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祈りのために頭を共に垂れましょう。最愛なる天のお父様、この講堂にいられるこの特権を感謝します
そして新しい事に目を留められることを感謝します。我々は今日何が起こるかは知りませんが、だれがその
日を持っておられるかを知っています。彼の名のもとに集まるがゆえにその日を持っておられる方に祈り今
日も明日もそして永遠を持たれる方が我々の今日を祝福してくださるように祈りますそして我々がよりよく彼
のために生き仕える方法を知ることができるように求めます。これが我々のすべての動機なのです、父なる神
我々の心を知り、これが真実であるとご存知の方。我々は我々自身をすべてあなたに委ねお預けします、この
後の礼拝のためにもイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。　おかけください。（ブランハム兄弟が
演台上の誰かに話す）
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おはようございます。目に見える観客と国全体の目に見えない今朝我々とつながっている観客の皆さ
んへ。この重要な課題についてここに来て話す素晴らしい特権を受け取っています。ここにおられる皆さん
へ、間違いなく多少混乱があるかもしれませんというのは、私の前には、カーテンがあるから、そして私は右
から左へ話す必要があるからです。そしてここにおられない皆さんへ、講堂が右にまた体育館が左にありま
す。そして私は床の上にカーテンが引かれているその間にいるのです。右手から左手において。そして今朝
その講堂は溢れかえっていてまた体育館もその教会もペン通りにありますが、いっぱいになっています。そし
てその溢れている場所の電話の体制も他の場所に置いています。
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我々は主とすばらしい時間を過ごしました。我々は今朝この礼拝に大きな期待を寄せています。そして
今、今夜はキャンペーンのこの4日間の終了時間です、それは、我々は確かにここにいることが出来るすべ
ての方々を招待します。我々は、今夜は、非常に特別なことをすることによって、主が我々に大きなクライマッ
クスを与えることを信じています。それは、すべての病気を癒し、彼が通常やる大いなることをするためです。
そして、我々は夕方に大きな期待のもとにいる。聴衆は心から招待されます：皆、すべての宗派のすべての
教会、キリスト教徒である必要はありません。我々は確かに罪人たちが来て、我々の間に座るように求めてい
ます。我々が生きることができるように、主の道が何であるかを教えるために、我々は最善を尽くしています。
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聴衆が緊張しないことを願っています。緊張しないように神に信頼しています。すごい夜、たくさんの緊
張を覚えました。今朝、審判の日に私に対抗する事になると言います。そして私は眠れませんでした。そし
て、もしそれらを言っていないなら、それは審判の日に私に対抗することになる。だからそれは難しいのです。
それを説明することはできません。

そして今朝、我々は 「結婚と離婚」について話し合うべき大きなテーマです。そしてそれを日曜学校にし
た理由は、我々がそれについて話し、時間を取ることができるようにすることです。説教を説くのではなく、聖
書の教えです。
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このテープを誰でも牧師か牧師たちが手に入れなければならないのなら、このテープを手に入れなけれ
ばならないと言っています。我々がこのテープを発表するとして、教会が私に何をするかは、分かりません。こ
のテープがリリースされる前に、フレッド兄弟に教会役員会に理解されるように尋ねています。テープレコー
ダーが設置されている国民の皆さんには、それについてソスマン兄弟から聞かない限り、そのテープを出さ
ないでください。

さて、それが緩ませるとなると、そして聖職者である兄弟達、あるいはこの主題について私が言っている
事柄に同意しないどこのキリスト者も、あなたはそれを批判しないと信じています。それを私が教えるように
理解していなければ、あなたはそれを牧師として聖職者として受ける権利があり、私はあなたが信じるものを
尊重します。

これには2つの素晴らしい学校があります。 2つの質問がある場合、どちらか一方が正しいとか、どちら
も正しいとは言えません。 だから我々は今朝、これを解決するために神の言葉を見ていきます。 それが聖書
の質問であれば、聖書には確かに答えがあります。そして今、我々がこれらのことがある前に、この主題を始
める前に。むしろ、言葉を祈る前に、あなた方一人一人が、あなたが特に望んでいる事を、今朝、私はあなたに
祈って欲しいのです 。 正直で真実になりたいので、今朝聞いている目に見えない聴衆の為に、私のために
祈ってください。

5

さて、我々は、これらの声明を作成する際に、誰かが、それが唯一の人ならば、それが人生と死の間のよ
うにそれにぶつかることを理解しています。 ここにいる人の多くは信じられなくなるでしょう。 もちろん、あな
た方の多くは、おそらく、そうではありません。  しかし、私のミニストリーでは、私のことを聞いて、言うべきも
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のを聞く人々がいることを知っています....彼らは今朝、国際的にも、アメリカの多 、カナダ、そして海を越えて
多くの人々がそうなんです。 そして、人の永遠の目的地があなたの手の中にあることを知ることをお知らせし
ます。彼はあなたが言うことを握っているからです。 それで神様が私に答えさせてくれるでしょう。 私はでき
るだけ誠実にこれにアプローチしたいのです。

さて、私は我々の姉妹に尋ね、そして私の言葉のいくつかを変えて、彼らの前で話すことができるように
しました。 ビリーは今朝、自分のポケットに混在した聴衆の前では言い表せなかった幾つかのことが入って
います。私が言うことは、理解しなければならないことなのです。 あなた方の兄弟から、私が知っている最高
のものにしてください。 あなたは医者のオフィスに座って彼の言葉に耳を傾け、彼はあなたに非常に簡単な
言葉を言います。 若い女性や若い人たちの中には、間違った印象を受けることを望まないものもあります。 
私はあなたが信じて、ただ座って欲しいです。 覚えておいてください。そして今、疑いの余地はありません
が、あなたの多くは言われることに同意しないでしょうが、私は聖書によってそれをあなたに証明したいと思
います。 そして、あなたがただ敬虔で聴くならば、あなたは私が何をしっかりと叩いていたのかをより良く理
解し、理解するでしょう。 私はこれがそれを説明すると信じています。 それが実現すると私は信じています。
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今、少し長くなるかもしれません、1時間半、またはそれ以上に長くなるかもしれません。 どれくらいか
かるかわからない。今度もまた、この時、人々があなたの言葉を握っていることを知っていることを言いたいと
思います（彼らは彼らの牧師に、そしてもちろん私は牧師でした）。
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死と人生との間のように、牧師の言葉を持っていこうとしています。 彼らは死と人生のように彼らの司
祭の言葉を持っています。 そして、もちろん、牧師は、おそらく彼が行う方法を知っているだけで、彼は神学
校で教えられたのとまったく同じように人々を教えています。 司祭がいるさまざまな宗教に疑いの余地はあ
りませんが、司祭も同じです...もちろん、牧師は本当に司祭です。 それは仲介者です。 だから、司祭が神学
校や修道院で教えてくれたすべての司祭が深い誠実さをもっていれば、彼が教えていることを正確に伝え
ています....それで、私は神学校の 経験や修道院の経験はありません。 そしてそれには全く反対のものは
ないが、私は非常に独特な人生を持っているのです。

私まだ小さな少年時代に召命を受けました。そして、これは私に与えられた目に見える、聞こえる印でし
た：7年ぶりにウッティカ・パイクのブッシュにぶら下がった火の柱。私の父は、ちょうど最近亡くなられた、
O.H-Wathen氏のために働いていました。あなたは本を読んだことがあると思います。あなたはその物語を
知っている。そして、その時から....川の下で、それは人々の目に見えるようになりました。そして、今、それは何
度も撮られた写真で、ワシントンDCで宗教館の著作権イスラエルをエジプトから追い出したのと同じよう
に、まったく同じ様子で、あらゆる方法で、火の柱と同じように撮影されたことが、科学的に証明された唯一
の超自然の存在です。私はそれが神の御子の霊の形でのイエス・キリストだと信じています。彼は最初に来
たときに人の子と呼ばれ、今は神の御子と呼ばれています。至福千年では、彼はダビデの息子となるでしょ
う。彼は彼が言ったように、人の子、預言者となる。今、彼は神の御子であり、超自然である。来るべき偉大な
至福千年において、彼はダビデの息子となり、ダビデの御座に座ることになります。すべての聖書読者が知
っているように、それは神とダビデとの神聖な約束です。彼は御子を立てて王座に座るでしょう
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そして今、不思議な特別なミニストリーの中で、私は神から悪魔まですべてのもののように呼ばれてき
ました。そしてそれはちょうど....それは何時もそのような方法です。
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それは、カトリック教会のこの大司教が、先の夜（そこで議論をしました）、私に言いました、「ブラムハム
兄弟、バプテスマのヨハネは、預言者イザヤによって話されたように、貴方のミニストリーは教会の中ではっ
きりと認識されている。 「ルーサー派はルーサー、ウェズリー派はウェズリーを知っていましたが、ペンテコス
テはどうですか？」と言って、「彼らはさまよっています」と言いました。どこに行くかわからない。

そして、私は言いました、 「先生、私はそれを感謝します。」そして、その時、聖霊は私を見たことのない
女性である彼の妻に落ちて、同じ事を話認識させました。

さて、正直言って、このメッセージの前に私は今朝話しますが、私は知りませんと。私は彼に言いまし
た、 「先生、私はそれを言えませんでした。それは言うべき重要なことです。私の知る限りでは、何かが起こ
っていることは間違いありません。これらのことはすべて科学的に証明され、世界中で証明されています。そ
れは単なる神話ではありません。それは真実です。それは何でしょうか？今朝あなたに話す前に私は自信を
持って言わせてもらえますが、わかりませんがそして、私は過去に私に話しかけてきたことを彼が聞き、これ
らのことを私に話すまで、何の動きもしなかったのですから。
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覚えておいて、我々の主イエス・キリストは、自分自身を神の御子として特定したことはありません 彼
は言いました、 “あなたは私に言いました。 この目的のために、私は生まれました」と、 しかし、彼は決して自
分自身を特定しませんでした。
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そして今、それはイスラエルの子孫を導いた火の柱でした。主イエス・キリストは御霊の姿でした。 貴方
はそれを信じますか？ 神から出てきたロゴス。 そして、彼が地上にいたとき、彼は言った、 “私は神から来
て、私は神に行きます。”私たちは皆それを知っています。 そして、彼の死、埋葬、復活の後、タルサスのサウ
ルはダマスカスに向かって、教えられたことに反することを教えていたので、キリスト者を迫害しました。 そし
て、彼はガマリエルの下で偉大な戦士でした。彼らの学校の素晴らしい教師の1人でした修道院、教会の偉
大な男と役員でした。 そして、火の柱である大きな光が、一日のうちに彼を打ち壊したのです。 そして声が
言った、「サウル、サウル、なぜあなたは私を迫害するのですか？」

あなたがパウロ（サウロ）が起き上がったときの事を認識したら、「主よ、あなたは誰ですか」と言われたこ
とを。さて、その少年はユダヤ人であり、神を象徴するものでなければ、彼はそれを「主」と呼んでいないでし
ょう。それは同じ火柱でした。
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イエスが言われたように、「私は神に行きます...私は神から来て、私は神に戻ると」彼は再び火の柱の
形で戻りました。彼は言いました。「私はあなたが迫害しているイエス・キリストです、そして、あなたは逆らっ
て蹴っていくのは難しいだろう。」そして、我々は、使徒ペテロに（教会を建てるために鍵が与えられた人）、刑
務所にいて、この同じ柱の柱を通り、刑務所のドアを開け、ガードを邪魔することなく、ペテロは神秘的に追
い出しました。私にとってそれはイエス・キリストです。昨日も、今日も、永遠に変わることがないのです。

そして、あなたはいつもそれの性質によって何かを知るでしょう。何かはその性質、それが生らせる果実
によって知られます。そして、私はあなたに、常に神の言葉に戻り、神の言葉を証明し、神の言葉を説き尽く
し、神がその言葉を物質的に証明するので、それが実らせる種類の果物、神であるこの光を見るように頼み
ます。あなたの前に。その背後には何かがあるはずですから。

人々は私を預言者と呼んでいます。 私は自分自身を「預言者」とは呼びません。なぜなら、私はそうわ
ざと言わないのです。しかし、私はこう言うことができます、主は私に物事を予感させて、起こったことが起き
ることを告げてくれます。 一度も何万回もそのことについて失敗したことはありません。 彼が言ったことは
すべて起こりますし起こりました。 我々はすべてそれを知っているのです。 この目に見える聴衆の中に、今
朝またはどこかに人がいれば、それが失敗したと言うこともできます。あなたは立ち上がり、そう言い表すの
は自由です。 しかし、何千回も何千回も毎回それが起こっていることを誰もが知っていれば、それはまさに
正しいことです。つまり、「アーメン」です。それは世界中で同じことになるでしょう。
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何かが起こりそうです。 神はそれの背後にある目的なしにこれらの事を送ることはありません。

私は今朝、一組のカフスボタンのスーツを着ていると思っていました（私はここにそれを私のメモの1つ
にまとめました）。 そしてあなたの多くはこの映画スター、ジェーンラッセルについて聞いたことがあり、彼女
の母親はペンテコステ派です。 ダニー・ヘンリーは彼女のいとこ、彼女の最初のいとこ、彼女の母の妹の子
供です。 彼はバプテスト派でした。 彼は2年前、カリフォルニア州ロサンゼルスで開かれたビジネスマン会
議で、この会議に立っていた。 そして、私はちょうど彼が座っていたバルコニーの上からそのトップの人が
（神のアセンブリの一般的な監督の一人）が演壇に降りて行って、言いました、偉大で強力な、 「私はブラン
ハム兄弟がそれを意味するとは思わない」と彼はいいました、
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私はそれを意味しなければならない、 それは「主がこう言っている」のだから。そして、それは....この時
代の教会のことでした。

そして、その頃、この若いビジネスマン（彼の兄弟が来ています）が、その朝、テレビのために写真を撮っ
ていました。 （彼の他の兄弟は、カリフォルニアの国道監督者です）。そしてダニー・ヘンリーは会合が閉鎖
された後、男がすべて座っていて、私の周りに腕を置くために歩いて行きました。そして、彼はこう言いまし
た： 「ブランハム兄弟、私はこれが不信仰に聞こえない事を望んでいます　でも、それによると黙示録の第
23章が出来ることになってしまいます。【実際には黙示録の22章だけです】と彼は言った。
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彼はそれ以上のことは言っていませんでしたーその少年はバプテストであり、私の周りの腕を持つ超
自然のことは何も知らず、知らない言葉で話を始めました。そして彼が知らない言葉で話すと、私の目の前
の重そうな黒人の女性が座っていて、彼女は立ち上がって言った、「それは何の解釈も必要ありません」と
彼女は言いました、「私はルイジアナ州シュリーブポートあるいはルイジアナ州バトンルージュ出身です。
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「それは明らかにフランス語だ」と述べました。

フランス人だったVictor LeDeuxもそこに座って、「確かに、私はフランス人で、それは完全なフランス
語でした」と言った。

私は言いました 「ちょっと待ってください。あなたは彼が言ったことを書き留め、あなたが何かを言う前
に、彼が言ったことを書き留めます。あなたの言うことを書き留めて、あなたのメモを見てみましょう。」

それで1人は書き留め、もう1人も書き留めました。句読点も同じでした。そして、ちょうどその時、彼らが
メモを持ち上げると、ハンサムな若い金髪の少年が背中から歩いてきて、そこに彼が座るための十分な空間
がありませんでした。 （彼は後ろ側に立っていた）彼は歩いて来て、「ちょっと待って、分かりました！私はメモ
を付けたい」と述べました。「私は国連（UN）のフランス通訳です」と彼は言いました。「私はメモを残したい。

そして、ここでは3つのノートすべてがまったく同じフランス語です。 そしてここにその読み方がありま
す。 これはすぐに取られた元のメモです。 これはダニーが自身で取ったものです。 彼はそれをポケットに詰
め込みました。 もちろん、それはクリスチャンビジネスマンなどにも行きました。
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「あなたは狭い道を選んだので、もっと難しい道。 あなたは自分の中で歩いて行きました。 あなたは正
しく正確な決定を下したのです。それがわたしの道なのです。 この重大な決定のために、天の大きな部分が
あなたを待つ事となります。 何という栄光の決断を下したのでしょうか！ これはそれだけで、神の愛の中で
大いなる勝利を授け、実現するためのものです」（ここで彼の名前に署名した人）。上記の声明は、ダニー・
ヘンリーがブランハン兄弟のことを預言することによって解釈されました カリフォルニア州ロサンゼルスの
カフェテリアで3人の証人によって与えられました。

さて、彼が言っていることを知らないこの預言を与えるこの若者は、約1ヶ月前にエルサレムにいました。
彼は、イエスが死んで埋葬された墓に出て行くという特権を得ていたのでした。それで彼がそこに横たわっ
ている間に、彼は言いました、私は心が本当に熱くなり、泣き始めました。彼は、ブランハム兄弟が世界と、こ
れらのものとすべての教会とに対して立つことはとても難しいことがどのように述べましたか。かつて、ビリー
グラハムの一部として言われたように、「すべての教会が彼のために結束しているので、私たちはビリーグラ
ハムを見ることができます。私たちは、ペンテコステ派のオーラル・ロバーツが分かります。人々が教えられて
いることに反するときは、どうすれば何かを得ることができるのでしょう？」 それこそ神なのです。
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さてダニー、趣味のためにやっていること、小さな石を作ります。彼は十字架が置かれていた場所に向
かって歩いて行きました。そこには十字架が岩の中に置かれていたといいました。誰も周りにいなかったの
で、小さな石を壊して、彼はそれをポケットに入れてお土産にして家に帰って、そこから一組のカフスを作りま
した。そして、不思議なことに、彼が作ったとき、それが血に染まっているように見えました。それぞれを通し
て、連続して、両方を通ってまっすぐな狭い道が走っています。これは間違いのないことかもしれません....他
の誰かがそれに気づかないかもしれませんが、私には私が信じているものとは相補的です。私はすべてが
それに意味を持っていると信じています。

そして、今、この時に、主が持っているものがなんでも.　.これが、マラキ4章とルカ17章以外のたくさん
の聖句は、この終わりの日に起こるものでした、彼が予言したことでないならば閉鎖時にこれについて言い
ます。彼が来るとき、人の基礎を築きました。それで、全能の神は、もしそうなら、私の無礼な態度に少しでも
何かをして、私に対する彼の愛、彼への私の愛、そして人々に対する私の愛を感謝してくれていることに非常
に感謝しています。したがって、誠実に、私はこの結婚と離婚のテーマに近づいています。神様は私たちすべ
てに慈悲を抱いてくださっているのです。

18

そして、今、よく聞いてください。そして姉妹たちは、起きて出て行かないでください。もう少しだけ座って
いてください。兄弟たちも同じ様にお願いします。この仲間に入ってくるあなたのセットをオフにしないでくだ
さい。つないでおいてください。それが終わるまで、しっかり座って聞いてください。あなたが同意しない場合
は、私が使用する聖句を記しておき、決定を下す前祈り深く学習してください。

この主題にアプローチするのに神様が私たちを助けて下さいますように。

今、少し長くなるかもしれません。あなたがどんなに急いでいても、―-我々はあなた方の時間（我々全
員）を取って、それを勉強する方法を知っているように真に徹底的に神の御言葉を研究しましょう。

19

マタイによる福音書第19章から始めましょう。私は、第19章の第8節から、始めたいと思います。最初
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のから始めることにします、第19章の第8節から読みはじめます。

今、私が言うこれらの事は神の御言葉から来なければならないことを忘れないでください。私の意見は
他の誰とも同じものです、私の意見ではありませんから、神の御言葉と連携していなければなりません。覚
えておいてください、神は全て、パターンを保たれています。彼は決して変化しない。昨日も、今日も、永遠に
変わることはないのです。あなたはそれを信じますか？彼は変わらないのです。今、私は第19章から読み始
めます：

そして、イエスがこれらの言葉を終えると、ガリラヤから出発し、ヨルダンを越えてユダの海岸にやってき
ました。

そして、大勢の人が彼に従った。彼は彼らを癒したました...

パリサイ人たちもまた彼に来て、彼を誘惑したのです。[私はそこにいますので、あなたはそれが誰を誘
惑したのかを強調します]男には、すべての理由で妻を捨てるのが合法となっているのでしょうか？

イエスは彼らに答えて言われました、あなたは読んだ事がないのか？神は初めに男性と女性を御創り
なりました。

そして、言われた、この理由のために、人は父と母を残し、彼の妻を求めるようになると。

それゆえ、彼らはもはや二人ではなく、一人の肉です。それゆえ、神が一緒に合わせられたものは、人
が分かれさせることはで来ません。

彼らは彼に言いました、なぜモーセは離婚書を書く様に命じたのですか？

彼は彼らに言いました、モーセはあなたの心の硬さのためにあなたを苦しめて妻を去らせたが、最初か
らそうではありませんでした。

さて、神は我々を助けてくださるように。

この聖句、この質問は、イエスの使命の始まりでイエスが直面し、それは彼の使命の始まりでモーセが
直面しました。それは信者の心の中で最も重要な質問です。罪人は気にしません。しかし、それは信者が神
の前で生きるためにやるべきことを知っていてすべてのことをしようとしているからです。したがって、宗教に
疑問が生じた場合、結婚と離婚のケースが発生します。その理由は？それが元の罪の原因となるからです。
それが罪の始まりであり、それは毎回育った理由です。なぜなら、それは罪の始まりであるからです。

20

さて、私はこれらのことすべてを説明する時間がありませんが、あなたの手紙や何かに答えることがで
きてうれしく思います。あるいは、本が書いたものを持っていて、新聞や物事から多くの質問や切り抜きこれ
をここ証明するために。我々はそれがイブだったことを知っています....彼女は食べるはずだったりんご（聖
書でさえないので）、今ではアプリコットと主張しています。それはどちらでもありませんでした。彼女は最初
の子に関して姦淫を行いました。これがサタンの息子カインです。彼の中に悪を置きました。それはアベルは
通って来ませんでした。サタンの子はカインでした。

私は今あなたの質問を知っています：エバは「私は主から人を得ました」と言いました。それはまさに正
しいことです。最悪の男、町でもっとも美しい女性を連れて行くことができます。赤ちゃんがいたとしたら、主
から来なければならないはずです。そして、これらの律法のうち、昇ってくる太陽のように。良い畑にオモモミ
を入れれば、成長します、成長するはずです。それが神の律法だからです。種子を植えられたらそれは成長
しなければならない。そして、彼の法律の下で動作するので、何も生命を成長させることはできません。

21

だから、悪の種がエバの子宮に植えられたとき、それは神の生産の法則であるために生まれなければ
なりませんでした。そしてそれは他に何もできないが、それは生まれなければならず、それは神から来なけれ
ばならなかった。

それが理由です....人々は、時々、キリスト教徒の親で生まれていない小さな乳児は、失われていると言
います。子供のためのイエス・キリストの血、どのように生まれたかどうかを、私はどれほど悪く生まれたか気
にしません。彼は世界の罪を取り除く神の子羊です。小さな子供は悔い改められないのは、悔い改めること
がなにもないからです、それはキリストの血によって取り去られた世界の罪でした。赤ちゃんは天国に行くの
です。
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それは原罪であり、それが疑問の理由です。 「結婚と離婚はどうですか？」今のところ、その時代、イエ
スの時代にそうであった様に、これまでどおり人々の間で依然として疑問です。モーセの時代のこと。人々は
真実が何であるかを知りたいので、これはいつものことであり、今日でも人々の間で疑問となっています。し
かし、疑問がある場合、答えが必要です。そして、今、前に言ったように、正しい答えでなければならないので
す。我々が何かに答えを得て、それが正しくなければ、それは間違っていることが分かります。しかし、真実を
知りたいのであれば、本当の質問に答えるまで、我々は依然として尋ねています。そして、これは聖書の質問
です。聖書の答えでなければなりません。

22

私が以前に言ったように：もし私が今朝東に行きたいと思っていたら、これを知っていた最高のもの―フ
ィールドで何かを見つけなければならず、それは直接東だったので、東へ行きました。誰かが言いました、 
「ブランハム兄弟、これは東です“それは潜在的に東ですが、北東です。私が探していた非常にオブジェクト
を渡します。それが間違っていることを知って戻ってきた。そして、もし誰かが、「ブランハム兄弟、あなたの右
側で、この道に行ってください。」と言ったら　今、それは潜在的に東ですが、それは南東にもなります。完璧
で直接的な方法の境界を越えたので、私が探していたオブジェクトを失うことになります。

もしそうなら、結婚と離婚に関する2つ学校があります。 そして、その人の一人は、妻が死んでいない限
り、一度しか結婚することができないと言います。 それが質問の1つです。 しかし、あなたはそれに追いつい
て、あなたは船に乗ります。 そして、次は、「ああ、もし妻や夫（いずれかの人）が姦通をしたら、どちらか一方
を離してもう一度結婚することができる」と言います。だから、それは南東または北東ではありません。 我々
は直接東に欲しい。 あなたはこのように行くときに聖書を使い果たします。 あなたはそのように行くときに聖
書を使い果たします。 私たちは聖書が聖書のどこで合っているのかを知り、それが真実であることを知りた
いのです。 それぞれ異なる方法で正しい答えを出すことはできませんが、答えが必要です

23

今日のように、教会には2つの素晴らしい学校があります：そのうちの1つはカルビン主義であり、もう1
つはアルミニアン主義です。 そのうちの1つは律法主義であり、もう1つは恵みです。 恵みを信じる人々（カ
ルビン主義者）が、「神を祝福して、私が喫煙するのを傷つけることはない、飲むのを傷つけることはない」と
言うことを知っています。 これらのことをすることができますと。 永遠の安全保障を持っています」と言いま
した。そして、反対側（律法主義の側）は、「ああ、私は彼を暴行したい、私は彼に私の心の一部を見せたい。 
私はキリスト教徒です、私はまだ守らなければなりません。あなたは2つの道で自分を見つけ、どちらも正し
いわけではありません。 今、それはそれを言うのが難しいですが、それは真実です。 我々は2つの異なる道
で自分自身を見つけます。 もう一つ。 今、真実が何であるか見てみましょう。

24

さて、これが賢明に聞こえるかどうかを聞いて見てください。たとえば、海外へ行く準備が整ったら、自
分の家族を連れて、妻に電話をして、「愛する人よ私は海外に行くよ」と言うでしょう。（さて、ここに律法主義
の側があります）。 “今、私の妻、あなたに法律を託すつもりです。行っている間にあなたがどんな男と付き合
っても、私が帰ってきたら、離婚された女性となります。そして、私はあなたが目を合わせることを望んではい
ない、浮気をしてほしくない！あなたはそれを理解していますね？私はあなたの夫です。もしあなたがそれをし
たら、私が帰ってきたらあなたを捨て去るつもりです。

25

それから彼女に手を伸ばして、ネクタイで私をつかまえ、「私の良いひと、あなたに何かを伝えたい！分か
る？ 「あなたがどんな女性に目を向けるか、女性を連れて出かけるか、女性と付き合うならば、あなたが帰っ
てきたら貴方とは離婚する事になるだろう」今、それは幸せな家ではないでしょうか。それが律法主義です。

大丈夫。もう一つの側面は、海外に行くと間違いを犯して、 「さあ、今見て、私はこの女性を連れて行き
ます。ああ、それは私の妻と共に大丈夫です。彼女は気にしない。」私の妻は「私はこの男と一緒に出かけま
す。ビルは大丈夫。彼は気にしません。」私が気にしないとすれば、私に問題があります。女性が愛していな
いことになる。彼女が気にしなければ、彼女には何か問題があります。彼女は私の妻です。私は他の男が彼
女と遊びまわる事を望みません、彼女は私の妻ですから。

さて、正しい方法は、両方に真実がありますが、でも本当の真理ではありません。今、私が海外に行く
と、それを正しい形にするには、私の小さな家族が集まり、我々はお互いに祈りあい、それらを神に委ね、彼ら
は私を神に委ねます。そして我々がそうする時、我々は海外に行きます...私は海外に行きます。今、私は彼女
が私を愛していることを知っています。私は彼女に信頼しています。彼女を愛しています。彼女は私に信頼を
している。私が彼女を好きな限り、彼女は他の女性を連れていくことに対する心配はありません。彼女は私
の妻であり、私は彼女を信じているので、彼女が私を正しく愛している限り、私は他の男性が彼女と出会う
ことを考える必要はないのです。

26
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私は実際に何か間違って、間違いを犯して、ある女性と一緒に帰って帰ってきて、彼女にそれを告白
し、彼女に言うと信じています。 「メダ、私はそうするつもりはありませんでした。私はちょうど罠に巻き込ま
れた。この女性はちょうど私のところまで走って、そして、そして私の腕でつかんで、そんなふうに始めました。
「私は彼女が理解してくれると信じています。彼女は私のためにそれを許すと信じています。しかし、私は彼
女を愛しているので、私は何もそう言うことはしないだろう！彼女が私を許しても、私はそれをやりません。私
は何も彼女を傷つけませんでした。彼女がそれを許してくれたことは分かっていますが、私は彼女を傷つけ
たくありません。

それが神とのやり方です。 フィリオの愛（人の愛、仲間の愛）は、彼の妻について考えさせる事が出来
るとしたら、アガペの愛（神の愛を意味するギリシャ語）はどうなのでしょうか？それが私をイエス・キリストに
ついてどうすればいいのでしょうか？ それをやりたいのであれば、それは心の中にあります。 まあ、私は言
う、心の中でそれを行う限り、それをやって行く。 律法ではそれをさせることはできないのです。 私がそれを
して罰せられることを知っていたからです。 しかし、本当の真理は、それをしたい時に神の愛が心に入ってく
ることです。 それがその真理なのです。 2つの学校があります。 律法主義やもう一つ、またはカルバニズム
ではない。 それは両方です。

27

今、我々は今日、多くの異なる宗派があることがわかっています。 カトリックの教会、プロテスタントの教
会があります。彼らのそれぞれは、彼らの道が一番だと言います。 「我々には道がある。 我々が真理です」メ
ソジスト派も、「我々が真理を持っている」と言います。 バプテスト派も、「我々が真理を持っている」と言いま
す。まあ、私には、そういう気持ちがある限り、そうあるわけがありません。イエス様は「私が真理です」と言っ
たからです。分かりますか？ だから、昨夜の私の説教のように、神こそが唯一の礼拝の場所です。 あなたは
プロテスタントなので、あなたはクリスチャンではありません。 あなたはカトリック教徒であるので、あなたは
クリスチャンではありません。 あなたはメソジスト、バプテスト、またはペンテコステであるから、あなたはクリ
スチャンであるのではありません。 あなたはクリスチャンですそれは、水だけでなく聖霊によってバプテスマ
を受けたからです。 1つの信仰、1つの主、1つのバプテスマ、それは聖霊のバプテスマです。 水のバプテス
マはあなたをフェローシップに導きます。 聖霊のバプテスマはあなたをキリストに導きます。 真理はありま
す。

28

我々もこの結婚と離婚に関して2つの考え持っています。 さて、我々の主は、この終わりの日に、主の言
葉の7つの封印の謎を私たちに開かれました....今、あなたの多くは、これはあなたにギリシャ語の様に感じる
かもしれませんが、私の教会は理解しますね、ビジョンと起っていることを聞いたときにです 。その質問は聖
書の質問です。 我々は、世界の創設以来隠されてきた隠された秘密全体に本当の答えが存在しなければ
ならないと信じてここに招待されています。 そして、聖書は予言して、この日にこれらの秘密を知らされると
記されています。 黙示録10章：「そして第七の天使（ラオデキアの使徒）の響きにおいて、神の奥義が知ら
れるでしょう」これは最後の時代なのですそしてそれはラオデキアにおけるものです。

29

全てのこのリバイバルを見てみてください15年かそれ以上続いていて、そこから一つの宗派も出てくる
わけではありません。ルターにはリバイバルがあり、宗派がその後に続きました。ウェズリー、そして宗派が続
きました： アレキサンダーキャンベル、その後宗派につながりました。これらすべての他の偉大な....ジョンスミ
ス、などの宗派が続いたのです：すべてムーディーに続く方々。しかし、ここには1つしかありません....通常、リ
バイバルは約3年間程しか続きませんが、これは15年以上続いています。これ以上殻はありません。 1つの
殻がなくなった後、それは種になります。神様は準備されています。もし神様が今それをやっていないなら、
彼は彼の言葉であるイエス・キリストによって完全になるまで教会を召命されます。

30

覚えておいてください、どこかに答えがあるはずです。そして、7つの封印された神の奥義、7つの封印
があること。何人がそれを理解していますか挙手してください。どうでしょう。私は彼らの大部分が我々の会
衆の集会だと思います。もしそうでなければ、本がまもなくその主題に関して出版されるだろう。我々は今で
は本（いくつかの本）を持っています。

イエス様、本文の中で、真の聖書の答えを得るために、最初に戻るように我々を呼んでください。 さて、
彼がこれに直面したとき、2つのことが考えられました。 司祭は彼に言いました。「人は妻を捨てて、別の人と
結婚できますか？」イエスは言われました、 “それはそうではありませんでした。そして、彼らは言いました。
「モーセは私たちに苦しんで、離婚書を書くようにしてくれた。モーセがそれをしたと彼は言っています...（そ
れをはっきりさせましょう）...あなたの心が固まっているために、しかし、最初から、そうではありませんでした。
質問は

31

今日の世界平和のような質問です。  それは政治、国家の組合、連合によって来るのだろうか？  私はあ32
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なたに言います、いいえ。 それはいつも失敗して、また失敗するでしょう。 しかし、「地球に平和が来るのだろ
うか？」という質問には真の答えが残っていますね？はい、罪が地面から奪われたとき、平和があります。 し
かし、その時までは平和はありません。 「民は民に国は国に敵対して立ち上がるであろう」神は罪の償いを
しました。 （今しっかり聞いてください）神は罪を地上から取り除くための救いをしましたが、地上の人々は神
の救済を受け入れません。 神は我々に救済と我々が妻と結婚して彼女達と一緒に暮らす方法を与えました
が、男性達は神の救済を受け入れず、神の言葉をそれに受け入れません。イエス様はこう言いました....そし
て、これは、「天と地は滅びるが、私の言葉は滅びることがない」と言った、彼の言葉を思い起こさせます。

その質問のイエス様が我々に戻ってほしい本当の答えは、最初に戻ることです。それは創世記にありま
す,なぜなら創世という言葉は聖書のあらゆる問題の種の章にあります。そして、いつも種に戻って、畑にどん
な種類の種子があるのかを見て、作物が何であるかを知る為にそうする必要があります。

33

さて、どんな種類の種を播いたのですか？創世記は種子の章であり、我々は創世記に戻るのです。イエ
ス様は我々をその聖句に連れて行ってくれました。「初めに」今、覚えておいてください。時が始まっていた時
の事でした。それ以前は、永遠でした。さて、我々の質問がありました....お知らせ、最初に戻ると....今、これを
失敗しないでください！そしてそれが私がゆっくりと話させる理由で、人々がその囲いから離れて...そしてテ
ープがそれをはっきりと言う事になるでしょう。

イエス様が「初めに戻れ」と言ったならば、地球上にはたった一つずつのペアがあったのです。一人のア
ダムと一人のエバがいました。彼らは神のみが合わせたのでした。メス馬1頭、オス馬1頭。メスオウム1羽、
オスオウム1羽。当初、彼は我々に戻ってくるように言ったように、何かのペアが1つしずつしかありませんで
した。本当でしょうか？それから、最初のすべてが完璧な順序で実行され、神と調和していることがわかりま
す。何も食べていなかった。天国のすべてがまだ順調です。すべての星、銀河、太陽系、すべてが完全に順調
です。彼らの1人が移動し、プログラム全体が中断されます

さて、聞いてください！いいですか？ 1つの中断によってプログラム全体が損なわれるのです！さて、人
間が神と繋がって走っていたとき、一人の男と一人の女で、この女が罪を犯しました。そしてそれは神との繋
がりのある地球全体の計画を捨てることになったのです！それゆえ、この本に加えられた1つの言葉、または
取り去られた1つの言葉から、それは神とのつながりをクリスチャンが捨て、神との繋がりを教会が捨て、神と
の繋がりを家族を捨て去ります！すべての信者は、神のすべての言葉を受け入れないことによって投げ捨て
られます。

34

それは素敵な家の分離を引き起こした事になったのはその女でした。それは地球を悩ましたのは天使
ではありませんでした。家を投げ捨てたのはアダムではなかったのです。それは家を投げ捨てて、繋がりから
全部を投げ捨てたのは彼ではなく、女性であるエバです。そして、イエスが言われた「始まり」が壊れていた
のはここです。イエスは、「初めに、神は一人の男性と一人の女性を創り、各種類の男女を作ったと、そして
今、この女性ー メスの馬ではなく、メスの犬でもなくしかし-その女が神の操作の繋がりを地球でのすべて死
に至らしめました。男ではなく女が、彼女は契約を破った。しかしなぜ？彼女は契約を破ったのですか？彼女
は神の言葉の境界を越えて歩み寄った！そして彼女は彼の夫との間の契約も破ってしまった。

そして、あなたが約束と神の言葉に誓いを破った時、それは非常に多くの違法な教会員を引き起こした
のです。人々の集まりが集まって「まあ、それは意味しませんでした」。 神の御言葉との繋がりを捨ててしまっ
たのかあるいは、「我々はそれを信じていない。 ジョーンズ博士はそうではないと言いましたからと。「しか
し、神様はそれがそうだと言いました！ 彼は、「すべての人の言葉は嘘であり、私のみが真理である」と言い
ました。さて、我々が、そのつながりが壊れていて、生命線が壊れているのがわかります。 また、時系列は壊さ
れていた。 神との契約は壊されていました。 すべてが粉々になった！ 何が原因だったのでしょうか？ その女
でした。 それが神との契約を破ったものでした。 今、あなたがそれを読みたいなら、あなたはそれを創世記3
章で読むことができます。

35

今、人は神の言葉によって女を支配するようになりました。彼女はもはや彼と同等ではなかった。彼女
は本質的には同質でしたね。しかし、彼女が神の言葉を破ったとき、神は人を彼女の支配者にしました。あ
なたがそれを置いておきたいなら、創世記3章16節、彼女はもはや男とは同等ではなかった。彼女は神の
言葉を破ったものだったのです。

36

「彼女」 - ここでは教会、神の言葉を破る者 - と分かりますか？彼女を完全にその繋がりを投げ捨てま
した、そしてそれこそ教会がしたことです。それはすべてのことに霊的な死を投げてしまったのです！さて、あ
なたはなぜ私がそうするようなことを打ち明けるのかを悟ることになります！それは真理です！これは聖書の
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事実です！

彼女はなぜこのようなことをしたのか考えてみてください？どの様にして愛らしい、美しい、完璧な女性
にそんなことが出来たのか...？私はエバを描いた芸術家の絵を一回（ギリシャだったと覚えています）見まし
た。彼女は今までに見た中で最も恐ろしいものでした。それは肉体的な心を見ることができるものであること
を示しています。しかし彼女はそうではありませんでした。彼女は美しい、彼女は全ての女性の内の完璧な
女性だったのだから

彼女はなぜこのようなことをやったのですか？ 彼女は男性と同列で、彼と同列でした。 しかし、私たち
は皆、今、彼女が罪を犯したときに、男と同じ平等さを失ったことを知っています。そして、神は、「人はここか
らあなたの支配者になるでしょう」と言いました。 そうしたいならは、それを読むことができます。 それをご自
身で読むことができるように、私は聖句を与えています（全国でこの大きな仲間の時間が節約）。彼女がそ
れをした理由に注目してください。 サタンはどのようにして彼女に近づきましたか？あなたはいつかサタンと
神と共存していたのを知っていましたか？ 彼は確かにそうしました。 創造主であること以外のすべてです。 
彼はすべてのものであり、天の中の神の右の手の上に立っていたのです。最高の天使でした。彼女がこれを
した理由に注目するとして、彼女は神のオリジナルの創造物ではなかったことに注意してください。 彼女は
神のオリジナルの創造物ではありません。 彼女は副産物なのです。 したがって、当初（イエス様がそれを参
照したように）、彼女は神の創造主ではありませんでした！ 彼女は、イエス様が最初に言及した様に男の副
産物なのです。

37

覚えていてください、アダムは元の創造物では男性と女性の両方を持っていました、それはあばら骨で
分けられました。 気が付いてくださいしかし副産物...そして、すべての動物のすべての神の創造の唯一のも
のと何か他のものは違い、彼女だけがこのように設計されたものでした。 他のすべての女性種はオリジナ
ルの創造物でした。 他のすべての女性種はオリジナルの創造物だったけれど、エバはオリジナルの創造物
ではありませんでした。 それはそうしなければならなかったと分かってください。 我々は後ほどそのことに触
れます。この創造物の中で、彼女は居たけれどもオリジナルではなく、副産物であったことに注目してくださ
い。そしてこの創造の中で、今、私はあなたの気持ちを傷つけたくありませんが、私は真理を伝えたいので
す、 まだ座っていますね。 素晴らしいです。

38

女性ほど欺かれるように作られたものは何もありません。他には何もあり得ません。そんな風に創られ
た物は何もありません。また、女性ほど容易に騙される物はありません。さて、この堕落は、この声明が真実
であることを証明することになります。

39

彼女はオリジナルの創作にはありませんでした。彼女はアダムの内にいたが、最初は女性の性ではあ
りませんでした。彼女は副産物として創られたのでした。

さて、女性のように簡単に惑わすことができるように設計されたものはありません。女性のように低く設
計されていたり下げられたりする物はありません。今考えてください！女性のように低く抑えることができる
創造物は、何も創られていません。彼女は男の心を世界にある何よりも簡単に裂くことができるのです。 -そ
う彼の妻です。素敵な自分の妻が他の男と一緒に走り回って、子供達と一緒に座っているその男を見て、目
の中から涙が出てきてください。彼女はそのように設計されています。彼女はこれを行うように創られていま
す。

豚、犬、また他の動物で彼女の様に作られている動物はありません。または彼女が腰を下げることがで
きるように低くすることもできません。今、それは本当のことです。私の姉妹達に関して、私はただあなた方に
見てほしいのです。

不道徳な動物は居ません！ 犬を雌（雌犬）と呼んでいます。 オス豚を雌ブタを呼んでいますが、雌豚の
道徳はハリウッドのスター達をはるかに超える良いものです！ それは彼女が腰を下ろすように設計されてい
る方法です。 彼女にはなれません。―-ただ今これについて考える：神の創造物で作られた世界には、不道
徳な者はいません。「待って！ 男性達―- 」我々はそうなることもある。 女性は「はい」というべきなのです。注
目すべきは、女性ほど低く抑えられて、汚れて創られているものは何もないということです。 犬はそんな事を
することはできません。 豚もすることはできません。 鳥もすることはできません。 どんな動物も不道徳には
なりえません。 メス豚は不道徳なことはできません。 メス犬は不道徳なことはできません。 メス鳥は不道徳
にはならない。 人間の女性だけがそうするのです！

40

さて、あなたはサタンがどこに行ったかを分かりますか？分かりますか？しかし、彼女はまだ―-「はい」ま41
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たは 「いいえ」と言う力を持っています。分かりますか？彼女がどこに居たいかによります。分かりますか？

さて、ここではサーパントの種がどこから入ってくるかをはっきりと見ることができます。彼が入れる場所
は一つだけなのです。それがそれをはっきりさせられないなら、その人は見えていないのです。分かるかな？
それはそうされなければならなかった。

動物はすることができなかった理由は、メスの動物達はオリジナルの創造物だったが、女性はオリジナ
ルの創造物ではなかったことに気が付いてください。今、我々はこれを深堀していきます、それを近代の時
代になるに至るまで遡ります。

彼女は汚物と不潔な生き方のために唯一創られています。犬はできません。他のメスにはできません。
それが出来るのは人間の女性のみなのです。犬や他の動物は年に一度、そして彼女の赤ちゃんのためだけ
にします。性的喜びのためではありません。彼女の赤ちゃんのために！年取った豚や、年取ったメス犬 - 年に
一度、一瞬だけ。それは彼女の赤ちゃんを作るためにです。しかし、女性達はいつでも自分の望むように創
られています。 （私はここにいくつかのものがありますが、残りの部分はご自身でご想像下さい）。犬にはで
きません。女性にはできるのです。 （ここで消したものの残りの部分を聖霊が明らかにすることを願っていま
す）

彼女は女性性の中で男性よりも美しく作られた唯一の種類です。他にはそのような種類はありませ
ん。 神の創造物の全ては男性のほうがより美しいのです。例えば、動物、鳥、などがそうです。いつも男性の
ほうが綺麗です。大きな鹿、美しい角などを見てください。大きなものも、小さなものでもそうです。大きな雄
鶏を見てください、きれいな羽がありますが小さな妻鳥は茶色いですよね。鳥達を見てください。雄鶏と雌鶏
をどうしてなのでしょうか？なぜすべての神の創造物はそうなっているのでしょう？すべての創造物の雄が
美しいのです。羊も豚も馬もすべてのものが、常にオスが大きくて美しいのです。そして鳥もしかし人間だけ
が、女性の方が美しい男性ではなくて もし彼がより美しかったとしたら何かが間違っています。種がどこか
でおかしくなっているのですオリジナルはそうではなかったから。なぜ？なぜそうなったの？彼女の設計者で
ある悪魔が欺こうとしているから、今でもこの終わりの時にあたってもいまだに彼女に働きかけているので
す。

42

ここでしばらく止ませてください。43

美しさ! 初めの堕落は国際的にとか世界中においては美しい女性達が原因だったと知っていました
か？ 「神の息子達が人の娘たちが美しいのを見たとき、女性を取ったわけです。」そうですよね？この時代に
美しい女性達が増えていることに気が付いていましたか？

パールブライアンある一時その国で最も美しい女性とされていた人の写真を見たことがあります。この
学校の10代の女の子ではありませんが、美しさという面では影に隠れてしまいました。女性の美しさが増え
ていくことによって欺きの時代を見せていることになります。今以上に教会が美しく着飾ったことはありまし
たか？すべてが大きく手打つ杭しい建物にあり何百万ものこれらの状態があるわけですね？分かりますか？
彼女は欺きなのです！

さて、彼女の様に動くものは他には何もありません、そして彼女はそのように作られていたのであり、彼
女は欺かれているのです。そしてサタンは本当に今日（この終末に当たって）彼女に働きかけているのです、
その理由は彼が彼女の設計士だからです。今、そのことを証明することが出来ます、初めに戻ることによって
です。アダムかサタンのどちらが彼女に働きかけ始めたのでしたか？分かりますか？彼女がデザイナーです。
それは彼女が汚くなるための彼女の安っぽい武器です。美しい女性であることによって、彼女は望む方法
で男を動かすことができます。 兄弟達、それは男性を得る海賊版の継ぎ目ではありません。 それはかわい
い女性が自分をひねって通りを歩いている、半分しか服を着ないような状態で。 そうやって得ようとするの
です....それは、欺瞞者のする事です。 そして、彼女は致命的です、絶対的に致命的です！ あなたは私に彼
女の設計士であるサタンについて質問するかもしれませんが、それは真実です。 サタンが彼女をデザイン
しました。 彼はまだそれを行っています。

44

聖書の中からお見せしましょう。 私はあなたを聖句に連れ戻す必要があります。そして、あなたは今日
それを見てあなたの意見に置くでしょう。 そのような美しさを特徴とするのはサタンなのです。 もし気づくな
ら、彼は天国のすべての天使の中で最も美しい人でした。 そうですか？ そして、天国をミカエルの王国より
も美しい場所にしたいと考えました。 そうですよね？ また、カインが彼の息子であることを示すために、彼は
果物や花などで祭壇を飾り、より美しい礼拝を申し出ました。 そうですね？ 綺麗な！ 罪は美しいのですー今

45
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日私たちは美しいと呼ぶものです。 そして、罪は美しさによって欺かれています！ あなたは通りを歩いてい
る女性を見る事によって、彼女の心の中に何があるかを伝えることはできません。 見る？ しかし、私はあなた
がなぜサタンが設計士であるのかを知ることができるように、これらのことを言いたいと思いました。 それは
まさに正しいことです。 彼の息子はそれを証明しました（カイン）。今、彼女は美しいので、彼女は欺くことが
できます。

世は美しいので欺けるのです。宇宙のことです世界の順序を意味します。それは美しくてすごく欺きに
満ちています。素晴らしく美しい場所やぜいたくなこと預言者の一人、アモスが上に上ってきて、町を見下ろ
して現代のハリウッドのように見て、彼の小さな老いた目は、その灰色の髪の毛が彼の顔にぶら下がってい
て、メッセージと その場所で飛び散る 彼は言った、 “あなたが奉仕すると主張する神はあなたを破壊するで
しょう！” 罪は綺麗なのです。彼らはユダのように、ユダのように、どこかの通りでここに出ていく老いた酔っ
払いのようなものです、その中にハエがぶら下がっているものなどを描いています。 ユダはハンサムで強く、
詐欺でした。 それは周りを見守る男ではありませんでした...それは男、古い農夫、あなたの妻の周りを見守
るために上司の組み合わせで来る物ではありません。 それはより滑らかです。 彼はいたずら者だ。罪は世
界の目には美しいです。 しかし、神はそのような美しさに特化していません。 知っていましたか？ 神は性
格、美しい生活で表されています。

46

聖書で（イザヤ53章、聖句を置こうと思えば）では、聖句の行にはそれのためにここに書いてあります
（イザヤ書53章）。聖書は我々の主イエスに対して、 彼を欲するべきです、そして、我々は彼から我々の顔を
隠しました。 そうですか？ 彼はきれいではなかったので我々は彼を欲しがりませんでした。 彼はおそらく小
さな人で、肩をすくめて、ぎこちなく見ていて、彼がリーダーになることは望ましくありませんでした。 彼は指
導者のようには見えず、人々のように一般的な通りで話し合いなど（一般の人々）そうだったので、彼は彼が
偉大な学者、教育された人には見えませんでした。 彼はただの普通の男だった。 我々が欲するべき美しさ
は彼にはありませんでした。 彼はすぐに男性の中を歩き回り、彼らは誰であるかを知らなかった。 彼は歩く
神のようには見えなかった、我々が神の一人だと思うのでしょう。 しかし、彼は同じだったのです！

47

主なる神がサムエルに言われたときに気づきましたか。「ジェシーの家に行って、その息子たちの内の
一人に油を注ぎ、サウルの所に行くようにしてください」さて人々はサウルを選びました、サムエルは彼らにそ
うするなと言ったのにです。彼は言った、 “神はあなた方に王を持って欲しいとは思っていない。神こそがあ
なたの王です」と言いました。「私は主の名によってあなたに何か言ったことがありますが、何が起こるのです
か？私はあなたのお金のために、または私の生き方のために別のものを求めてきたことがありますか？ ”

48

彼らは言った、 “いいえ、お金のために我あれに懇願したことは一度もありませんでした。そして、あな
たが主の名によって何を言っても、それは起ることでしょう。世が選んだものを見てください！イスラエルが選
んだものを見てください！イスラエル、神の油そそがれた人々は、全国のどの人よりもかっこよく大きな男を選
びました。彼はいつも香水の中で飛んでいました。

しかし、神は言われた、 “私はあなたに私が選ぶ王を選ぶつもりです。”と彼は言った、 “サムエル、私
はあなたが誰であるかを言うつもりはないが、あなたはそこに行く。それはジェシーの息子の一人だ」

そして、ジェシー、彼の妻、そしてみんな全員が見回して言った。 “はい、我々の長男、彼はすばらしい、
背の高い、ハンサムな男です。 彼は王の王冠をちょうどよく見えます。 彼は賢いですし、教育も受けていま
す、彼は素晴らしい人です。 彼はちょうどいいと思う。 彼は正しい言葉を話す。彼らが彼を連れ出したとき、
サムエルは油を持って彼に向かった。 彼は言った、 ”いいえ、主は彼を拒否しました“。そこで彼は6人の息
子に至り、主は彼らのすべてを拒否しました。 彼は言った、 ”他には人はいませんか？“”ああ、“彼は言っ
た、 ”はい、もう一人がおります。 彼はそこで羊の群れを世話している。 彼はちょうどそこに座って歌を歌
い、叫び、そして続けていますが 、彼はちょっと古い腰を痛めた、ぎこちない男です。 彼は決して王になるこ
とはないだろう」彼は言った、「行ってください！」そしてダビデが預言者の目の前で来る間、預言者は油で
動いてそれを彼の頭の上に注いで言った、「これが神の選ばれた方です」。彼は美しくはないが性格がよい
のです。神は性格を見ます。

49

人は自然な美しさを見ます。それは欺きになります。ある女性は欺くために美しさを使うのです。ある美
しい女性がすぐにそれを使わないとすれば、それは呪いになりえます。何よりも早く彼女を地獄に落とすこと
を見てきました。彼女がただ打つ杭しいだけで、夫とだけ一緒にいて楽しいことをしているのであれば問題
はありません。しかし彼女が同じことを使って欺いているとすれば、彼女そのために美しさを与えられている
ことになります。

50
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理解しておいてください。さて神は性格に特徴を見ています。イエス様に美しさを望むべきではないの
です、しかしこの地上には彼のような性格は他にはありません。

さて、我々は今日、その教会の性質を見つけ出します、サタンと彼のグループは大きく美しい教会を世
話しています。今日世が見ているのはそれです。オーもし牧師が、その時代の偉大なだれだれで、このよう
な大きなローブやそのような者を来て歩いて、祭司のようなあるいは神的にしていたら彼らはそれを美しいと
呼びます。しかし本当の神の生徒たちは支持された御言葉の中の性格を探すのです。それがその時代にイ
エス様の中に見た聖徒の姿でした。

彼は何も見ていなかったけれど、彼らは神を彼の中に見ていた。彼らは神が彼と共にいるのを見たので
した！

そういうわけで、ジョアブとダビデの人たち、少し年老いた仲間だけど、彼らは彼の中にいるのを見まし
た...彼らは神が彼の中にいて、いつか彼が力を入れていることを知っていました。 1人でゴリアテの他の5人
の兄弟を殺した。 1人が300人の男性を殺した。何人かの女性が夕食のために豆を摘み取っていた時、軍
隊は去ってしまった。そして彼は槍を取って三百人の人を殺した。パレスチナ人達！性格！どうして？彼らはダ
ビデと共にいました。彼らは油注ぎが彼にあったことを知り、彼は力を得ることをになることを知りました。教
会の純粋な絵は、今日御言葉によって立つでしょう！我々はそれが正当化されることを知っています！我々
はいつかそれが認識されることそして力を得るようになる事を知っている！

51

サウルは...しかし、彼はその国の残りからの逃亡者だったが、彼は彼が力を持つようになることを知って
いた。我々も彼が力を入れていることを知っています。だから我々は御言葉を取って、何が起ころうともそこに
立ちます。我々は私たちがペリシテ人を切り取ったり、ピットに飛び込んでライオンを殺さなければならないと
すれば、それは...そのように神が設計されているからです。我々は性格を探すのです。

あなたは今、私に尋ねるかもしれません： “なぜ神は彼女がこの様に設計されることを許したのです
か？”（私はここでもっと言いたいことがあるので、これについてあまり時間をかけたくありません）その理由
は？なぜ神はこの女性をこの様に作ったのかという質問が上がってきますよね？なぜ彼は彼女にそれを許
すのですか？彼自身の良い喜びでした。確かに。

52

あなたが聖書を見たいならば、ちょっと待ってローマ9章を開いてみましょうちょっと待って、そこで何か
を見せましょう、それを読むあらば、神がどの様にこの事をしているかについて。そして、神が自分の喜びのた
めにどの様にするのか、ここで見ることができます。ローマ人への手紙9:14：

では、それから何を言いますか？神の前に不義はありますか？... [彼がエサウを選んだとき、またはヤコ
ブを選んでエサウを拒絶する前に、いずれかの男がどちらかを選ぶ権利を持つことができませんでした。彼
らが生まれる前に、まだ母親の子宮に、神は “私はエサウを憎み、私はヤコブを愛した”と言った。なぜ？分
かりますか？]

彼はモーセに言われたました、わたしは慈悲を受ける者に慈悲を与え、わたしは同情する者を思いや
る。

だから、それは...有害な人でも、実行する人でもない。慈悲を持つのは神だ。

聖書がファラオに言っているように、この同じ目的のために、わたしはあなたを養い、あなたの中に私の
力を見せて、全世界にわたしの名を告げ拡げようとするかもしれない。

だから... ...彼が... [今ここに見てください！]彼は...彼が慈悲を受けると、彼を強くします。

あなたは私に言います、なぜ彼は...間違いを見つけるのか？彼の意志に抵抗したのは誰なのか？

神に逆らう者ですか？形られたことは、それを形作る彼に言うだろう、なぜあなたは私をこうして作りま
したか？

土器を粘土よりも強く、同じ塊から一つの船を敬うように、そしてもう一つを卑劣にする力はないのです
か？

もし神が怒りを表明し、彼の力を知らせようとしたら、耐え忍んで...神のように長く苦しんでいるのは、

...彼は栄光の豊かさを、栄光の前に準備された慈悲の器の栄光を知ることができるでしょう
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さて、それについてしばらく論じましょう。神がそうされました。 彼はこの方法でやる必要がありました。 
それはそこになければなりませんでした。さて、聞いてください。 今、約5分間あることについて注意を促した
いのです。 神とは何ですか？ 神は素晴らしい永遠です。 冒頭では、始まりが始まる前に戻って、彼は神で
さえありませんでした。 そのことを知っていましたか？ 神は崇拝の対象であり、神が崇拝するものは何もあ
りませんでした。 彼は唯一の存在でした。 そして彼の中には属性がありました。 属性とは何でしょうか？ あ
る思い。 （今夜、レッスンの境界にあるものを理解する事になります）。彼の中にあった彼の属性でした。 さ
て、それは父であること、父であることは神にあったこと、息子であることは彼の中にあったこと、救い主であ
るためには彼の中にあったこと、そして癒し主であることも彼の中にあったことです。 そして、ここのこれらす
べてのものは、ただ彼の属性を表しているだけなのです。 違うことは何もありません。 神が最初から終わり
までを見なかったと思いますか？ 確かに彼は見ていました。 順序が違っているものは何もなく、ただ彼の属
性を表しているだけです。

53

さて、彼はただ人間を堕落させるためだけに創ることはできませんでした。彼は自分の選択をするため
に自由に道徳的な仲介を置かなければならなかったが、堕落することを同時に知っていました。さて、彼は何
かが失われない限り、救い主になれません。何か病気がない限り、彼は癒し主にはなれません。これらのこ
とはその方法を使うしかありませんでした。神はそのようにして、その大きな属性が表わされるようにしまし
た。もし存在すれば―-彼は決して救い主ではなかったでしょう。しかし、我々は彼が知っていたことを知って
います。時間が経つ前から、彼は救い主でした。

54

彼は救い主だったので、失われたものがなければなりません。どうなるのでしょうか？もし彼がそれを救
うためにそれを取って奪うならば、それは彼の判断に対する正義ではありません。彼は人を地獄に送り、公
正になることはできませんでした。彼は親切で、穏やかで、真実で、正直で、彼は素晴らしい裁判官です。見
て、彼は自分自身に対して働いているだろう。だから彼はここに人を入れて自由な道徳的な代弁者にしなけ
ればならなかったので、彼は人が堕落するだろう事を知っていました。彼は自分に似せて創ったものが、どの
様に堕落できるのでしょうか？さて昼の光を見ていますか？だから彼は元の創造物から何かを副産物にしな
ければなりませんでした！今あなたはそれがわかりますね？そこに来ましたかね分かりますか？そしてそれが
堕落したのです。彼はそれが堕落することを知って、それを創ったのです。それを悪魔の不名誉ためにサタ
ンの手に渡されました。

今日名誉はどこに与えられたのですか？あなたはそれについて考えてください。

さて、近く見ていきましょう。

それではまた、なぜ彼女はこのように創られていて、他の女性とは違うのでしょうか？ なぜその女性は
他の女性と同じように創られなかったのですか？ それ以外の女性はその様には創られていませんでした。 
彼らは現在そうではありません。 彼らにはできません。 そのように、彼女はそうすることはできません。 な
ぜ、この女性を、他の女性と同じようにして、同じように出来なかったのに、赤ちゃんを育てることができたの
でしょうか？ それから彼女には夫が生きていて、赤ちゃんのために時間が来たら彼女は赤ちゃんを持つよう
に。 なぜ神は彼女をこのように創ったのでしょうか？さて、私はこれらの言葉を言うことができません、あなた
は私が何を話しているのか理解していますか？ あなたが理解できるならば、「アーメン」と言うことができま
す。 （ここには少女たちが座っていて、少年たちもいますね分かりますか？）しかし、あなたが知っているよう
に、動物は一年の特定の時期にしかうまれません。 しかし、人間の女性は、いつでもそうできます。なぜ神は
彼女をこのようにしたのでしょうか？

55

今、神の偉大な計画が、完璧と同じくらい完璧になるように、ここで進めていくのを見てください。 （私は
先日までこれを知らなかったのですが）なぜ、彼は彼女の女性の残りの部分のように、始めにそれを彼女の
ようにしませんでしたか？なぜなら、それは彼には不向きであるからです。彼はすべての純粋な泉です。それ
が、サタンが自分のことを知り合わせなければならなかった理由です。そのような生き物は、もともとのため
に設計されて、彼になっていないでしょう。

56

彼が最初に計画したすべての計画は連続しています。彼の最初の計画はすべて連続していました。メ
スの犬、オスの犬言っている意味が分かりますか？雌の牛、雄の牛。すべて連続しています。すべての自然
は連続しています。種子が死んで、死、埋葬、復活のように地面に入ります。樹液は木から降りて葉を落と
し、翌年には新しい葉の復活で戻ってきます。私の言いたいことが分かりますか？すべてのもの、さらには神
の性質さえも、すべてが一つにつながっています。そしてここに神の連続性から設計されたものがあります！
自然はとても罪を犯さないように設計されています。思うよ！神の元々の創造は罪を犯さなかったのです！
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ああ、あなたは今ここでこの教会の歪曲が見えませんか？オリジナルは神の御言葉です！神には罪は
ありません！私の言いたいことを見て？ここには倒錯によって生まれる生き物がいる。神は教会を持つつもり
ですが、ここに出てきたこの変態物を見てください！神は男性と女性を持っていますが、この女性は....見て、
それの非常に症状は神の心の中にあったものを示しています。私たちは1～2時間かかることがあります。彼
はこの方法でこの生き物を作りました。彼はその生き物を作って、サタンが彼女のことを知ることができるよ
うになりました。彼はまだ彼女を持っています。彼女は男性のように十字架に逃げたほうがいいです。

すべての自然が継続していることに注意してください。もし彼が同じ元の創造物として女性を創ってい
たら、彼女はそれをすることができませんでしたので、罪はなかったでしょう！彼女はそれをやり遂げることが
できませんでした。彼女は元の創造物の堕落です。それで、すべての罪は、もともとの真理の歪曲なので
す！

57

嘘とは何ですか？真理は歪曲されていませんでしたか？姦通とは何ですか？正しい行為は歪曲され
ていましせんでしたか？だから変身した生き物がいる。邪悪なものが全部あります。そして全部が罪と綴られ
ています。そこに横たわっている。そういうわけで、質問はかなり大きなものです。彼のことを欺くために、スク
ラップだけで人に作られた計画。神はそれを作った。ここにはそれが証明されています。それが彼女が作ら
れた理由なのです。

不道徳な女性は、地球上で考えることができる最も低いものです。失礼しました、若い女性、彼女は人
間のゴミ箱に過ぎない、「性的暴露」！それが彼女のすべてです。不道徳な女性は、人間の性的なごみ缶で
す。汚染された汚れたオリーブの汚れが処分されます。彼女は何のためにこのようにしたの？欺瞞のため
に。これまで地球上にあったすべての罪は女性によって引き起こされました。

そして、シカゴからちょうど「不明な言葉」という女性が、この記事を書いたのは警察官で、米国では（米
国大都市圏）、米国ではどのような形で行われたすべての犯罪の98％その中に女性がいたか、その背後に
女性がいた。さて、私はこのすべてを最後に一つのことに話しているので、あなたは何が問題かを理解する
ことができます。

彼女は初めにアダムにしたように欺く為に創られました。果物が良いものだったと言い、彼を欺いて御
言葉から離れるようにしました。 それが今日の教会のやり方です。 同じことなのです。 しかし、その後、彼は
彼女の支配者になり、彼女を支配する事になります。さて、この日と今日の概念の違いは何なのでしょう、 
彼は彼女の支配者ではなく、彼の神になったのでした！ 間違いなく 彼女が彼を支配するのです。 さて、何を
話しているのかをある意味理解することができますね。 サタンの副産物であるサタンによって与えられた彼
女の美しさと性的コントロールによって、彼女は神の息子を欺くために送られ、サタンが持っている他のどの
楽器よりも地獄に多くを振り向けることができます。 それはまさに正しいことです。 （私はあなたの姉妹では
なく、不道徳な人たちのことを話しています。神の言葉に数分であなたの場所、正しい場所を教えてあげま
す）。 それは神の計画の中で最初からありました。

58

さて、今日これをするには....アメリカの神は何ですか？何年も前に、私がこの現代の神？について説教
をした幕屋について覚えていますか？そこに座って、メイクをしている小さなフラッパー、そして彼女の膝の上
に引っ張られたドレス、そしてそのようなもの。私は言った、 「あなたの神を見てください。」そしてそれは正し
い！彼女はすべての広告に、半裸である。彼女は同じ形で通りにいます。それはサタンの道具です。 「初め
から」とイエスは言っていました。分かりますか？我々はそれが今、 「初めから」そして彼が何を話しているか
がわかっています。

59

さて、彼女を神にするために異教徒は使ったのです。あなたはそれを知っていましたか、女神のことです
が？確かに彼はしました。彼女たちは彼らの崇拝に性的行為を起こしたため、女神にしました。彼らは彼女が
創造者であると主張し、自分の子宮で種を運んで創造した。それはうそです。 創造主は1人だけです。それ
は神だけです。しかし、そこにポールを覚えている？エフェソスのダイアナ、岩のイメージは、天の女神が捨て
られたと語った。異教徒の礼拝はどうですか？そしてそれを知らない私たちは、地球上の非常に低い生き物
である女性たちに、二度と崇拝するためにまっすぐに戻ってきます！女性崇拝！彼女は彼女が望むように男
性を動かすだろう。そして、知らないうちに、その美しさはすべて外に、地獄は内にある。ソロモンは彼女の門
が地獄の門だと言いました。

さて、ここで我々は単純にイエス様が黙示録の2章の15節で語っておられるニコライ宗の教義が御言
葉から来るべき教会についてのことでした。また、我々はここでこの, また、私たちはハリウッドのセックス・クイ
ーンズのテレビで、これらの下品で不敬な、汚い番組で明らかに見ることができます。 我々は、この都市の汚

60
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れを、小さな子供たち、ちょっと年上の女の子たち、ここではちょっとしたきつい服を着て歩き回ったり、捻っ
たり、凍って死に至らせたりするのを見ることができます。 彼らはそれをしているのが悪魔だということを知ら
ない！ 彼らは悪霊に住まわせているが、そのことも知らない！ あなたはそれをやっているのが雌犬だと分か
りませんか？ あなたは他の女性がそれをやっているのを見ることはありません。 そして男性は彼女の方まで
歩いていくことはできません。

分かりますか？61

さて、絵が見えましたか？我々はただちに何かを紹介します、主のご意志であれば。

さて、ニコライ宗の人たちを理解し、彼らの教義を分かっていますが。あなたは、彼らが彼らと呼ぶ「十代
の女王」が通りに出ているのを見ています。これらのストリップショーを見るために横にある下品なショーに行
く必要があった。目を開けて、通りを見てください。それは今あなたがしなければならないことのすべてです。
全部がストリップです。確かに。彼らは何のためにそれをしますか？魅了するために、誘惑する。彼女がそれを
行うことができるのはこれだけです。彼女は汚れているので、彼女はそれを行う！彼女はそのように創られた
からです！彼女は彼女がサタンの手の中にある道具であることを気付かない！それが彼女そのものなので
す。

今日の我々の学校でさえ、セックス行為を教えています。女性崇拝の腐った世界！それを信じたくない
ことを知っています。立って何らかの賛美歌を歌う、など、ある日、女性と一緒に、一晩中走り回っている。分
かりますか？その通り！神の目にある、その御言葉の中において、彼女は神が地上に置いたすべての動物の
中で最も低い存在なのです。気をつけましょう！

だからこそ神は彼女の言葉を教えることを禁じています。 そのとおり。 私は第一テモテ2：9-15： 「私
は女に教えてもらいたくない、あるいは権限を持たせたくない―-」分かりますか？ そしてまた第一コリント人
への手紙第14章34節「婦人たちは教会では黙っていなければならない。彼らは語ることが許されていな
い。だから、律法も命じているように、服従すべきである。しかし今日教会はどうしていますか ？ 聖書がそれ
を完全に禁じているのに、彼らは彼女の牧師、伝道者を作るのです！ そして、聖書はこう言っています： 」―-
また、法律と同じように“、それを継続的に実行させる、全部。

62

ちょうどその子羊が最後の夜だったように。 子羊の血の下が、礼拝するの唯一の場所です。 今日はキ
リストにおいて唯一の場所です。 唯一の方法は彼の下に来ることです。 それが唯一の礼拝の場所です。 そ
れはいつもそうでした。 崇拝する唯一の場所は流された血の下です。

今、我々はそれが我々に展開される全体像を見ています。 彼女はそこにいる。 だからこそ、神様は彼女
には教えさせません。教会では何もしないようにしましょう。今、あなたは、なぜ私が物事を言って、私がやっ
たことをやったのか、私の心の中のすべて、兄弟、姉妹で知っている人をを見ることができますか？ 私は知っ
ています、姉妹達、私は - あなたはあなたの素晴らしい性格を創りかえる場所（ちょっと一瞬）と、私はあなた
が実際に何を示しているのか反対側で話そうとしています。 最初から。 イエスは我々に、それを見つけ出す
ために最初に戻ってくるように言われました。 それが我々がしていることです。さて、多くの点で高い点を打
つ必要があります、それを理解することを願っています。 そして、このテープを聞いてくれる人たちが理解し
てくれることを願っています。 ただ戻ってください。 それは、イエスが「初めから帰って、見出してください」と
言ったことを示すだけです。すべてのものは最初に戻ります

63

あなたは今日なぜ人々が、私は女性嫌いだと言うことができるかを見ることができます。 それは真実か
らほど遠いです。 私はそうではありません。 彼らは私を女性嫌いと呼びます。 覚えておいててください、彼
らはパウロは女性嫌いだと読んでいた。ある 女性牧師がは、それほど前ではなかったが、「あー、貴方は昔
のパウロのようだ。 彼がしていたのは我々女性を見くびる言い方だけ！」聖書と新約聖書を書き、その言葉に
異議を唱えることが許された神の聖人がですか？ 彼は言いました、 “もし天国の天使が、私が言ったこと以
外の何かを教えれば、女性の説教者だけでレッスンを受けてください。”彼らはエリヤは女嫌いではなかった
と言った。 彼は実際は女性を嫌いではありませんでした。 彼はただイザベルのことが好きではなかっただ
けでした。 それがそうであれば、神は預言者に来る言葉であるので、神と同じでなければなりません。 それ
は同じ方法で神でなければなりません。 それで、彼は最初から元の創造を知っています。 彼は「初めから」
と言いました。彼らは御言葉を受けた預言者でした。

64

そして、神は彼女のために人ではなく男のために彼女を作った。あなたは、その女性は男性のために作
られたのであって、女性のための男性ではないことを知っていましたか？それは何人知っていますか？聖書
65
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はそれを教えています。大丈夫。彼女は堕落の前に人の中に場所を与えられましたが、すべての創造物に
匹敵しましたが、堕落の後の今、ここでは被験者を持ち上げますが、秋の後、彼は支配者でした。彼女はす
べてのことを静かにしなければなりません。さて、元の始まりが終わった後、イエスは言われました、「それは
初めからなかった」（それは、神が初めの創造を最初に作った時です）。全て理解したものは再び 「アーメン」
と言います。

初めに、神はただ一人の男性と一人の女性を創造しました。しかし、その時その女性は、動物、他のす
べての動物と違って、欺瞞のために作られました。今見てみてください。さて、それは最初からそうではありま
せんでした。彼女は創られたのでした....もし彼女が元の状態にとどまっていたなら、彼女は決して落ちるこ
とはありませんでした。しかし彼女は神の連続性を壊し、死と悲しみとそれ以外のものを地球に投げつけた
中断の崩壊を引き起こしました。彼女はこうして創られたのでした。

さて、気が付いてください。 さてその初めの後、初めの後、時間が始まった後（それは永遠だった）、そ
れは終わった。 気が付いてください　堕落の後、エバがその堕落した後、もう一つの契約が作られる必要
がありました。 さて、これはあなたをつまずくつもりですが、これが真実であることを証明する聖書をあなたに
お届けします。今、堕落してから、イエスは言われました。「神は初めから、たった一種類を創りました」と言っ
たが、今、堕落の今、私たちは誓約が同等であったことを超えています-しかし　今、堕落の後にもう一つの
契約があります。 今、彼女はもはや支配者ではありません。 それぞれには別々の契約が必要です。
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今、それが正しいかどうかを見てみましょう。創世記3章を見て、これが今のものであるかどうかを見て
みましょう。なぜなら、我々が、これらのことを教えられた事によってそれが真実であってほしいのです、なぜ
なら、離婚の理由などを示すために、私たちは今終わりの時からそれほど遠くないからです。
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さて、第3章の創世記で、第3節と第16節で始めるでしょう。第14節から始めてみましょう：

主は...サーパントに言った。（翻訳者注：日本語聖書では蛇と訳されている）[さて、彼はそれを呪うであ
ろう]あなたはこれをしたので、あなたはすべての野の家畜、獣の内で最も呪われるであろう。あなたの腹で
這い歩き...生涯地の塵を食べて行く事になるであろう。

わたしは恨みをおく、おまえと女とのあいだに、おまえのすえと女のすえとの間に。彼はおまえのかしら
を砕き、おまえは彼のかかとを砕くであろう」。 [贖いのために女性を通して約束救い主が来る］。

彼女に言いました.... [さて見て下さい！さて、サーパントとの約束があります。蛇との契約は、冒頭にあ
った。］

次に女に言われました、「わたしはあなたの産みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。そ
れでもなお、あなたは夫を慕い、彼はあなたを治めるであろう」。 [もはや共に等しくはありません。今すぐ彼
女は右に回って、彼女は支配者です！]

更に人に言われた、「あなたが妻の言葉を聞いて、食べるなと、わたしが命じた木から取って食べたの
で、地はあなたのためにのろわれ、あなたは一生、苦しんで地から食物を取る。

地はあなたのために、いばらとあざみとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。 あなたは顔に汗して
パンを食べ、ついに土に帰る、あなたは土から取られたのだから。あなたは、ちりだから、ちりに帰る」。

二つの契約！今、それはイエスの言葉の始まりまたそれを閉じます。「それが始まりではありませんでし
た。」もう一つの約束があります。それはもう一つの約束です。今、製品と副産物に関する契約があります。注
目すべきは、堕落が問題をもたらし、創造物のすべての生き物に死をもたらし、すべての性質を変えることで
す。

68

さて、イエスが言われたことに注目しましょう。「始めからそれはそうではありませんでした」今、それは
そうではありません。それは今では...それは初めの後です。今、二重の契約があります。最初はそれはただ
の契約だった。アダムとエバは同一でした、一人の男性、一つの女性でした。さて、その女性は罪を犯しまし
た。彼女は何をしたのでしょうか？それは彼らをすべて死に至らせました。そして、神はそれによって別の契
約を結ばなければなりませんでした。ここは創世記第3章16節にあります。彼は別の契約を結んだのです。

さて、世界は、最初の創造ではなく、性的欲求によって、初めのように神の元々の創造によってではな
く、人口に再集住されるべきです。まず、はじめに関して考える必要があります。当初、は男1人、女1人、男
性1人、女性1人でした。しかし、彼女がその線を越えてこの罪を犯したとき、今や世界は再びセックスによっ

69
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て再繁殖されることになりました。創造によってではなく、性によって。女性は今どこにいるのか見てみましょ
うか？さて、それは、今日の世界に人が住んでいる方法です。女性を通して。

それは、イエスが女性を通って来なければならなかった理由です：セックスの欲求なしに、元の初めの
状態に戻すことです。彼は処女を通して生まれました。しかし、ハレルヤ！その後セックスがなくなる時が来る
でしょうしかし、神が元々創られたように、子供たちを地球のほこりから創り出すのです！女性を通してではな
く、粘土と宇宙の光と石油の成型を通して、彼は初めてアダムをしたように再び創造するでしょう。

イエス様がこれを神様が人にして世に送り出し、この女を通して死ぬことができるようにしました。今、
罪によって時間がテストされています。

さて、分かる様に、それが始まった後、何か他のものが導入されたのです。さて、これはあなたにショック
を与えることになるでしょう。 （疲れましたか？ちょっと長めに座っているだけですが）男と女のセックス（別の
契約、元の契約ではなく別の契約）によって二重の契約が成立したとき、さて何が紹介されたのでしたか？
全てが多重結婚。その後、始まった後に、人間と獣の両方に多重結婚が導入されました。
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神はさて、二番目に新たな自然をを再び設定しますセックスによってです。神はセックスなしに初めの
創造物を作りました。貴方はあれを信じますか？さて、それは自然による別の契約です。彼はセックスによっ
て他の方法で順序でそれを設定します。 2番目の契約：男性1人、女性2人。 1頭の鹿、1頭の髪の毛（そう
ですか？ 1頭の牛、全部群れの牛、牛、一匹の雄鶏、庭いっぱいの雄鶏、（その通りでしたか？）ダビデは、自
分の心に従って、500人の妻と、一人の子供が百人で、別の女性、すなわち神の心の後にいる男と一緒に生
まれました。 1000人もの妻を持つソロモン1人。しかし、さて気づいて下さい、それは当初はそうではありま
せんでした！しかし、今、それは始まりの後なのです。女性が行ったことによって、彼女は今の彼女となったの
です。分かりますか?

ダビデ、キリストを表すことになる王...（あなたの心に留めておいてください）ダビデはキリストを表して
いました。それを信じますか？キリストは彼の王座に座ることになります。このダビデは、神の心に留められた
男は500人の妻を持っていました。私の言いたいことがわかりますか？ダビデと彼の500人の妻、ソロモンと
千人。ソロモンは肉親としてダビデの子であり、霊的にはダビデの子イエス・キリストを表しています。しか
し、それは自然な性的なものでした。これは創造された精神的な人生になるでしょう。それが初めのやり方
でしたが、我々が今住んでいるこの世では今はありません。
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気が付いてください！ （今、これを間違わないでください。心の中に置いておいて下さい。）しかし、それ
らの女性のいずれかがさらに夫を持つことはできませんでした。彼はオリジナルですが、彼女はそうではあ
りません。それらの女性の1人にもう1人の夫がいることはできませんでしたが、1人の夫は1000人もの妻を
持つことができました。それは「主がそう言われる」ということです。それは聖書です。

さて、私は戻ってきて、時間をかけて、イエスの言葉が始まったことをあなたに示しました。今あなたはそ
れをはっきりと分かりますか？彼らは多く多くを持つことが出来るのです。

ああ、「イスラエルのためだけだった」と貴方は言うでしょう。そうでしょうか？ アブラハムがサラをペリシ
テの国に連れて行った時、そこにはアビメレクという王がいた。 そしてサラは100才だった（ちょうどその
時）、しかし彼女は若い女性に戻って美しくされました。 知っていますか？ 大丈夫。 アビメレクは彼女を妻と
して欲しかった。 私のメッセージを覚えていますか？ アビメレクはサラを妻にしたいと思っていました。 おそ
らく、ハーレムを持っていたでしょう。 しかし、もし彼女がアブラハムと結婚していたら、そうすることはできな
かった。 だからアブラハムはサラに言った、「貴方の兄弟であると言ってください。なぜなら、彼は私を殺すな
らば彼はあなたを持つことができるからなのです」なぜ彼はアブラハムを追いかけて妻を連れて行かなかっ
たのです？ 信者とだけでなく、創造されたすべての人々にも法律がありました。 罪人か聖人か、これらの行
為の責任を負います。 異教徒の王がいました。 その話が本当にどれくらいのことを知っていますか？ それ
は聖書 - 創世記の第16章についてだと思います。
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あなたはアビメレクが彼女を妻にしたことに気づいていますね。彼はこの新しいヘブライ人の少女を得
るために彼自身を直しました。そして、彼は言った、 「これは私の―-」彼女は言った、 「それは私の兄です。
73

彼は言った、 「それは私の妹です。」

そして、アビメレクは、「私は彼女を妻として連れて行きます」と言った。そのようなことをしている男を想
像できますか？しかし、彼はそれをやった。
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そして、その夜、眠っている間、主は夢の中で彼に現れ、「アビメレク、あなたは死んだ人と変わらない、」
と言いました。彼はそのユダヤ人の血の流れをそこで守っていました。彼は言った、 “あなたは死んだ人と変
わらない。あなたは別の男の妻と結婚しようとしている！

彼は言った、 “主よ、あなたは私の心の健全性をご存知です”と言った、 “彼女はそれが私の兄弟であ
ると私に言いませんでしたか？彼自身は、「それは私の妹です？」と言っていませんでしたか？

彼は言った、 「私はあなたの心の健全性を知っています。それが、罪を犯させることを許さない理由で
す。 」そうですか？その人が私の預言者であるので、彼の妻を元通りに戻してください！そして、あなたが彼の
妻を連れて帰らずに、あなたの司祭ではなく、彼があなたのために祈ることができなければ、もし彼があなた
のために祈っていなければ、全国がなくなってしまうのです！素晴らしい恵みがあります.... “あなたの国全体
はなくなりました。それはその人の妻であり、彼は私の預言者です」。アーメン！それは「主がこう言っている」
です。それが聖書です。

今、我々は死の理由を知るのです...死は女性の罪が原因なのです男性ではありません。彼女の生き方
と彼女によって、すべての死が来たのです。彼女のやり方で命を与える事によって死がもたらされます。何人
がそのことを知っていますか？もしあなたが聖書を拒否したいのであれば、ヨブ記14章。あなたがこれに疑
問を抱くならば、私は聖書にこれのすべての点について書き留めました。 ヨブ14章を今読んでみたいです。
それは、「女から生れる人は日が短く、悩みに満ちている」その通りですね？？ 「彼は花のように咲き出て枯
れ、影のように飛び去って、とどまらない。」などなど。分かりますか？

74

女性から生まれたすべての人は、来るとすぐに死に生まれますが、神の創造に生まれたとき、彼は死ぬ
ことはできません！彼はキリストのエデンの庭にあったその他の木から来ました。永遠の命は木によって来る
のです。

「あー」「彼女は木だったのかと？」というのです。

確かに。神は創世記でそこに戻って言っています「あなたはこの木を取らない」と言われました。 「あな
たはこの木を奪わないでください“なぜ、女性は木です。彼女は実のなる木です。あなたの母親の実なので
す。子宮の果実はあなたです。そのとおり。そして、エデンの園にあった生命の木の実はキリストです。女を通
って生まれる者は死ぬ。その男を通して、元の創造の方法によれば人生に来るのです。女性から生まれるこ
とは死に至ります。キリストから生まれることが命なのです。分かりましたか？それはどこに - 女神がどこに行
ったのかが分かりましたね。

最初のアダムとエバは、2番目のアダムとエバの種類なのです。アダムとエバの倍増はセックスを通し
て地球を補充することでしたが、初めはそうではありませんでした。神は彼の他の生き物をしたように男性と
女性を創ったように？分かりますか？ちょうど教会のようです。

さて、神のこれらの正当な真実を見据えて、あなたがしたいのであれば、もう少し調べてみましょう。大
丈夫。
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さて、これは私たちがそれの底に降りるまでちょっと傷つくかもしれません。私はちょうどあなたにそれ
の真実を示すつもりです。

未亡人と結婚できる牧師は居ません。知っていましたか？あなたはそれを読んでみたいですか？さて、
レビ記21：7とエゼキエルの第44章22節に入ると、神権が男に触れられた女性と結婚していないことが示
されます。このタイプは、イエス・キリストの処女の花嫁です。彼らは神の火を扱ったので、祭司たちは、ア―
ロンの息子たちでした。 （我々はそれをすべて読んで正午までに出る時間がありませんでした。我々はまだ
20分しかありません。）そして、彼らは神の火を扱ったアーロンの息子です。だから、彼らは別の男に触れら
れた女性と結婚することができませんでした。不変の神はそう言いました。彼らは他の女性と結婚すること
ができませんでした...女性は男に触れられました。あなたがそれを見たいと思えば、ここにタイプを示し、生き
た神の教会は純粋に神の言葉であり、人間によって扱われる！

覚えておいてください、ここでこれを読んでみましょう。分かってほしいのです。マタイ5章で、イエス様
は本当に重要なことをここで語られました。我々はそれを理解したいのです。 マタイ書の5章　.私は書きま
した...私は人々にに言いたいことをいくつか書き出しました。しかし....今、姉妹達に、神の言葉があなたに約
束した場所をお知らせしたいのです。そしてあなたはそれがわかれば、あなたはその場所に留まる事になり
ます。

76
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マタイ5:32私はあなたがここに気付いて、同じ考え方を支持することを望みます。　マタイ 30 ―-私は
それはマタイ 5：32-31で始まると思います。

妻を捨てる者は誰でも、彼女に離婚書を書くように言われました。「イエスは言われた、「初めから」と言
われた。さて見てください。。

しかし、わたしはあなたがたに言う。だれでも、不品行以外の理由で自分の妻を出す者は、姦淫を行わ
せるのである。また出された女をめとる者も、姦淫を行うのである。しかし、【なぜならば、彼女は再婚するか
ら。]そして誰でも...離婚した女性と結婚するならば、姦淫を犯すのである。

分かってください、彼女は生きている夫がいるので、誰も彼女と結婚することはできません。彼女が何
をしているか、彼女が誰であるかを気にしているから、彼女は生きている夫を持っています。彼女には根があ
りません。しかし、それは彼にはあるのです。分かりますか？それは彼女であり、彼には出来ないからです。分
かりますか？彼ができないと言っていることは何もありませんが　分かりますか？彼女が原因なのです。それ
がまさに聖書が語っていることです。 “原因は彼女....”再婚をすることは男性には出来るが彼女にはできま
せん！その理由は？
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キリストがその種類なのです。覚えておいてください、彼は再婚することはできないと書かれています、
処女以外とは。彼は処女であれば再婚することができます。彼は誰か他の人の妻と結婚することはできま
せん。決してできません。彼が離婚した女性と結婚した場合、彼は姦通していることになります。私は彼が誰
であるか気にしません。聖書は、「出された者と再婚する者は誰も、姦通していることになる」と言っていま
す。離婚者ではないですね。

最初から元々の過去を見てみましょう？再婚 - 今分かりますか？彼はできるけど彼女はできません。ソ
ロモンのようなダビデのように、全聖書の連続性のように。さて、ダビデと他の人と同じです。

今、コリント第一7章10節で気づいているように、パウロは、更に、結婚している者たちに命じる。命じる
のは、わたしではなく主であるが、妻は夫から別れてはいけない。
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（しかし、万一別れているなら、結婚しないでいるか、それとも夫と和解するかしなさい）。しかし、気づい
てください、彼は男性について言ってはいません。あなたは御言葉を嘘にすることはできません。最初から、
多重婚のよる性的な法則。

さて、神の御言葉は神の本性と真実を実現してて、継続している。 1つの学校がどのように東に行き、
もう1つが西に行ったかを見てください。あなたは真実に戻り、それが何であるかを知る必要があります。それ
はいつもそうだった。それは初めから神とのはっきりした契約です。

まず、最初から、ただ1つだけでした。男女が一人づついたのです。罪が入り込んだのち、男性一人に女
性が多数になったのです。すべての動物、自然の中でその方法を実行します。人間と自然の肉体は動物で
す。私たちは哺乳類です。私たちはそれを知っています。見る？そしてそれはすべて連続性の神の性質です

しかし、今、封印は開かれ、真理の御霊が我々を御言葉に導きます。 それがすべての間違いが歴史を
通して開いていないかを説明しています。 これは明らかにされていません。 それは本当のことです。気が付
いていますね、影を落とさせることはできません（最後の夜、床の向こうの影について私が説教していたよう
に）。 それ正しく分かるべきである！ どのように象の影が床の向こう側に来ることができ、ちょっと、かわいい、
かわいそうな男が、象、または象になって、ちょっとした男に出てくるのですか？ 今あなたが完璧なタイプであ
るならばそれに気づくでしょう。さて、それは本当の女性です。 真の女性、処女、彼女の夫とと結婚してとも
に生活しました、彼女はその男性にとって祝福になりました！ もし神が御子に妻よりも良いことを与えること
ができれば、彼はそれを彼に与えられたのでした。 しかし、彼女はセックスの行為をするように創られていま
す。 そのような創られ方をした動物は他にはありません。 地球上の他の創造物はそのように創られてはい
ません。 それだから、多重結婚がある理由なのです。 彼女がそれをもたらしたのです。
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さて、今、最終的な分析において、分かりますね？イエスキリストが一人います。そうですね？一人の人、80

神であるインマヌエル。信じますか？しかし彼の妻である会員は多くて、何千X何千の何千です。そうで
すよね？彼の妻　花嫁である教会。　今ご理解いただけましたか？

今、セックス行為で－―-見て、学校はそれらの2つの事が混ざっている。したがって、あなたはそれをす
ることはできません。あなたはそれを最初から真実に戻さなければなりません。そして、結局、主イエスと彼の
81
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花嫁の多くーは単数形になります。分かりますか？ 1つの王座に1人のダビデがあり、500人の妻をもって、
神の心にかなう1人の王がいました！イエスは、至福千年において彼の御座に1人の妻と共に座るのです
（ハレルヤ！）それが始まりでした、復活の全能の神、多くの手によって地球から創造されたのです。貴方は今
そこにいます。

女性達は、そのことに関して苦労します。キリストに来なさい、そこには汚い混乱はありません。しかし、
あなたが教会員であり、道徳的に自分自身を生きようとしている限り、そこに到達する事はあり得ません。人
は一人としててキリストなしでそこに到達することはでいません。パウロが言ったように、「しかし、キリストに
おいて男性も女性もありません」。彼らはすべて1つなのです。

しかし、この結婚と離婚をまっすぐにして、何が正しく、何が間違っているかについかについて知ること
になるでしょう。
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今、神が明らかにここでこれらの種類があること、キリストとその妻の多くがあることを単純に示してくれ
ています。あなた方がそうしたいならばいつでも、霊的な姦淫や偽りの教義のために私たちを捨てることがで
きますが、どうやって神ご自身を捨ててそれをやれるのでしょうか？男は妻を離れて別の人と結婚すること
ができますが、女性は夫を離れて別の人と結婚することはできません。完璧にバランスのとれたすべての影
とタイプを見てください。分かりますか？副産物ではなくオリジナルの創造物でどこでも。教会ではなく、御
言葉によって花嫁であること。女性ではなく、その男性も。毎回そうですね。それはそれをやっている男性に
は問題にならないのですが常に女性にはまさに問題になるわけです。しかし、彼女はキリストの花嫁になるこ
とができます。―-そして、彼女は男の一部になっていることが出来る事を覚えておいてください、聖書は彼
女にしかできないと言いました.... “しかし、私は女性が教える事も望まず、沈黙している事を望む。アダムが
最初に創造され、その後エバが創造されました。アダムは欺かれていませんでしたが、副産物である女性が
だまされました。今彼女は、彼女が聖く生き敬虔に生き続ける事と子供を育てる事によって、彼女は救われ
るでしょう...」（彼女はこの男の一部となるのです、それが齎すことになります。）

なぜアブラハム、なぜ神が死ぬ人間としてそこに座って肉を食べ、パンを食べ、牛乳を飲んでいるのを
否定して、サラがそこに座っているのを否定しなかったのですか？そして、彼は言った、 「なぜサラは背景で、
背後にある幕屋の背後で笑ったのですか（そして、彼女を見たことはありません）「どうしてこれらのことがで
きるのでしょう？
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彼女は言った、 「私は言っていません！“ああ！おお、私の！彼は彼の顔に嘘つきであると神に告げます
か？しかし、彼は彼女を連れて行けませんでした。なぜでしょう？彼女はアブラハムの一部です。神はアブラ
ハムを傷つけることなく彼女を傷つけることができませんでした！

さて、あなた方女性達はどこに居るのかわかりますか？そして、聖書は、女性はサラのようになる様に言
いました。彼女は控えめな服装で自分を飾り、正直で彼女の夫にだけ真実で彼を愛していたので彼をー主
とまたー君主を所有者とさえ呼びました。

そしてあなた、おかしな服を着た女性達の内の何人かは、ここで外食をして...男性の前に身をさらけ出
すのです。イエスは言われました、「女性を見て欲望する者は誰でも、すでに心の中で彼女に姦通をしてい
るのです。」そして、誰が罪を犯しているのですか？男性ですかそれともあなた？彼は男性ですから、この行
動をとることになります。分かりますか？そして、あなたは女性として拒絶すべきなのです。さて、なぜあなたは
そんなことをしているのですか？それは慰めのためではないですね。あなたはそうならないことはわかってい
ます。そんな短いものを着ていれば冷え切ってしまう可能性すらありますから。快適ではないはずですね。で
は何なのですか？それは不潔な気持ちからです！あなたはそれを認めませんが、聖書はそういっています。
それこそが真理なのです。それはあなたの中にある不潔な霊なのですが分かっていませんが、自分を不潔な
人間として表現しているわけです。

84

さて、男、彼の古い、汚い、結び目のある膝、と彼はほとんどすべての服を着ていなかった場合、それに
は何の違いもありません。彼の体は魅力的ではない。どうして？彼は元の創造物であったはずだった。しか
し、あなたは誘惑の副産物になってしまっています。

神よ憐れんでください！あーどうしよもうないこの罪深い世界！それが終わる時には喜びになります。

そうしたいなら彼はいつでも妻を去ることができますが、彼女は彼から離れることはできません。彼は
私にそうさせることもできます。 - 彼は概念を取るたびに彼は私を塵の中に投げることができますが、しかし
兄弟、私はそこに神を投げたくはありません。私は終わってしまいます。

85



21結婚と離婚

ソロモンは結婚していない女性と結婚することができました。彼は自分が望むどんな女性とでも結婚
することができます。司祭は処女だった女性と結婚することができました。ソロモンはダビデと同じように結
婚しました。彼女の名前は何でしたか？アビゲイルは....愚か者と呼ばれる男は素敵な妻がいて、彼は死ん
だ。アビゲイルはダビデと結婚しました。彼は王であり、司祭ではありませんでした。分かりますか？彼は結
婚しましたが、司祭はそうをすることはできませんでした...既に触れられたまたはすでに男性の妻であった
女性を妻にすることはできないからです。

それは、主イエス・キリストの教会の処女を示しています。花嫁は言葉を純粋なものにしなければなりま
せんどこにも御言葉が落ちていないものでなければ。間違いなく。あなたは正しい花嫁に、一つの胸がなく
て、他のものを何か間違っている事が想像できますか？それはキリストの花嫁になることはありません。彼女
は完璧です。彼女はすべての言葉であり一つの言葉もどこにも失敗はないのです。決して！

彼は彼女を捨てることができますが、彼女は彼を捨てることはできないことを知っておいてください。ル
タ―、ウェズリー、そしてペンテコステ派で、霊的な性行為を持って神がさらなる部分になることを拒否したと
き、彼はそれを行い、それを証明しました。分かるでしょう？彼女は拒否した....ルター派の教会は、キリストが
彼女ともっと欲望を持つことを断った。ルターが拒否したのでした。そして、言わせてもらえば（何か好きなよ
うに私を呼ぶことになるでしょうが）今日もそれらの全てと共にいるのですす！彼らはその御言葉を受け取る
ことに失敗した！彼らはキリストを拒否したのです！そして彼の子供を拒否するどんな女性も、彼に妻になる
権利はありません！アーメン。
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聖書の中のことで覚えていると思いますが、王がエステルと結婚したのは、女王が拒否したためでし
た。彼はだからもう一人別の女性を得たわけでした。そして、彼女が王に出て拒否したとき、何が起こりまし
たか？夫への妻であることを拒む女性と同じことです！

それで、この時代の子供達を育てるためにがその住時代に妊娠することを拒む教会と同じ様なもので
す！我々はルター派ではなく、我々はウェズリーではなく、ペンテコステ派でもありません！、この時代の子供
である子孫を育てるために、神の御言葉によって妊娠させられた、この時代の子供達に、種の子供となる必
要があるのです。アーメン。ご理解頂けるとありがたいです。妊娠することはできませんでした。いいえ。彼は
何をしたのでしょうか？彼女を離婚させる。そうでした。しかし、彼女はあえて彼を捨て。彼は彼女を捨てたの
です。
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彼は、御言葉に身に捧げることと、自分自身で黙示し、言い表わすことに直面しました。彼の子供達は
彼の様になりました完全に成熟している様になったからあるいはは教会の子供ではなく、御言葉の子供にも
なったのです。そして、花嫁は、人の組織、人工の教義に触れられていない純粋で、御言葉の素敵な小さな
女性となる事でしょう。彼女は単なる純粋な御言葉の花嫁なのです！アーメンアーメン！あなたがそれを放送
することになることを期待しています。彼女は神によって妊娠した娘となる事でしょう。

ある女性がどれほど大きな栄誉を受けられるか分かりますか？教会がどんなに素晴らしいことができる
か分かりますか？しかし、汚れが彼女のもとに入ってきていたか分かりますか？それからそこにある教会とこ
こにある教会と比べようとしていますがあなたはそれをすることはできません。そして、街の売春宿と生きて
いる神の教会と比較しようとするのでしょうか？または女性、正しい女性、売春婦と？そんなことはあり得ま
せんね？それは神の法則、コントラストの方法なのです。
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夜がなければ昼光をどのように楽しむべきか、我々が知ることが出来るでしょうか？雨がなければ晴れ
た天気をどうやって楽しむことができますか？もし穢れた女性がいなければ、どの様に本当の女性を楽しん
で尊敬することが分かるのでしょうか？

神が神の御言葉を審らかにした方法を明らかにしたのですが、我々の誰かの内一人が、神を捨てて、別
の人と結婚しようとしました。今、確かに両方の理論が間違っている理由は明白です。このようにすることは
できません。それは無くなったのです。あなたはそれを実行させる、それは約束を超えて実行することになる
だろう。ここに約束があります。ここには物事があります。御言葉は矛盾してはいません。それは継続してい
なければならないのです。今、マタイによる福音書第28章19節は、使徒行伝2章38節と矛盾してはいない
のです。
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今、あなた方女性のうちの何人か、あなたの男性の内の何人か、あなたがそれを隠すことができないこ
とを知っているので、あなたはそれに同意しないことが分かります！同意できないのです。しかし、何かを見せ
てあげましょう。マタイの福音書第28章19節でこう言われたならば、「すべての国民に教えて、父と子と聖霊
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の名によってバプテスマを授ける」と言われたとき、彼らは向きを変え、今までにバプテスマを受けたすべて
の人は、それは...聖書の時代を通じて全部、そして聖書の時代から300年経つニケネ・カウンシルに至るま
で、イエスキリストの名によって洗礼を授けていました。彼らは教義を適用したのです。－その違いは何でしょ
う？もしそれが明らかにされていない場合....

また、聖書全体全体が啓示であることをご存知ですか？そういうわけで、この事実と他の事実との間の
真理を知る必要があります。それは啓示なので、啓示は正確に御言葉とつながっていなければなりません！
御言葉に反してはいけないのです。
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「まあ、それは私に明らかにされました」と貴方は言います。それが御言葉に反するなら、決して神から
来ることはありません。その通りです。

さて、マタイの16章18節を取りたいなら、イエス様は言いました、彼自身、教会全体、神の教会は、あな
た自身の霊的な啓示、すなわち御言葉に基づいて建てられるべきなのです！ “そこで、わたしもあなたに言
う。あなたはペテロである。そして、わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てよう。黄泉の力もそれに打ち勝
つことはない。...！

今、私は我々のカトリック教徒の友人達がいる事を知っています、あなた方はそれがペテロの上にに建
てられたと言います、そして、ペテロは使徒的な継承の下で使徒でした。プロテスタントの人達は、それがイ
エス・キリストの上に建てられたと言います。違うものではないが、ただ彼が言うことを受け取りなさい。する
と、イエスは彼にむかって言われた、「バルヨナ・シモン、あなたは幸いである。あなたにこの事をあらわしたの
は、血肉ではなく、天にいますわたしの父である。 そして、この岩に[言葉の霊的な啓示]私の教会を建てるで
しょう、地獄の門は決してそれを振り払うことはできない！ “神の妻は他の人に誘惑されません。 「私は教
会を建てるだろうし、地獄の門は決してそれを振り払うことはできない」

エデンの園のアベルとカインは、カインは自分の考えを描きました。彼は言いました、 “さて、見てくださ
い。神は良い神です。彼はすべての自然の上にあるので、豆とジャガイモを手に入れて花を手に入れ、彼に
本当の美しい祭壇を作ります（それは教会です）。彼はひざまずき、神を信じ、神を崇拝し、手を上げて、この
犠牲を捧げた。カインはアベルがしたすべてのことを宗教儀式的に行いました。
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アベルは同じ種類の祭壇を建てましたが、アベルが彼のを創る時、彼は子羊を連れて来ました。さて、カ
インは罪の解毒剤を創るのには、父と母に園で教えられたとおりに果物を食べなければならないと考えまし
た。しかし、アベルは、神の啓示によって、それには血であったことを知っていました！神の啓示によって！そし
て聖書は、へブル人への手紙の、第12章と第11章で、信仰による啓示 によりカインよりも優れた犠牲を神
に捧げ、それによって神がアベルの正しさを証言しました！その通りでしょうか？アーメン！兄弟達、姉妹達、
それはなんでも私にできるなんでも単純になるのです。そこには全てのものがあります。

さて、結婚と離婚については、明らかにされなければならない事が分かりますね。 それが明らかになるま
で、その事を知らないのです。 しかし、この世の終わりの時に、聖書の隠された謎が明らかになると約束され
ています。 何人の人がその事を知っていますか？ （黙示録の第10章）イエス様は、結婚と離婚に関するこ
れらの隠された謎、それが終わった時に明らかにされたこれらの隠された謎をすべて明らかにすると約束し
ました。今、あなたは声が「ツーソンに行って？」と言ったことを覚えていますか？天空の神秘的な光、７人の天
使達がそこに立っていたのを覚えていますか？ 戻ってきて7つの封印の開けたのですね？ 起こっている事が
何かをご覧ください。 それは事実です。 さて、もう少し先に行きましょう。しかし今、このことを聞いてくださ
い。食べる時間に成って居る事は分かっていますが、私はただ食べています。
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さて気が付いてください。女性は彼女の場所を得ていて、彼女は宝石なのです。 ソロモン、この人は１
万人または1000人の妻がいたといわれています。彼は妻を見つけた人が良いことを見つけたと言っていま
す。 彼は良い女性は彼の王冠の宝石であると言いました、それは名誉です。 不義な者は彼の血の中に水
がありました。 それこそが彼の人生です！ 彼は言いました。「千人の中に正しい人がいるかもしれないが（ソ
ロモンがこれを言った。）、「あなたは千人に一人の義人を女性の中には見つけられないだろう」と言った。ソ
ロモンがそれを言ったのです。さて、そのことにどうなっているかに気が付いてください。 しかし、あなたは宝
石になりたいなら、あなたは宝石になれますが、園望があなたからのものでなければなりません。 そして、結
婚と離婚がなぜあったのか、イエスが最後に指摘したことが分かりますか？ あなたの種類がすべての罪の
原因であったからです。 それが多重結婚と離婚の理由であり、物事が紹介されました。 最初はそれは決し
てそうではありませんでした、それ以上の世界ではそういったことはありません。

93
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ヤコブを見てください。ヤコブから主族長がでました。 彼には少なくとも十数人の妻がいました。 彼は2
人の姉妹と結婚し、それ以外の妻たち（彼が一緒に住んでいた一般の女性）を持っていました。そして、その
主族長達は、そのような小さな婦人から生ました。 その通りですね？ 御言葉を円滑に実行させる必要があ
るのを分かりますね。 ああ、私はそれらのページを持っています。 聖職者がそれについて私と共に、話すこと
ができます。 しかし、確かに彼は精神性を全て持っているならば、彼は真理を見分かるのです。 それに疑問
はありません。良い女性は良い物です。 私には分かっています。 私は本当の女性によってそれを知ってい
ます。 私は本物の純粋な女性に会ったことがあります。 彼女は副産物であり、彼の一部です。 そして堕落
は彼が彼女のいうことを聞いて従ったことによって起こりました。 彼はちょうど....彼女は彼の一部です。 し
かし罪を犯したの彼女の責任です。 彼女は悪くなるように作られています。 そして、彼女は拒否するか受け
入れる権利が与えられています。 それは当初の本来の性質に反する。 分かりますね？ しかし、あなたはそ
こにいます。

94

さて、今は12時です。又私はここで何かを数分間の間に省略します。 尋ねたいことがある。さて、覚え
ておいて下さい、これは私のグループにしか言いません。 自分の信者にしか言いません。 このメッセージは
その人たちのみにしかありません。 そして、私がここで言うことは、聖職者全て、それは彼です、彼は群れの
羊飼いです。 彼が望むものを何でもするようにさせてください。 それは彼と神の責任です。 どんな司祭、ど
んな説教者、それはあなた次第です、私の兄弟達へ。 私はジェファーソンビルでしか話しません。これを話
す唯一の場所は、それが私自身の群なのでです。 聖霊がわたしに理解させ、監督するために与える群で
す。 彼はそれにたいして責任を私に負わせるでしょう。
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そして、これらの人々は、ここで私がキリストに導いた土地を渡って改宗してきました。 そして小さな子
供たち、私はあなたを助けるためにここにいます。私はあなたの友人です。 あなたは私があなたに向かって話
すと思うかもしれません。 私はあなたの利益のためにこのことを話しています。 わたしは、あなたを愛してい
ます。 そしてもしそうでなければ神が私の裁判官です。私があなた方を愛しているのはわかっているでしょ
う。

これは途轍もなく強い事です。 私はそれを引き出す方法が分かりませんでした！ 男性と女性が私の
集会に座っているとき、その中に2回か３回結婚したことがある人がいた場合どうすればいいのでしょうか？ 
良い男、良い女性、全ての人が混ざっていました！ 何をしたのでしょうか？ 偽の教え。 その通り。 主に仕え
てきていません。 「神が遭わせたものを、人が話しては誰も離してはいけません....あなたが神から直接啓示
されたとき、それはあなたの妻であり、同じことです。それはあなたの残りの人生においてです。 分かります
か？ しかし、人が合わせた場合には、誰でも別れさせられます。 しかし、神が合わせたものは、誰もそれに触
れることを敢えてしてはいけません。 「神が合わせたものを人が話してはならない」と彼は言いました。「半
分酔っぱらいの弁護士や他の何者かが一緒に集めたものではなく、何かをやり遂げることが出来るのでしょ
うか、本の中に書かれているちょっとおかしな連中と背教した牧師の数人が 世界で何かをさせたのでしょう
か、そして神の言葉がそこに書かれています。 分かりますか？ 私は神が一緒に合わせたものについて話し
ています。
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さて、これを言うつもりです。非常に慎重に言います。あなた方に厳しくなるという意味ではありません。
私は牧師の兄弟たち、にも厳しくなることを意味してはいません。私はそれを意味しません。しかし、私には
責任があり、これが私の手に渡されたことを認識するにあたり、手の内に持ち続けていることはできません。
どの様に分け与えるかは分かりませんがこのテープがそうすることをが分かっています！何てこと！私はただ
準備をするだけです。その事務所が開いて、ここに来るから。分かりますね？ちょうどそれがサーパントの種に
あったように、しかしそれは絶対に正しいと証明されています。
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私は今ここである新聞を手に入れましたその新聞にはある女性たちが今、そして、幾つかの偉大な教
区の大部分でさえ、オリジナルの写真、女性の足を這うヘビ、どの様に彼女の周りを言ったかを得ているの
です。彼女はあらゆる種類の感覚やものを持っています。男性が決して触れることのできない何か、この巨
大なヘビが彼女の周りを包み込み進むようなものです。それがまさに真理なのです。そしてそれはますます
悪化しておりより悪化するでしょう。彼がサーパントだったときに彼女とセックスをすることはできませんでし
た。でも覚えていますか

私は先日討論をしていました....議論ではなく、あるアッセンブリーオブゴッドの牧師であるメンバーが 
「あなたは間違っています」と言いました。
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私は言った、 「さて、まあ、そうかもしれません。あなたに教えて欲しい」と
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彼は言った....そして、先に進んでそれについて話し始めました。初めに、彼自身が失われていることを
知っていると。そして彼が言ったことの一つは、彼は言った、 「ブランハム兄弟、その種類はどこですか？」神
は「それぞれの種類の一つ」と言いました。さて、科学が今見つけられない人間と獣の間に、あなたが言った
種類はどこにいるんですか？彼はどこにいるのですか？ “彼は地球上にいるのですか？彼はチンパンジー
でしたか？ ”といいました

いいえ、チンパンジーの血はその女性と合わさっていません。他の動物は彼女とは混ざりません。いい
えあり得ません。また、男性の精子もメスと混ざることもありません。それはありえないことなのです。

その特定の動物はどこですか？さて、神は言われた、 「すべてのものがその種を生み出すようにしなさ
い」。

私は1分だけ待っていましたそうすると、優しい聖霊が語られました、「ここにいると言いなさいと」。今、
私は最初に「まあ、それは絶滅したかもしれない」と言いました。

彼は言った、 「しかし、ブランハム兄弟、それは....私たちは御言葉について話しているのではないので
すか？」

私は言った「その通りです」そして、私は言った、そして、 「彼らはもちろん、恐竜やマンモスなどの他の
もの、哺乳動物...マンモスなどはすでに絶滅していると主張する。」私は言いました。 「それはそうであった
かもしれません。

彼は言いました。 「ブランハム兄弟、我々は御言葉の証明について話しています。もし罪がここにあれ
ば、元の罪人もここにいなければなりません。」

そして私は言いました、「主イエス・キリストは言いました、「あなたがその時にあなたに与えられるから、
あなたが人の前に来るとき、あなたが言うことを何も考えるな」。主よ、私は何を言わなければならないのです
か？」彼は言った、「それはここにいると言いなさい」と（プラットフォーム上で同じ幻を見ました。）私は “それ
はここにいる！といいました。どこかは知らないままで

彼は言いました。 「どこ？」

そして私が思うことができる前に、彼は言った、 「それはサーパントです。」

それは彼がもはや獣ではないので、それこそがそのものでした。 彼は呪われて残りの日の間、彼の腹
の上に置かれました！ 彼はここにいます。 そうですよね？ それでも彼がやったその行為では、それと同じよ
うな男性のセックスのように、女性の周りではまだ同じ罪として動いているのです。 彼女は感覚を持ってい
るときに、彼女の壁に囲まれた状態と物事がある場所があるのです。いろいろな方々がおられるので、ここで
止めることにします。 男性だけになったときに、我々はそれについてもっと話します。 すべての書類や物事を
今すぐ手に入れて、今朝皆さんに伝えるつもりでした。 私は一日中この話をするつもりでしたが、私は今こ
れで終える事にします。
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これは私の教会のためだけです。私の教会ではなく、私を信じて私に追随してくれる小さな群です。 こ
れは彼らのためなのです。先日、何かを言うと 「主がこう言われる」と何かを言うときにあたって知っていると
きには、主が示されている聖句を持っていましたが、「主なる神よ、私はその集会で何を言えるのでしょうか？ 
分裂がある事になるでしょうでしょう。 ポーチに座っている男性達と庭や他の場所に座っている人たちがい
ます：「私は彼女を離れるべきだろうか？」 女性：「私は夫を去ろうか？」 「私はどうしたらいいの？」私は言い
ました「主よ私は何をしたらいいですか？何かが私に語りました、「山に登って行って
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休みなさいそうすれば私はあなたに話します。」ツーソンで彼らが見ていることも知らないうちに、しかし
子供たちを教師たちが教室から呼び出して（私の小さな娘と彼らの子供達）言いました。 「 あの山の間を見
てみて。天使が激しい琥珀色の雲が浮かび上がってきて、空中に上ってきて元に戻るのが見えます！」

エバンス夫人、あなたはここにいますか？ロニー、ここにいますね？私は駅に戻り、この若い男の子（給
油所、エバンスの給油所で、その男の子が何を言おうとしているかを知る前に）、彼は私を捕まえて彼は言っ
た、 「ブランハム兄弟あなたはその山の中にいませんでしたか？」
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私は言った、「あなたはどういう意味ですか、ロニー？（彼は何をやろうとしていたのが分かりますか？）。
多くの場合に事は起こります。私も、あなたも人々に何も言う前に、それは物事になるのです、多くのことが起
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こることが普通になるのです。わかりますか？私は何も人々に言いませんでした。私は「ロニーあなたは？と
言っただけでした。

彼は言いました、 「僕はあなたがどこにいたかを示すことができます。言った後、「僕はママを呼んだん
です、我々はここに立って、雲が上がったり下りたりしているのを見て、僕は、「ブランハム兄弟があそこのど
こかに座っているはず。神が彼と話している！

そして、街全体の人々がそれを見ました。雲のない晴れた日に、そこにぶら下がっている大きな琥珀色
の雲です。漏斗のように降りて戻って拡がっていました。

友よ（そしてこれで終わりにします、この後出ていくことが出来ます）、これがあなたに今話していること
が明らかされた時なのです。だからそれを見逃さないでください。
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さて、追随者の為だけに話しています、私とこのメッセージだけに従っている人たちで園の人にではあり
ません。これを神の前に記録しておいてください。このグループのためだけです。

今、我々は誤解された神学が理由でこの混乱を見つけることになっています。そうですよね？だからこ
そ、あなたたち女性は2度目の結婚と、あなたたちの男性も、神学を誤解したためです。さて、私は神が話して
くれたことを分け合いたいです。そして、もし創造主である神が、地上にいたとき（イエス・キリスト）に質問さ
れたとき、そして彼の預言者をエジプトに輩出させ（モーセ）、子供たちをエジプトから連れて約束の地に連
れて行かせました、そしてイエス様はここでモーセはこの状態を見たといいました。そして、彼はモーセがそ
のような状況を見つけたので、彼らに離婚状を与えたのでした。その預言者は民に遣わされ、この離婚状を
書くことによって離婚を許したのでした。

そして、第一コリント人への手紙の中7章、12章と15章で、新約聖書の預言者パウロは、教会で同じこ
とに出会ったときに話しています。「これは私であり主からではありません」と言いました。離婚条件のことだ
からです。それは最初からそうではありませんでした。しかし、モーセはそれを許され、神はそれを義に認め
ました！そして、パウロはその状態で教会を見つけたときにも正しい権利を持っていました。さて、あなたはこ
れが真実であり、それが神から来ると信じていると信じています。そして、彼の雲とこのメッセージを私にもた
らした彼のメッセージを信じて、神が山の上で同じことをすることを許してはならないでしょうか？あなたの妻
と一緒に行き、平和に住んでください。主の御手が近づいています！私たちはこれらのことを壊す時間はあ
りません！あなたはそれをやり直そうとしないでください？私は私の群れにしか話していません。しかし、あな
たが結婚していて、神が私にこれを言うことができると山で証言しました。（7つの印章が開かれたために超
自然的な啓示があり、これは神の言葉への質問です）行ってくださいそしてもう罪を犯さないように！
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初めからそうではありませんでした。そうなんです。そうではなかったのです。そして最後もそうではなく
なります！しかし、現代の状況下では、神の僕として、私は自分を神の預言者とは言いませんが、もし私がそ
れを送らなければ、彼が来るときには彼のために地面を築いていると思います今の時代の状況において。私
はあなたに今あなたの妻とあなたの家に行くように命じます。あなたが彼女に満足しているなら、彼女と一緒
に生きて、あなたの子供たちを神の戒めの中で育ててください。しかし、あなたがこれをやり直すならば、神は
あなたに慈悲深く居てくださるように祈ってください！そんなことは絶対にしないように子供たちに教えてくだ
さい。神の戒めの中で彼らを育て上げてください！そして今、そのままでに、今の時代のまもなく夜が明ける時
において一緒に行きましょう。すべてのことが可能になるキリストの高い召しの印に向かって行きましょう。
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我々が祈っている間、今夜又会うまで、主なる神があなたを祝福しますように！

主なる神様、感謝します。賛美します。あなたはモーセを支えた同じ偉大なエホバであられます。その僕
モーセは、彼の民に何を伝えたでしょうか。そして、神様、あなたは彼のために妥協をして、離婚状を与えまし
た。
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パウロは、旧約聖書のモーセのような新約聖書の筆記者の一人で偉大な使徒であり、....モーセは法と
律法の執筆を書きました。多くの預言者たちの言葉がその中から注入されました。しかし、モーセはその律
法を書きました。そしてあなたは彼に苦労させました。彼らの心の硬さのために、離婚状を書くことを許したの
です。

新約聖書の筆者である偉大な聖パウロは、「私は主ではなく、このような条件の下で話す」という主張
をすることもできました。
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今日、主なる神様、世の終わりにあるのです。我々は神の慈悲のもとにいるので、間もなく我々は神の御
前で答えなければならないことを知っています。そして、主よ、あなたはとても沢山のことをなさいました。主
よ、私がこれらの人々の目の前にいるのはあなたから来ているものだと確信しています。今日ここに多くの
人々がここに座って、7つの謎を明らかにする7人の天使たちが来た旋風の中で、主の天使たちが来た山の
中に登場することを見た、この同じ天使、同じ方向に、同じ山の上にこれが明らかにされた日なのです。
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神様、私は人々が神にこの恵みを与えられたことに感謝して家に帰ることを祈っています。私は神の許
しのもとにのみ話したのです。主よ。そして、人々がその罪をもう二度と犯そうとしないことを人々が感謝しま
すように。そして彼らは決してどんな罪を犯すことを試みることがありませんように、しかし彼らの心をもって
あなたを愛します様に。

主よ、これらの家族を幸せにし、成長し神の訓戒の中で子供達を育てることが出来ますように。

私の心の中にあった私のメッセージを届けました、主よ。やる方法の分かっていたことをすべてしました、
サタンは眠らずに何週間もまた数時間も戦ってきましたが、今、私はそれを勉強してあなたのために生きて
いくように、これらの人々に勧めました！助けてください、主よ。今それは私の責任から外れました。彼らをあな
たの御手に委ねました。あなたが彼らを祝福することを祈っています。
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これらのハンカチを祝福してください、主よ、病気と苦しみのある人たちのためにここに置かれていま
す。この夜は最大の、強力な夜の一つであり、すべての人々が癒されます。助けてください、主よ。我々を共に
祝福してください。

創造の神が初めから見せてくださったので、平安で幸せに満ちて喜んで行くことが出来るのでしょう。 
そして我々のいるこの終わりの時にあたって我々の汚れをも取り出して恵みを引き延ばしてくださったので
すから。オー偉大で永遠の神、凄く感謝しています。 そして、我々の心がとても幸せになれば、決してあなた
に向かって罪を犯したいと思うことはなくなるでしょう。 イエスの名前によって。 アーメン。
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私は彼を愛している（なぜあなたは愛さないの！

彼がはじめに私を愛し私の救いをカルバリーの十字架の上で買ってくれたから私は彼を愛している。

私は今、それらの聖職者達が理解するようにこれを言う。これは、このメッセージに従うことだけです。

ああ、あなたは幸せですか？ わたしはあなたに、真理を告げました主は言われる。 最後まで　さて、立
ちあがって、もう一度歌ってみましょう。 「私は彼を愛しています。私は彼の恵みのために彼を愛しています。 
私は彼の慈悲のために愛しています。 私は彼の御言葉のために愛しています。 “そして主の御言葉が預言
者たちに来た。」（歌）


