
	

親愛なる友人のために	
 

左後ろ		
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地球から突然姿を消した人々の全

体の塊はありますか？	

何が起こっている?!?!	

家族のいるところ/子供達/フレンズ

/同僚/教師	なくなった???	

	

• あなた一人じゃありません。		

この小冊子はあなたを助け、導くために書

かれました。	

	

• 聖書の預言は成就し、「携挙」と呼ばれて

います。	
 

• 子供と幼児は、地球にやってくる恐ろしい

トラブルのために、彼らの保護のためにイ

エスと共にいるために携挙に巻き込まれた

かもしれません。	ペットも同じ理由で取

り上げられた可能性があります。	
 

 
• この携挙は世界の終わり（終末）を意味し

ます。	読む！	
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   ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ?    

簡単な要約:	
	

		

イエス・キリストは彼の教会を天国まで呼

びました。	キリストを拒否した人々は取

り残されました。		
 
 

あの	「なに？」,	あの	「なぜ？」,	あの	

「どう？」,	そして	あの	「え？」この小

冊子で扱われます。	

携挙の説明	
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でもまず…あなたの子供は行方不明ですか？	

もしそうなら,	少し時間を取って呼吸してくだ

さい。	

準備ができたら,	読んでください…	
 
 

携挙が行われると、イエス・キリストについて何も理解できない幼い子供（説明責任

の年齢に達していない子供）は教会とともに主と一緒にいると見なされるのは、かな

りの数のクリスチャンの信念です。	ただし、これが発生するかどうかは不明です。	

この考えは、小さな子供や赤ちゃんが死ぬとすぐに主と一緒に行くという聖書の理解

と一致しています。	

 
ダビデ王の小さな男の子が死んだとき、彼は「彼は私に来ることができないが、私は

彼のところに行く」と言った（2サムエル 12:23）。	ダビデは息子がどこにいるか知

っていました。	彼は自分の子供が神の前で安全であることを知っていました。		

 
この時点で受け入れることは難しいかもしれませんが、神は（私たちの現在の信念に

よれば）すべての小さなものを天国で神と共に安全に保ち、彼らが地球に来ることの

恐怖と恐怖に苦しむことのないようにします（	携挙後）。	

 
私たちが正しく、あなたの子供が天国に連れて行かれた場合、私は今あなたに神を求

めるように挑戦し、あなたも彼らがどこにいるかを確認します。	あなたの人生を神

に引き渡すことはまだ可能です。	許してください、私はあなたの心痛や苦痛を軽ん

じたくはありませんが、正直なところ、今ここで有限の苦痛を経験し、天国の敷居を

越えてしまう方が、キリストを拒否し続けるよりもはるかに良いです。	

 
私は、謙虚にそして穏やかに、地上に残された時間を神に呼びかけるために使うこと

をお勧めします。	必要なことは何でも言ってください。	ただ対話を始める。	彼は

ここにいて、聞いており、あなたに答えてくれます。	

  
詩篇 145：18「主は、彼を呼ぶすべての人、真に

彼を呼ぶすべての人に近い」	

 
そして、イエスがあなたの子供をとても愛して

おられることを知ってください。	彼はそれを聖

書の中で何度も言っています。	大切な小さな子

供には害はありません。	



	5	

	

小さな子供とイエス	
 
マルコ 10：13-16	
 
人々は小さな子供たちをイエスのもとに連れて来て、彼に手を置いてもらいましたが

、弟子たちは彼らを非難しました。	イエスはこれを見たとき、憤慨しました。	彼は

彼らに言った、「小さな子供たちがわたしのところに来て、彼らを邪魔しないように

しましょう。神の国はこれらのものに属しているからです。	ほんとうに言っておき

ますが、小さな子供のように神の国を受け取らない人は、決してその国に入ることは

ありません。」	そして彼は彼らの腕の中で子供たちを連れて行き、彼の手を彼らの

上に置き、彼らを祝福した。	
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待つ…イエス？！	

 
これは本当に彼とするために何かを持っていま

すか？	

 

たぶんメディアはエイリアンが私たちを誘拐し

たと言っています。	

それを信じないでください。		

聖書はこの出来事を予告しました、そしてそれ

はあなたが今起こっていることを理解するため

に調査を始める必要がある場所です。	

私はあなたに聖書を手に入れて私と一緒に勉強

するように勧めます。ただ私の言葉を信じない

でください。	

自分で探す。	

 

 

 

        
神の剣	
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聖書はすべての人に対する神の啓示です。それは私たちに神についての正確な情報を

与える唯一の本です（三位一体である-父、息子、そして聖霊）。それは、私たちに

人生の導きを与え、永遠の命を受ける方法を私たちに教えることによって、人間の必

要性とその必要性に対する神の備えを示しています。聖書は神の霊感を受けた言葉で

あるため、単なる別の本ではありません。元の原稿の時から今日まで、エラーは発生

していません。	
 

聖書は、古代ユダヤ人と初期のキリスト教会との神の関係について説明しています。	

それは、メシアのユダヤ人の預言を成就した神の御子イエス・キリストの偉大な賜物

について私たちに教えてくれます。	それは、十字架での彼の死、彼の復活での死に

対する勝利、そして彼の約束された地上への復帰を通して彼が成し遂げた救いについ

て私たちに伝えています。	これは、将来について、私たちが死んだときに私たちに

何が起こるのか、そして歴史がどこに向かっているのかについての信頼できる情報を

私たちに提供する唯一の本です。		

マタイ 3：16-17 バプテスマを受けた後,	イエスは水からすぐに現れました;	そして

見よ,	天が開かれた,	そして彼は神の御霊が鳩のように降りてきて、彼を照らしてい

るのを見ました,	そして見よ,	天からの声は、「これは、私がとても喜んでいる私の

最愛の息子です」と言った。	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://classic.biblegateway.com/passage/?search=%E5%89%B
5%E4%B8%96%E8%A8%98+1&version=JLB 

	
https://knowgod.com/ja/thefour 
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友達、クリスチャ

ンは狭い視野を持

っています	
	

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ドアは 1 つだけです。	

テモテ第一 2：5	神は一人です	そして神と人類の間の仲介者,	男キリストイエス	

天国への道は狭い	

狭い門を通らなければ、天

の国に入ることはできませ

ん。人を滅びに導く道は広

く、多くの人がその楽な道

を進み、広い門から入って

行きます。															

マタイの福音書	7:13	
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イエスは言った:	
 

	“私がドアです。	

私のそばに誰かが入ると、彼は救われ

、出入りして牧草地を見つけます…”	

 
	“私は良い羊飼いです。	良い羊飼い

は羊のために彼の命を与えます。”	
  

ジョン	10	:	9	そして 11	
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聖書?  

携挙?!	

世界の終わり???!!	  
これは本当にクレイジーに思え

ます。	

質問：私が（潜在的に）信じるのを助けるため

に、より多くの詳細が必要になるでしょう。	

。	。あなたが狂っていないこと。		

もっと情報がありますか？	

回答：しかし、もちろん！将来のロードマップ

を見てみましょう。	

 
見てみましょう…	
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勇気を取る。	

あきらめないでください	…	

 

 
 

…	そして読み続けてください！	
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1.  現在の教会時代:	  
        教会の携挙の前の時間。	

 

マタイ 28：19-20 それゆえ、すべての国の弟子を作り、父と子と聖霊の名に

よって彼らにバプテスマを施し、わたし（イエス）があなたに命じられたす

べてに従うように教えなさい。	そして、確かに私は時代の終わりまで、あな

たといつも一緒です。」	
 
 

2.  教会の携挙:  
教会とは、イエスキリストの罪の支払いのみを信じ、救いの贈り物（「救わ

れた」としても知られる）を受け入れたクリスチャンを指します。	彼らはみ

な、キリストを受け入れ、彼を信じるという意識的な選択をしました。	クリ

スチャンであると主張するすべての人が実際に救われるわけではありません

。	キリスト教は宗教ではなく、私たちの創造主である神との関係の回復です		
 

エフェソス 2：8-9「あなたは恵みによって信仰（信頼）によって救われたの
であり、これは自分自身からではありません。 それは作品（善行/儀式/幼児
洗礼/教会への出席など）によってではなく、誰も自慢できないような神の賜
物です。」 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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ヨハネ 14：6	イエスは答えました、「わたしは道であり、真理であり、命で

す。	わたしを通してでなければ、だれも父（神）のところに来ません。」	
 

ヨハネ 3：16-17「神はこの世をとても愛しておられたので、ご自分の生まれ
たばかりの御子をお与えになったので、彼（イエス）を信じる者は滅びず、

永遠の命をお持ちになるでしょう。 神は御子を世に送り出して世を非難する
のではなく、神（イエス・キリスト）を通して世を救うためでした。 
 

イエスは、患難が始まる前に、地球からの教会の携挙（ひったくり）に言及

しています:	あなたは迫害にもめげず、じっと忍耐して、わたしの教えに従

ってきました。それで、すべての人間を試すために全世界に襲いかかる苦し

みと試練の時に、わたしはあなたを守ります。（啓示 3:10）	
 

1 テサロニケ 4：15-17		主の言葉によると、まだ生きている私たち、主の到

来まで残されている私たちが、眠りについた（死んだ）人よりも先になるこ

とはありません。	主ご自身が大声で、大天使の声と神のラッパの呼び声で天

から降りてくるので、キリストの死者が最初に起きます。	その後、まだ生き

残った私たちが一緒に雲に巻き込まれ、空中の主に出会います。	そして、私

たちは永遠に主と一緒になります。	

マタイ 24：40-41		次に、現場には二人の男がいます。	1 つは取得され、も

う 1つは残されます。	2 人の女性が工場で粉砕します。	1 つは取得され、も

う 1つは残されます。		

3.  患難の年:	
（啓示 3	:	10;マタイ 24;マーク 13 とルカ 17） 
 
これは、キリストを拒否した人々のための地上での神の裁きの 7年の期間で

す。	これに関する神の目的は、人々の焦点を、彼の代わりに、彼らの偶像と

彼らが信頼していたものから遠ざけることです。	この地球を破壊する出来事

は、結局、最も多くの救われた魂を生み出します。	神は、人生のあらゆる歩

みの中で、患難を使って羊（喜んで）を山羊（喜んで）から分離することに

よって、最後にもう一度人々をテストするつもりです。	
 

イザヤ 26：9「地球があなたの判断を経験するとき、世界の住民は義を学び

ます。」	
 

黙示録 7：9-17		ホワイトローブの大群衆	
 
この後、私は見ました、そして、その前に、どの国からも、部族、人々、そ

して言語が、王位の前と子羊の前に立っていることを数えることができない

非常に多くの人々がいました。	彼らは白いローブを着ていて、手のひらの枝
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を握っていました。	そして彼らは大きな声で叫びました：「救いは王座に座

する私たちの神と子羊のものです。」	

すべての天使は王位と長老と 4つの生き物の周りに立っていました。	彼らは

王位の前で彼らの顔に倒れ、神を崇拝してこう言いました。	賛美と栄光と知

恵と感謝と名誉と力と強さが永遠に私たちの神にあります。	アーメン！"	

それから長老の一人が私に尋ねました、「これらは白いローブで、彼らは誰

で、どこから来たのですか？」	

私は答えました、「サー、あなたは知っています。」	

そして彼は言った、「これらは大患難から出てきた彼らです。	彼らは

ローブを洗い、子羊の血で白くしました.	したがって、彼らは神の御座

の前にいて、神殿で昼も夜も神に仕えます。	そして王位に座する彼は彼の存

在で彼らを守ります。	「二度と彼らは飢えないでしょう。	彼らは二度と渇

きません。	太陽はそれらの上に打ち倒すことはなく、また焼けるような暑さ

もありません。	王位の中心にある子羊は羊飼いになります。	彼はそれらを

生きている水の泉に導きます。	そして神は彼らの目からすべての涙を拭き取

ってくださいます。」	

患難とは、自分の罪から立ち直りたくない人々、イエスを認めない人々、そ

してイエスの支払いがなければ「元気」であると信じる人々への神の反応で

す。	しかし、神は聖書の中で私たちに、イエスの支払いがなければ、私たち

の未払いの罪は私たちを地獄の永遠に送ることになると警告しています。		

 
ローマ人への手紙 6	:	23「罪の賃金は死です（地獄での永遠の分離、生命

の創造主から遠く離れているため）。	しかし、神の賜物は、私たちの主

イエス・キリストによる永遠のいのちです。」	
 

詩篇 14：1		愚か者は彼の心の中で「神はありません」と言っています。	
 
 

4. 「悲しみの始まり」（最初の 3.5 年）  
 

• 反キリストは、10 か国連合と「偽預言者」の助けを借りて明らかに

され、権力を握ります。 
 

• 反キリストはイスラエルとの 7年間の平和条約を確認します。 
 

• イスラエルは、この期間の直前または期間中に、（長期延期された

）第 3神殿を建設します。 
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• 「二人の証人」が世界の舞台に登場します。旱魃/疫病/飢饉、 
 

• 144,000 人のユダヤ人のエバンジェリストが任命されています。 
 

5.  神殿の冒涜（中間点）	         
 

• 二人の証人は反キリストによって殺されました、 
 
• 反キリストは第三神殿に座り、自分自身を「神」であると宣言します

（ユダヤ人は彼を自分たちのメシアであると信じています）。 
 
• イスラエルとの平和条約は廃止されました	

	

• 	二人の証人が殺されます。彼らの死から 3。5日後、神は彼らを死か

らよみがえらせ、天国に帰らせます。その後まもなく地震が発生し、

7000 人が亡くなりました。 

黙示録 11：12-14	そして、彼らは天国から彼らに「ここに来なさい」と言う

大きな声を聞いた。	そして、彼らは敵が見ている間、雲の中で天国に行きま

した。	その時間に大地震があり、街の 10 分の 1が崩壊した。	地震で 7000

人が亡くなり、生存者たちは恐怖に襲われ、天の神に栄光を帰した。	2 番目

の悲惨さが過ぎました。	3 番目の悲惨さはすぐに来ています。	
 
  
6.  大艱難（最後の 3。5 年）  

• 地球の地獄：戦争！疫病！テロ！ 
 
• 「福音天使」は世界に宣べ伝えるためにリリースされ、		

	

• 新しい世界秩序は、反キリストの統治中に確立され続け、結果として

次のようになります。	

	

(1) 単一の世界経済と獣のしるし	

	

(2)	反キリスト（サタン）の 1つの世界の宗教と義務的な崇拝、	

	

	

	

 



	16	

7.  イエス・キリストの帰還  

• ハルマゲドンの戦い：イエス・キリストは地球に戻り、反キリストを

打ち負かします。 
 

8.  キリストの千年紀  
イエスの 1000 年は地球で君臨しました。	
 

9.   最終判断（黙示録 20：11-15;ユダ 1：14-15）  
		ホワイトスローンジャッジメントとも呼ばれます。	これは神が御子イエス

・キリストを信じることを拒否した人々に最終的な裁きを下す時です。		
 

10.  永遠の状態/永遠  
地球とすべての被造物（これまでに作成されたもの）は贖われ、神の元の設

計に戻されます（アダムとイブの罪のためにすべてが呪われた前に）。	救わ

れた人々は喜びと完全な平和で永遠にそこに住んでいます。			
 

黙示録 21：4	彼（神）は彼らの目からすべての涙をぬぐいます。	古いもの

の秩序が過ぎ去ったので、もはや死も嘆きも泣きも痛みもありません。」	
 

イザヤ 11：6		狼は子羊と一緒に暮らし、ヒョウは山羊、子牛、ライオン、

そして一年中一緒に横たわります。	そして小さな子供が彼らを導きます。	

	

_____________________________________________________________ 

 
•     反キリスト者（偽メシア):  

 
艱難の始まりに、人は小さな始まり/曖昧さから権力を握ります。彼は政治と

戦争の両方で勝利の後に勝利を達成するでしょう。サタンは反キリストを支

持し、多くの人をだまして反キリストの形で彼を崇拝させます。最初は、反

キリストは世界の問題への答えとして世界に見られます。救世主の一種。	「

計画を持った男」。彼は最終的には実際に彼がいる邪悪な独裁者として多く

の人に見られるでしょう。彼の本当の使命は破壊の 1つです。聖書は彼を滅

びの子/無法の人（または罪）/破壊の子と獣のゴグと呼んでいます。彼は世

界のすべての軍隊を集めて、戻ってきたイエス・キリストと戦うために、一

度だけ敗北することが予言されています。	（1ヨハネ 2	:	18）、（黙示録

13：1 および 4）、（黙示録 13：1-8）、（黙示録 16	:	12 および 14）。	
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• 偽の預言者：	

彼はワンワールド教会の働きを管理します（この信条の誤った核心はすべて

の宗教が神につながるということです）。	偽預言者の主な使命は、世界に反

キリストを崇拝させることです。	（啓 13：11-14）	
 

• 2 人の証人：	

神はエルサレムから 3。5年間説教している 2人のユダヤ人を地上に置きまし

た。これらの二人の男は、イエス・キリストの主権に服従するように彼らを

励ますために、地球の人々への神の贈り物になります。彼らは福音を宣べ伝

え、取り残された人々に希望を与えます。彼らのメッセージは魂の救いのた

めです。彼らのメッセージに加えて、二人の証人は水を血に変え、地球上で

あらゆる種類の疫病を引き起こし、地球上の人々の生活を一般的に悲惨なも

のにします。すべての惨めさの唯一の目的は、悔い改めて人々を神に戻すこ

とです。彼らは無敵になります。多くの人は自分の手で殺されるためだけに

彼らを殺そうとします。しかし、反キリストが第三神殿に登って自分自身を

神と宣言すると、天の神は反キリストが苦しみの途中で彼らを殺すことを許

します。	（黙示録 11：3-13）、（マラキ 4：5-6）	
 
 

• 144,000 人のユダヤ人のエバンジェリスト：	
携挙の後、反キリストが彼の印を命じる前に、神は世界中のユダヤ人に希望

の声を提供するために 144,000 人のユダヤ人信者の軍隊を作ります。これを

行うために、彼はイスラエルの 12 の部族のそれぞれから天使を送り、12,000

の額をマークします。これらの 144,000 人は彼らの目的に目覚め、イエスが

メシアであることを世界中のユダヤ人に説教します。イスラエルが保護のた

めに反キリストとの平和条約に署名することに反対するのはこれらの

144,000 人です。彼らは、反キリストが彼らを裏切るであろうとイスラエル

に警告します。裏切りの後、144,000 人が世界中のユダヤ人をユダヤ人の砂

漠で神が彼らのために用意された隠れ場所に導きます。	（黙示録 7：2-8）

、（黙示録 7と 14）。	
 
 

• ゴスペルエンゼル:	
福音を分かち合うために神が用いられる最も驚くべき方法の一つは、福音の

天使を送ることです。	黙示録 14：6-7 は、トリビュレーションの終わり近く

に、特別な天使が世界を周遊する重要な任務に派遣される方法を説明してい

ます。	福音天使は生きているすべての人にイエス・キリストの福音を伝えま

す。	
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• 獣の番号/マーク/記号:(反キリスト）  

黙示録 13：16-18		また獣は、大きい者にも小さい者にも、金持ちにも貧し

い人にも、奴隷にも自由人にも、すべての人に右手か額に刻印を彫らせまし

た。	そして、獣の名か、その名を意味する数字を彫った刻印を持っていなけ

れば、仕事につくことも、店で買物をすることもできないようにしたのです

。	これは、細心の注意をはらって解くべきなぞです。この数字の意味を解け

る人は解いてごらんなさい。獣の名前の文字を数字になおすと、六百六十六

になるのです。	

警告！	警告！	警告！	

獣の印は、ATM またはクレジットカードとして機能するマイクロチップのイ

ンプラントまたは入れ墨である可能性があります。警告：ビーストマークを

受け取った人は誰でも地獄に投げ込まれますので、マークを取らないでくだ

さい！悪魔への忠誠を誓うために意識的な決定を必要とするので、マークを

付けることは受け入れられません。この時点で、神は信者をサタンの追随者

から分離します。マークを付けた人は、マークを付けなかった人を迫害しま

す。神は彼らの体を覆う非常に痛みを伴う潰瘍を与え、審判の日にマークの

ある人々を地獄に直接送ります。（啓 14：9-11）	
 

それを拒否する人々にとっては非常に厳しい時期になるでしょうが、神はマ

ークをとらない人々を支え、助け、強化してくださいます。		

 
申命記 31：6「強く勇気を出しなさい。	彼らのために恐れたり恐れたりしな

いでください。あなたの神、主があなたと共におられるからです。	彼は決し

てあなたを離れたり、あなたを見捨てたりしません。」		

	

	

	

	

そのマークをとらないでください!!!!!!!!!	
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患難判断の詳細：患難は、反キリス

トが権力を握り、イスラエルとの 7 年

間の契約（条約）を確認したときに始

まります	(ダニ 9:27;	12:11）		

	

次に、一連の 7 つのシールが開かれま

す。	最初の 4 つのアザラシは、順番

に開くたびに騎士を解放します。白：

反キリスト（黙示録 6：2）赤：戦争（

黙示録 6：3-4）	

黒：飢饉（黙示録 6：5-6）	

ペール/クロロス：死（黙示録 6：8） 
	

その後	。	...。第五の封印：殉教者

の死、（黙示録 6：9）番目の封印：大

地震、太陽が暗くなり、月が血に染ま

る		（	黙示録 6:12）	

	

セブンスシール：次のジャッジメント

シリーズ（「トランペット」）の登場

を発表。これらは非常に悲惨なので、

次の 30 分間は天国で沈黙があります

（	黙示録 8:1） 
 
トランペットの判断は、私たちが

生きるために必要なすべてのもの

の 3 分の 1 を取り除きます：水、

植物、光  
 
トランペット 1：雹と火は草と 1/3 の

木を燃やします（黙示録 8：7） 
ラッパ 2：燃える山が海に投げ込まれ

、海の生き物の 3 分の 1 が死ぬ（黙示

録 8：8） 

トランペット 3：燃えるトーチのよう

な大きな星が天から落ち、川の 3 分の

1 を毒します	（黙示録 8:10)	

トランペット 4：地球上の光の 1/3 の

除去（黙示録 8:12） 
トランペット 5：人々を刺すアビスか

らのサソリ/イナゴ-5 ヶ月の拷問（黙

示録 9：1-12） 

トランペット 6：ユーフラテス川に投

獄されていた 4 人の天使が解放され、

人類の 3 分の 1 が殺されました（黙示

録 9:14）	

ラッパ 7（黙示録 11:15）：ボウルの

判断を開始します。	「大艱難」（後

半）が始まります。これはサタンが天

国から追い出された時です	

（黙示録 12）そして彼は非常に怒って

ユダヤ人を殺そうとします（黙示録 12

：12-13）、しかし彼らは荒野に逃げ

ます-ヨルダンのペトラとして理解さ

れています-（黙示録 12:14）それで彼

のすべての憎しみ、怒り、そして欲求

不満は、患難の新しいクリスチャンに

集中しています。	

	

ボウル 1：マークのある人の痛みを

伴う病気（黙示録 16：2） 
ボウル 2：海は血に変わる-すべての海

の生き物は死ぬ（黙示録 16：3） 
ボウル 3：すべての淡水が血に変わ

る（黙示録 16：4） 
ボウル 4：太陽は人々を火で焦がしま

す-人々は神を呪います、		 
(黙示録 16：8-9） 
ボウル 5：反キリストの王位と王国が

真っ暗闇に投げ込まれます（黙示録

16:10） 
ボウル 6：乾燥したユーフラテス川に

より、「キングスオブイースト」はハ

ルマゲドンで軍を集めることができ、

（黙示録 16:12-16） 
ボウル 7：「完了！」非常に大きな地

震がすべての島と山を破壊します。重

さ 100 ポンドの雹が地球に降り注ぐ 
（黙示録 16：17-21） 
1 つの世界の宗教が破壊されます。イ

エスはハルマゲドンの戦いに勝つため

に彼の教会と共に地球に戻ります。そ

の後、彼は 1000 年間統治します	(黙

示録	17,	18,	19)
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艱難は悔い改めへの目覚めの呼びかけ

です	

永遠がここにある前に。	
 

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

目覚める時が来た	
 

	

	

一部の人が遅さを理解しているように、主は彼の約束を守るのに遅くはあり

ません。	代わりに、彼はあなたに忍耐強く、誰にも滅びたくない（永遠に地

獄に行く）のではなく、誰もが悔い改めに来ることを望んでいます。	

（ペテロ第二 3：9）	

イエスは神ではあり

ません...来世はあり
ません...今日だけが
重要です...	

Figure
	1jh 

Figure	3hjg	

Figure	2kjh	
	

	



	21	

 

聖書に書かれている「悔い改め」	

（ギリシャ語：メタノイア）	

それは非難や罪悪感についてではありません。	

それはただの心の変化です。方向転換。	

 
 

 
 
そして、あなたが神に近づく前にあなたの行動を片付け

る必要はありません。	彼はあなたを知っており、あな

たを愛していて、あなたがあなたのように彼に来ること

を望んでいます。しかし、私たちがまだ罪人であった時

、神はキリストを遣わしてくださいました。そのキリス

トが私たちのために死なれたことにより、神は私たちに

大きな愛を示してくださったのです。（ローマ 5：8）	

正直に言ってください。	

私たちに罪がないと言えば、私たちは自分をだまし、真実は私たちの中にあ

りません	（1ヨハネ 1：8）	

 

あなたがこれを読んでいる間、神は今あなたと共におられ

ます。彼の耳はあなたの声に開かれていて、彼はあなたに

とって忙しすぎません。  
 

 
 
 
 
 

いつでもどこでも彼と連絡を取ることができます。敬意を表してくだ

さい。ただし、覚えておいてください。祈りはただ神と話しているだ

けです。彼にあなたに自分自身を明らかにするように頼みなさい。	
 

エレミヤ 29	:	13	心を尽くしてわたしを求めるとき、あなたはわたしを

求め、わたしを見つけるでしょう。	
 

詩篇 145：18	主は、主を呼ぶすべての人、真に主を呼ぶすべての人の近く

にいます。	
	

マタイの	7	:	7	求めなさい。そうすれば与えられます。捜しなさい。そうす

れば見つかります。戸をたたきなさい。そうすれば開けてもらえます。	
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イザヤ 1:18	
 

さあ、一緒に推論しましょう、と主は言われます：	

おまえたちの罪のしみがどんなに頑固でも、わたし

はそれをきれいにし、	

降ったばかりの雪のように真っ白にする。	

たとい紅のような真っ赤なしみでも、	

羊毛のように白くする。	

 

キリストの誕生は神を人々にもた

らしました,	キリストの十字架は

人々を神に導きます。	
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イエスは尋ねます：	

	

そして、もしあなたが全世界を獲得し

たが、あなた自身の魂を失うならば、

あなたは何に利益をもたらしますか？	

あなたの魂以上の価値があるものはあ

りますか？	

マタイ 16	:	26 
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イエス・キリストを救い主とすることによって、永

遠の命に手を差し伸べ、把握するように促します。	

 

ローマ 10：9-13	
	

あなたが口で「イエスは主である」と宣言し、神が彼を死からよみが

えらせたとあなたの心を信じるなら、あなたは救われるでしょう。	な

ぜなら、あなたが信じて正当化されるのはあなたの心であり、あなた

があなたの信仰を告白して救われるのはあなたの口であるからです。	

聖書が言うように、「彼を信じる者は誰も恥をかかされることは決し

てないだろう」。	なぜなら、ユダヤ人と異邦人の間に違いはありませ

ん。同じ主がすべての主であり、主を呼び求めるすべての人を豊かに

祝福するからです。	

神の天使たちをあなたのために幸せにしてください！		

（ルカ 15:10）	

親愛なる主なる神、すべてのものの創造主、私はあなたの前で謙虚

になります。	私を許してください。自分をあなたに服従させたくな

いので、携挙を逃しました。	艱難の混沌の中で私を生かしてくれて

、悔い改める機会を与えてくれてありがとう。	私は自分の考え、言

葉、行いに罪を犯したことを知っています。私は自分の義や価値に

基づいて天国に入る価値はありません。私のすべての罪についてあ

なたの許しを求めます。私はあなたの息子イエス・キリストを私の

主であり救い主として受け入れます。	私は、彼が私の罪のために十

字架で死に、三日目に生き返ったことを認めます。	これからの私の

人生を導いてください。	主よ、私たちの関係を傷つけようとする欺

瞞と嘘から私の心を守ってください。	もう一度、あなたの憐れみ、

愛、そして許しに感謝します。	私の過ちに私を捨てないでくれてあ

りがとう。私を家に連れて来るために手を差し伸べてくれてありが

とう。	

イエス様の御名によって祈ります。アーメン。 
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ルカ 23：39-43		

	

彼のそばにぶら下がっている犯

罪者の一人は侮辱しました、「

あなたはメシアですよね？	自分

自身を救うことでそれを証明し

てください—そしてあなたもそれ

をしている間に私たちも！」	

しかし、他の犯罪者は抗議し

ました。	私たちは犯罪のため

に死ぬに値しますが、この男は何も悪いことをしていません。」	それから彼

は言った、「イエスよ、あなたがあなたの王国に入るとき、私を覚えておい

てください。」	

そして、イエスは答えました、「私はあなたに保証します、今日あなたは楽

園でわたしと共にいるでしょう。」	

_____________________________________________________________________________________________ 

複雑にしないでください。 

イエスが彼の言うとおりの人であると信じてください。 

   救いの賜物は、受け取るのがとても簡 です。 

また、貴重ですが、すべての人が利用できます。 

 
使徒行伝 4	:	12「救いは他の誰にもありません。私たちを救わなければ

ならない、人類に与えられた天国の下の他の名前はないからです。」	
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宗教	

 
 
 
 

 
 

関係	
	

 
	

地球が球体であることを誰も知らなかった時代に。北と南の極について誰も知らなかったとき、神は東西の連続体を確立

されました。	
 

神は両極間の距離が測定できることを知っていました、そしてまた彼は誰も東西間の距離を測定できないことを知ってい

ました。	
 

東を表すヘブライ語はケデムです。つまり、永遠という意味です。	

	

「彼は私たちを、私たちの罪が私たちの不義に従って私たちに値する、または私たちに報いるものとして扱って

いません。天が地の上にあるのと同じくらい高いので、彼を恐れる（名誉と信頼）人々への彼の愛はとても大き

いです。これまでのところ、東が西からである限り、彼は私たちの罪を私たちから取り除いてくれました。」	

詩篇 103：10-12 
 

神は「東が西から遠く離れている限り」を使って、私たちがどれだけ許され、私たちの罪が私たちからどれだけ離れてい

るかを説明します。最初と最後を区別する方法はありません。彼の許しが私たちに与えられたので、	

それはただ無限です！	

この予言的な詩篇は、人々に神との関係を回復する機会を与えるという神の明確な計画を示しています。	
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今、あなたはイエスとあなたの罪に�
する彼の支払いを受け入れるように勧

められています。これを慎重に検討し

てください。それまでの間、聖書の予

言をもっと研究して、自分でそれを目

撃したときにそれが真理であることを

理解しましょう。  
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
    

知識は力である.	
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困難な国際関係…自然災害の増加	: 

また、あちらこちらで戦争が始まったといううわさが流れるで

しょう。だがそれは、わたしがもう一度来る時の前兆ではあり

ません。こういう現象は必ず起こりますが、それでもまだ、終

わりが来たのではありません。	民族は民族に、国は国に敵対

して立ち上がり、至る所でききんと地震が起こります。しかし

、これらはみな、やがて起こる恐ろしい出来事のほんの始まり

にすぎないのです。（マタイ 24：6-8）	

	

ローマ人への手紙 8：22-24「私たちは、現在まで、出産の苦痛のよう

に、創造物全体がうめき声を上げていることを知っています。」 
 

地震、津波、火災、干ばつ、奇妙な天候/異常気象（洪水、極端な寒

さ、ひどいあられの嵐、竜巻など）の頻度の増加	

	
 

キャッシュレス社会	:	これに向けての始まりと進歩は、

獣の印を受け入れるための道を開きます。		

（1）署名/	ピン（個人識別番号）付きの銀行/	エーティーエムカー

ド支払い.	

（2）非接触型ウェーブを支払う	/	ペイパス、モバイルウォレット

およびインターネット決済、生体認証決済「アップルペイ」/「自分

撮り」、暗号通貨（電子/デジタルキャッシュ）、ソーシャルクレジ

ットスコアリングシステム（中国）、	

(3)	マイクロチップインプラント	:	獣の印（666）の前身は今

日すでに使用されています。手に挿入されるマイクロチップは

NFC タイプ 2	NTAG216 です。	注意してください：6	x	6	x	6	

=	216.	

 
 

より優れた知識とテクノロジー	:	ところで、ダニエ
ルよ、この預言を人に知らせてはならない。終わりの時がくるまで、

だれにも悟られないように、この預言のことばを封じておけ。人々

は知識を増そうとあちこち行き巡るだろう。」		

（ダニエル 12：4）	
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悪と無法の増加：「テモテよ。これから書くことを、

よく心にとめておきなさい。終末の時代には、クリスチャン

になることが非常にむずかしくなります。	自分だけを愛し

、また、お金がすべてだと考える風潮がはびこります。その

時人々は、高慢な者、大言壮語する者、神をあざける者、両

親に従わない者、感謝することを知らない者、神を恐れない

者になり、	また、他人を理解しようとしない者、人をだます者、節度

のない者になります。彼らは乱暴で残忍な行動をし、善良な人をあざ

笑います。	人を裏切り、すぐに思い上がり、神を礼拝するよりも自分

の快楽に心を奪われます。	教会に出席していたとしても、聞いたこと

を何一つ信じようとしないのです。目をしっかり開けて、そんな人た

ちには近寄らないようにしなさい。	」	 

（テモテ第二 3：1-5）	

	
	
1 つの世界の宗教	:	多くの人が神としての反キリストに

身をかがめるための第一歩？イエス・キリストが創造主への唯一

の道であるという考えに反対して、すべての宗教を正式に団結さ

せます。どのように？	組織に会いましょう：世界宗教者平和会議

。世界の政治指導者が関与しており、宗教指導者はこの組織を通

じて「神の教え」に従って「一つになる」ことを約束しました。	

 
(*WARP: World Alliance of Religions’ Peace)  
https://www.hwpl.kr/en/initiative/allianceOfReligions 
 
 

 
偽預言者の有望な候補者	:	
教皇フランシスは一つの世界の宗教と新世界秩序を公然と

推進してきました。	

		

彼は公に神を軽視し、次のようなことを宣言することによ

り、自分自身の公然のクリスチャンの信仰と職業を裏切り

ました。	

• イエスの十字架での死は失敗でした、	

• イエスは罪を犯し、許しを必要とした	

• 進化は神がどのように地球を造られたか、	

• 無神論者は天国に行くために良い人である必要があ

ります。	
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重要なのはヘビを認識することです。彼は不誠実で信頼できません。あなた

がクリスチャンの信仰を信じるかどうかにかかわらず、彼の言葉に集中しな

いでください。彼には名誉も信頼性もありません。彼自身の司祭でさえ彼の

辞任を要求した。携挙の後で彼が大きな役割を果たしている場合は、耳を覆

って丘に向かって走ってください！	

	

新世界秩序-反キリストの下の 1 つの世界政府

：聖書は、反キリストが大艱難の最後の 3年半の間、イエスの再臨

の直前にこの世界政府を完全に支配するであろうと予言しています

。	黙示録にドラゴンとして記述されているサタンは、反キリストと

この世界の政府システムにその座、権力、そして偉大な権威を与え

ます（黙示録 13：2）。	それは悪魔的に触発されているので、すべ

ての人がこの世界政府構造の抑圧を感じるでしょう。黙示録 13：7 は、「す

べての人々、文化、国」に対して反キリスト（獣）に力が与えられると述べ

ています。	3 節は、「そして、世界中が獣の後で不思議に思った」と述べて

います。	ダニエル書 7章 23 節はまた、反キリストによって統治されている

世界の政府システムについても語っています。予言は、黙示録に述べられて

いるように、この世界政府は再臨まで世界を支配すると述べています。	

 
「グローバリゼーション」という言葉は、まさにそれが言うことを意味しま

す。	それは世界を世界政府に移行させるプロセスです。	国連によって作成

されたグローバルガバナンス委員会は、次のような報告書を発表しました。	

米国国務省の出版物 7277 は、国連の下での 1つの世界の警察を示しています

。」	国際法について聞くとき、それは国際政府の法律を指しています。	世

界裁判所について聞くとき、それは世界政府システムの法律を執行するため

に作成された裁判所システムに言及しています。	世界銀行、世界貿易機関、

世界保健機関—これらの強力な世界的機関はすべて、まさに彼らが言うとおり

のものです。	それらはすべて一世界政府の構成要素であり、世界政府は

2000 年前の終わりの時のために預言しました。	
 

問題は：反キリストは誰になるのか？	彼は、イスラエルとの 7 年間の

平和条約を確認し、拡大し、さらに拡大する人物となるでしょう。	（

ダニエル 9：27	*）。	

	

*予言的な用語では、1日は 1年に等しいことに注意してください。	
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エゼキエルの戦争（世界大戦 III？）:  
エゼキエル書、第 38 章から第 39 章では、中東諸国連合がそ

の北の国境でイスラエルを攻撃すると戦争が起こると予告さ

れています。	この国家同盟は今日すでに成立している。	こ

こに、エゼキエル第 38 章から出てきた現代と古代のヘブライ

語の名前でリストされている国のそれぞれを示します	:	

  
[1]ロシア（マゴグ）[2]トルコ（小アジアを構成する 4つの部分に分割され

た：私は、チューブル、ゴマー、トガルマ）[3]アフガニスタン、パキスタン

、イラン（ペルシャ）[4]スーダン、エチオピア、ソマリア（クッシュ）		

[5]リビア（プット）。	ダニエル 11：40-45 は、シリア（「北の王」）とエ

ジプト（「南の王」）にも言及しています。	詩篇 83：6-7 の言及：サウジア

ラビア（イシュマライト）とレバノン（タイヤ）。	
 

この恐ろしい同盟にもかかわらず（その多くは共有銀行、インフラストラク

チャー、軍隊を含む）、イスラエルは破壊されません（ゼカリヤ 12）。		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

2017 年 11 月 22 日：ソチ（ロシア）にお

けるロシア、イラン、トルコの指導者。	

タイップ・エルドアン	

（七面鳥）	

ハッサン・ロウハニ	

（イラン）	

 

プーチン			

（ロシア)	
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ダマスカスが破壊される	:	
現在まで、ダマスカス（シリア）のほとんどはすでに廃墟となって

います。イザヤの第 17 章で、聖書はいつの日か都市が完全に破壊さ

れると予告しています。	
	

イザヤ 17：1-2				ダマスカスに対する予言	:	

これは、シリヤ（アラム）の首都ダマスコへの神のことばです。	

見よ。ダマスコは影も形もなくなる。もはや町ではなく、巨大な瓦礫の山と

なる。アロエルの町々には人が住まず、	

羊は追い払われる心配もなくゆったりと伏して、	

草を食べる。	

 
地平線上で考えられる主

要な終了時間の欺瞞	：  
教会が携挙されたとき、「エイリアン

」は降りてくるのでしょうか？おそらく

彼らは自分たちを人間の祖先と呼んでいますか？

いずれにせよ、彼らは嘘つきです。彼らは変装し

た堕天使（悪魔）です。 
 

聖書は、サタンが嘘の父であると警告しています（ヨハネ 8:44）。	2

コリント 11:14 は、「そして、サタンでさえ光の天使に変装している

のも不思議ではありません」と述べています。サタンは彼の嘘とトリ

ックが信じられて正しいように見えるように良いふりをします。彼は

あなたがイエスに目を向けないようにするために何でもします。 
 
エイリアンの侵略の考えはそれほど奇妙ではありません。バチカンの天

文学者が地球外生命体を探していて、それを行うために LUCIFER と呼ば

れる機械を使用していることをご存知ですか？	*LUCIFER は、「銀河系

外研究用のカメラと面分光器を備えた大双眼望遠鏡近赤外線ユーティリ

ティ」の頭字語です。(*Large	Binocular	Telescope	Near-infrared	

Utility	with	Camera	and	Integral	Field	Unit	for	Extragalactic	

Research).	このデバイスは、アリゾナ州南東部のグラハム山にあるア

リゾナ大学の大双眼望遠鏡（LBT:	Large	Binocular	Telescope）に搭載

されています。バチカンが所有するバチカン先端技術望遠鏡（VATT:	

Vatican	Advanced	Technology	Telescope）がすぐ隣にあります。彼ら

は VATT と LBT	LUCIFER の両方の機器を使用して、「エイリアンの救世主」を

探します。ええとああ。  
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グラハム山にある大双眼望遠鏡の天文台。	

	

そこでイエスは、彼らに説明されました。「だれにもだまされないようにし

なさい。	そのうち、自分こそキリストだと名乗る者が大ぜい現れて、多くの

人を惑わすでしょう。（マタイ 24：4-5）	

 
しかし、聖霊がはっきりと予告されたように、終末の時代には悪霊の教えを

広める教師が現れ、教会の中からも、キリストから離れてその熱心な弟子に

なる者が出ます。	そのような教師は平気でうそをつき、しかもそれを何度も

くり返すので、良心が完全にまひしています。（テモテ第一 4：1-2）	

 
「しかし、邪悪な人々や詐欺師は繁栄します。彼らは他人をだまし、彼ら自

身もだまされます。」	（テモテ第二 3	:	13）	
 
近くの LBT のバルコニーから見た VATT 彼らは、決して神から遣わされた者で

はありません。「詐欺師」です。キリストの使徒だと思い込ませるのです。	

しかし、そんなことには今さら驚きもしません。サタンでさえ、光の天使に

変装するのです。	ですから、サタンの手下どもがまねをし、敬虔な牧師にな

りすましたとしても、特別驚くことはありません。最後は、その悪事にふさ

わしいものとなるのです。		

	(コリント人への手紙Ⅱ	11	:	13-15) 

	

	

	

	

	

近くの LBT のバルコニーから見た VATT	
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私たちが研究した世界の将来のすべての出来事は、聖

書から直接来ています。	2 テモテ 3	:	16 は次のよう

に述べています。.... 神の霊感によって書かれた聖

書は、何が真理であり、何が悪であるかをよく教えて

くれます。また、私たちの生活をまっすぐにし、正し

いことを行う力を与えてくれます。	神はみことばに

ついて非常に高い意見を持っておられます。彼はそれ

を完全に刺激し、誰もがそれを変えることを禁じました（申命記 4：2）。（

黙示録 22：18-19）。神は、聖書を読むすべての男性、女性、子供が真理を

読むことを確実にすることに非常に投資されています。私たちへの彼の言葉

は古くからありますが、今日でも関連性があり、長年にわたって書かれた彼

自身と彼の意志の進歩的な啓示です。聖書で予告されているこれらの出来事

が起こるのを見ると、聖書が真実であることがわかります（携挙がまだあな

たを説得し始めていない場合）。	

 
ショックが収まると、世界の指導者とメディアは、この

失踪はクリスチャンだけのものではないことを、取り残

されたすべての人に納得させようとします。注：多くの

空の教会を見てください。キリスト教の信仰を公言した

有名人がいないことを確認してください。	携挙が真実で

あるならば、聖書は真実であることを理解

してください。神とメシアの子イエスもま

た真実です。そして、これがすべて真実であるならば、唯一の

論理的な反応は、告白と悔い改めで、そして神の言葉のすべて

に絶対的な従順で（聖書で明らかにされているように）神の前

にひざまずくことです。そして、もしイエスが今日、天国で生

きているなら、悪魔と天使もまた聖書に書かれているので、本

物でなければならないでしょう。魔が天使のように、一つの神

を信じていることをご存知ですか？	悪魔と天使は、イエスが天

と地を創造されたとき、周りにいました。	彼らは彼を直接見て

、真実を知っています。	彼らがあなたに知られたくないだけな

のです。	。	。	彼らは知っています：「あなたは神が一つであると信じてい

ます。	あなたは元気です	悪魔でさえ信じ、身震いします！」	（ジェームズ

2:19）。	彼らはあなたが主イエスの救いの力を調査して知ることを望んでい

ません。	周りを見渡して、目の前で神の言葉が実現するのを見てください。	

神は善人であり、サタンは悪者です。	サタンや彼の嘘をいじらないでくださ

い。	彼は最悪です;	究極の世界テロリスト。彼は人間の苦しみと死を喜ばせ

る人です。イエスが戻って神の王国を樹立する時が近づくにつれ、サタンは

人類、特に神に従うために努力している人々に非常に腹を立てます（黙示録
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12:12）。再臨のしるしと時代の終わりのしるし

を求められたとき（マタイ 24：3）、イエスは多

くの偽りの宗教教師がいるだろうと言われまし

た（4-5、11 節）。これらの教師は特に説得力が

あります。彼らは自分自身を欺いて欺瞞を教え

るだけでなく、「可能であれば、選ばれた人で

さえも欺くための大きなしるしと不思議を示す

」（24 節）という超自然的な力を持っています

。聖書は、なぜこれらの偽りの教師がそれほど成功するのかを教えています

。彼らは超自然的な助けを得るでしょう。この現代が終わると、聖書は反キ

リストが人々を欺くようになる「無法者」になると言っています。彼の仕事

は「すべての力、しるし、嘘つきの不思議、そしてすべての不義な欺瞞を伴

うサタンの働きによる」でしょう。（2テサロニケ 2：9-10）。 
	

.	苦難の恐れがあなたを反キリストに従うように動揺させてはいけません。	

「あなたの体を殺したい人を恐れないでください。彼らはあなたの魂に触れ

ることができません。あなたの魂とあなたの体の両方を地獄で破壊できる神

だけを恐れてください。」	（マタイ 10	:	28）サタンとその悪霊は神よりも

強力ではありません。神がコントロールしている。彼は未来を知っていて、

あなたを助けるためにそれについて書きました。	

	

	

 
 
地球上のこの時が今、創造以来続いている人間の魂のためのサタンと

神の間の大きな戦いの集大成です。	

 

 

やれやれ!	
 

 
 
 
非常に多くの情報が短期間で圧縮されます。ちょっと立ち止まって、とりあ

えずすべてを脇に置いておきましょう。	
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このすべてが起こる前に、私がこの小冊子をまとめるのに時間をかけている

ことを考えてください。私はあなたのただの同僚でしたか？多分あなたの先

生？それとも友達の友達？あなたが私をある程度知っていれば、私がクリス

チャンであることを知っているかもしれません。それが来ることを知らない

限り、なぜ私はこれをするのでしょうか？	
 

私と他の何百万人もの人々がエイリアン（または真実をカバーするために使

用された他の嘘）に連れて行かれた場合、あなたは今これを読んでいないで

しょう。私はただ行ってしまいます。	。	。小冊子もメッセージも、今後の

警告もありません。 
 

	生きている神があなたのためにこの本をまとめることについて私に言われた

というのはわずかな可能性ですか？彼はあなたのために私の心に彼の重荷を

負わせました（あなたが救われたのを見るために）。私たちの創造主であり

救い主であり王であるイエスをあなたに知ってもらいたいので、私は戦いま

せんでした。 
 
 
 
 
 

イエ	

この小冊子のすべての言葉を覚えていた

だきありがとうございます。私はあなた

に正直でした：私は今あなたに真実を話

すことによってあなたの敵になりました

か？	（ガラテヤ 4:16）。私はそうしな

いことを望みます！神の言葉は私たちに

すべての命をもたらします。	..	..神の

言葉を聞いてそれを守る人は、とても、

とても恵まれています！	（ルカ 11:28）。	
私があなたに指摘したことを覚えておいてください：あな

たがイエスと彼の言葉を信じるのを助けるためのすべての

道標イベント。あなたの永遠の運命はそれに依存していま

す。	

 
  

Figure	
jkljlkj	

キリストは生きています。	
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公正警告:	
 

聖書は、イエスのことを笑う人々について語っています。	

 
2 ペテロ 3：3-4	

まず第一に思い出してほしいことは、終末の時代には、あざける

者どもが現れ、真理をあざ笑い、思いつくかぎりの悪を行うとい

うことです。	彼らはこんなことを言う議論のベテランです。「キ

リストがまた帰って来るという約束はどうなったのか。この世界

は造られた最初の日から何も変わらないではないか。イエスが帰

って来るなどということはありえない。」	

 

しかし、イエスが戻って来たとき、彼は反キリストを打ち負

かしたときに汗をかくことさえしません。	

	

2 テサロニケ 2：8	

そして無法者（反キリスト）が明らかにされる,	主イエス

は彼の口の息で打倒し、彼の到来の素晴らしさによって破

壊します。		

 

だから自問してみてください	

。	。	。	

嘲笑しませんか？	

それとも勝ちますか？	
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もともと、地獄は人間にとって決してあ

りませんでした。	「それから彼は彼の左

側の人々に、	『あなたは私から引き離さ

れ、悪魔と彼の天使たちのために用意さ

れた永遠の火によって呪われた』と告げ

るでしょう」（マタイ 25	:	41）。 

 

  

だから、嘘に引っ張られて

はいけません。代わりに人

生を選んでください。	
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愛は何によって測ることができるでしょう。友のた

めにいのちを投げ出すこと、これより大きな愛はあ

りません。	

ヨハネ 15	:	13	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

イエスはあなたのために十字架でそれをしてくださ

いました。	
 

 

一方通行	

	

こういうわけで、私たちはキリストの大使で

す。神様が、私たちの口を通して語りかけて

くださるのです。キリストが懇願しておられ

るかのように、キリストに代わって、あなた

がたにお願いします。どうか、差し出された

愛を拒まず、神様と和解してください。	

	コリント人への手紙Ⅱ	5:20							

	


