの
名前です：ジョンとキャロル・アーノット（キャッチの創始者火）、ケネス・コープラ

ンド（省庁の創設者）、ジェームス・ロビソン（ライフアウトリーチのの創設者）、ジ

ェフ・タニクリフ（全世界福音同盟の頭それは）世界福音同盟です。 

 
教皇はまた、夏とは、大規模なミサにプロテスタントを集めていることを、後に韓国で話しま

した。 

 

多くは、エキュメニカルメッセージを支持しています 

 
多くは有名なプロテスタント伝道者ビリー・グラハムは、数年前にローマの教会で取引をした

ことを認識していません。 バイナム、ビリー・グラハムによると、1948年にカトリックに対し

て教えられ、それ以降、彼は彼の心を変えました。 

 
1948年に、 グラハムは 今 、彼は継続的にカトリック教徒についての素晴らしい事を言
っている 、「正統派キリスト教が直面する3最も深刻な脅威は、共産主義、カトリック

、およびイスラム教、ある」と述べました 。 1963年に博士グラハムはベルモントアビ

ー大学、ノースカロライナ州のカトリック学校で話しました。 1967年11月21日に、彼

は名誉学位を受けるためにベルモント修道院に戻りました。 その時、彼は衝撃的な声
明を発表しました。 彼はこの程度の受信よりも「大きくない名誉を知っていた」と、
語りました。 彼が言ったときそしてショッカーが来る 、「この学校と今夜ここに私を
もたらし福音を建て福音はまだ救いへの道です。」 

 
より多くのプロテスタントがバチカンのエキュメニカル議題と福音をサポートしています。 

 
テレビ宣教師ジョエル・オスティーンは（彼の場合、6月5日に）2014年にフランシスコと会い

、教皇のエキュメニカルな議題と喜びを表明しました。 ジョエル・オスティーンは、主に彼の
放映に自己改善を説きます。 彼はアメリカでより影響力のプロテスタントの指導者の間です。 
おそらく、私は私の妻と私はすべての国のその教会はローマのコロシアム似後半2014年、フロ

リダ州オーランドにあるトリニティ放送ネットワークの（TBN） 聖地体験を訪問したことを言

及する必要があります。 いくつかの聖体顕示台などのローマカトリック飾り、多くのの含まク
ラウチファミリー骨董品の表示もあります。 聖体顕示台は、ローマカトリック教徒は、過越祭
のために使用されるパンイエスのタイプの代用として使用聖体ホストを崇拝するために使用さ

れるものです。 

 



TBNは、後半にポール・クラウチによって設立されました。 彼の息子アンドリュー・クラウチ
は 長いエキュメニカル運動の側面を支持している 不適切な名前の出版、 今日キリスト教 のた
めの2つの編集者の一人です 。 ？2014年11月25日には 2014年のベストニュースが何であった
か というタイトルの 最初の項目に注意してください 記事がありました： 

 
「福音主義者とカトリック教徒との間の係合は、全く新しいレベルに行ってきました

。 6月には、私はフランシスコ-となし議題と3時間のプロジェクトのミーティングを行

いました。 私の任期では、私は開放性のようなものを見ていません。 フランシスの下
で行われてシフトがあります。 彼は明らかに福音主義者に向けたようだ 。」〜ジェフ
・タニクリフ、 事務局長、世界福音同盟 

 
ローマの司教ののにより承認を得ることは聖書を非難最終バビロニアシステムの台頭へのプレ

リュードである確かに2014年のベストニュースではありません。 しかし、プロテスタントの世
界の中で、多くはそれの側面を支持し続けます。 

 
2015年からいくつかのニュース項目に注意してください。 

 
フランシスコは6日間の訪問のために先月の週米国に旅行したように、巨大教会の指導

者リック・ウォレン、ジェイクス、ロバートとジョエル・オスティーンは、ローマ法王

の威風堂々のための彼らの興奮と支持を表明しました。 ダラスのファーストバプテス
ト教会の牧師ロバートは「私はフランシスコ。謙虚なキリストフォロワーを大いに尊敬

を持っている。我々は、すべて彼から学ぶことができる"と述べました。 は、言うよう
になった「私たちは共通の敵、暗闇の王国に対して一緒に戦っているので、私は自由主

義バプテストでさえも行うよりも私のカトリックの友人と共通の多くを持っています。

」 （ジャンドロンマイク。福音派拍手教皇の訪問。ニュースレター、2015年11月） 

 
もっと福音派の牧師の半分以上は、フランシスコはキリストにある自分の兄弟であると

言います。 三分の一以上は、彼らは神学上の法王の見解を大切に言うと、10の3氏は、

カトリック教会のビューを改善したと言います。 これらは、ナッシュビルベースの生
活様式の研究から、この週にリリース千プロテスタントシニア牧師の新しい研究の知見

の一つです。 全体的に、調査では、多くのプロテスタントの牧師はフランシスコに好
みをとっていることがわかりました。 ほぼ4 10内には、貧しい人々のための彼の謙虚さ

との懸念のために知られている法王は、カトリック教会の彼らの意見にプラスの影響を

与えてきたと言います。 ほぼ三分の二は本物のクリスチャンとしてフランシスコを表
示（グリーンLC反キリストから兄弟にキリストに。：プロテスタントの牧師は、教皇今

日キリスト教、2015年9月24日を見る方法）」キリストにおける兄弟。」 
エキュメニカル運動はしばらくの間続いているが、それは加速しているようですし、多くの形

態を取っています。 より多くのプロテスタントの指導者はそれのために下落しています。 

 
？2016年、プロバチカン報道機関 ゼニトは ここで彼の答えである フランシスコは、エキュメ
ニカルな関係を進めているどのように 英国のメソジスト大臣ティムに尋ねました ： 



フランシスコが言うと慈悲のこの年に、特に今、しても、そのすべてが、ドアが一度閉

め開き、変化の風が吹き抜け。 他のある人のための彼の暖かさは、キリスト教のかどう

かにかかわらず、すべてに手を差し伸べる神の愛の証拠です。 
 

しかし、聖書は、神ではなく人間が、ドアを開閉する ことを言います： 

 
7彼はダビデの鍵を持って、彼は誰が開き、誰もシャットない、と閉まり誰が開いてい

ない」とフィラデルフィアの書き込みにある教会の天使に、「これらの事は、彼は聖な

るもので、彼が真である、と言います" "：8"私はあなたの作品を知っています。 参照し
てください、私はあなたの前に開いたドアを設定している、と誰もがそれをシャットダ

ウンすることはできません。 あなたは少し強さを持っているために、私の言葉を保持
している、と私の名前を否定していません。 （黙示録3：7-8） 

 
フレンドリーであることは結構ですが、フランシスコによって、今開いているものを神ではあ

りません。 

 
？2016年、バチカン、大司教デビッド・モクソンへカンタベリーの代表の大司教は、 ゼニトに

頼まれた、 フランシスコはエキュメニカル関係を進めているどのように 彼は、と答えました
： 

 
あらゆる方法で。 彼は希望とエキュメニカルローマ法王の回勅ユタシントのアイデア
の多くを進めるために始めています。 また、彼自身の自然な外向性や他の教会や教会
のコミュニティのための真の愛によって、彼は「エキュメニカル」容姿と魅力的なされ

ています。 

 
フランシスコは（彼は多くの経典を見下ろすされている）あらゆる方法でこれをやっていない

が、彼 はひどくそれを望んでいます。 2016年5月6日に、彼も彼の教会がその団結のために働

き、彼は人間の努力によって達成されるように人道的欧州のユートピアを夢見ていたことを述

べました。 

 

キリストにある兄弟に反キリストから？ 

 
元ローマカトリックマイク・ジャンドロンは2016年2月1日の彼のニュースレターで、以下の公

開しました： 

 
彼の宣言し、彼の初のビデオで「祈りの意図を、「フランシスコは、彼らは単にされて

いると主張し、様々な世界の宗教のものの中の対話とコラボレーションのためのいわゆ

る「求めるかの異なる方法で神を満たす。」フランシスは、のすべての宗教と主張しま

す世界は単に神を求めるには人類の多様性を表しています。 彼は、異なる信念にもか
かわらず、誰もが同じ神の子であることを述べています。 法王は「多くは神を求めて
いるか、別の方法で神を満たし、異なる、違った感じだと思うが、私たちはすべてを持

っている唯一の確実性がある。：我々はすべての神の子である」と述べました 



マイクの以下のコメントは、CNNとのインタビューからのものである：悲劇的に、聖書
を知らない人や真実のための最高権力機関としてそれを提出することを拒否した者は、

法王の最新の宣告にだまされます。 全人類がちょうど異なる方法で、同じ神を求めて
法王の主張は、神の御言葉に従ってです。 誰も（真）の神（ローマ3：11）のために求
めていませんが、自分の想像力の偽りの神々や彼らの宗教的伝統の偽りの神々の後に求

める人も多いです。 真の神に会う唯一の方法は、神と人間、人間キリスト・イエスと
の間に1つのメディエーターを介して、彼の方法である（1ティム2：5）...だけが彼の名
を信じることによって、イエスを受ける者は、子となります神（ヨハネ1：12-13） 
。 

実際に、それはあるだけイエスを受け入れ、神の霊を受けた人たちは本当にクリスチャンの兄

弟です（ローマ8：9）。 使徒ペテロは次のように教えています。 

 
10は...神が死人の中から引き上げあなたが十字架につけられナザレのイエス・キリスト

、の名前は、彼がこの男は全体のあなたの前にここに立っています。 11これは「チー

フ礎となっていますビルダーによって拒絶された石、」です。 12もの救いは、私たち

が保存されなければならないことで男性の間で与えられた天の下に他の名前がありませ

んのために、他のであります。 （使徒4：10-12） 

 
しかし、フランシスコは1つが救われるためにイエスを受け入れなければならないことを教示し

ていない異教徒議題を持っています。 これはsが福音です！ しかし、多くはそれで取り込まれ
ています。 

 
後半2015年の今日キリスト教の編集では、福音派の牧師クリスカスタルドは信心深さは教義を
切り札としてプロテスタントとカトリック教徒の間で、宗教的権威と救いを超える不一致がフ

ェードと主張しました。 

 
信心深さは、教義を切り札？ 

 
悲しいことに、多くは 信心深さの切り札真実の外側に、特許請求の範囲 と考えてい ます。 真
の信仰（ユダ3）のために真剣に争うためにジュードの指示に耳を傾けていないと信じているも

の。 イエスから次： 

 
17はあなたの真実によって彼らを聖別。 あなたの言葉は真実です。 18あなたは世界に

私を送ったとして、私はまた、世界にそれらを送ってきました。 19そして、彼らの日

本酒のために私は、彼らはまた、真理によって聖別することができること、自分を聖

。 （ヨハネ17：17-19） 

 
クリスチャンは意味が神の言葉で真理によって、宗教的な目的のために設定することが、聖別

されるべきです。 神の言葉を損なう人々は、イエスの真の信者ではありません。 昔のパリサ
イ人は信心深さの外側にショーを持っていた、との代わりに、彼らと団結を望む、イエスは（

マタイ23：25-28）それのためにそれらを非難しました。 

 



セブンスデービットを軟化アドベンチスト 

 
限り安息日キーパーが行くように、セブンスデーアドベンチストは、エキュメニカル運動の目

標の一部をサポートするだけでなく、それは危険を持っていることを参照してください。 

 

エキュメニカル運動 

 
総会実行委員会は、次のようなエキュメニカル運動へのセブンスデーアドベンチストの

関係に関する公式声明を投票したことがありません。 。 。 一般的には、セブンスデー
・アドベンチスト教会は完全にエキュメニカル運動とその主な組織の症状、世界教会協

議会を非難しませんが、彼 女は様々な側面や活動の重要なされているということができ

ます。 いくつかは、エキュメニズムは称賛に値する目的といくつかの肯定的な影響が
あったことを否定したいだろう。 その偉大な目標は、目に見えるキリスト教の団結で
す。 いいえアドベンチストは、キリストご自身がのために祈った団結に反対すること
はできません。 エキュメニカル運動は、より多くの対話と少ない非難と親切諸宗派間
の関係を促進し、根拠のない偏見を取り除く支援してきました。 その様々な組織や活
動を通じて、エキュメニカル運動は、より正確な提供や教会に関する情報を更新し、宗

教の自由と人権のために話され、人種差別の悪に対して闘う、そして福音の社会経済的

な影響に注目されています。 このすべてにおいて、意図が良いと果物のいくつかの口
に合うとなっています。 （公式声明文書。セブンスデー・アドベンチスト教会） 

 
イエスが祈った団結のタイプは、バビロンが（ゼカリヤ2：6-7）が低下した後まで発生しない

ことに留意すべきであるとイエスが戻る（参照ゼカリヤ2：10-11） -それは、そのものですセブ

ンスデーアドベンチストは教えるべき。 歴史的に、セブンスデーアドベンチストは、現在に見
えるよりも、エキュメニカル運動に対する耐性にもう少し説得力がありました。 

 

教皇は、2017年改革の記念日はキリスト教の団結を促進することを期待しています 

 
フランシスコは、マーティン・ルーサーによって彼の教会から分割のお祝いに行くに計画して

いると何が2017年10月31日にプロテスタントとなりました。 

 
2016年には、 ゼニト報告しました： 

 
フランシスコは、宗教改革の開始の共同エキュメニカル記念のためにスウェーデンに旅

行予定。 



 

ローマ法王プレスオフィスは一緒ルーテル世界連盟の指導者や他のキリスト教の教会の

代表者をもたらすでしょうルンドの南部スウェーデンの街に10月31日の訪問についての

声明を発表したとしてニュースは今朝来ました。 ... 

 

1日間のイベント期間中、カトリック、ルター派、「共通の祈り」典礼ガイドに基づく

ますルンド大聖堂、に共通の礼拝があるだろう、それはキリスト教のおよびルーテルを

推進するための教皇庁審議会が今月初めに発表されました世界連邦。 

 

改革のお祝いに現れることで、フランシスコは、カトリックとプロテスタントはもはや敵であ

るという強いメッセージを送信しています。 

 
これは、世俗的な観点からの賢いではなく、聖書の一つです。 2015年5月には、フランシスコ

は、バチカンはさらに団結を望んでいることを教会スウェーデンの大司教アンティエに語りま

した。 

 
アンティエは女性とスウェーデンの教会の司教であることを考えてみましょう。 それはアラー
ムをオフに鳴らない場合は、彼女も処女懐胎を信じていないことを検討してください。 彼女は
、処女懐胎は神話用語や比喩ではなく、実際のイベントであると述べています。 彼女は進化論
を支持し、教会で同性結婚をサポートしています。 本当の聖書教会は、これらの事項について
彼女の景色を望む統一を望むないだろう。 

 
もちろん、聖書は、イエスが処女（例えばマタイ1：18-25）から生まれたことは明らかである

。（レビ記18を、その同性愛関係は醜態である、神はすべての生命を作成した（出エジプト記

20時11創世記1章を参照してください） ：22;午後08時13分）。 

 
アンティエは、彼女自身は、人と結婚しています。 聖書は司教が結婚することを推奨するもの
でないながら、ローマの教会はそれを推奨するものではありません。 さらに、聖書は司教は男
性（：5-7テトス1）することを指定します。 

 
聖書は、女性が、男性の叙階を推奨するものではありません。 司教として、女性を受け入れる
には、聖書の教えに矛盾して明らかにあります。 

 
  
妥協はイエスが何を彼の教会を教えものではありません。 

 
今マーティン・ルーサーから自分の名前を取るルター派は、繰り返しエキュメニカル団結のた

めの彼らの政治的探求にいくつかの関連を含め、様々な分野で妥協しています。 

 
マルティン・ルター、彼自身は、ローマカトリック教会は、1真の教会だった概念に対して教え

ました。 最も近代的なプロテスタントの指導者たちは、その点に同意するだろうしながら、マ
ルティン・ルターは、更に多くの本を取りました。 



 
具体的には、マルティン・ルターはローマカトリック教会は「黙示録の偉大な娼婦」だったと

教皇があったことをことを教えられ、「反キリスト」。 

 
同様に、プロテスタントの改革者ジョンカルビンは、ローマの教皇についてこのように述べ、

私はキリストの牧師であることが彼を拒否します。 ...彼は反キリストである-私は彼が教会の頭

であることを否定する」（ ジョン・カルバン地帯 、第1巻、頁219、220）。 

 
すべてのエキュメニカルの議論は、これらの日に行くと、多くのプロテスタントの指導者たち

は、もはや彼らの初期の指導者の多くは、ローマ法王、反キリストの位置を信じているように

見えるません。 

 
記録のために、私は最後の反キリストが対立教皇のいくつかのタイプになることを主張してい

る特定のカトリックの指導者たちに同意することを言う必要があります。 しかし、あまりプロ
テスタントの指導者たちは、ローマ教皇を恐れているように見えます。 

 

イエスと使徒パウロは、不適切なユニティに対して警告しました 

 
フランシスコとエキュメニカル運動における多くの意見に反して、イエスは世界がこの時代に

統一されるように来ていません。 彼が言ったことに注目してください。 

 
34 "は、私が地上に平和をもたらすために来たと考えてはいけない。私は平和が、剣を

持って来なかった。35私は彼の父、彼女の母親に対する娘、娘インに対して設定男」に

なってきたため人の敵は自分の家庭のものになります'; 36'と'彼女の義母に対して。 37

彼私は私の価値がないよりも父または母以上を愛している。そして、彼わたしはわたし

にふさわしくないよりも息子や娘以上を愛する人。38そして、自分の十字架を取ると私

の後に従っていない、彼はわたしにふさわしくありません。 。39彼の人生はそれを失う

ことになる、と私のために自分の命を失う彼はそれを見つける見つける彼（マタイ10：

34-39）。 
 

キリストと異教徒とエキュメニカル議題を公言する宗教指導者たちは、明らかに、イエスが教

え見下ろすされています。 彼は彼の人々も、家族の中で、一人で立つことをいとわなければな
らないことを教えてくれました。 

 
使徒パウロは、多神教徒を含め不信者と一緒に結ばれている試合の信者を、警告しました。 

14は不均等に不信者と一緒に結ばれないでください。 どのような交わりのために無法
状態と義を持っていますか？ そして、何の聖体拝領は、闇と光を持っていますか？15

そして、何アコードベリアルとキリストを持っていますか？ またはどの部分不信者と
信者を持っていますか？ 16そして、何の合意偶像を持つ神の神殿を持っていますか

？ あなたは生ける神の宮です。 神は言ったように： 

 



「私は彼らに住むそして、それらの中を歩く。私は彼らの神となり、彼らはわた

しの民でなければならないでしょう。」 

 
17したがって、 

 
「その中から出てくると分離され、主は言う。汚れた何であるかには触れないで

ください、そして、私はあなたを受け取ることになります。」 

 
18 '私はあなたに父となり、そして、あなたは私の息子や娘でなければならない、全能

の主は言う」（2コリント6：14-18）。 

 
ローマカトリックを提起されてきたが、だけでなく、多くの東方正教会（カトリック）教会を

訪問した、私が崇拝の彼らの場所を偶像で満たされていることを証言することができます。 

 
クリスチャンは偶像から分離することになっています。 彼らの父のように真の神を受け入れる
人は、それを実現する必要があります。 イザヤは書きました： 

 
11出発！ 出発！ そこから出て行きます、  
全く汚れたものに触れていません。  
彼女の中から出て行きます、  
クリーンであること、  
主の血管を負担します。 （イザヤ52:11） 

 
分離するための手段を出発します。 ここでイザヤの感情も、パウロの書き込み（2コリント6：

17）で、新約聖書と黙示録（：2-4 18）に取り込まれます。 

 
聖書はフランシスコと様々なプロテスタントの指導者が支持しエキュメニカル団結来るのタイ

プを推奨するものではありません。 

 

カトリック教徒はプロテスタントがどうなるかを教えるのですか？ 

 
多くのプロテスタントはカトリック教徒が信じるもの気付いていないとティーチはプロテスタ

ントに発生します。 彼らはプロテスタントが悪いことを教える、とプロテスタントは、最終的
に除去されます。 

 
これはまた、一部の古いカトリックの文章と一致しています： 

 
父ローレンス・リッチ、SJは （1775年に死亡）：...勇敢な公爵はフランスの君主によっ

て屈辱を与えた古代ドイツの家から生じます。 この偉大な支配者は、盗まれた教会の
プロパティを復元します。 プロテスタントは、 この公爵は、地球上で最も強力な君主
になります... 停止します 。 男性の収集は信心深さと知恵のために注意で 彼は、教皇の



助けを借りて、新しいルールを導入し 、混乱の精神を禁止 します 。 どこでも1倍、お

よび1の羊飼いがあるでしょう。」（コナー、エドワード。今日のための預言。1984、

P.37） 

 
プロテスタントは反キリストを見越し{ある} ...すべての宗派の教会に対して団結： フレ
デリック・ウィリアム・フェイバーは （1863年に死亡しました）。 （コナーに、p。88

） 

 
のD （13 世紀）：「偉大な君主と大教皇が反キリストに先行します... すべての宗派は、
世界の資本が落ちる消える ...グレートモナークが来て、平和を回復し、教皇ます勝利で
共有します。」 （コナーに、p。33）。 

 
プリーストP.クレイマー （21世紀）：教皇聖ピオ五世は、彼の公教要理、ローマの公教

要理に教えて-プロテスタントの宗教のすべてが 偽の宗教 であり 、それらは触発されて
いる こと-も、公教要理トレントの評議会として知られています 悪魔; したがって、そ
の果実は 教皇聖ピオ五世は、彼の問答で教えてようプロテスタントの宗教は、のよう
な、悪魔に触発され ...悪です 。 （クレイマーP.聖母の要求を満たしていないため差し

迫った懲罰。ファチマ・クルーセイダー問題80、2005年夏、頁32-45） 

 

そのように、プロテスタントの除去が目標です。 そして、私は将来のある時点でどうなること
こと、すべきです。 

 
聖書はこの相手に対して警告していますか？ 

 
聖書は、多くのプロテスタントのために下落していることをバビロニアエキュメニカル団結の

種類について警告していますか？ 

 
はい。 

 
聖書は、リーダー世界的な宗教的な支持を得ているだろう時間について警告しています。 ここ
では新約聖書からのものです： 

 
4そこで、彼らは獣に権威を与えた竜を拝みました。 そして、彼らは誰が獣のようなも
のです」、と言って、獣を崇拝しましたか？ 彼との戦争を行うことができる誰ですか
？」 

 
5そして、彼は偉大なものと冒涜を話す口を与えられた、と彼は四〇から二ヶ月間継続

する権限を与えられました。 図6は、それから彼は彼の名前、彼の幕屋、天に住む者た

ちを冒涜するために、神に対する冒涜に彼の口を開きました。 7それは、聖人との戦争



をするために、それらを克服するために彼に与えられました。 そして、権限は、すべ
ての部族、舌、国家の上に彼を与えました。 8地に住む者は皆、名前が世界の基礎から
殺害された小羊のいのちの書に書かれていない、彼を崇拝します... 

 
11そこで私は別の獣が地から上って来るのを見た、と彼は子羊のような2本の角を持っ

ていたし、竜のように話しました。 12そして、彼は彼の存在下での最初の獣のすべて

の権限を行使する、と地を引き起こし、それに住む人たちは、その致命的な傷治癒した

最初の獣を、崇拝します。 彼も火が男性の目の前に地球上に天から降りてくるなりま
すように13彼は、大いなるしるしを行います。 14そして、彼は彼が剣によって負傷し

、住んでいた獣にイメージを作るために地に住む人々に伝える、獣の目の前で行うこと

を許可されたそれらの兆候によって地に住む人々を欺きます。 15は、彼は獣の像が両

方話すと殺される獣の像を拝まないだろうな限り多くの原因となるべきであると、獣の

像に息を与えるために力を与えられました。 16彼が購入したり、マークや名前のを持

っているものを除い販売することができる誰も自分の右手の上またはその額、17上及び

そのマークを受信するために、すべての、自由と奴隷、小、素晴らしい、富める者と貧

しい者の両方の原因となります獣、または彼の名前の数。 

 
ここで、図18は、知恵です。 彼の数は666（：4-8、11-18黙示録13）である：それは人

の数であるために理解している彼は、獣の数を計算してみましょう 

 
ここでは旧約聖書からのものです： 

 
36は「王は彼自身の意志に従って行うものとする。彼は神々の神に対する冒涜を話すも

のとし、怒りが達成されたまで繁栄しなければならない、あらゆる神の上に自分自身を

称揚し、拡大しなければなりません。 何のために行われるものと決定されています
。 37彼は彼の先祖の神も、女性の願望でもないと考えて、また任意の神を考えてはな

りません。 彼はそれらすべての上に自分自身を称揚しなければならないため。 38しか

し、彼らの代わりに、彼は要塞の神を称えるものとします。 彼の父親は彼を知らなか
った神は、貴重な石で快適なもので、金や銀を尊重しなければなりません。 39こうし

て彼は認めるものとし、外国の神との最強の要塞に対して作用し、その栄光を進めなけ

ればなりません。 そして彼はそれらが多くを支配し、利益のために土地を分割せなけ
ればなりません。 （ダニエル11：36-39） 

 
このための基礎のステップは、現在行われています。 様々なプロテスタント、およびコンスタ
ンティノープルの東方正教会総主教バーソロミューがやっていることに加えて、この反キリス

ト運動が前進しています。 

 
今、聖書ははっきりとバビロニアのシステムに対して警告しています： 

 
2そして彼はバビロン素晴らしいが落ちされ、倒れており、悪霊の住まいとなっている

、すべてのファウル精神のための刑務所、あらゆる汚れたと嫌わ鳥用ケージ！3につい

て」、と言って、大声で力強く叫びましたすべての国民は彼女の姦淫の怒りのぶどう酒



を飲んき、地の王たちは彼女と姦淫を犯した、と地球の商人は彼女の贅沢の豊富を通じ

て豊かになってきています。」 

 
4そして、あなたは彼女の疫病の受信といけないので、私はあなたが彼女の罪で共有す

るといけないので、彼女は、私の人々から出てくる」と言って天から別の声を聞いた、

と。5彼女の罪のためには、天に達しており、神が彼女の不義を思い出しました。 （黙

示録18：2-5） 

 
つまり、エキュメニカル運動を下支えしようとしているシステムです。 

 

ローマは、母教会であることを自分自身を考慮します 

 
ほぼすべての黙示録に精通しているが、それは以下のステートメントが含まれていることを実

現します： 

 
3そして、私は七つの頭と十本の角を持つ、冒涜の名前でいっぱいでした緋色の獣の上

に座った女性を見ました。 4女は紫と緋色に配列し、彼女の手に憎悪の完全な黄金のカ
ップと彼女の淫行の不潔感を持つ、金と宝石と真珠で飾られました。 5そして、名前が
書かれた彼女の額に：神秘、バビロンザグレート、ハーロッツのと地の憎むべきものの

母で。 6私は聖人の血液と、イエスの殉教者の血と酔って、女性を見ました。 私は彼女
を見たとき、私は大きな驚きで驚きました。 

 
ここで、図9は、知恵を持っている心です：七つの頭は、女性が座る7の山です。 
18そして、あなたが見た女は地の王たちの上に君臨するという偉大な都市である」（黙

示録17：3-6、9、18）。 

 
でもカトリックの学者は、（彼らは通常、黙示録を呼び出す）黙示録の記述に合うように思わ

れるように、ローマは7山/丘を持っていることを認めます。 

 
...黙示録は、彼らがローマの階層に対して、次に投げる可能性があることをを掘るため

の無尽蔵の採石場でした。 ローマの7丘、枢機卿のスカーレットローブ、およびローマ

法王の裁判所の不幸な虐待は、アプリケーションを簡単かつ魅力的な作られた（ヴァン

デン、キリスト教の。」黙示録。」カトリック百科事典。巻。1. 1907年）。 

 
（注：イラクのバビロンはローマがあるような7丘や山を平らな平野に位置していないため、一

部のプロテスタントの学者が誤ってこれがでバビロンを参照していることを教示しているが、

イラク-これは間違っています）。 

 
ローマの教会は、それが母であることを示す発言を行ったことをご存知です 
（多少のローマ人への手紙によるとプロテスタントのようにと、正教会）世界教会とこれらの

グループは、その彼女から出てきたことは、彼女の娘ですか？ 

 



ローマのカトリック教徒は「母教会」彼らがあることを考慮し、それらはすべて戻って自分の

倍で欲しいです。 これは新しい概念ではありません。 数十年古いレポートに注目してくださ
い。 

 
英国国教 会を参照すると、教皇は、 以下の重要な声明を発表しました：英国国教 会は

「彼女[ローマカトリック教会]はそんなにを愛しており、その一つは言うかもしれない

、彼女が出産したために教会！」です 

 
カトリック教会は、英国国教 会に「出産しましたか」？ ローマカトリック教徒の目に
は、はい。 

 
ローマカトリック教会は、繰り返しプロテスタント運動の"母"としての自分自身のこと

を話します。 

 
「キリスト教の母教会は、愛情を込めて[ローマカトリック教会を意味する]彼らの祖先

の練習に戻るには無関係な問題によって彼女の胸から引き裂かれたすべての子の子孫を

誘う... "（カトリック信仰約90一般的な質問、によってジョン・オブライエン、P。11）

。 （マクネアR.なぜ教会ユニティ見逃さ神学者。平野真理、1968年9月） 

 
私は個人的に何の外側にローマへの複数の旅行で見てきた次の碑文を、注意してください、い

くつかの点では、ローマの最も重要な大聖堂です。 

 

 
セント・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂での碑文 

 
 
碑文の下にはラテン語から翻訳されています。 

 
都市と世界のすべての教会の神聖なラテラン教会母と頭 

 
その碑文は 、教皇の王位を含んでいるローマの司教（ 司教座ロマーナ ） の大聖堂である 聖・
ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂 のラテン語です 。 この聖堂はローマ教皇（それもバチカ
ンの聖ピエトロ大聖堂の上に、ローマ・カトリック教会内の他のすべての教会の上にランク）

の公式教会の席です 。 

 



だから、バチカンは世界の教会の母であると主張していることになりますすべての人には明ら

かです。 バビロンは確かに世界の教会の母です。 しかし、バチカンはローマの教会の形成に
先行し、（プロテスタントは、彼らがした是認する傾向があるように）、ローマの教会から来

なかった神の教会の母ではありません。 

 
また考えてみましょう： 

 
教皇ヨハネ・パウロ二世の側近によって書かれているドミナス宣言は、ローマカトリッ

ク教会は、 すべて の キリスト教の宗派の " 母 " であり 、イングランドの教会と他のプ
ロテスタント教会を参照するために不正確であることを ことを言います ローマと同等
の「妹」の組織として。 （バチカン宣言は、教会を引き起こす。BBC、2000年9月5日） 

 
おそらく、私はローマの教会はとても高度と本質的に背教神の継続教会の信条を非難するので
、それは本当に、その母親、もちろんそれではないことを自分自身を考慮していないことをこ

こで追加する必要があります。 

 
聖書は何とか憎むべきの母になり7の丘（ローマ）の町を拠点偽教会、が存在するであろうこと

は明らかであるが故に、ローマの教会自体はローマ7の丘の都市であることを認め、世俗的な教

会の母であり、他の教会は、その娘であると見なします。 

 
ほとんどのプロテスタントの学者は彼らの宗教はローマの外に跳びことを認めているので、こ

れは彼らにポーズを与える必要があります。 

 
そして、彼らの宗教はギリシャ・ローマから出てきたことを信じていないものをプロテスタン

トのために、彼らは初期の忠実な教会の信念や慣行に見て、彼らは初期の真の教会が信じたも

のになりまし信じて比較する必要があります。 彼らはそれを行う場合のために、彼らはより多
くに共通のイエス・キリストとその即時信者の真の宗教よりもグレコローマン宗教と持ってい

ることがわかります。 （おそらく関連する利息の二つの無料冊子は、 神の教会の歴史を継続し

、 どこに真のキリスト教会今日であることでしょうか？） 

 
いくつかはグレコローマン・プロテスタント教会の間のこのエキュメニカル団結のすべてが可

能か、実際に起こってはないと思われるかもしれないが、現実にはそれがあるということです

。 

 
すべてが1福音派プロテスタントが原因で妥協し、限られた聖書自信-と多くがカトリック教徒

および/ または正統派に参加することを2019年までに福音主義の崩壊があるだろうと予測して

います考えてみましょう： 

 
マイケル・スペンサー （2009）：私たちは危機に瀕-内で10年-の福音主義キリスト教の

主要な崩壊です。 福音派の大規模な多数派はあっても地域どこ福音に...任意のコヒーレ

ンスで福音を明確にすることはできません...福音派の何百万が終了します...この内訳は

、メインラインプロテスタント世界の劣化に従います、それは基本的に西洋の宗教と文

化の環境を変更します（バイブルベルトのように）それ自体が強力な想像、私たちは子



供たちに聖書の中で重要な福音派の信頼と信仰の重要性を伝えるために素晴らしいこと

ができないことを見つけます...受益者の二つは、ローマカトリックと正教会聖体になり

ます。 スペンサーMでは、福音派の崩壊を来て（...福音は、最近数十年でこれらの教会

に入ってきたし、その傾向はカトリックと正教会の伝統への福音派の「変換」に向けた

、より努力して、続行します。クリスチャン・サイエンス・モニターを3月から10、

2009年版） 

 
そして、上記のものも「カトリックと正教会聖体」自体はおそらく一緒に来て、ヨーロッパ・

ニュース・イベントが表示されることエキュメニカル運動が発生しているに強化していきます

エキュメニカル運動を装って変化するという事実を含めていません。 

 
第二バチカン公会議（1962-1965から走った主要なカトリック公会議）以来、多くのカトリック

教徒は、ローマの交わりのもの外部とのエキュメニカル統一のために教義上の妥協が不可避で

あったことを正当に心配していました。 そして、それは起こっています。 

 
さらにいくつかの東方正教会の作家は、「メアリー」の亡霊が、最終的な反キリストに従うよ

うに人々をリードするカトリック教徒、イスラム教徒、そして他の人のための偽の団結のため

のエキュメニカルシンボルとして使用されることが懸念されています： 

 
ピーター・ジャクソン （20世紀）：？異端キリスト教徒は、より多くなるとメアリー

はイスラム教徒とプロテスタントが描画されているかをするためには...ローマは、「女

神、 "三位一体の第四の下位...今日のように、より多くの彼女を見るようになりました

検索の試みがされているだけのように、同様の名前のキリスト教を負担する人にだけで

はなく、明らかにイスラム教徒と他の人にアピールする普遍的な認識のメアリー、1の

ために始まった「一つの世界教会を、「作成に向けと仕事同様に彼らの今後マハディの

イスラム教徒の概念で、まだユダヤ人によって待望の救世主と"新しいキリスト」を識

別するためになされています。 これは、もちろん、反キリストが、全くキリストをし
ないであろう。 

 
  
フランシスコが法王になる前にこれは数十年に書かれました。 そして、彼の最優先事項の一つ
はマリアの彼のバージョンに人々を回すためにあるように思われます。 これは、あまりにも、
悲しいことに、またプロテスタントに影響を与えます。 

 
どのような驚異的であることは、多くのプロテスタントでも看板を見て、不思議に横たわっせ

ず、今ローマに回っているということです。 人々はメアリー（;黙示録18参照イザヤ書47）で

あると主張するだろう、おそらく妖怪を含め、：多くは、より多くのは、かつてこれらのしる

しと不思議は、彼らが（9月12日2テサロニケ2）意志のようなより一般的になるであろう。 

 

聖書は期待ユニティ反し警告します 

 
ここでも、イエスはこの時代の世界的団結をもたらすために来ていないことを認識： 



 
51あなたは、私が地上に平和を与えるようになったと仮定していますか？ 私は、すべ
てではない、むしろ分裂を教えてくれ。 （ルカ12：51） 

 
聖書は偽のエキュメニカル団結が（：4-8黙示録13）が来ることを示しています。 

 
また、注意してください： 

 
6 "！アップ、アップ北の地から逃げ、「主は言います。 「私は天の四方のように海外
であなたを広げてきたために、「主は言います。 7 "アップ、シオンは！バビロンの娘

と一緒に住む者、あなたをエスケープします。」 （ゼカリヤ2：6-7） 

 
使徒パウロはまた、信仰の真の団結は、イエスが戻った後まで起こらないであろうことを教え

ました： 

 
13我々はすべての信仰の団結にと神の御子に関する知識の、完璧な男に、キリストの膨

満感の身長の目安に来るまで。 （エペソ人への手紙4時13分） 

 
この団結前イエスの復帰に来る信じる人々は誤っています。 彼が来るの後まで、私たちは（参
照1ヨハネ1：8）「完全」ではありません。 信仰の預言団結は、イエスのリターンの前に発生
しません。 

 
イエスが実際に返したときにも、彼は彼に反対している国（：15-18、19：6,19-21黙示録11）の

団結を破壊します。 

 
真のキリスト教の信仰は（マタイ16：18）継続しますが、プロテスタントは、ほとんどがそれ

を理解し、運命にあります。 あなたがプロテスタントであれば、神に回し、聖書が実際に教え
ていると信じて、そして非常に選民（マタイ24:24）しかし、すべてを欺くます来て、より強力

な、エキュメニカルなアピールに抵抗してください。 

 
聖書が教えることを考えてみましょう： 

 
4あなたは、呼び出し元の1つの希望で呼ばれていただけのように、1体と1霊があります

。 5 1主よ、1信仰、1の洗礼（エペソ人への手紙4：4-5） 

 
聖書は、複数の「領主」と洗礼と一緒に複数の宗教を推奨するものではありません。 真の宗教
的団結のための時間が今、すべての宗教が真のキリスト教の信仰に変換しなければならないが

、それは異教徒/エキュメニカル運動がすべてに約あるものではありません。 

 
限り団結のためのタイミングとして、以下のことがわかります。 

 



10 "歌うと、シオンの娘を喜びます！ 見よ、私が来ていると私はあなたの真っ只中に住
むであろう、「主は言います。 11「多くの国がその日に、主に接合されなければなら

ない、と彼らはわたしの民となるもの。 そして、私はあなたの真っ只中に住むであろ
う。 その後、万軍の主はあなたに私を送ったことを知っています。 12主は聖地での彼

の継承としてユダの所有権を取ると、再びエルサレムを選択します。 彼はその聖なる
すまいから喚起されるために13、主の前に、すべての肉サイレントう」（ゼカリヤ2：

10-13）！ 

 
それは、バビロンが低下した後にのみ（ゼカリヤ2：6-7）であり、イエスが真のキリスト教の

団結が発生することを返します（ゼカリヤ2：10-11）（注：カトリックの聖書は、その章のわ

ずかに異なる詩の番号を参照し、ゼカリヤ午前2時10 -16、基本的に同じことを言います）。 
バビロニアエキュメニカル運動にだまされてはいけません。 聖書は、最終的な終わりの時に地
球上にそのほぼすべてを警告だまさ（2テサロニケ2：9-12）されます（黙示録13：8）とそれの

ために落ちます。 あなたはより多くのように、このために落下しないように、「真実の愛」を
持つことは異教徒/エキュメニカル運動は平和への鍵であると信じて来ています。 

 
聖書は（イザヤ9：6）イエスは「平和の君」であると言うと、それは平和ではない偽異教徒/エ

キュメニカル運動をもたらすために、イエス・キリストのリターンと神の千年王国の設立がか

かります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



聖書を学びますコース 
 

レッスン9：なぜ科学は神「発見」されていま

せん 

 
ボブ・ティール、編集長 

 

神の継続教会によって2016年に公開されました 
 

はじめに：このコースは非常に神の古いラジオ教会における後期C.ポール・メレディスの指示

の下で始まった1954年に開発された個人の通信講座に基づいています。 （オリジナルの書き込

みの多くが保持されているが）種々の部分は、21世紀のために更新されました。 また、オリジナル

の過程でより多くの聖書の参照だけでなく、情報や質問がない持っています。 特に断りのない

限り、聖書の参照は許可を得て使用、著作権トーマス・ネルソン出版、にあります。 口語は、

時には、認定バージョンも頻繁に使用されていると呼ばれます。 他の翻訳がそうであるように

加えて、このような新しいエルサレム聖書（NJB）などのカトリックの承認の翻訳は時々使用さ

れています。 

 

神はご自身を明らかに！ 
 

私たちは疑いと不信の懐疑-歳の年齢で！ 私たちは、西洋では、より多くの科学者が無

神論者や不可知論者のいずれかである時代に生きています。 であることを自分自身を

検討するために使用される多くの国で「クリスチャンは、「キリスト教の聖書の教えに

反して、より多くの法律があり、年齢。 
 



なぜ無神論者がありますか？ 
 

ここでは、テイラー大学で教鞭教授ジェームズ・シュピーゲルに関連するものにいくつかの見

解は以下のとおりです。 
 

シュピーゲルは、多くの無神論者のために、それは彼らの無神論につながった "クール

、合理的探求」ではないと主張しています。 むしろ、多くの場合、それは無神論を作り

出す複雑な道徳的および心理的要因です。 例えば、シュピーゲルは、いくつかの著名な

無神論者は、自分の父親と壊れた、欠陥のある関係を持っていたことを示唆して検索す

るには指しています。 その他は永久不服従と有神論を採用する際に必要な反乱耐ライフ

スタイルの変化に住んでいます。 そして、まだ他の人は、彼らはただ神があるように望

んでいないことを告白します。 シュピーゲルは、不道徳、その有神論が本当であること

を認識するために自分の能力を妨げる認知それは、結果を持っていると主張しています

。 （グレイブスS. なぜ無神論者は？まだ今日キリスト教がある。2011年3月28日）。 
 

無神論者であることは、合理的な思考の結果ではないが、多くの場合、負の経験および/または

他の観察に不適切な反応によって形作ら真実を、誤解の結果。 
 

懐疑論者は、どちらかの神が存在すると信じて（無神論者）や神が存在することを確認してい

ないですが、可能性（不可知論者）に開放されていません。 

懐疑論者は、聖書はどのような方法で聖なるや超自然的であるという考えを却下します。 
現代の教育は唯物論に重点を置いています。 教室で「神」の単なる言及は笑いと嘲笑

を引き起こします。 不道徳は、多くの場合、カリキュラムの一部です！ 
 

また、サンルイスオビスポ郡の新聞にあった次の見出しを考えてみましょう。 
 

「進化への他の側面がありません」 

 
地元の高校で教師が進化の欠陥の一部を露出させるための懲戒処分されたため、これが起こり

ました。 しかし、多くの傷や進化に別の説明を聞きたくありませんでした。 

 
学校は、少なくとも米国では、真実を教え、独立した思考を促すことになっていました。 しか
し、より多くの、真実は、様々な偽のアジェンダ（同性愛の議題がすぐに思い浮かぶもの別で

ある）のために窒息されています。 それと矛盾する科学的説明を止めながら、進化の教えを強
制すると来ることを預言された「単語の飢饉」のタイプ（：11-12アモス8）へのプレリュード

です。 

 
また、次の点に注意してください。 
 



科学教育のための国民の中心は、として教義を定義し、「科学的テストと反論を受けな

い信念のシステム。「組織はまたは人々が」で進化を攻撃を控えなければならない"進

化は重力限り事実である」と主張した場合それは批判や反論の上で絶対確実な教義であ

るかのように公立学校は、「彼らは生物進化の理論を扱っています。 それはないが、
そのように扱われるべきではありません。 （進化と創造論を並べて教えることができ
た。新しいタイムズ、2015年5月）は、 

 
進化論は証明されていないだけではないの教義、ですが、科学的にている部分がありま

す。 しかし、「懐疑論者」は、それを受け入れる傾向にあります。 
 

ベン・スタイン映画、 追放 見ている人 ：不可は 、学術コミュニティが頻繁に実際に進化に対
して、科学的な証拠を持っている人のキャリアを傷つけることを実現します。 
学界での多くは公然と神が神話であると述べています。 神は無知、迷信過去の発明で

すか？ この質問はまだ多くの心を見物します。 真実を理解してみましょう！ 
 

神の死？ 
 

であることを主張し数十年前、様々な神学者や閣僚、「クリスチャンは、「神があると

いう考えを公布した-または彼は単に決してなかったことを！ 
 

それは、「キリスト教の無神論は、「それは詐欺のために露出された時刻です。 
 

なぜ様々なものは、神が死んでいると信じたいのですか？ 
 

答えは簡単です。 多くが自分たちの生活の上に神の権威を認めたくはありません。 彼

らは人類に神の権威啓示として聖書を受け入れることを拒否します！ 
 

がもう存在しない便利な神学では、明らかに彼に従うする必要はないだろう。 誰もが

彼/彼女の自身の目に正しいことを行うことができます。 誰もが彼/彼女の自身の道徳的

な原則を設定確立することができ、彼/彼女の自身のことで生きるために「ルールの設

定」まで。 それぞれの人は、このように彼自身/彼女自身がた権限になります！ 神は完

全に絵から取り残されています！ 
 

現代では、様々な神学者は、神を信じて結構ですが、彼 らは何を聖書が言うことは悪

であることを、多くを伝えることにしました（イザヤ5時20分）良いです-と不道徳に従

事したいかゆみ耳を持つもの決定しました行動はこれらの偽りの教え（：3-4 2テモテ4

）へラッチ。 
 

世界のほとんどは、神の実在と真の教えの無知です！ すべての作成 は素晴らしい最高

の存在に証人として立ちます！ つまり創造主は全能の神です！ 
 



そして、神は人類のための聖書の彼の命令ブックの書き込みに影響を与えていること

。 人々は神の存在と教え今日の無知に残る必要はありません！ 
 

神はご自身を明らかにしなければならない理由 
 

神は（ヨハネ4時24分）です。 しかし、人間が限定された私たちの物理的感覚とによっ

て精神を検出しない機器は、することができます。 したがって、神は特別に死すべき

人類にご自身を明らかにしなければなりません。 
 

人間は自分の周りだけ物理的な世界を知っているので、多くの人が不用意に精神の生き

物が存在しないことを前提としています。 どのような愚かさ！ 
 

神は本当に存在する-としてん我々はすぐに見に行くされています！ 実際に、精神の人

間は、もはや存在していたよりはるかに優れ心を持っている、と桁違い男性よりも強力

でありました！ 
 

確かに彼らの現在の形で人間は何もないようです。 神はそのように言います！ 「何と

してであり、それらは彼にカウントされ未満と価値のない彼の前に全ての国」（イザヤ

40:17）。 神が人類のために素晴らしい計画を持っていなかったので、もし、彼らが残

っているだろう！ 
 

神は懐疑挑戦します！ 
 

全能の神は彼の存在を疑う人たちに言うことに耳を傾けます： 
 

は（詩篇14：1） 'は神は存在しない」、心の中で述べています。 

神は無理ですか？ 彼はあなたが受け入れ、と不合理であることを信じることを期待し

ていますか？ 
 

絶対違う！ 神は（イザヤ1:18）「さあ、一緒に私たちに理由を聞かせて」と言います

。 彼は、私たちは基本的な証明を持って望んでいます。 彼は、「すべてのものを証明

する」ために私たちを（1テサロニケ5：21）。 彼は、私たちは本当に、他の方法では

満足されることはありません知っています。 
 

神は彼の存在を証明するために私達に指示するという事実は、彼が音や偏見のない心を

満たすために十分な規定を作ったことを示しています。 
 

はい、神はあなたがが存在ことができる手段を利用できるようにしました！ この事実

は、私たちの心内の他のすべての知識の上にを立つ必要があります。 
 



時間は神を知っています！ 
 

私たちは、年齢、神は人類が自身のマスターとその世俗的な運命の成形機であることが

許可されていた6000年の期間の仮想です。 
 

私たちは、大艱難の非常にで今です！ このような前にあったことがないような時間に

なることです、また再び（マタイ24:21）とします。 現在、我々はそれに先行悲しみ（

：4-8マタイ24）にあるように見えます。 
 

悲しみの始まりのマークのアカウントに注意してください。 
 

5イエスは、彼らに答える、と言うようになった： "誰もあなたを欺いていないことを留

意してください多くの場合6は「私は彼が、午前」と多くの人を惑わすであろう、と言

って、わたしの名によって来る7しかし、あなたは戦争を聞くときとこのようなことが

起こるしなければならないために、結局はまだありません8国家のために国家に対して

上昇し、王国に対する王国そして様々な場所で地震があるであろう、と飢饉があるだろ

うと、戦争の噂が、困ることはありません。トラブルこれらは悲しみ（マルコ13：5-8

）の始まりです。 

 
過去数年、さまざまな場所で地震、天候の問題、およびトラブルがありました。 だから、おそ

らく悲しみを始めている（そしておそらくイエスは彼であると主張特定のグループのエキュメ

ニカル制度に関連する2009年9月19日に開始している場合があります）。 マークのアカウント

では偉大な "試練"は（基本的にマシューのアカウントリストと同じイベント後）19節までは起

動しません。 景気後退やテロリストのイベントがあると考えることができる "トラブル"。 
 

事実は、今後大艱難が物理的および精神的なイスラエルのために恐怖を含むことです。 、影響

します。それは主の"日、憤りと怒りの時間が続いている天の兆し（マタイ24:29）、（9イザヤ

13）であることがあります開始 約年後 2.4（？） 全世界（マタイ24：30-31、ゼカリヤ14：1-4

）。 
 

それは私たちが私たちに立ち向かう現実に目を覚ます時間です！ 全能の神はすぐに人

間が実際に見ると感じるだろう偉大な物理的しるしと不思議によって世界情勢に介入し

ようとしているために！ 
 

神はすでに、私たち自身のために作成した「小さな世界」を根絶するために始めていま

す！ 地球上の混乱は、すでに発生することが始めています！ そして、預言「日中の、

と月で、と星中の兆し」（ルカ21：25）は、比較的見られます！ 
 



神は個人的に介入し始めています！ ここで憤りに満ちがされる前にを知るためにあな

たのチャンスです！ 
 

はい、神はアウトにここからあなたの生活の中で非常に明確かつ積極的に参加しようと

しています！ 男性はと行動で神の恐るべき力を感じるときや、彼らは最終的に神が存

在することを確信されます！ 
 

どのような神について？ 
 

ただ、、または、神は何ですか？ いつ、どのように彼は発信しましたか？ または彼は

永遠に存在していましたか？ 彼はどこにいますか？ 彼はどんな見た目ですか？ 以下の

ような彼の周囲は何ですか？ 神は私たちがそうであるように思いますか？ 彼は偉大な

何の力と素晴らしい属性を持っていますか？ 
 

聖霊は何ですか？ 聖霊に対する神の関係は何ですか？ そして、「父」とキリストの関

係は何ですか？ 
 

神が天と地を作成し、すべての私たちは、その中に見ましたか？ 彼は宇宙の機能によ

って法律を策定しましたか？ 神サステインと万物の支配者はありますか？ 

そして、聖書は神の霊感を受けた言葉は-ことができ、我々はそれに依存して本当にい

るのですか？ 
 

単語「神」が言及されている場合、これらの、および他の多くの質問が、気にしていま

す。 あなたはこの研究聖書コースの次のページのすべてのこれらの質問に対する答え

を見つけるでしょう。 
 

神は単にあなたを仰天されます本当および有形方法で自分自身を明らかにしようとして

いることを考えてみましょう！ 
 

そして、かつて彼が聖書の中で述べているすべてがであることを神はあなたに反論でき

ない証拠を与える、ご自身を明らかにしました！ 
 

このレッスンでは、他のすべてのように、あなたにとって非常に重要です。 あなたが

理解するために神に祈っていますか？ ない場合は、民間の場所に行くひざまずいて、

理解と知恵のために彼に尋ねます。 このレッスンは、聖書の中であなたに明らかにす

る知識を把握し、適用を助けるために神に依頼してください。 
 

質問に答える聖典を書き出すことを忘れないでください。 これは検討し、あなたが学

んだことを思い出すに大いに役立ちます。 
 

今すぐレッスン自体を開始します！ 
 



レッスン9 
 

-何？誰神はありますか？ 
 

ほぼすべての私たちのは、「神は「個人であると仮定することは子供の頃から飼育され

ています。 しかし、あなたの聖書は、「神は"王国である、または複数の神の人の家族

構成を明らかに！ ここでは事実は以下のとおりです。 
 

1. 「 神は 「 宇宙を作成し ました か？ 創世記1：1。 創世記1時26神は複数人であ

ることを明らかにしていますか？ 言葉に注目してください 、「 神は 私たちを みましょ

う 、と述べました ... " 
 

コメント：創世記1で"神"の元のヘブライ語：1と創造のアカウント全体では、実際には

複数の意味エロヒム、です！ これは、ヘブライ語として正しく翻訳することができる

「エル」、または「、 "の複数形である「マイティ。"複数形、あなたの聖書の中で使

用されるように、「マイティ」を意味-ちょうど1より人/されます。 

エロヒムは、二つ以上の個人で構成される単一のクラスを表し、「教会」、または「家

族」や「王国」として、名詞です。 エロヒムは、その後、「神」、または意味"神の家

族は。」 
 

それで「神」は単なる一人-は（：14-15エペソ3）れていません！ 神が作成され、宇宙

を支配-最高神の家族です！ 
 

は、神が1であれば、複数のビーイングが存在することはできないと主張するが、これ

は経典のひどい誤解を示しています。 イエスは彼と彼の父は異なっていた、まだ1が（

ヨハネ17時22）であったことを教えました。 イエスはまた、結婚では、2つの人間（男

と女）が1（：4-6マタイ19）になっていることを教えました。 したがって、一方で神

格は、複数のビーイングで構成されています（ローマ人への手紙1時20分;コロサイ2：9

）、1神格があります。 
 

人類にもたらした福音のイエスは、単に-とその王国の王国の良いたよりは神です。 そ

して、それが聞こえるかもしれ信じられないほど、イエスは人間が神の判決神の家に生

まれできることを教えて！ 後でこれについてしかし、もっと。 

今度は、現在「エロヒム」-神の王国を構成する特定の個人である理解してみましょう

。 
 

2. 「 神は 「 宇宙を作成した ときに、神との 「 言葉 」 でした か？ ヨハネ1：1

。 は 「 神 」 もあり ますか ？ 同じ詩。 はすべてのものを作成するための実際の作業を

しましたか？ 詩3.そして言は後に肉と血のになったのですか？ 詩14。 
 



3. この地球と人類を含む - 聖書ははっきりとイエス・キリストはすべての物質宇宙

を創造し、私たちを教えてい ますか ？ エペソ人への手紙3：9とコロサイ人への手紙1時

16分。 そして、 ヨハネ1の " ことば " ん ：1は明らかにイエス・キリストを参照してく

ださい？ 神の王国の他のメンバーは、後の 「 父 」 として知られるようになった神の人

でなければならないであろうか ？ 1コリント8：6。 
 

コメント：ヨハネ1：1と創世記1：1は、神が存在し、宇宙の元の作成2始まり-ことを明

らかにしました。 どちらも神の王国、企画のこれら二つの最高裁の存在たちは、すべ

てのものを作成したことを明らかにしました。 
 

ジョン1の「ことば」としての英語に翻訳されているギリシャ語：1は、です。 それは

文字通りのスポークスマン、または話すものを意味します。 それですべてがキリスト

になったスポークスマン、または、によって作られました！ 
 

それによると、神の家族（スポーク）のロゴをした、「私たちのイメージで人を作ろう

、「このように神の家族の非常にエグゼクティブとして彼の素晴らしいオフィスを実行

！ 
 

4. 神の王国が大きい 人 に注意してください 。 イエスは彼と彼の父は 「1」 である

と言うでした か？ ジョン10：30と午後05時11分。 しかし、彼はまた、父は彼よりも権

威の方が大きいことを認めたのですか？ ジョン14時28分。 予告も1コリント11：3。 
 

コメント：キリスト-「ワード」、またはロゴので、父は権威に大きいためと（ヨハネ1

：1）父のためにすべてのものをメイド、父が常に王国にコマンドにされていることは

明らかです神であっても資料作成の開始前に！ 
 

「父と息子」の関係 
 

父とキリストは、王国、または神のファミリーを構成することが示されています。 今

、私たちは「父」と「子」の関係は、これら2つの最高の存在たちの間で開発された方

法を理解する必要があります。 
 

1. ロゴス（キリスト）は、後に肉と血の人間になりましたか？ ヘブル人への手紙2

：9; ジョン1時14分。 どうして？ ヘブル人への手紙2：9。 
 

コメント：全人類が（ローマ3:23）罪を犯しました。 そして、 "罪の賃金は{ }死です」

！ （ローマ人への手紙6時23分。） 
 

彼は全人類の罪のために死刑を支払うために死ぬことができるので、ロゴスは死すべき

人間になりました！ 彼は神の化身-神は肉を作りましただったので、キリストの人間の

生活のために一緒に入れ、すべての人間の命よりも貴重でした！ （ヨハネ1：14。） 
 



2. どのようにロゴが死すべき人間になったのですか？ マタイ1：18-23。 イエスは

そのため彼の母マリヤから彼の人間性を継承していましたか？ 
 

3. 父の彼生まれは、聖霊によってましたか？ 詩20.イエス（ロゴス）が生まれた 神

、 " 父 " の " 息子 " になったの ですか ？ そして、父は この奇跡的な のために 「父 」 と

呼ばれていましたか ？ マタイ18：19、35。 
 

コメント：イエスは彼の人間の母親メアリー内のひとりでした。 しかし、すべての他

の男性とは違って、彼は神の御霊の機関や電力によって神の奇跡的に生まれました

。 彼はこのように神の「息子」となりました。 彼は"父"彼の神と呼ばれるように正式

に家族関係である「父」と「」の関係が始まりました！ 
 

4. 死から復活した後、キリストは神としての彼のかつての偉大な力と栄光に復元さ

れたのですか？ ヨハネ17：5; ヨハネの黙示録3時21。 神の家族が神の他の多くの息子を

追加するプロセスであるに - 父と息子の存在で構成さ - そして神の王国ははっきりと神

の支配ファミリーのだろう か？ ローマ人への手紙8時29分を考慮してください。 、「兄

弟の中で長子を 。」という 言葉に注目してください 
 

コメント：イエスが天の父によって彼の母親メアリーに生まれたとき、神の王国の"父" 

-と- "息子"の関係が明らかに始まりました。 
 

キリスト-旧約聖書の「主なる神」 
 

1. 後に父として知られるようになった一つは、旧約聖書の時代にこの世界の情勢で

彼自身の直接の一部を制限しましたか？ ジョン1時18分と午前5時37分。 
 

2. しかし、新約聖書は、キリスト、 その後、活躍を取っていた 「 ワード 」 の何

を言ってい ますか ？ 1コリント10：4。 「 ロック」は、 彼のタイトルの一つです か

？ 同じ詩。 
 

3. 旧約聖書の時代に 「 主 」 と呼ばれるこのロック ましたか？ 2サミュエル22：2-

3。 
 

関わらず、「主よ」と神を参照してください欽定、認可バージョンと聖書のニューキン

グスジェームズバージョンでは、単語「主は「頻繁に使用され、通常は小さい大文字で

表示されます（新約聖書自体は頻繁ん：コメントは、いくつかが作ったいくつかの虚偽

の主張）。 この単語が大文字で表示されている箇所は、ヘブライ語から翻訳される「 

。」 
 

書かれたヘブライ語では、母音を省略しています。 彼らは唯一の言語を話すに供給さ

れています。 したがって、「」の正確な発音は確かに知られていません。 今日では、

一般的にまたはヤハウェ（神はそれを維持することを選択しなかったとして、真の発音

は確かに知られていない）とします。 



は、より正確に翻訳されたときではなく、「主よ。」「」またはを、意味する。このヘ

ブライ語旧約聖書の神、主が私達の日のキリストであることが明らかになりました！ 
 

4. ダビデは彼の " 神 " として、これと同じロックまたは主の話をしました か？ 詩

篇18：1-2。 
 

コメント：単語「神」は実際には二つの意味があります。神の王国、または神の家族を

。 その王国、または家族を構成する人物/生き物。 キリストと父は、2つの別々の-ブタ

神-1「エロヒム」です！ 
 

しかし、主-は、我々は今、案内旧約聖書イスラエルで、父として知られる一つの有効

なパートナーでした。 彼は"神" -神のスポークスマン、または旧約聖書の神性イン回の

「ことば」でした。 そして、それはエデンの園でアダムとエバに話しかけたでした！ 
 

そして、そのように話し、男性の見られた"主は「いつもイエス・キリストでした。 誰

も直接父（; 5：37ヨハネ1:18）見ていないために。 
 

5. 誰キリストは彼がいたイスラエルを教えたのですか？ イザヤ48:17。 「あなたの

神、主」という用語は、ここで使用されていますか？ ない父 - - スポーク これはでし

た 。 彼は彼が行っていたイスラエルに何を言った、と彼は将来的に彼らに何でしょう

か？ イザヤ43:15。 
 

6. 十戒を- キリスト - それはまた、ワード ましたか？ 出エジプト記20：1-2。 また

、17を介して3節をお読みください。 
 

コメント：出エジプト記20における主のためのヘブライ語はです。 だから、ここで再

び、それはロゴス-後で-誰が十戒を与える実際の作業をしていたとなった、父のために

彼にこの仕事をひっくり返していました！ 

 
7. ミレニアムで - - 彼は積極的に彼らが散乱していた国のうち、イスラエルを集め

るであろう 将来のことを この同じ 「 主なる神 」 予言は しました か？ エゼキエル11時

17。 彼は、キリストの息子のように、すべてのものを征服したときに、彼は何をします

か？ 1コリント15時28分。 
 

コメント：キリストになった神の家族の神の人-と父となったの代わりに動作する（ほ

とんどの旧約聖書の経典で）旧約聖書の時代に「主なる神」でした。 イエスは、父の

対象のままにしておきます！ 
 

神はどこにありますか？ 
 

1. 誰にキリストは私たちの祈りに対処するために、私たちに教えたのですか？ マ

タイ6：9。 私たちが取り組む一つはどこにあるのでしょうか？ 同じ詩。 キリストは父

が天国であるという直接的な声明を作りましたの？ マタイ7時21分。 



 

2. 複数の天国はありますか？ 創世記2：1。 ポールは、幻の中で、神の御座の「第

三の天」に連れて行かれましたか？ 2コリント12：1-2、キリストは復活後に父の御座の

天に4を行いましたの？ ヨハネの黙示録3時21。 彼はまだありますか？ 同じ詩。 そして

、父はまだありますか？ 同じ詩。 
 

3. どのように我々は父が この地球に近い 「 天 」 のいずれかではありません知っ

ているのです か ？ ジョン3時13分。 言葉に注目してください " 誰を 。」 
 

コメント：聖書ははっきりある示し、最初は雲が形成されているこの地球を取り巻く大

気から構成され、「天が。」。 第二は、地球の大気を超えて宇宙の広大な流域で構成

されています。 
 

神の御座が現在ある第三の天は、次のとおりです。 
 

4主はその聖なる神殿にあります、  

主の王座は天にあります。  

彼の目は、見よ  

彼のまぶたは人の子らをテストします。 （詩篇11：4） 

9主は天に御座を確立しています、  

そして、すべての上の彼の王国のルール。 （詩篇103：19） 

9天に...私たちの父、  

神聖あなたの名前です。  

10あなたの王国が来ます。  

あなたが行われます  

地球上では、天にあるように。 （マタイ6：9-10） 
 

何時には「最初の天国」と呼ばれることは大気や雲があるエリアです。 
 

23しかし彼は、は、上記の雲を持っていました  

そして、天国の扉を開きました  

24は、食べるためにそれらの上にマナを下に雨が降ったていました  

そして、天のパンを彼らに与えられました。 （詩篇78：23-24） 

フィールドの柔らかい草で15。 
  

それは天の露で濡れとする、（ダニエル4時15分） 

11は...天の窓が開かれました。 12そして雨は地球上で40日と40夜でした。 （創世記7：

11-12） 
 

何が時々呼ばれる「宇宙空間」として知られている「第二天を。」 神の下に星がある天国で見

てアブラムに指示します。 
 

5そこで彼は外に彼を連れて来て言った、「天に向かって、今見て、そしてあなたがそ

れらに番号を付けることができれば星を数えます。」 （創世記15：5） 
 



また、注意してください： 
 

22 ...天の星（申命記10時22）。 
 

3 ...太陽や月や天のホストのいずれか（申命記17：3）。 

天の星とその星座（イザヤ13時10分）については10。 
 

図1は、その後、第五の天使が鳴った：そして、私は地球に天から落ちた星を見ました

。 （黙示録9：1） 
 

だから、我々は、彼らが何であるかだけでなく、聖書に記載された別の天があることがわかり

ます。 
 

今日の近代的なジェット機は、最初に天の地上高舞い上がります。 そして、有人宇宙

船は持っているが、かろうじて第二天を貫通しました。 しかし、父は（イエス以外の

）第三の天にある神の王位に「昇った」「誰」のために、はるかに第二天を超えて位置

しています！ 
 

ヘブル人への手紙4：14は「 私たちは天を通過した偉大な大祭司を持っていることを次

に見て ...」に注目してくださいキリストは神の御座-第三の天の天国に到達するために

目に見える第一および第二の天を通過しました。 
 

1. 神は 「 シオン 」 ならびに 「エルサレム 」 と に関連付けられてい ますか

？ ヘブル人への手紙12時二十二。 

 

コメント：それは精製された後、天のエルサレムと父なる神は最終的にこの地上に降り

てくるだろう。 黙示録21と22は、この素晴らしいイベントを説明します。 この素晴ら

しい出現の議論は、後のレッスンで取り上げられることです。 
 

2. 神は天にに住むでしょうか？ 詩篇11：4。 そして、時の彼は何を座ってい

ますか？ 同じ詩。 

 

コメント：あなたは神の計画は、であることを知っていますか？ 第三の天にエルサレ

ムの天市が存在します。 また、これは、「上記のエルサレム」（ガラテヤ人への手紙4

時26分）の寺院が配置されているシオン（ヘブル12：22）です。 
 

今、パレスチナ/イスラエルで、今日は、エルサレムの地上の都市が存在します。 そし

て、この世の「シオン」-本当の神殿は神の千年寺が（：1-2ミカ4）立つその上にエル

サレムの地上の都市のマウント、そこにあった、となることですしています。 
 

実際の聖書のシオンの山に関連したいくつかの論争があります。 このような詩篇48などの特定

のヘブライ語聖書、：オリジナル「教会神の「建物は西洋ではなく、北の丘の上にある間に1-2

で提案されているものとより一致思われる（、エルサレムの北に向かって、それを持っている

ように思われるかもしれ1クロニクル11：4-8）は、シオンの山と呼ばれます。 歴史的に可能な



天の参照を数えていない、すべての山と呼ばれる3つの地理的な場所があったかもしれませ

ん シオン、古い神殿の丘エリアを主張した場合には（使徒の参照教会が山シオンに見つかった

聖書考古学レビュー、月/ 1990年6月。：16-35,60）含まれています。 22-23：それはまた、神の

真の教会をまとめヘブル12でシオンの一部であると言うことのようです注意することが重要で

ある可能性があります。 このように、「シオン」に関する記述は、異なる意味を有することが

できます。 
 

この世の、時間的な都市とマウントがはっきりある物理天マウントの種類や街です

。 これらの物理的なタイプがありますが、非常に重要な天の物事の多くの地上の注意

のいくつかは、私たちは、意識します！ 

3. 精神の人間への復活で形質転換された - 私たちは、神から生まれていると

き、私たちは精神的なオブジェクトを見ることができますか ？ 1ヨハネ3：2; 参

照1テモテ6：14-16。 

4.  

どのような神枚を見ていますか？ 
 

ほとんどの人は、神が実際にどのように見えるかを知ることは不可能だと思います

。 しかし、神はそれを可能にしました。 そして、説明が聖書に含まれています！ 

父とキリストは今、これまで以上とあなたに個人になります！ ここでは詳細は、次の

とおりです。 
 

1. あらゆる人間は今まで父を見ましたの？ ジョン5時37分。 

 

2. 彼は人間イエスとしてこの地上に登場する前に父とキリストはでしたか

？ ジョン8時38分と午前6時46。 その後、キリストは父がどのように見えるかを

記述するための位置にあるであろうか？ 

 

3. キリストは私たちに父を明らかにしましたか？ ジョン1時18分。 キリスト

は父が似ていた誰が言いましたの？ ヨハネ14：9。 キリストは彼がこの声明を発

表した死すべき人でしたか？ 父はそのためのように表示されていますか？ 

 

コメント：キリストが明らかに父が死すべき人間の一般的な形式とを持っていることが

示されました！ 
 

4. 神はさらに、彼は人間の形を持っているという事実を確認し、作成時に何

て言いましたか？ 創世記1時26。 神を含む - - 神が作った - 死すべき人間を含む -

 はっきりと見えるすることによって理解することができる 。彼は物事がするこ

とを宣言しました か？ ローマ人への手紙1：20、口語。 

 



5. しかし、単に彼のフォームより、神の出現によりがあります。 何キリス

トは父が彼を十字架につけるために取られた直前に行うことをお願いしたのです

か？ ヨハネ17：5。 

 

コメント：キリストはすぐに再び父と一緒にするつもりでした。 彼は、彼は死を免れ

ビーイングになる前に彼は父としていた同じ見せかけの状態に彼を復元するために父を

求めていました。 彼は彼のかつての偉大な力と栄光は再び彼に復元されたを楽しみに

していました！ 
 

6. キリストのとは明らかに父の強力な、見せかけの霊体がどのように表示さ

れますか？ 黙示録1：13-16。 ここでは具体的に言及した 「 人の子が 「 キリス

ト（：マルコ9：12 13-14ダニエル7）である こと を 忘れない で ください 。 

 

コメント：と栄光を持っていることを意味する「栄光」であることを！ 父とキリスト

が持っている力は、それが彼らの人間に見えるの精神体が強度の日のようにピカピカに

なりますように素晴らしいです！ 
 

神は永遠に存在していましたか？ 
 

聖書では神はすべてそこにある、この広大な材料の宇宙は、天使のような生き物、光、

生命（黙示録4時11分）のとしてご自身を明らかにしています。神はすべてのこれらを

作成したので、彼らがした前に今、その後、彼は確かに存在していました。 彼の時間

は、それらのすべて前にさかのぼります。 
 

「しかし、神を作成した？」誰かが聞いて確実です。 この質問は自然に私たちの心を

入力しません。 のは、聖書からの単純な答えを学びましょう。 
 

1. 後でキリストになった - - 父の高僧のオフィスで提供しています レッスン7

には、「 ワード 」、 またはが あることが示されました 。 キリストは 旧約聖書

の国が 「 主なる神 」 として知られていたものでした 。 彼が最初に生まれたと

き、 彼はこれまで " 初め"を 持っていた - 彼は、母親や父親を持っていました か

？ ヘブル7：3; ジョン8時58分。 

 

2. どのくらいの神が存在していましたか？ イザヤ57:15; 詩篇90：2。 彼は永

遠に存在し続けますか？ 同じ詩とイザヤ9：7。 

 
 

3. 神は復活でキリストにあって死んだに永遠の命を与えることを約束してい

ますか？ ジョン5時25分。 父と息子は、自分自身の人生を持っていますか？ 詩

26。 

 



コメント：神はです。 神は常にされています！ あなたは常に存在してきたビーイング

のためのクリエーターが必要ですか？ もちろん違います！ 
 

イザヤ57:15で、それは神が「永遠生息。」と述べている今、永遠に完全に把握するために、人

間（伝道の書3：11）のために困難な概念です。 私たちのほとんどは何の問題私たちは永遠に

生きることができると想像を持っていないように見えるが、物理的な始まりを持っていない何

かのアイデアは、私たちの生活の経験に完全に外国人です。 
 

神はこのことを理解しないことに注意してください： 
 

11彼はその時に美しいすべてのものを作っています。 また彼は、誰も神が最初から最後

までない仕事（伝道の書3:11）見つけることができないことを除いて、彼らの心の中に

永遠を入れています。 
 

26見よ、神は偉大であり、我々は彼を知りません。 また彼の年の数は（ヨブ36:26）を

発見することができます。 
 

5彼は、私たちが理解することはできません偉大なことを行います。 （ヨブ37：5） 

8そして、神に私は私の偉大なことを行い原因-8、および番号（ヨブ5：8-9）なし検索不

能、マーベラス物事をコミットすることになります。 
 

だから我々は、神が人間の心に永遠を入れて、神は無限であるが、私たちは完全に神が最初か

ら最後までいても仕事を理解できないことがわかります。 それは、この時点で把握する当社の

能力を超えています。 しかし、聖書は明らかに： 
 

永遠から神に知られている18は、すべて彼の作品（使徒夜03時18分）です。 

したがって、神は永遠からすべての彼の作品を知っていることが、完全には理解できない、単

に人間いくつかのものが存在することは明らかです。 
 

また、宇宙全体を把握する当社の能力（エレミヤ31:32）を超えていることができるように思わ

れます。 神のように、宇宙の大きさは、何の始まりを持っていないし、終わりがありません

。 一つは空きが終わりであると結論した場合や、どこに空きスペースが終了していますか？ 

もちろん、それはしていません。 
 

このように、誰もが宇宙の一端または他に行くことができないと同じように、誰もが最初また

は神性の終わりに到達することはできません。 だから、無限の宇宙のアイデアは私たちの心と

心の内とすることができるにもかかわらず、それは神の永遠のように、それは人間が完全に理

解するのは困難であり、概念です。 
 

を理解することの難しさは、私たち人間の心の中にあります。 我々は有限なもの-ドル

とセント、年間、マイル、エーカー、ガロン、ポンドを扱っています。 我々は常に一

定の量に到着し、単位の数と推定値を測定します。 
 



しかし永遠は開始せずにです。 それはです！ 永遠に年の一定数に制限することはでき

ません。 数字は永遠に行くことができたとしても、そのように過去と未来の両方に神

の命を行います。 
 

常に存在していないそれらのものは、作成者を必要とします。 しかし、常に存在して

いた事には、作成者を必要としません。 
 

今、（私たちはこの点を議論するつもりはない）の存在があるので、次に何かが常に存在して

きました。 いずれかの神は常に存在していたか、問題は常に存在してきました。何の神が存在
しなかった場合、問題は常に存在してきました。 

 
問題は、（この著者は科学の1で博士号を取得しています）科学的に知られている限りのは陽子

、中性子、電子で構成されている原子で構成されている（誰も本当に陽子、中性子、または電

子が何であるかを知りませんエネルギーのいくつかの種類がありそう表示され、またクォーク

と関与していると思われる他の項目）があるもののオブ構成される。 

 
信じられないほどのスピードで電子「軌道」の原子の核（核は通常、陽子と中性子から構成）

。 彼らはいつも周回しています。 同じくらい私たち人間はエネルギーについて知っているよ
うに、外部電源なしで、すべてが最終的にエネルギーを使い果たすということです。 したがっ
て、問題が常に存在していることは論理的ではありません。 何かが何か他のものに影響されず
に移動を開始するためにも、できるだけ多くの人間が運動について知っているとして、それは

不可能です。 このようにして何かが動いていることを、それらを開始しない限り、電子は運動
にあるであろうことは論理的ではありません。 

 
（非神'ビッグバン'が宇宙を作り出した場合、理論的には50から50になります）、それが反物質

よりも実質的に問題があるように思われることが表示されているという事実も、宇宙を設計し

た（一部はその多分そこに言うことを示唆しています反物質の膨大な量）です。 問題/反物質

が50-50でない場合、それは物理学のパリティ/バランスの法律に違反しています。 だから、こ
れは物理学者は神の創造主を考慮すべきもう一つの理由です。 

 
放射能の事実にも問題が常に存在していないことを示唆しています。 放射性物質は、彼らは永
遠に崩壊されていた場合、残されていない放射性物質が存在することになるため、一定の崩壊

の状態にあります。 そして科学は放射性物質がまだ存在していることを証明しています。 
それは面白いアイデアですが、1のため、などの証拠は絶対に存在しないこと。この点を回避す

るために、一部の科学者は、物質の原子構造が振動宇宙論として知られている仮説を通じてあ

らゆる億/兆数年に再構成されることを示唆していますだけでなく、物理学の既知の法則だけで

なく、宇宙の既知のパターンに違反1。 その主要な教義上の1つは、エネルギーが私たちの膨張

宇宙（それゆえ、彼らは動きが外部ソースなしで続けることができないことを、以前のポイン

トを受け入れる）から排出されるように、宇宙の重力が最終的に後で再構成（爆発）のために

一緒にすべての問題をもたらすことがあります。 この概念はばかげている：それは爆発中のす
べての物質が移動を停止した後にすべての材料の魅力が戻って一緒にそれをもたらすこととい

うようなものです。 

 



（博士ティール）は子として爆竹を使用するために使用され、これが起こらないことを伝える

ことができます。 私は、重力と摩擦の影響について理解しますが、宇宙空間には摩擦が存在し
ない、このように拡張を遅くするためには何もありません。 

 
また、ハッブル望遠鏡は、宇宙の膨張率が増加し、よりもむしろ減少し、このように完全に振

動宇宙理論を反証していることを証明しています。 多くの科学者が正しく宇宙が拡大すると結
論付けています。 そして、聖書が教えていると一致している（イザヤ9：7）。 私は常に振動
宇宙理論物理学の既知の法に違反し、宇宙は何の始まりを持っていたし、何の神が存在しなか

ったことをことを自分自身を説得しようとするいくつかの科学者による試みであったと感じま

した。 

 
神は永遠！ 
 

神は霊です 
 

1. 神はすでに、彼は体（：13-16黙示録1）を有していることを私たちに示し

ています。 しかし、神は、彼はで構成されている何を言うのでしょうか？ ジョ

ン4時24。 

 

コメント：今、私たちは神と人の間に大きな違いの一つを参照してください。 神は目

に見えない霊で構成されています。 男はあるが、致命肉と血-構成される地球の（1コ

リント15：47,53）。 
 

のは、神と人間の間に別の大きな違いに気付くことができます。 
 

2. 神の特性属性は何ですか？ 詩篇99：9と1ヨハネ4：8,16。 

 

コメント： "聖なる"という言葉は、罪からまたは自由を意味します。 神は純粋な愛を

持っています。 神はから構成され、この愛の神聖な態度を持っています。 
 

神として神聖ようである人はいますか？ 1サムエル2：2。 
 

コメント：父とキリストので神格-神の両方の家族が個別に聖霊を持って構成します

。 聖霊は調和のとれた電源（エペソ人への手紙4：4）であり、父と子の両方で共有さ

れているが、と呼ばれ、誰が悔い改めてバプテスマを受けるされているものが利用可能

です。 
 

神はクリエイターと支持者です 
 

1. また、神の御霊が偉大な力のスピリットですか？ 創世記1：1-3とエレミ

ヤ32:17。 



 

コメント：それは創世記の第一章に示すように、神は、最初に作成し、後で私たちの地

球をRE-作らことを神の御霊によってでした。 
 

聖霊は神の非常にです！ それは神の家族の統一された創造的な意志を表現しています

。 これは、（ヘブル11：3）私たちは私たちの周りを参照してください材料の世界に神

からの霊エネルギーを転換しました。 
 

神の聖霊は、ツールやマシンと比較することができます。 このツールは、物事を行う

際に男を提供しています。 聖霊は、神のために、この同じ目的を果たします。 なぜな

ら消費や摩擦の下に実行することはありません-しかし、精神は無限の作業が可能です

。 そして、神の神の霊は宇宙を満たします。 （詩篇139：7;エレミヤ午後11時24分）

。 どのように明確なそれはグレコローマン「三位一体」という考えによって教示され

るように聖霊は神格の第三者ではないということです！グレコローマン教会が正式にコ

ンスタンティノープルの評議会で381にで採用されていることを考え。 
 

聖霊神がありますか？ 
 

その質問への答えは基本的にそれが意図されているかに依存します。 
 

男の人の中の精神はありますか？ 
 

それは人間の一部であるため、基本的に、それが人間の精神です。 
 

同じことは、聖霊の本質的真実です。 
 

それは神から進行するので、それは神の霊です。 しかし、単にヒトにおける精神のように独立

した人ではないではありません、どちらも神の霊は、別々の人です。 
 

これは、次の詩（最も頻繁にたぶんに三位一体によって引用ものである聖霊は神、彼らの三位

一体のこうして三人であることを証明する）理由であるだけでは対照的に、聖霊に対する罪は

、神に対する罪であることを示しています聖霊、それ自体は、別々の神されていることを教え

ました： 
 

図1は、しかし、彼の妻サッピラと、アナニアという名前のある人は、所有権を売却し

ました。 2そして彼は、収益の一部をバックに保つ妻もそれを意識すること、および特

定の部分を持ってきて、使徒たちの足もとに置きました。 なぜサタンは、聖霊にうそを

つくと、自分自身のための土地の価格の一部をバック維持するためにあなたの心を埋め

た？4それが残っている間3は、ペテロが言った、「アナニアは、それはあなた自身では

なかったか、そしてそれが販売された後それはあなたがあなたの心にこの事を着想した

のはなぜ独自のコントロール？に？あなたは、男性ではなく、神に嘘をついていないさ

れませんでした。」 
 

5そこでアナニヤは、これらの言葉を聞いて、倒れて息を引き取っ。 だから偉大な恐怖

は、これらのことを聞いたすべての人に出くわしました。 （使徒5：1-5）。 



 

上記の約2主要なポイントがあります。 最初はアナニヤは、男性と聖霊にうそをつくなかった

ことです。 第二は、聖書（モーセ、アロン、ジョシュア、ミカ、など）でピーターと他の人が

最終的には神に対する罪であることにすべての罪を同一視することです。 
 

おそらくそれはダビデがヘテ人ウリヤに罪を犯した後、彼は彼は本当に神（2サミュエル12時13

分）に罪を犯したと主張ことに注意することが重要である可能性があります。 また、次の点に

注意してください。 
 

3のために私は私のそむきの罪を認め、そして、私の罪は私の前に常にあります。 あな

たに対して4は、あなただけの、私は罪を犯しました、そして、あなたの視力（詩篇51

：3-4）で、この悪を行います。 
 

同様に、すべての罪は神に対してです。 
 

使徒5における聖霊の父、主の霊、または唯一の聖霊と呼ばれる別の人の霊がありますか？ さ

て、使徒5で上の継続的な我々は答えを見つけます： 
 

7今では彼の妻が来たときに、約3時間後だった何が起こったかわかりません。 8ペテロ

は、「あなたがそんなにのために土地を売却するかどうか教えてください？ "、彼女に

答え 
 

彼女は「そんなにために、はい。」と述べました 
 

9は、その後ピーターは、彼女に言った、「それはあなたが主の霊をテストするために

一緒に合意したということですか？見て、あなたの夫を葬った人たちの足はドアであり

、彼らはあなたをさせて頂きます。」 10は、その後すぐに、彼女は彼の足元にひれ伏し

、彼女の息を引き取っ。 そして、若い男性が入ってきて、彼女の死者を発見し、彼女を

行う、彼女の夫によって彼女を葬りました。 （使徒5：7-10） 
 

ピーターはそれを明確にアナニヤと妻のサッピラの両方がテストされていることになることに

注意してください "主の霊を。」 これは、いくつかの別個のものではありません 

。 

そのため、多くの三位一体学者の主張に反し、5は聖霊は別々の神または任意の三位一体の人物

であることは決定的な証拠はない行為。 
 

どのような行為約13：2？ それは述べて： 
 

2彼らが主のために奉仕し、絶食したように、聖霊は「今、私はそれらを呼ばれたのは

仕事のために私バルナバとサウロに分離している。」と言いました （使徒13：2） 
 

いくつかは、上記のは、可聴音声を意味する必要がありますと結論付けているが、これは必ず

しもそうではありません。 聖書は過去に聖霊が預言者を通して話したことは明らかである（1

キングス14時18;ヘブル1：1; 2ペテロ1時20分）。 また、（εîπε）」と」と訳語は、直接個人的

なスピーチ以外の概念を含めることができます。 
 



初期のキリスト教徒は、アクションの彼の神の力のように、神が使用ものとして聖霊を検討し

ました。 これは、聖書で使用される聖霊のシンボルに反映されています。 旧約聖書での精神
のための主要なヘブライ語は基本的に意味、ある「風を。」の精神のための主要なギリシャ語

新約聖書にされています 「風」や意味 霊 、風や息と同様に、聖霊はそれ自体が表示されてい
ない、まだそれは強力です」息を。」（創世記2：7;ルカ4:14;使徒1：8）。 また、私たちが呼
吸する空気は、物理的な生活を維持同じように、霊は精神的な生活（ヨハネ6:63）を維持しま

す。 

 
2 番目の世紀には、サルデスのメリートは、1例を引用する、彼が書いたように、聖霊は、単に神の

力であったことを書きました： 

 
主-彼の聖霊の舌。 詩篇では： "私の舌はペンです。」... 

 
主-聖霊の指が、その操作により、出エジプト記の法律のテーブルが書かれていると言

われている（メリート。私たちの主の情熱に演説、IXから） 

 
神は十戒自身（出エジプト記31:18）を書いていたので、これはメリートが唯一の神の力ではな

く、独立した人間になることを聖霊を考えていることを示しています。 

 
私たちが聖霊の話をすると、多くは精神的な資質や事業体はほとんどの人に非常に非現

実的なように見えるので、それが何であるかを理解することはできません。 そして、

不思議。 霊的な 事柄には、目に見えない、物理的な感覚によって識別されていません

。 彼らは、聖書に書面で明らかにされなければなりません！ 
 

唯一の聖書は聖霊の性質をクリアすることができます。 人類は問題です。 神は目に見

えない精神です。 そして、神の御霊が、死すべき人間とは異なり、です（1コリント15

時53分;ヘブル9時14分）。 
 

2. どのように神は彼の様々な作品を形作るために、電力の御霊を利用したの

ですか？ 詩篇148：5。 言葉に注目してください」命じました。」 1-4節をも読み

ます。 詩篇33：8-9と創世記1：2-3。 

 

コメント：キリスト-ロゴ、または「ワード」（ヨハネ1：1） - 」。話し、それが行わ

れていた「神」が、光としよう」と言ったが行なわ海域の顔の上に移動し、神の御霊を

光があった"コマンド、および！ 聖霊は奇跡加工力です！ 

 

1. 神はこのように物事を作成することができるとは思わない人に何と言って

いますか？ ローマ人への手紙1：18-22。 

 

コメント：神はもともと地球と天を作成は、が存在していました。 彼は物理的なエネ

ルギーと物質に変換することがご自身からその精神エネルギーを意志。 
 



キリストが話したときしかし、父は、2つの方法で食糧を生産している可能性が：パン

と魚に精神エネルギーを変換することによって、または追加のパンと魚の中に既存の食

品素材を変換することによってのいずれか。 別の機会に、キリストは父が供給精神エ

ネルギーにより轟音海の波（：23-27マタイ8）はまだにもできました。 
 

神と彼の意志を話す、と聖霊は、彼が作成した任意およびすべてのものに作用します

。 すべての性質は、彼のコマンドに従います！ 私たちは理解していない、と神は、正

確なメカニズムを明らかにしていません。 しかし、彼は一般的なプロセスを十分に明

らかにしません。 そして、我々はすべての自然は神に従順であることを歴史的、科学

的な証拠を持っています。 キリストの奇跡も、このの証明です。 
 

2. 神はまた、と彼の広大な天と地上の創造を支配するために、電力の御霊を

使用していますか？ ネヘミヤ9：6; ヘブル人への手紙1：2-3と詩篇66：7。 

コメント：神は全宇宙は彼のルールのコントロールに座っていると彼の聖霊の力によっ

てすべてを維持！ 
 

3. 神は彼の力によって正確に何を持続ん - 彼は運動で資料作成機能により、

特定の物理法則を設定したのですか？ 創世記8時22分。 太陽は神に従うでしょう

か？ ヨブ9：7と詩篇104：19。 どのように地球が中断されるように見えるのでし

ょうか？ ヨブ26：7。 

 

コメント：辞書は単語として「維持」を定義"破滅から保つために、生き続けるために

、サポートするために、一時停止を保持するの。」 
 

自然の法則、設計、および順序は、宇宙に存在するという事実は、これは宇宙の法寄贈者、デ

ザイナー、および注文メーカーがあったことを証明していると主張されてきました。 これは、
聖書はこの問題について教えと一致しています： 

 
19神に知られているかもしれないものを神が彼らにそれを示しているために、その中の

マニフェストであるので。 20彼の目に見えない属性がはっきりと見られる世界の創造

以来、彼らは言い訳なしになるようにするために、作られているものでも、彼の永遠の

力と神性によって理解されます 
（ローマ人への手紙1：19-20）。 

 
上記の聖書は神への信念が論理的である教えていることを示しています。 

 
同様に1コリントノート： 

 
20どこが賢明ですか？ スクライブはどこですか？ この年齢の議論する人はどこですか
？ 神は27 ...？この世界の知恵を愚か行っていないしかし、神は恥に賢明を置く世界の

愚かなものを選択している、と神が恥にあるものを入れるために、世界の弱いものを選

択しました強大な（1：20,27）。 

 



神は機能して宇宙とその中の人生を設計しました。 しかし、いくつかは、非論理的に複雑なシ
ステムは、設計者が必要であることを信じないと主張します。 

 
誰もが本当に機能的なラップトップコンピュータは、例えば、ランダムに宇宙のどこにでも登

場していることを考えると、彼らがしたとき、彼らはそれらを実行するためにそれらのソフト

ウェアおよび電気で登場していますか？ しかし、多くは、あっても細胞レベルでそんなに複雑
であるランダムに形成され、その人生を、感じているようだし、それがランダムに生きて来ま

した。 自分自身を考える多くの人はそれはなし-レス信じていると主張する教育を受けたが、

これは、信じることは非論理的です。 

 
また、神の創造は、文字通り"、離れて飛ぶ"になり、それは彼がその機能を支配する運

動に設定された法律のためではありませんでした。 神は生きているか死んバイのかど

うか、彼の創造-か地球上または上記の天を支配する法則を維持します！ 
 

したがって、あなたは、特定の操作を実行するために事前にプログラムされている洗練

されたコンピュータのように自動的に多くの作成 関数を言うかもしれません。 神の御

霊がちょうど電流励磁されるように、動作する宇宙の法則を維持し、コンピュータを動

作させる付勢力です。 
 

この小さなアナロジーは、神が律法と秩序（1コリント14：33）の神であるという事実

を指しています。 彼は慎重に計画し、スムーズに動作するように彼の創造を計算し、

彼の容赦ない「物理学の法則"に効率的に応じて！ 
 

宇宙の物理法則を維持するためのタスクに神のエネルギーの割り当てはキリストの奇跡

を行うの短期割り当てのほとんどのとは対照的に、長期の割り当てであることを、あま

りにも、注意してください。 
 

そしてそう神は彼の目的を達成するに聖霊を指示します。 それは彼から流出し、電気

の現在のように再び-多くの回路と良い作品に（詩篇139：7-11）に感じられます。 
 

神の家族の属性 
 

1. ソロモン王は、神が彼に知恵を与えたので、今まで住んでいた賢い男でし

たか？ 1キングス3：11-12; 10時24分。 その後、神の王国は、-賢明です - すべて

の真の知恵の？ ダニエル2：20; 1テモテ1：17; ヤコブ1：5。 

 

2. 神の家族は完全な知識を持っていますか？ 仕事37:14、16。 

 
 

コメント：父と子が一緒に神性を構成し、両方とも同じ特性、または属性を持っている

ので。 覚えておいて、キリストは（ジョン10時30分）「私と私の父は一つである」と

述べました。 



 

3. 人間の存在のよう入用ない食品、避難所やその他の必需品を必要としな

い - 神は何に依存することなく存在の秘密を知ってい ますか ？ 彼は何と呼ばれ

ていますか？ イザヤ40:28。 

 

コメント：彼は永遠の神です。 ここで「主」と訳さヘブライ語はまた、「自己存在」

を意味することができます 
 

4. のない人生 - 神はまた、永遠の命を知ってい ますか ？ ジョン5時26分

。 彼の疲れを知らないのですか？ イザヤ40:28。 

 

5. どのような方法は、それによって、私たちの人間は、自分自身、神の秘密

を学ぶことが、私たち自身に、ありますか？ 同じ詩。 また、ローマ人への手紙

11時33分と詩篇145：3。 神は特定の秘密を明らかにしていますか？ ダニエル午

前2時22分。 誰に？ 箴言3：32bのと詩篇25:14。 彼も預言者と呼ばれる彼のしも

べたちに未来を明らかにしていますか？ アモス3：7。 

 

6. 神の理解に任意の制限はありますか？ 詩篇147：5。 

 

コメント：それは時々私たちに思えますが、おそらく、神は私たちが、彼 は本当にあ

りません（ローマ人への手紙8時28分）を通過するすべてを理解していないこと。 彼は

私たちのための計画を持っており、（ピリピ1：6）を介して、私たちが表示されます

。 
 

7. 神力を持っていますか？ 詩篇62:11; マシュー午後7時26分; 28:18。 それが

私たちの地球を作成し誰が彼だったという事実ん（創世記1：1）これを証明し

ますか？ 日、月と星 - 彼はまた、天体のすべてを作成しました か？ 詩篇8：

3; 104：2。 微弱な、死すべき人間はその数を数えることができますか？エレミ

ヤ33:22。 自分の名前 - しかし、神は彼らの番号を知ってい ますか ？ 詩篇147：4

。 

 

コメント：私たちの地球はあるが、他の巨大な天体に比べ粉塵の小さな。 例えば私達

の日を取ります。 それは私たちの「天の川」銀河内の比較的小さな星です。 
 

宇宙の星のについては、神は人間がそれらのすべてを数えるのは全く不可能であると言

います！ 私たちの天の川銀河は3000億星を持っていると考えられています。 科学者た

ちは、100億-各天の川のようなことには約として多くの星を持つがあることを主張して

います！ 
 

8. 神は、将来の出来事を予言することはできますか？ ダニエル午前2時28分

; イザヤ46:10。 20-21：ダニエル2を考えてみましょう。 彼は彼が渡すために来

て言うことをする力を持っているので、その後、神は未来を予言することができ

ますか？ イザヤ46:11; マシュー午後7時26分。 



 

9. 神は完璧なメモリを持っていますか？ 詩篇147：4-5; アモス8：7; ホセア7

：2。 彼はまた、彼の記憶の上に完璧なコントロールを持っています - 彼はとて

も意志ならば、彼は忘れることができますか？ エレミヤ31:34。 

 
 

10. 神は真実ですか？ テトス1：2。 ？ 1ヨハネ4：8。 ？ 申命記32：4。 慈悲

深いですか？ 詩篇136：4。 

 

11. 神は通信が可能である - 彼はすべての回で何が起こっているかを知ること

ができますか？ エレミヤ23：23-24; イザヤ58：9。 神は彼がいっぱい何と言って

いますか？ エレミヤ23時24分。 どのように神は一度にどこにでもなるだろうか

？ 詩篇139：7-8。 神は、天にも人が地球上でここで考えているのかを知ること

はできますか？ 詩2。 

 

コメント：モータル人間は時間と空間によって制限されています。 例えば、マリナー

（かつて火星の歴史作りの写真を取った）IVと地球の間の無線連絡は電波が毎秒光-

186000マイルの"遅い"速度で走行 するという事実によって制限されていました。 これ

は、地球から火星-1.34億マイルを越えて振らとして宇宙探査機に送信する無線コマン

ドは、それに到達するまでの時間を走行し、約12分かかったことを意味しました！ そ

してマリナーIVからのテレメトリデータは、地球-24-往復に到達するために別の12分か

かりました！ 
 

全能の神の御霊が、時間と空間に限定されるものではないので、しかし、神は即座にま

たはどこか他の宇宙で、地球上でここで行われているかを知ることができます！ 聖霊

によって、神があっても、上記天から私たちの非 常に思考を読み取ることができます

！ 
 

12. マイルの膨大な数十億離れて - そして 、 聖霊によって、神は 誰もが天の

御座からやっていることを 「 見る 」 ことができるのです か？ 箴言5時21分。 彼

は男のアクションに思考を与えていますか？ 同じ詩と詩篇139：2。 9エレミヤ

32:19：また2クロニクル16に気づきます。 

 

13. 神はあなたの一般的な態度を知っていますか？ 1キングス8：39。 

 
 

14. 彼は彼の人々の嘆きを聞いていますか？ 詩篇38：9。 どうやって？ ロー

マ人への手紙8時23分、26-27。 

 

15. 神はあなたが取るステップ数を知っていますか？ 仕事午後2時16と31：4

。 

 
 



16. 神はあなたの頭の上に毛の数を知っていますか？ マタイ10時30分。 それ

が地面に落ちるとき、彼はあっても、鳥のメモを取るでしょうか？ マタイ10時

29分。 あなたはこれらの事は不可能であると思いますか？ 神は何と言っていま

すか？ マシュー午後7時26分。 そして、仕事を神の何を言いましたの？ ヨブ42

：2。 

 

17. 神は雷のような走行が可能なのですか？ マタイ24:27。 その後、 キリスト

は 彼を見る ことができるので、世界中の再臨で光の速度で地球を一周します

か ？ルーク午後05時24。 

 

コメント：キリストのが来る時、彼は光の速度と義で地球を一周し、その後、精神行わ

れます、空気（：16-17テサロニケ4）で彼を満たすために上昇します。実際神は光の速

度に限定されるものではありません。 
 

18. 彼の復活の後、キリストは明示的に彼はまだ天の父のもとに上っていなか

ったので、メアリーは彼に触れることを禁止したのですか？ ジョン20時17分

。 しかし、後でその同じ日に、キリストは彼の弟子たちが彼の足に触れること

を許可したのですか？ マタイ28：9。 その後、キリストは、1日未満に地球に戻

って父の王位への距離を移動し、しましたか？ 

 

コメント：このアカウントは、明らかに、神が光の速度は比較にならない空間を通って

移動することが可能であることを示しています！ 
 

19. のは、神の家族の他のいくつかの奇跡的な資質に気づきましょう。 キリ

ストが復活し、霊体にした後、彼は突然彼の弟子たちに現れたのですか？ ジョ

ン20：19。 そして、神はそのようなドアや壁などの固形物を通過することがで

きるのですか？ 同じ詩。 （！ドアが閉じたことに注意してください）彼らの反

応はどうでしたか？ ルカ24：36-37。 彼はまた、感じることができた肉と骨の身

体に自分自身を発揮しましたか？ 彼は詩39を食べてもらえますか？ 詩41-43。 

 

20. 全能、永遠の、創造主の神ん - 正しく評価することができます - 彼は人間

のちっぽけな能力と成果不可解であることを考慮しますか？ イザヤ40：17-

18; 55：8-9。 

 
 

私たちは、神は、まったく私たちを考慮していることを感謝すべきですか？ 詩篇8：3-

4; 92：1-3。 
 

どれだけの人は、彼の現在の形で、本当に全能の神との比較に立つのでしょうか？ ダ

ニエル4時35分。 
 

神はアメリカに彼の属性を付与します！ 



 

それが聞こえるかもしれないとして、神は実際にあなたと私に彼の精神的な属性を付与

する信じられません！ 
 

私たちの存在のための神の偉大で素晴らしい目的は、聖書の中で明らかにされています

。 神の計画は神の家族の死を免れ人類リテラルサンズから完璧なスピリチュアルを作

成することです！ 
 

エデンの園で人間の創造は、唯一の物理的な意味で完了しました。 彼は完璧な物理的

な検体ではなく、完璧なスピリチュアル作成が作成されました！ 彼は、神が私たちに

彼の目的を達成するために、すべての人類電力が利用できるようにしている神の精神的

な力なしで作成されました！ 
 

ここで神はあなたの中に生成したいの精神的な創造を垣間見るです。 そして、ここで

あなたは神の非常に属性と力を受けることができる方法です！ 
 

1. 陶工が粘土で動作するよう神が人間を形成し、成形の過程ではまだですか

？ イザヤ64：8。 

 

2. ヨブは、神が彼の生活の中で特別を形成して実現しましたか？ ヨブ14：

14-15。 

 

コメント：お知らせ仕事午後二時15の特に後半： "。 あなたがあなたの手の仕事を希望

しなければならない 」「仕事」は仕事でした！ 仕事は、彼が単にアクティブな創造主

の手の中に神の技量の作品を知っていました。 単にマスター・ポッターの手の中に柔

軟の一枚！ しかし、神は個人的に彼のために計画を持っていたこと。 神はまた、あな

たのための計画を持っています！ 
 

3. 精神主導のクリスチャンは特定の目的のために、神によって作られていま

すか？ イザヤ43：7; 1コリント12：27; エペソ人への手紙2時10分。 

 

コメント：新約聖書の言葉で「我々」は精神指向キリスト教徒を指す言葉。 私たちは

神のある私たちは、ならば、神の技量子供-です。 はい、私たちが作成-に良い-がたの

素晴らしい善行を行うことができます完璧なスピリチュアルを-「作成」されています

。 
 

それでは、神は実際に精神向かうヒトで作成されたことは創造のすべての彼の作品ので

す！ 彼は作成の過程にある何百万人を-はい、、-なるもの-の十億！ 
 

4. どのように容易に神は、今日私たちに聖霊を与えるのだろうか？ ルカ11

：9-13; 1テモテ 2：3-4。 しかし、それを受信する前に条件があるのですか？ 午



前2時38分と午前5時32使徒。 これらの条件は、覚えておくことが極めて重要で

す！ 

 

コメント：神は二つの異なる段階によって彼の最高傑作を作成している：人類、粘土材

料の作成 （創世記1）、神の完成創造になるために何であるかの唯一の第一段階です

。 人間の場合、クレイモデルは、すべての神の創造の完成傑作に、経験によって、神

の聖霊の助けを借りて作ら成形する必要があります！ しかし、人類の創造-その精神的-

始まる成長の第二段階の前に、父なる神は、私たちが最初以内に、その聖霊を配置する

ことによって、私たちを生む必要があります。 私たちは、その後、「シード」や永遠

の命の胚芽（1ペテロ1：23）によって、いわば、含浸されています。 それは私たちの

心の中の神の命のです！ 私たちは、その後、し始め、その母親の子宮の中で新たに生

まれ胎児に比較することができます！ 
 

5. 彼は聖霊によって私たちを生むときに我々は父なる神のリテラル「ソンス」とな
っていますか？ 1ヨハネ3：1とローマ8：14-17。 

 

コメント： -生まれたクリスチャンは文字通り胎児の人間の胎児は、その人の親の子で

あると同じように、神、父の胎児になります。 
 

で我々 連続 神の教会 教える： 

 
聖霊を受けると、キリスト教徒は神によって生まれている（参照1ペテロ1：3; 1ヨハネ5：1

）、その後、霊的成長/妊娠（参照2ペテロ3時18）の期間の後、クリスチャンは文字通りに

なりますキリストがあったように（ローマ人への手紙1：4-5）：復活（5-7ヨハネ3）で再び

生まれ。 継続の信念の（声明 神の教会） 

 
6. 霊的に生んとき、私たちは神の神の性質と特性を分かち合うのですか？ 2

ペテロ1：3-4。 

 

7. 私たちは神の霊を有する場合私たちの生活の中でマニフェスト作られてい

る特性、または「果実」は何ですか？ ガラテヤ5：22-23。 

 

8. 属性または特性神どちらが聖霊によって私たちに送信？ それは 「愛」と なっ て

い ますか ？ 1コリント13：13と1ヨハネ4時16分。 精神的な法律、神に従うこと -

 これが「満たす」ために私たちを可能にするのと同じ愛です か？ ローマ人への

手紙5：5; 午前13時10分。 

 
 

9. 何「贈り物」は聖霊によって授けていますか？ 1コリント12：1、4 -11。 

 

コメント：想像！ 彼らは聖霊を受けることができるように、これらは、神が彼に自分

たちの生活を放棄人々に与える追加霊的な 能力の一部です！ 神は彼が意志として彼の

教会に特定のもののうち、これらの特別な贈り物を分割し、特定の目的のために。 



 

10. 父は 彼がイエスを復活同じように、不死に精神生まれたクリスチャン

を 調達 することを約束してい ますか ？ ローマ人への手紙8：11と1コリント6時

14。 

 

11. 私たちは神の御霊によって生まれであり、霊的に成長した場合、我々ま

す - 復活では - イエス・キリストのようになる今日のですか？ 詩篇17時15; ピリ

ピ3：20-21と1ヨハネ3：2。 体のどのようなタイプは、イエスは彼の復活でに変

更されましたか？ 1コリント15：44-47。 

 

コメント：私たちは神の霊によって生まれの子どもになった場合は、彼の神の家族の中

に御霊によって生まれたとき、私たちは彼のようになります！ 私達はちょうどキリス

トのようボディが与えられます！ 
 

我々が今持っている身体と我々が与えられます1間の未解決の違いは、私たちが今持っ

ている一つが「自然」や体である一方で、私たちが受けなければならない1が体-構成に

なるということです！ 
 

12. 作られた精神たら、私たちは永遠に生きるのだろうか？ ルカ20：35-

36; 黙示録22：3-5。 

 

13. 神は私たちに神の家族の同じ偉大な力と栄光を与えることによって復活で

私たちを美化するのだろうか？ ローマ人への手紙8：17; エペソ人への手紙3：

14-16; コロサイ3：4。 

 

14. イエスは私たちに彼は 「 変容 」 したこの見せかけのつかの間の一見を与

えました か？ マタイ17：1-2。 これは、彼らが将来（9節）について見だったこ

とに注意してください。 

 

コメント：私たちは復活で受けなければならない精神的な力と栄光はになり、それが私

たちの霊体が太陽のように輝き、私たちの衣服を作るようになります！ 
 

我々は今、米国内で作業して聖霊を持って神の無限の力と栄光はすぐ-されます！ 
 

神はご自身を明らかにしました！ 
 

神は本物の有形方法であなたに自分自身を明らかにしました。 もはや神は無知で、迷

信過去の想像力-神話発明のエーテル作り話っぽいんですん！ 
 

彼は、彼がどのように見えるか、存在し、どのくらい彼が存在していたところ彼のイン

スピレーションを得た言葉を通して、神はあなたに言いました。 彼は神の家族が作成



ことを明らかにし、全宇宙を支配します！ あなたは神が創造以来、世界情勢に取った

どの部分を学びました。 
 

神はまた、彼の素晴らしいのいくつかを例示したが、彼 の資料作成の素晴らしい力

。 そして、彼もあなたの存在そのもののための偉大な目的を明らかにしました！ 

彼は本当にとはい、あなたは本質的に神を見てきました！ あなたはもう推測する必要

はありません！ 
 

今、私たちは神の存在の動かぬ証拠と彼のインスピレーション言葉の真実性を検討する

必要があります。 すぐに続くレッスンでは、神は絶対に驚異的である有形、物的証拠

の形であなたにこれらの証明を与えます！ 彼はあなたが彼の存在を完全に納得したい

です！ 彼は、正気の公正かつ論理的な心の中余地はありませんでしょう！ 
 

あなたの次のレッスンでは、神は毎日彼は数年前の何百、何千もを、発話した-預言を

渡す予言をもたらしていることを学びます！ その後、また、決定的に私たちの地球が

持っていることができなかったことが証明されるであろう「偶然存在に起こりました。

」 
 

神の存在のこれらおよび他の多くの素晴らしいとエキサイティングな証明は教訓を今後

にあなたのための店であります！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「あなたの王国は来ます！」 

 
ボブ・ティールと学校アパート（ エビアン、フランス、2008年） 

 

学校アパートによってもともと1966年9月グッドニュース誌に発表されました 

 

あなたは本当にあなたが毎日神に尋ねると、「汝の王国が来る"あなたの祈りに心を置

けばいいの？ 

 

あなたは正直にかつてないほどの苦しみ、緊急の叫びと世界の情勢、病気の世界では、

神の介入の絶対的な必要性を感じていますか？ しかし、あなたがあなた自身の目でそ

れを見る、または人生は苦痛な存在以外の何ものでもありません誰のためのものと自分

自身を関連付けない限り、悲惨-あなたは世界がIN-であり、人々の全くの絶望的な状況

を可視化することができることは疑わしいあなたの想像鮮やかです。  

 

私は頻繁に彼が彼の生涯-の命名ツアーを服用中に少なくとも一度権限はしていた場合

、それは、教会のすべてのメンバーのためになるものを祝福考えました。神を求めると

きに誰のために、そのような経験を持っていた後に、これまでの「汝の王国が来る。」

、ぬるいままでした 

 

去年は10株の平均的な家族のリビングルーム、ベッドルーム、キッチンのようにその

メンバーのすべてを提供しています引き裂かダウン、老朽化した小屋西インド諸島から

あなたに報告しました。 自然が優雅に設備を提供するので、浴室のための必要性は問



題になりません！ 平均島民は自宅で電気、または実行中の水の祝福を知りませんでし

た。 彼は、それが温かい食事を持っていることの意味を知りません。 モダンな快適さ

に慣れている私たちに、これは考えられないようです。 私たちは当たり前の事を取る

ために使用されています。 

 

我々は飢饉が地上にすでにあり、その...男性が...食べるのに十分を持っていないことを

聞くと、自然に私たちは、やや感動している-しかし、完全に振とうしません。 私たち

の胃はまだ痛みをかじるされていないので、我々は、彼らが感じるものに感じることは

ありません。 我々はすぐに我々が聞いたことを忘れて、すべて私たち自身のささいな

問題に包まれ得ます。 ヘレン・ケラーはかつて言った-私たちは靴を持っていないので

、でも足を持っていない人もがあることを実現していない、文句を言います。  

 

ヨーロッパ今日 

 

西インド諸島、アフリカ、アジアで流行している不作、ヨーロッパと違って今日は空前

の繁栄を楽しんでいます。 ...繁栄は、神の法則に従って取得して使用する場合には、幸

福と幸福を調達します。 誤用、または私たちの隣人の費用で得られたとき、それは呪

いになります。 それは、ヨーロッパで今日何が起こっているかを正確です... 

 

まだのような多くは、神にすべての方法を信頼するのに十分な信仰を持っている真実に

すぎ新しく追加されました。 、彼に自分たちの生活を放棄悔い改めてバプテスマを受

けるのではなく、彼らは神が理解されるであろうことを彼ら自身を保証し、神の安息日

律法と妥協して喜んでです。 。 。 神は、当然のことながら、な理解ではなく、彼らは

彼に期待する道を行います！ 

 

しかし、あなたが実現するか、兄弟たちは、同じことがすぐに起こる、と可能性がある

ことをこの国で私たちに起こるのだろうか？ あなたの雇用主は今から、あなたは日曜

日と月曜日のを持っていますが、すべての土曜日に働かなければならない、ということ

を言った場合、あなたは何をしますか？ 

 

あなたはどこか他の他の就職せず、あなたの子供が飢え見ての危険にさらされ、そうす

ることを「強制」された場合、あなたはどうしますか？ あなたは神に十分な信仰を持

っているでしょうか？ あなたは決して彼の法律に妥協しない、あなたの膝、昼と夜に

彼を懇願しませんか？ それとも、多分、ちょうど私がフランスに洗礼を施すことがで

きなかったもののように、私は土曜日に働くことを余儀なくだ"、と言うでしょう。 私

は選択肢がありません。 神は理解するだろう。 。 。 " 

 



あなたの子供は神の安息日、および提供された上で半日学校に出席するために国家によ

って要求された場合、あなたは自由、補償で、毎週水曜日の午後に何をしますか？ こ

れは、あまりにも、私たちの同胞の多くは問題に直面しているフランスのケースのよう

に、現在発生します。 あなたは国家があなたの子供たちをサポートすることができま

せん」値しない親」である口実にあなたの子供を離れてみましょうに同意しませんか

？ これらの事について考えてみよう。 

 

自分を質問。 あなたはすぐにフランスのものが今日直面している同じ問題に直面しな

ければならないので、あなたの心を証明します。 あなたは神への暗黙的な信仰を持っ

ているでしょうか？ あなたも、あなたの非常に自身の人生の前にあなたのファミリー-

のいずれかのメンバーの前にあなたの生命に最初の神を置くだろうか？ ... 

 

これらのバプテスマを授けツアーの人々と我々の弁護士より、より多くの私たちは、神

の霊感の下で、彼が書いたときにジェームズは何を意味するのか理解する「善を行うた

めに知っておられることを彼によって、そしてそれをないの3人称単数形、彼にそれが

罪である」（ヤコブ4 ：17）。 

 

私は非常によく知っていたスイスの教会で男が、ありました。 彼は真実を理解しまし

た。 彼はそれを信じていました。 彼は神の戒め、少なくとも1つの点上で妥協する彼の

未変換の妻の引数に与えたので、しかし、彼は成長しませんでした。 「私は、それが

私たちの主要な家族計画を妨害しないように、私の夫は信じているか、何を気にしない

、 "彼の妻は数年前に私に言いました。 

 

彼女も汚れた食品を食べ、または安息日を保っていない彼女の夫に彼女の目を閉じでし

ょう。 しかし、仮庵の祭りは、彼女が受け入れることができなかったものでした！ ほ

ぼ20年間、彼女と彼女の夫は、9月、10月の数週間、毎年、地中海クルーズに行くされ

ていました。 仮庵の神の饗宴は、今、この家族の伝統を妨害しました！ 何かが変化し

、誰かがしなければならなかったに与えなければならなかった。それは、彼女をするこ

とができませんでした。 彼女の夫は代替手段を提供しますが、無駄に。 

 

最後に、自宅で「平和」を持つために、彼は、あまりにも、彼は唯一の-ではなく、手

紙の中で彼の心の中でごちそうを守れば、神は理解するであろうことを、自分自身に言

いました！ 彼アンダーは彼の不服従の深さが立っていたかどうかは、実際には2年間、

彼は頑固に彼は英国で、仮庵の祭りであったはずの時間で彼の妻と一緒にクルージング

に行ったことに変わりはありません。 

 

昨年、祭りの前に数ヶ月、彼は、彼は、この時間を維持するすべての意図を持っていた

ことを、私たちのジュネーブオフィスで、ごちそうを氏ウィルキンスに語りました



。 彼は明らかにそれを-まで意味、再び、彼の妻は彼が彼の心を変更することに成功し

た瞬間。 「神は理解するであろう、「男はただ神の律法と妥協しようとするすべての

人々のように、もう一度言いました。 

 

彼らはそれがより良い理解を必要とする神彼ら-とではないことを認識していません

！ それはちょうどそう！その数週間仮庵の祭り、一昨年、数週間、その投影クルーズ

の前に起こった-男が突然襲われ、病院に運ばれました。 医師は彼らの実験と解体を開

始しました。 私は彼を訪問した際、この夏は、私たちの命名ツアーに着手する前に、

私はほとんど彼を認識することができませんでした。 彼は病院でまだあったが、彼 は

単なる-人間の遺棄になっていました。 「神は今までこのうち私を引っ張る場合は、「

彼は以前、私は再び彼から離れて電源が入らない」、氏を伝えていました。 私は彼の

戒めに従います。 。 。 " 

 

時にはそれは-としてであってもよい、それがこの男の場合にありました。 彼と彼の妻

は、仮庵の祭りの日の間に取ることを計画し、その最後の地中海クルーズが行われたこ

とはありません！ 男は私が彼を見た数週間後に、この夏、死亡しました。 私は、これ

はまた、神の饗宴日に出席しないための言い訳を探して教会の一部に教訓、となること

を、兄弟を願っています。 あなたはそれがあなたのために手遅れになるときに知って

いることはありません！ 

 

「チャリティー」や愛？ 

 

私はこの報告書を締結する前に、一から一以上の例-幸せを引用したいと思います。 フ

ランスの小さな町に住んでいるむしろ成功した実業家は、洗礼のためで書かれていまし

た。 と私は彼のオフィスで彼に会ったとき、私たちは一度、彼が聖書から学んだこと

を実践に置くために彼の熱意に感銘を受けました。 彼は真実では比較的新しいだった

が、熱心な。 彼は、放送を聞くために、彼の聖書通信講座で動作するように、毎朝、

彼は早く起きたと述べました。 

 

私たちの会話中に、それはすぐにこの男の最大の問題は、彼の家族の他のメンバーと彼

の関係であったことが明らかになりました。 彼の妻は彼の宗教を「嫌っ」。 彼は-ほと

んど世捨て人-で、彼は彼の小さなオフィスは、作業勉強、または祈っいずれかで自分

の時間の大半を費やしたという事実を考慮すると考えられていました。 彼はほとんど

彼の子供と妻と過ごすいつでも見つけることができませんでした。 

 

彼らが行うすべては私が嫌いと私が行うすべては彼らが嫌い"我々は、彼が私たちに語

った、 ''、実際には共通点がありません」。 私は、彼らがに耳を傾け、音楽、テレビは

、彼らが見て示している、またはそれらが過剰誰招待友人は偽善者ですが我慢できませ



ん！ 今度は私の家族は、私の宗教は、私の障害、私の信念を私に立つことはできませ

ん。 私たちは、家を共有見知らぬ人です。 彼らは従うする必要があります知っている

ので、彼らは、私は家族の頭だと、もちろん、知っている、と彼らは同意するかにした

いので、私は、ないと言う何が、。 " 

 

「それは軍隊生活のように聞こえる、 "私はむしろ面白がって、と述べました。 「兵士

たちは、あまりにも、彼らは彼らが同意するかにしたいので、しないように言われてい

る何が、彼 らは、彼らが従うする必要があります知っているからです。」 

 

「右！」私たちの男が。 「それはまさにそれがホームにある方法です。 実際、私は自

分自身の軍の男になるために使用されます。 それは私が私の自宅を実行されている方

法ません。 "いいえ、私たちの友人が問題を抱えていたのだろうか！ 

 

家族は軍隊ではありません。 何よりも、この男は最初の生命の基本原理を学ぶために

必要な。 彼は、優しい親切な、と愛情になる方法を学ばなければなりませんでした

。 実は、彼は愛が何であるかの全く考えていました。 

 

「好きですか？」と彼は思慮深く尋ねました。 "私はそれを定義することができません

。 愛は、私には、私の上司-を含め、神の命令に従うこと、私自身のために提供し、ハ

ードワークです。 それは愛の私の理解の程度です。」 

 

「あなたは私コリント13を読みました？」私は尋ねました。 

 

「確かに、 "と彼は言った、と彼は心、「チャリティは長い、および一種であることに

より、私にそれを引用し始めました。 慈善事業ではありません。 チャリティーは、見

苦しい自体が動作しませおら、アップパフされていないではない、それ自体、容易に誘 

発されていない、彼女自身ではない求める人、なし悪」（4-5節）。 

 

、私は彼に言った、「今、ファイン、それは言葉の本当の意味があるのためには-、 'で

単語'慈善'を置換」」と、再びそれをしてください暗唱ん！」 

 

彼はほとんど石化見えました。 パワー-氏マン・ハウの権威の男は、彼が本当にそのよ

うに身をさらすことができ、「感傷？」 

 

彼は決して彼の生活の中で彼が何であったか愛情知っていたことを教えてくれました

。 彼は、しかし、愛、むしろ外の外に何もしていなかった「慈善」。 



 

彼は真の「慈善」と愛が手をつないで行ったこととは思いませんでした。 彼-男が弱い

人とみなされることなく、そのような感情を表現しなければならないことができること

を彼に起こったことはありません。 チャリティーは、世界がそれを理解する方法は、

彼が-ではなく、愛を持っていたものです。 彼は、何パウロは、この章でのスポークが

、人々はそれを今日の練習方法本当の愛ではなく、「慈善」であったことを疑われたこ

とがありませんでした。 

 

「これはすべてのものを混乱させるだろう。 私は私が行っているすべてのものに、私

が今までの人生で夢見てきたすべてが、「彼は、完全に武装解除つぶやいた、泣いてい

ない自分自身を訓練しました。 「それは私の妻と私の子供たちの変化量を意味します

。 それは私の心の中で、私の考えでは、と私の態度に痛みをすることだろうが、私は

泣くことができませんでした。 私は私の隣人、私の子供、私の妻に向かっていないだ

ろう。」 

 

世界が崩壊していた、彼はより多くのショックを受けていたことができませんでした

。 「私が今までそのような変更を開始できますか？」と彼は付け加えました。 

 

私は神の助けを借りて、彼はこの一見不可能な仕事を引き受けることができるか、彼に

説明し、愛の聖書の例を引用し、彼の質問に答えるために彼と一緒に多くの時間を費や

しました。 彼は泣いては弱さの表れだったので、彼は子供の頃から泣いていなかった

ことを教えてくれました。 彼のお父さんは、彼-男が叫んだことがないと言っていまし

た。 そこで彼は、そのため、ちょうど良いような涙が最も心地よいあったであろう場

合であっても、泣いていない自分自身を兵士が訓練することを従わ！ 

 

"あなたは知っている、"彼は私が泣いていないだろうか」と述べました。 私は私の妻

と子供を失った場合でも、私は苦痛になるだろうが、私は泣くことができませんでした

。 私は泣いについて移動する方法を知っているだろう！」 

 

と私は私たちのホテルに戻ったときにその夜、私たちは知りませんでした私たちの友人

についての長さで話を「どのように泣いて行くために。」彼はとても大変変更したい好

感の持てる男でした。 も私も彼が彼に彼の愛を示すために、とも彼は少しを泣かせる

ために、この男の生命に介入することを神に祈りました。 。 。 

 

神は介入しませんでした！ 

 



ここで私は我々の友人から受け取った手紙からの抜粋は、私は家のためジュネーブを残

した直前に、ある：「私は私が成長し、それらを克服することができるように、神は、

あなたの口から、私には私の障害と弱点を明らかにすることを私の心に知っていました

。 週間のために、私は私にあなたが私に指示だろうか実用化する権利心を与えるため

に彼を求めて、この点で神に祈っていました。 

 

あなたが去った後"、私は数ヶ月前に、苦味さえ憎しみになっているだろう、私の心に

特定の落胆を感じました。 しかし、私は、彼はあなたの口を通して私を指示していた

何をするために私を助けるために神を求めて、私の膝に乗って祈りました。 何と言え

ばいい？ 答えは即時でした。 私の人生-I、彼人で初めて-は、決裂した叫んだ...、それ

は良い感じ！ 

 

「私の家族と私の関係はすでに大幅に改善しています。 我々は友好的、話し用語にな

りました。 言葉は神に向かって私の感謝の気持ちを表現することはできません。 私は

自分にと私の友人への光であるためには、この新たに発見された真理と一緒に成長でき

るように、私のために祈り続けるようにしてください。 また、私は神の閣僚の1が再び

私を訪問洗礼次回のために準備ができている可能性があること祈ってください。 。 。 

 

もし、兄弟、あなたのような人々のための神のひとり子の子供、祈るされないのだろう

か？ あなたも重い罰の下で豚肉やウサギを食べることを拒否小さな男の子のために祈

るではないでしょうか？ あなたは学校の先生には浴槽が持っているべきであると考え

ている小さな村で絶望的な老婆、のために祈るではないでしょうか？ あなたは本当の

愛とは何かを学び、それを実践するために、感情によって揺るぎない、彼-人のために

祈るではないでしょうか？ あなたがそのような経験を生き、神の民-だけでなく、残り

の世界は-され、今日直面している問題のいくつかを知ってもらうたら、助けることは

できませんが、真剣に祈り"なたの王国が来ます！" 

 

編集者のコメント：神はあなたが彼のやり方と妥協する際理解、そうではないんありま
せん。 我々は、すべての愛を実践する必要があると我々はすべての他人のためにも祈
る必要があります。 私たちは、神の介入と王国は我々が必要とするものであることを
認識する必要があると私たちは本当にこの生活の中で神を信頼する必要があり、次の彼
の王国になりたいです。 これはは、人々が知りたいと思ったものです。 

 

未来への希望 

 

 

平野真実誌からハーバート・W・アームストロング、1977年12月まで 



 

あなたが先に明るい未来を参照していますか？ あなたのために？ 人類のために？ 個人的に、

私は何-あなたはあなたが10万で一つである、と言って私を参加することができれば！ 

 

何か良いニュースは、今日どこにありますか？ どこの国で発見される任意の未来は地球からす

べての人間、動物や植物の生命を消去することができ、核兵器を開発しているのですか？ 世界

人口の半分以上が住んでいる悲惨、無知、貧困、不潔と汚物で発見される任意の希望はどこで

すか？ 

 

川や湖- -私たちが呼吸する空気がされている汚染されている、土壌が磨耗や汚染、および食品

があるされている任意の喜びを見越し豊かで発見されている場合には、飲料水の源は国が「持

っています」食品工場で栄養を奪われています。 家庭や家族が壊れされている場合に、犯罪が

急激に人種問題や暴力が噴火している、増加しており、病気や精神障害が乗算しますか？ 

 

幸せは、今日どこにありますか？ 六十年前、アイオワ州の田舎の道路に沿って走行、私が見て

、馬のチームの後ろに耕す農民を聞いて、彼らが歩いて喜んで歌います。 今日では、農家がト

ラクターに乗る-しかし、どこに歌と幸福は行きましたか？ 

 

私たちは、明日の指導者は自殺が増加している時代遅れの過去のどっちつかずの状態に道徳を

委託されており、ここで実証されていない教義を感じやすい心で吸収されている大学のキャン

パスで、明日のために安心を奨励見つけることができますか？ 

 

我々はソリューションが存在しない成長の問題や危険の将来に調整しなければならないことを

私たちに警告している世界の指導者やいわゆる「偉大な」のアサーションにインスピレーショ

ンをどこに見つけるのですか？ 

 

さて、上記の有力な概念を保持する人のために、未来は確かに荒涼と表示される必要がありま

す-彼らは危険を無視して、彼らは何とか離れて行くだろうと仮定に自分自身をからかってする

のではなく、それを見てみる場合。 

 

すべての効果のための原因があります。 

 

世界の状態、今日のための原因があります。 そして、明日は平和で幸せな世界を生み出す原因

が存在しなければなりません。 物質の存在そのもののために、人生の、力とエネルギーの第一

原因があるように持っていました。 しかし、今日、それの喜んで無知であることを「知的」で

あると考えられます。 私は、いわゆる西暦の最初の2つの世紀にもわたって、グノーシス主義

を受け入れるために人気があったことを、前にも言ってきた-意味、「私たちが知っています。

」 しかし、今日、それは不可知論包含するように人気がある-を意味し、「私たちは知らない-

私たちは知りません。」 今日では、無知が包含されるとラベルされた「知識を。」 



 

今日の病気のすべての真の原因を明らかに偉大な最初の原因の事実を認識するための無知です

か？ それは基本的な事実と真実の意図的に無知であることが、賢明な知的財産権と知識が豊富

ですか？ 

 

2基本原則- -二つの基本的な哲学の人生には主に2つの方法があります。 一つは、の他を与える

方法です。 一つは、、他です。 一つは、受けるより与える方が幸いであると考えています

。 他には、競争の方法を通じて、蓄積、取得取っていることを、進行と幸福につながると主張

します。 

 

一つの方法は、他には自己中心的で、神中心です。 一つは、「彼らはあなたにそれを行う前に

、他の人にそれを実行してください。」、他は言う、黄金のルールを受け入れます 1は、神の

性質の方法です。 その他、人間の本性の方法。 1は謙遜の方法です。 虚栄心の、他。 

 

この世界-すべての文明-この世界の社会は-敵対的、競争的、自己中心的な方法に基づいていま

す。 それは人間の悲哀のあらゆる泣き叫んを生産しています。 それは今、人類の絶滅を脅かす

方法です。 

 

これは、すべて一つのことを意味します。 男は、人間の本性染み込ん、彼の問題を解決するこ

とが全くできません。 彼は唯一の問題を悪化させて、新しいものを作成することができます

。 「知識」と人間の努力によって、この世界は運命と絶望的です。 

 

、その後、そこのために生きることは何もありませんか？ 未来のための希望はありませんか

？ ていない知識の範囲内、スキルとこの世界の偉大な心の能力。 自称「偉大な」男性、神は言

う、の「賢明なるために自分自身を公言、彼らは愚か者になっている！」（ローマ人への手紙1

：22） 

 

しかしきっぱり先に明るい未来があります！ 平野真実は謳っ- -世界の明日は、世界の平和、普

遍的な繁栄、普遍的権利教育、普遍的な健康をもたらすでしょう。 

 

今度のユートピアは、計画に依存したり、男性のやっていません。 それは、男性にもかかわら

ず、生成されます。 

 

すべての歴史の最大のイベントは、地球に再び生きているイエス・キリストの来るということ

です。 しかし、この時間は、彼は怒って男性の手で彼のむち打ちと死につながった発表をもた

らし、ナザレから穏やかな若い男として来ていません。 イエス・キリストが死からよみがえら

れました。 彼は栄光、そして地球全体にわたる最高の支配者として戴冠する広大な宇宙の政府

の王位に行ってきました。 彼が戻ったとき、世界はの意味の何かを知っているだろう」力と栄

光を！」 



 

彼の目は火の炎のように点滅します。 彼の顔は青白いされません。 それは完全な強さで輝く太

陽のようになります。 彼は宇宙を創造し、すべての電源が付属しています！ 彼は、粉末にそれ

らを粉砕するかのように、男性のすべての政府を鎮圧するために来ています！ 彼はすべての国

々の上に支配、王の王として来ています。 

 

彼は、人間の本性を変更するために来ています！ 彼は愛の、代わりに取って、自己中心、把握

、支援し、共有し、サービング、与えても、発信懸念の方法を実施するために来ています。 

 

はい、私は非常に明るい未来を見る-直前！ これは、今日の世界で唯一の本当の良いニュースで

す！ 

 

神の千年王国は、同様に21世紀のための唯一の真の解決策のまま。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



より効果的な祈りのための28個のヒント：パート4 
 

 
連続 祈りに 神の 小冊子 の教会 

 
ボブ・ティールによります 
 

これは祈りにマルチパートシリーズの第四の一部です。 
 

「神の教会はその膝の上に進む。」、と言われています。これは、基本的に、彼らが祈る必要

があるとキリスト教徒を伝えるために訓戒として使用されています。 しかし、どのように？ 

以前の記事では、祈りを定義した、と13のヒントを議論しました。 この記事では、4つの追加

のヒントは、私たちは先端14が覆われて呼ぶものから始まります。 

ヒント18：ヘッドカバーについて新約聖書に従ってください 

 

カバーまたはあなたの頭の解明は、神への任意の違いを確認していますか？ 

 

使徒パウロによると、それはありません。 

 

1は、私はまた、キリストを模倣同じように、私を模倣します。 

 

2今、私はあなたがすべてのものに私を覚えていることを、兄弟をあなたを賞賛し、私は

あなたにそれらを配信同じように伝統を保つ。3しかし、私はあなたがすべての男の頭は

キリストであることを知りたい、女の頭は男であり、そしてキリストの頭は、すべての

人が祈ったり預言、彼の頭が覆われた4。神である彼の頭を。5しかし、それは1と彼女の場

合と同じであるために祈るか、彼女の頭を持つ預言が明らかになったすべての女性は、

http://www.ccog.org/wp-content/uploads/2015/03/PRAYER-Book-Cover-Front-Final.jpg


彼女の頭を頭を剃毛した。6女が覆われていない場合のために、彼女も刈っすることがで

きます。 。しかし、女性は刈ったり剃らされることが恥ずかしいであれば、彼女がカバ

ーされてみましょう7人については確かに彼は神のイメージと栄光であるので、彼の頭を

カバーするべきではありません。 しかし、女性は女性が上の権威の象徴を持っているべ

きである。このような理由から。男の場合8は、女性からではなく、男性から女性。男の栄

光である9 女性のために作成された男が、男性のための女性だった。10 。なぜなら天使の

頭、11それでも、どちらが主で、女性の独立した男、また人の自立した女性である女性が

男から来たため12、たとえそうであっても男も女伝わってきます。 しかし、すべてのもの

は神からのものです。 

 

あなたがたの間で13判事。 それは？彼女の頭に神に祈る女性は？14にも自然そのものが男は

長い髪を持っている場合、それは彼にとって不名誉であることを教示していない発見の

ために適切である15しかし、女は長い髪を持っている場合、それはです彼女に栄光。 彼

女の髪のためにカバーするために彼女に与えられた。16しかし、誰もが異論のようです場

合、我々はそのような習慣を持っていない、また神の教会を行いますされています。 （

1コリント11：1-16） 

 

上記は、主に髪を検討しているが、それはまた、（私はそれが冷えているので、男は帽子を着

用していた場合、彼は祈ることができないことを信じていないが）公共の場で祈るとき、帽子

または他のヘッドカバーを身に着けているからキリスト教の男性を禁止しているようですだけ

でなく、彼らが祈るときに女性がベールまたは他のヘッドカバーを着用することを可能にしま

す。 男性は、比較的短い髪を持っていると祈っている間ヘッドカバーを着用してはなりません

。 女性は、比較的長い髪を持つことができますが、（しかし、する必要はありません）、帽子

またはベール祈るようなヘッドカバーを着用してください。 

 

レビ神権は頭の覆いを持っていたことは事実ですが、聖書は新約聖書（ヘブル7:12）における

聖職に就くの変化があったことを示しています。 

 

イエスやキリスト教の男性-とを祈ったとき、使徒パウロは頭の覆いを身に着けていたどちらも

、彼らにこの方法を模倣する必要があることを理解すべきです。 カトリック百科事典によると
、グレコローマンの宗教指導者たちは、今着るヘッドカバーのタイプがあってもローマ皇帝コ

ンスタンティヌス、太陽神への帰依の4 世紀の到着後まで正式に彼らの教会の一部にはなりませ

んでした。 

 

21世紀に着用されている多くの宗教ヘッドカバーは異教信仰から適応されています。 

 

レオ1世法王の司祭グレゴリー13  
 
 



    
（ 第3世紀）     （440から461在位） （1572年から1585年に在位） 

 

あなたは多神教徒が着ていたように、任意の男性がヘッドカバーに祈って表示された場合は、

彼がこのような文字通り1コリント11におけるものと聖書の通路を取る必要があります信じてい

ないことを保証することができます。 しかし、あなたと彼がすべき。 

 

さらに、多くの仏教とカトリックの修道士が自らに課せられていることをはげの種類は、聖書

（：1,5;エゼキエル44：レビ記21 15,20）の法令に直接反しているので、それらを真似しないよ

うに注意してください。 

 

ヒント19：ヴェイン繰り返しを使用しない、しばしば掲載し、しかし熱烈う 

 

イエスは頻繁に何かのために神を求めて奨励しました： 

 

図1は、その後、彼は男性が常に祈り、ない心を失い、2が言ってするべきことは、彼らにたとえ

を話した：「神もに関しましては男を恐れていなかった裁判官は、特定の都市であった3

さて、その都市の未亡人がありました; '。私の敵から私のために正義を取得します」と

彼女は言って、彼に来て4そして、彼はしばらくないだろう。私はまだ神もに関しまして

は男、5を恐れていませんが」が、その後、彼は自分自身の中に言った。このため、未亡人

は、私は彼女が私を疲れてくる彼女の継続的なことでないように、彼女の仇を討つため

になります私を困ら。」」 

 

図6は、その後、主は7。不当な裁判官が言ったことを聞きなさい」と言った神は彼が彼らと長

い負うものの、彼に昼と夜を叫ぶ彼自身の当選者に報復してはならない？8私は彼が迅速

にそれらを復讐することを教えてくれ。人の子が来るときそれにもかかわらず、彼は本

当に地上に信仰を見いだすだろう？」 （ルカ18：1-8） 

 

あなたが永続的にする必要があります。 多くは、実際に彼らが必要な信仰を持っていません

。 信仰についての詳しい情報は、当社の無料冊子神が呼び出されたそれらのための信仰と朝鮮
で見つけることができます。 

 



我々は定期的に祈り続けるべきであるが、イエスはまた、「無駄の繰り返し」タイプの祈りの

使用に対して警告しました： 

 

7そして、あなたが祈るとき、異教徒がそうであるように、無駄な繰り返しを使用しない

でください。 彼らは彼らは多くの言葉を聞かれると思います。 

 

8「したがって彼らのようにすることはありませんあなたがたの父は、あなたが彼に尋ね

る前に、あなたが必要になった事を知っているために（マタイ6：7-8）。 

 

祈りイエスの輪郭がマタイ6に与えつつ、：9月13日は私たちにキリストを公言いくつかの信仰

がそうであるように、真のクリスチャンはただの行に暗記複数回でそれらの単語を繰り返さな

いでくださいについて祈るために優先順位と、特定の詳細を提供します。 

 

いくつかの文化では、彼らが実際にホイールを回すと、各回転が神々に祈りを送ると信じてい

ます。 アジア内の少なくとも1つの場所で、私は風により紡糸ホイール上にあった「祈り」を

見て思い出します。 これは神が望んでいるものではありません。 

 

まだ他には、東洋と西洋の文化の両方で、彼らはのために努力する彼らの繰り返しを追跡する

ために、ビーズを含む計数システムを使用しています。 しかし、それは、あまりにも、神が望

んでいるものではありません。 

 

神への請願書を明確にし、無駄な繰り返しを使用しないでください。 神が何を望んでいるかに

注目してください： 

 

16お互いに自分の罪を告白し、あなたが癒されることが、お互いのために祈ります。 義

人の効果的な、熱心な祈りは多くの仕様書17エリヤは、私たちのような性質を持つ男だ

った、と彼はそれが雨ではないだろうと熱心に祈りました。 それは18。3年と6ヶ月の土地

に雨なかったし、彼は再び祈り、天は雨を与え、地はその実を生産しました。 （ヤコブ

5：16-18） 

 

祈りのためのビーズ計数システムを使用する人は、本当に熱心にも効果的なされていません

。 神は彼の人々が（ホセア7時14）「自分の心で私に叫ぶ "したいと考えています。 

 

イエスは何をしたかに注目してください： 

 

44そして苦悶にある、彼はもっと真剣に祈りました。 そして、彼の汗が血が地面に落下

の大きな滴のようになりました。 （ルーク午後10時44分） 

 



イエスは、上記のショーとしての回で非常に熱心でした。 

 

ヒント20：あなたは苦しみや病気の場合は、それについて祈りなさい 

 

神の言葉は、私たちが苦しみや病気されている場合は祈るために私たちに指示します。 

 

13はあなたの苦しみの中で誰ですか？ 彼は祈りましょう。 誰もが陽気ですか？ 彼は詩篇

を歌いましょう。14はあなたの中の誰もが病気ですか？ 彼は、教会の長老たちのために呼

ぶことにしましょう、と彼らは主の名において油で彼をそそぎ、彼の上に祈りましょう
。15信仰の祈りは、病人を救う、と主は彼を発生します。 彼は罪を犯したなら、彼は赦さ

れます。 （ヤコブ5：13-15） 

 

癒すために時間が（伝道の書3：3）があるので、それのために祈ります。 病気の人は、また、

それらを塗るために長老たちのために呼び出すことができます。 

 

私たちは、イエスのストライプに癒されます。 

 

そのストライプによってあなたが癒されました-ご自身が私たちは、罪のために死亡し

た義のために生きるかもしれないことを、木の上に彼自身の体で私たちの罪を産ん24。 （

1ペテロ2：24） 

 

モーセは神が彼の妹ミリアム（数字12時13分）を癒すだろうと祈りました。 ダビデは祈り、他

の人が病気になったときに絶食しました： 

 

13しかし、私のためとして、彼らは病気だったとき、私の服は荒布でした。 私は断食し

て自分自身を謙虚に。 そして、私の祈りは自分自身の心に戻ってきます。 （詩篇35:13

） 

 

イザヤは、神が彼を癒すだろうとヒゼキヤに言いました： 

 

5 'このように主よ、ダビデの神、あなたの父は言う： "私はあなたの祈りを聞いた、私

はあなたの涙を見てきました。確かに私はあなたを癒してくれる（2キングス20：5）。 

 

神の癒し： 

 

2主よ、私の神は、私はあなたに叫んだ、そして、あなたは私を癒し。 （詩篇30：2） 

 



14、主よ、私を癒す、私は癒されなければなりません。 （エレミヤ17時14） 

 

祈りは、聖書の中で治癒が接続されています。 あなたが苦しんでいるときに、祈ることを覚え

ておいてください。 

 

ヒント21：教会の指導者のために祈りなさい 

 

  私たちは、精神的な指導者のために祈ることです。 

 

使徒パウロからいくつかの教えに注意してください。 

 

25兄弟は、私たち（1テサロニケ5：25）のために祈ります。 

 

1最後に、兄弟たちは、主の言葉を迅速に実行することができ、それはあなたと一緒にい

るだけのように、あがめこと、2、我々は不合理と邪悪な男性から送達することができるこ

とをことを、私たちのために祈ります。 すべてではないために、信仰（：1-2の2テサロ

ニケ3）を有しています。 

 

キリスト教徒は、キリスト教の指導者たちによって言われました： 

 

18は、私たちのために祈ってください。 以下のための私たちは立派に生きることを望むす

べてのものに、正しい良心を持っていると確信しています。 （ヘブル午後01時18分） 

 

イエスは私たちがより多くの指導者のために祈るようにしている次のように教えています。 

 

2収穫は本当に素晴らしいですが、労働者は少ないです。 したがって、彼の収穫に労働

者を送り出すために、収穫の主に祈っ（ルカ10：2）。 

 

また、祈るために、次のとおりです。 

 

14主の御心が行われる（使徒午後9時14分）。 

 

祈りの詳細については、当社の冊子祈りで見つけることができます 。 聖書は何を教えています
か？ 
 
 
 



充実しました 
マタイ24:14 
そして 

マタイ28：19-20 
 

神の教会を継続www.ccog.org  
毎日の聖書ニュースの預言www.cogwriter.com  

 
CCOG.ASIAこれは、アジアに焦点を当てたウェブサイトです。これは、中国語で記事だけでな

く、英語でいくつかの、プラス他のアジアの言語のいくつかの項目があります。 

CCOG.EUこれは、ヨーロッパをターゲットウェブサイトです。それは多くのヨーロッパ言語の

材料を持っています。 

 CCOG.INこれは、インドの伝統のものをターゲットウェブサイトで、ヒンディー語で材料を含

んでいます。 

CCOG.NZこれは、ニュージーランドのものをターゲットウェブサイトです。 

CCOGCANADA.CAこれは、カナダでそれらをターゲットウェブサイトです。 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. これは神の継続教会のためのスペイン語のウェブ

サイトです。 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. これは、英語とタガログ語でのアイテムとフィリピン指向

のウェブサイトです。 
 

 
BibleNewsProphecyチャネルwww.youtube.com/BibleNewsProphecy  
ContinuingCOGチャネルwww.youtube.com/continuingcog  
ContinuingCOG Africaチャネルwww.youtube.com/ccogafrica  
 
神の継続教会はまた、印刷用途や電子雑誌、書籍、および兄弟への毎週の手紙はまた、マタイ24:14とマ
タイ28をサポートするために：19-20。 
 

http://www.ccog.org/
http://www.cogwriter.com/
http://www.youtube.com/BibleNewsProphecy
http://www.youtube.com/continuingcog
http://www.youtube.com/ccogafrica
https://en.wikipedia.org/wiki/File:YouTube_logo_2015.svg
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