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The Victor Christ Cho’s Word

2019년 12월 1일 일요일

(This man refers to the Victor Christ
of the Victory Altar.)
As This man loved only God, he
could not think of anything else.
Starting a fight of minds, he was even

Eternal life is here right now

in a second, in the present. There is no
heaven in the past or the future. This
word is a philosophical word. God exists
in the present, he does not exist in the
past or the future.

careful to breathe. Therefore, only if he since the beginning of history that the

sacrificial, always humble, and always

Satan. The grace of God does not go to

accompany the people who do injustice

Therefore, if you keep God in your

was conscious of himself, as he fell due to Victor Christ has walked.

a servant of the slave so that grace is

such a person.

even a little bit, are greedy, or are

heart in the present, you will be in God.

the idea that Satan gave, he struggled not

Ladies and gentlemen, the footprints

preserved. That is the heart of God and

conscious of themselves. So this is a fair

Immortality exists in the present, too.

to be conscious of himself. But there were of the Victor Christ are that his whole

the personality of God. When This

road. This depends on whether you have

‘Am I present in the wave of eternal

times when he was conscious of himself thoughts are towards God. Looking at

man is alone, he sheds tears because he

Ladies and gentlemen, This man

the heart of God or not. So don’t always

life.’ This is important. Those who have

unknowingly. Then as he failed in the fight this person, he regarded him as God,

considers all the situations of brothers as

always shed tears after he knew the

stand in my position. In other words, it

no assurance of eternal life though they

of minds, he trampled himself hitting his looking that person, he considered him

his situations, there is no day for tears to

situation of God. You may think that

is a fair position to be in the other party’s

exist in the wave of eternal life, are ones

chest and bumped his head against the as God, so there was nobody that This

stop. God is always sacrificial because

beggars who tremble in the streets are

position, to know the other party’s

who are captured by the mind of Satan.

cement wall saying, “die”. As he thought man despised. It is not that This man

he is the heart of meek and merciful

poor, but there was no one who is poorer

situation deeply, and to move according

So This man says, “Become the perfect

of only God and he devoted himself to tried to see people as Gods though they

love. The heart of God is not such a

than God who has been tramped for

to the other party’s situation. Seeing

each second.” You don’t need what you

God, couldn’t think of anything else.

God who especially loves and cares

6000 years. The more This man knew

This man first, some people are afraid

believe in the past or a decision you will

for whom because the whole brother’s

about God’s deep situation, the more

of him. No matter how much love This

believe in the future. Right now is the

situation is yours. It is an equal God who

he felt that God was poor, he has never

man gives, as they are possessed by the

most important thing. If one believes

treats everyone equally.

prayed, “Please forgive my sins.” ‘‘God!

spirit of Satan, they are afraid of him.

well now and is completely in God, they

do not look like God, but they were

He could not think of the past and the naturally regarded as Gods.
other. Therefore, the degree of loving God

As he was so grateful to everyone,

should be even higher than an hour ago. As they were considered as God to him, he

God is humble and sacrificial

the thought of loving God touches heaven, treated them with respect in his heart,

However, if the God is occupied by

if This man becomes a sacrifice and

But after a few days he feels like a close

are right Gods. Believing well in the

he could not think of other things, he only bowing his head. Also his home, if the

Satan, it becomes dull and thinks of only

God’s will is done, make him a sacrifice.

friend, because of the grace of the Spirit

past, inclining to God in the past and

loved God earnestly.

family said, “Do this”, he did this, if they

itself. The way of thinking that we are

After your will is accomplished, it is

of God. It is important to stand on God’s

thinking of the past itself are against the

Ladies and gentlemen, while you receive said, “Do that”, he did that. He became

saved only by privilege and you have

okay even to throw him away to hell. He

side or on Satan’s side. You should

Law of the Liberty.

grace, Satan comes in you while you talk the slave of slaves. Otherwise, the grace

no salvation is the one of men who are

didn’t want to be saved after that. The

believe each second in the present, it is

to brothers. Therefore, This man avoided will soon be gone because he is against

possessed by Satan. Those who are in

only determination to be a sacrifice has

useless what you believed well in last

to meet people as possible as he could, the Law of Liberty.

the grace of God naturally bow all and

continued until now. ‘Make This man a

year if you believe wrong each second.

He lived fifty years of life, fearing to spill

Only if one acts as the slave of slaves,

are pleasant to meet anyone because

sacrificial offering and fulfill your will.

We don’t need the future or the

With a heart that today is the first day,

his grace. Nothing is done without efforts. God stays in their heart, but only if one

they regard everyone as Gods. God’s

After you have accomplished your will,

past. You don’t need to believe from

today is a starting day, now is a starting

This man walked a lot to avoid contact acts as an owner or senior for a moment,

heart is the one of an equal love that

you have saved all mankind, and then

tomorrow. Sometimes people come to

time, only if one has such a heart all the

with people. As This man has known only the grace leaves.

everyone’s situation is regarded as mine

you can throw him away like a rag. Only

This man and say, ‘I’ll do a good job

time, they can enhance.

God with single-minded devotion, he

without you and me.

fulfill your will.’

from next year. Though This man said,

This is the footstep and philosophy

continually has sung hymns not to pour Law of Liberty is way of the heart

The secret to winning is to always
start from the present

The family of the Victory Altar should

Like that, This man had only loyalty

“Why will you do from next year? Do

that the Victor Christ walked. A new

This is the way which is done with

always be an example everywhere.

that constantly arose, he has never

it right now”, they do not understand.

departure from the present point in

the heart. It is not a way which is

When you meet each other, you smile

prayed to God,“Save me, forgive me .”

What good is starting from tomorrow or

the present all the time is the secret of

accomplished being friendly with the

and say hello, considering your brother’s

Praying for me is the lewd sin of loving

next year? For those who do not begin

the Victor Christ, which was able to

You should follow the footsteps of Victor Christ or through passing the
the Victor Christ
Victor Christ’s hand. Only if you have

fault as my fault, you should cooperate

me, It is against the Law of Liberty to

now, tomorrow does not come forever.

overcome himself and defeat Satan

if there is something difficult.

ask God based on greed. This man has

Checking myself to stand on God’s side

in the world. As he moved with this

Therefore, This man has told you several the heart of God and are equipped with

Such an attitude that one knows only

always moved only his sacrificial God’s

or not, you must stand right now with

thought all the time and continually

times that salvation is no problem if you the character of God, you can become

oneself without caring for their brothers

heart because he is always with him.

God. So This man says, “Believe each

loved God with a heart that he started

follow the path that the overcomer walked. Gods. To become God or not depends

though their brother die or the brothers

God dwells in the meek, humble,

second.” We do not need the past or

newly from the present point, he loved

No one has ever walked the same path on your heart. The heart must be always

are wrong, is the attitude of the selfish

clean, and fresh heart, he does not

the future. Therefore, there is heaven

God even more than one second ago.*

out that precious grace. This man stayed
up all night singing hymns sincerely.

Translation: Angela Kim

永生は現在にある

ひたすら神樣だけ思慕すること

心の争いを始めるとすれば、
呼吸する事

にまで気遺うことになる。
つまり、
自分を意

識すればすっぽりと魔鬼が用意している考
えに陷るので、
自分を意識しまいとやっき

の一だけでも真似をして付いて来ると救わ

気付かぬままに自分を意識する時がある。

たこのような道を步いた人は一人も居な

となって心を碎くが、
そうするうち、
自分も

そうなれば完全に心の争いに敗けたことに
なり、
胸を打ち、
頭をセメントの壁に打付け

れると言った。
有史以来, 勝利者が步んで来
かったのである。

皆さん! 勝利者が步んで来たその足跡は、

ながら
「お前の樣な奴は死ね」
と自分自身を

心と考え共に神樣だけに向かっていたもの

その考えはひたすら神樣だけに向かって

を見ても神樣と見たので蔑視の対象者は居

にじった。

いたので、
神樣だけに真心をこめることに
なって別の考えをしようとしてもする事が
出来なかった。そういうわけで、
神樣を思
慕する心が一時間前に思慕した心より, 今

現在, 神樣を思慕する心情が一層高度に
上がっているのである。神樣だけを思慕す

ることが天空を突き刺す程にひたむきなの
で、
別の考えが浮かぶことは無かったし、
切

実な心でひたすら神樣だけを思慕したので
ある。

である。この人を見ても神樣として、
あの人
なかった。
誰もがの自分の神樣の樣に見え

たものである。
わざわざ神樣の樣に見よう
と努めて心を碎いたのではなく、
自然に神

樣のように思えたことである。
誰にでも、
余

りにもありがたくて感謝した。
誰もが神樣
の樣に思えて頭を下げ尊重しつつ生活をし

た。
家庭でも、
誰かが何かをされるとその通

けない。
相手の立場に立って相手の事情が

のでいつも犧牲的である。
神樣の心靈は兄

“ 神樣!私の罪を許して下さい” という祈

永生の道を步んでいる人の立場なのであ

だけを特別に愛するとか、
誰には関心がな

“ 神樣!この者を祭物にして、
この者が犧

れたので、
淚の止まる日がなかった。

神樣は溫柔であり、
慈悲なる心の心靈な

弟全体の事情が自分の事情になるので、
誰

てからは親しい友達のように感じられると

事しか関心がないのである。
特権意識に捕
われて, 自分達だけが救われ、
あなた達は救

われないと言うふうに考えるのは魔鬼に捕
われた者なのである。

神樣の恩惠の中にいる人は誰にでも自ず

役をするとか、
目上の人になって行動する

ら頭が下げられ, 變嬉しくなるのである。
神
自分の事情に思われる平等な愛の心なので

ある。
われわれの祭壇の家族達はいつでも、
どこでも模範にならなければならない。

兄弟の罪を自分の罪に思い、
兄弟の誤ち

力しなくては何にも出来ません。
人びとと

者と親しいと言って、
勝利者の手を経たと

けても、
兄弟が悪い境遇に置かれても気に

たくさんあった。
一生をひたすら真心をこ

が神樣の心を持ってこそ、
神樣の品格が備

めて神樣だけに向かって生活したので、
大
事な恩惠を流すのではないかと恐れて夜通
し讚美歌を歌い続けたこともあった。

勝利者が步んで来た足跡に從っ
て来てこそ…
それ故に、
勝利者が步んで来た道を万分

に, この者を地獄に投げ入れられてもかま
いません ”自分の救いを望まなかった。
ひ
たすら犧牲の供物になろうというその決心

この道は、
心で完成される道である。
勝利

言って成し遂げられる道ではない。皆さん
えられてこそ神樣になれるのである。

神樣になるか、
ならないか、
すべては心次

ばお互いに協調して下さい。
兄弟が死にか
もせず, 自分の事しか関心が無い. そのよう

な態度は利己的な魔鬼の態度なのである。
そのような人には神樣の恩惠が行かない。

謙遜で、
いつも下人の下人になった立場に

神樣は謙遜で犧牲的な神樣であ
る。

る。それがまさに神樣の心であり性稟なの

流した。

第である。
その心がいつも犧牲的で、
いつも
立ってこそ恩惠が持ち続けられるようにな
である。

神樣の事情を早く悟った私は何時も淚を
皆さんは寒い日を街で震えている乞食

このようにひたすら絶え間なく起こる忠誠

心あるのみで、
一度も神樣に “ 私を救って

下さい” と言う祈りはしたことがなかっ

行くのです。

皆さんは自分の心をいつも一秒一秒よく

必要が無い。
ひたすら一秒一秒を現在で始

方になっているかが重要なのである。
一秒
一秒正しく信仰するべきで、
現在の一秒一

心の中においでになるので、
少しでも不義
を行なったり、
欲を出したり、
わずかでも自
分を意識する人には共になさらないのであ
る。

だからこの道は公平で義理堅い道であ

る。
神樣の心を抱いたか、
抱かなかったか次

と言う決心は全て必要ない。
今, まさに現在
が一番重要なものである。
現在正しく信仰

して完全に神樣の中にいれば, 彼が即ち神

樣なのである。
過去、
熱心に信仰生活したこ
と、
神樣に棒げたこと、
その過去を考える事
自体が自由律法に背くことである。

たまに、
私の所に来て,「来年からは本当

が出発になり、
この時間が出発になってこ

心に信仰すると言うのもだめである。

始めなさい”という。
でも、
その人には本當

神樣の霊は溫順、
謙遜で淨潔にして新鮮な

言ったことである。過去に立派な信仰者

く信仰したことは徒勞である。
明日から熱

さに自由律法に背く事である。

で, いつも犧牲的な神樣の心だけで動いた。

の中に存在しながらも、
永生の確信が無い

勝つ秘訣は常に現在で、
いつも
新しく出發すること、

秒を間違って信仰すれば、
去年熱心に正し

に熱心にやって見ます。
」
と言う人がいる

私には神樣が常に共にいらっしゃったの

「現在, 自分が永生の波の中に存在してい

だったこと、
未来に熱心に信仰者になろう

た。自分の為に祈ることはまさに自分を愛

する淫亂罪、
欲張って神樣に祈ることはま

と言うことである。

言うことは、
神樣の恩惠を受けて変わって

めて、
神樣の味方になっているか魔鬼の味

ニムのみ旨だけを成し遂げて下さい” と、

にいることになる。
永生も現在の中にある

“ 一秒一秒を完全な者になりなさい” と

見て下さい。
過去の事も未來の事も考える

人類をすべて救った後、
この者はぼろ切れ

分の心に仕えてこそ神樣の前に、
神樣の中

われた人は恐さを感じる。
しかし、
数日過ぎ

と心が今まで続いて来ている。

“ これを犧牲にして神樣のみ旨を成し遂

それ故に、
現在の中の神樣を、
そのまま自

ものは魔鬼の考えに捕われたものである。

ある人は私に初めて会って恐いと言う.

さい。
そうして神樣のみ旨を成し遂げた後

ばこの者を犧牲の供物として受け取って下

来と過去には神樣はいらっしゃらない。

るか」 これが重要である。
現在、
永生の波

鬼に捕われれば鈍い心靈になるので自分の

全く同じ平等な神樣なのである。
しかし,

ある。
現在の中に神樣がいらっしゃって未

る。

幾らその人に愛を与えても、
魔鬼の霊に捕

のように捨てられてもかまいません。
ハナ

の下人の立場を通過してこそ神樣は心の中

分かり、
相手の事情に合わせて動くことが,

牲の供物になって神樣のみ旨が成就されれ

を自分の過ちに思いながら難しい事があれ

の接触することを逃れて一人で步くことも

りは一度もしたことがない。

だから、
何時も自分の立場に立ってはい

いとか言うような神樣ではない。
誰にでも

と恩惠は瞬間に離れてしまうことである。

のを恐れながら生活をしたものである。努

ば知る程, 神樣があまりにも気の毒である。

樣の心はあなたと私の区別がない、
誰でも

においで下さるが、
少しでも自分が主人の

らず、
その恩惠を流してしまうことになる

間魔鬼に踏みつけられて来た神樣ほど哀れ

そうでなければ自由律法に背いたことに

狙って入って来るのである。
だから、
私は出

来る限り人びとを避けて接触する機会を作

な存在は無いのである。神樣の事情を知れ

は、
兄弟の事情が本当に自分の事情と思わ

げて下さい。
神樣のみ旨を成し遂げた後、
全

なり、
すぐに恩惠が離れてしまうから。
下人
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第である。

と神樣のように思うので、
誰にでも自ずか

場で生活をしたことである。

うことである。
この言葉は哲学的な言葉で

が可哀想に見えるかも知れないが、
六千年

り行なった。
即ち、
下人のそのまた下人の立

皆さん! 恩惠を受ける中で、
魔鬼が入って

来るのは兄弟姉妹と話し合う時に隙間を

私が一人でいる時にいつも淚を流したの

去の中にも、
未来の中にも天国は無いとい

が、
私が’ “ 来年からではなく今ただちに

いつも今日が初めの日である心で、
今日

そ、
このような心をいつも持ってこそ、
向上
と発展があることである。

これがまさに勝利者が步んで来た足跡で

の意味が分からない。
来年から、
明日からの

あり、
哲学なのである。
いつも現在、
現時点

来ない人にはその明日は永遠に句ないので

勝って世の中の魔鬼に全て勝つ事が出来た

事は要らないのである。
現在始める事が出
ある。
今現在, 私が神樣の側に立っているか

立っていないかを自ら調べて, 今ただちに

神樣の側に正しく立たなければならない。
だから一秒一秒正しく立っている信仰者に
なりなさいと言うのである。

一秒の中に、
現在の中に天国があって、
過

から新しい出発することが、
まさに自身に
勝利者の秘訣であった。
いつもこのような

考えの中で動いたので、
卽ち, 現時點で続け

て新しく出発する心で思慕するので一秒前
より一秒後がさらに思慕するようになるの
である。
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