
that This man led the worship service, 
it was graceful. So all the evangelists 
liked This man. Among This man’s 
friends, there is preacher Moon. Also he 
knew This man was a merciful man and 
visited This man sometimes though the 
Victory Altar was the religion that his 
religion was against, because he became 
pleased with This man. Therefore, you 
should know exactly that This man 
became a Victor. This man has a habit 
to speak honestly all the time. When he 
loved God, he really loved God. This 
man longed for God so much that the 
throne of God moved.

 
So This man received big grace. 

Therefore, though This man sat in front 
of the people and took a worship service, 
the worship service was very graceful. 
All the people in the Jeongdogwan 
received grace a lot. Because This man 
had strong power to pull grace, everyone 
around him also received grace.

 You also receive grace when a man of 
heavenly conscience loves God, serves 
God wholeheartedly, and gives all for 
God. A person who lives stingy with 
God and pretends to pay God though he 
does not pay, never receives grace.

 God is not foolish like that. As the 
Bible says that God is the God of light, 
it is looking into your heart because God 
emits light.*       

Translation: Angela Kim

(This man refers to the Victor Christ 
of  the Victory Altar.)

There are two kinds of people in 

humans, that is, the man of God and 

the man of Satan.

China’s Sun Tzu said, “You must know 
yourself and know your opponents to gain 
a victory in the battle.” . That’s a perfectly 
accurate statement. That means that only 
if one  knows oneself and Satan, they can 
beat Satan.

There are two kind of people in humans. 
One is the man of God, the other is the 
man of Satan. The man whose awareness 
tries to go this way can never go the way 
of immortality. As the awareness of ‘I’ 
neither achieves immortality nor goes to 
heaven. In order to know whether you are 
a Satan or a heavenly person, you have 
to take a good look at your heart. The 
man who is cunning and always moves 
with a dual character is the man of Satan. 
Because those who are not frank and two-
faced live a self- centered life.

 Also those who live a life which 
deceives themselves live a self-centered 
life, so they deceive themselves. 
Therefore, if there is a man of Satan, they 
should change their mind and try to go 
this way as a heavenly person.

If one continually tries to go this 
way as a person of Satan, it is useless. 
There is  a man who a man of Satan 
attend the worship service hard to be 
accomplished. Such people will never be 

saved. In contrast, a heavenly man has 
a sacrificial heart all the time, he lives a 
sacrificial life habitually. 

Only if one deceives Satan, they 

can beat Satan. 

The reason that This man knows 
everything well is because he(the Victor 
Christ) is almighty. The Victor Christ 
has nothing that he does not know. 
Although you become the men of Satan 
and try to deceive the Victor Christ, 
he pretends to be deceived, but he is 
not deceived. Only if the Victor Christ 
deceives Satan, he can overcome Satan 
and kill it. If one does not know how to 
deceive Satan, they can never destroy 
Satan. So because This man deceived 
Satan well, he became a Victor. If one 
does not know to deceive Satan, they 
can never become Victors.  

No matter how much the Victor 
Christ looks foolish, can he distinguish 
the man of Satan from the man of God? 
Yes, he can.  Therefore, he pour the 
Holy Dew Spirit to the man of God, 
he never pour the Holy Dew Spirit to 
the man of Satan.  If the Victor Christ 
pours the Holy Dew Spirit to the man of 
Satan, the man dies. As the Holy Dew 
Spirit kills Satan, the man of Satan dies. 
So This man pours the Holy Dew Spirit 
only to the man of God.

One can become a Victor by 

telling God from Satan.

Everyone, as This man distinguished 
between God and Satan, he became a 
Victor, if he did not tell God from Satan, 
he could not become a Victor. When 
you meet a man, you should meet a man 
of God, if you meet a man of Satan, 
you will be swallowed by the man of 
Satan. This man could distinguish Satan 
from God from his young age. He 
caught a thief when I was a trainee at a 
training camp in Jeju Island at 23 years 
old. Although he did not see the man 
stealing, he caught him by smelling. 
So his comrades, including the captain, 
wondered how Cho Hee-sung would 
know though he wasn’t a ghost, but he 
didn’t tell them the secret to the end. If 
he told the secret, God would have left. 
You have to fool Satan all the time. If 
you’re frank, you are supposed to lose 
to Satan. So he deceived to the end. At 
23 years old, he caught to sin.

This man has been worshiping 

at  dawn every  day s ince 

Jeondogwan.

When This man was transfered by 
Spiritual Mother from prison, he went 
to the Onyang Jeondogwan, and there 
were only three people. He started to 
evangelize with the 3 men. He had the 
3 men worship early in the morning 
every day. Daniel 12: tells people to 

This man is hosting a revival assembly.

At that time, the Spiritual Mother was 
in prison. When This man took Yoo 
Jae-chang as a preacher for the revival, 
he planned to deliver hymns and a 
sermon for Yoo Jae-chang. But when 
the preacher Yoo Jae-chang preached 
the sermon, more than half of the 
congregation drowsed. But when This 
man led hymns, the people sang with 
excitement. 

When the preacher Yoo Jae-chang saw 
it, he had no desire to preach and said 
“Please continue to lead hymns. While 
the people sing followng evangelist Cho, 
they sing hmyns enthusiastically. But if I 
preach, they doze, how can I preach?” 

 At that time, the news that the Holy 
Dew Spirit falls in Onyang Jeondogwan 
was announced to Choenan and 
Doonpo, everyone came to the Onyang 
Jeondogwan to attend the worship 
service. Then Choi Seong-tak evangelist 
of Cheonan Jeondogwan hated This man 
very much, and he He went to the senior 
secretary  of the association and asked 
him to transfer This man to elsewhere. 
However, This man was transferred by 
the Spiritual Mother, the senior secretary 
of the association could not transfer him. 
not at liberty to do so.

When the Spiritual Mother was 
released, This man used to pray and lead 
the worship service as a representative of 
200 evangelists. Those evangelists knew 

take a worship service everyday. ‘If 
you stop burning offering everyday, 
you will perish.’ So This man has been 
worshiping at dawn every day since he 
went to Jeondogwan.

 When he lived in Sosa Faith Village, 
he worshiped at the Oman Altar. When 
he was a evangelist at the Onyang Altar, 
he worshiped at dawn every day. All 
three members of Onyang Altar were 
sick. Since all of those patients received 
grace and were clean, they evangelized 
so hard that they brought one by one. 
So the members have become 6, 12, 
and 24 gradually.  That brought together 
300 people in about three months. That 
made 300 people bring together in 
about three months. This was the first 
time in the history of Jeondogwan. 

Even when This man was an 

evangelist, he poured the Holy 

Dews Spirit.

Additionally, in the history of 
Jeondogwan, it was only in the Onyang 
altar that  the Holy Dew Spirit fell when 
the evangelist delivered the service, the 
Holy Dew Spirit did not fall in other 
altars. When three hundred people 
gathered at the Onyang Jeondogwan 
and worshiped enthusiastically,the 
sound of clapping hands was enough 
to ring the whole town of Onyang, the 
people living in Onyang came all over 
because they were curious. That’s why 
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God reads humans’ mind

神樣は光で人間の心を見通される人間の中には互いに別な二つの
存在, 一つは神の性向でもう一
つは魔鬼の性向の人です 

‘自身を知り, 相手を知ってこそその
爭いに勝つことが出来る’ と言う， 中国
のソンム先生のお話がある。 それは， 
きわめて正確なお話です。 即ち, 自身を
知り， 魔鬼を知ってこそ魔鬼に勝つこ
とが出来るということです。 

人間の中には二種類の人がいる。 一
つは神の性向の人, 神の人で， もう一
つは魔鬼の性向の人, 魔鬼の人である。
「私と言う意識」 でこの道を行こうと

する心を持っている人は, 絶対にこの
永生の道を行くことが出来ない。 この
道を 「私という意識」 が步もうとする
心を持っている人は， その人は絶対に
この永生の道を步むことも出来ず， 「私
という意識」 は魔鬼なので,  絶対成就
されることもなく, また, 天国も行くこ
とが出来ず, 永生を得ることも出来な
い。 自分が魔鬼の性向の人なのか， 神
の性向の人なのかを分別して知る為に
は, 心をよく見れば分かる，　自分が狡
くていつも二重性格の心が動くなら，　
その人は魔鬼の性向の人である。　正
直ではなく表裏不同の人は魔鬼の人が
中心になって生きるからそうなのであ
る。　自ら自分を誤魔化す生活をする
人も，　やはり魔鬼の人が中心になっ
て生活するから，　自ら自分を誤魔化
すのである。　だから，　魔鬼の人がこ
の道を行こうと思うなら，　いち早く
心を入れかえて，　神の人が行くこと
が出来るように努力しなければならな
い。 魔鬼の人のまま，この道を行こう
とすればそれは無馱な骨折りである。　
魔鬼の人のまま祭壇を通って達成する

為に, 祭壇を熱心に出る人が居る。　そ
のような人は, 絶対に救われない。 し
かし， 神の人はいつも犧牲的な心が心
の低に下敷きになっているので， 自分
も知らずに犧牲的な生活を習慣的に行
なうようになって居る。

魔鬼を誤魔化してこそ魔鬼に勝
つことが出来る

どうして私がこのようによく分かる
かと言えば，　救い主は完全な人だか
らである。　救い主は知らないことが
ないぐらい知っている。　皆さんが魔
鬼の人なら，　救い主を誤魔化そうと
しても救い主は騙されるふりをするだ
けで騙されることはない。　騙される
ふりをするだけです。　魔鬼を誤魔化
せば魔鬼に勝つことが出来るし，　魔
鬼を殺し無くすことが出来る 。

魔鬼を誤魔化すことが出来なければ
絶対に魔鬼を滅ぼすことが出来ない。　
だから，　私が魔鬼をうまく誤魔化し
たから勝利者になった。

魔鬼を誤魔化すことが出来なければ
絶対に勝利者になることが出来ない。

皆さん，　救い主が外観では馬鹿の
ように見えても魔鬼の人と神の人が分
別出来ないでしょうか?

全てが出来る。 だから， 神の人にだ
け甘露を注いで上げるが， 魔鬼の人に
は絶対注いで上げない。 魔鬼の人に注
いで上げればその人が死んでしまう。 
魔鬼を殺して無くす甘露であるから死
んでしまうのである。 だから,  魔鬼の

人には注いで上げず神の人にだけ甘露
を注いで上げる。 分りますか?

神の分別が上手であってこそ勝
利者になることが出来る

皆さん， 私は神の分別が上手だった
から勝利者になったことで， 神の分別
が上手ではなかったら勝利者になるこ
とは出来なかった。 人に会う時も, こ
の人が魔鬼の人なのか，　神に属して
いる人なのかを分別して接触するべき
で，　それを分別もせずに接触しては，　
反って魔鬼に飲みこまれてしまう。　
私は若い頃から魔鬼を分別して知って
いた。　23歲の時，　濟州島訓練所の訓
練兵時代に泥棒を捕らえた。　盜む現
場を見ては居なかったが，　泥棒の霊
の臭いをかいで捕らえた。

だから，　中隊長は曺熙聖と言う人
が鬼でもないのに， どうしてそれが分
かるのだろうかと気にしたが，　決し
て秘密は教えなかった。　それを教え
てあげると神樣が離れてしまう。　常
に魔鬼を誤魔化すべきで，　正直に話
しては魔鬼に負けるようになってい
る。　だから，　最後まで誤魔化したの
てす。

二十三歲の時, 私は, 誰が何の罪を犯
かしているのかを分別出来った。　信
仰村の時から，　每日夜明けの礼拝を
した。

私が，　霊母樣の獄中発令を受けて，　
‘溫陽祭壇’に行ったら聖徒は三人しか
居なかった。　その三人を連れ伝道を

始めた。　聖徒達に每日夜明けの礼拝
をさせた。 每日夜明けの礼拝をすると
每日礼拝をすることになったのです。　
每日礼拝をしろとダニエル書12章に
書かれている。
「每日行なう燔祭を閉じるなら滅亡

するだろう」 　だから私は　‘伝道か
ん’　の時から每日夜明けの礼拝をし
たのです。

‘素砂信仰村’　に住んでいる時は　
‘五万祭壇’で夜明けの礼拝をし　‘溫陽
祭壇’　の伝道師だった時は, 　每日夜
明けの礼拝をしたのです。

‘溫陽祭壇’　の全聖徒，　三人は患
者だった。　その患者さんが恩惠を受
けてきれいに治ったので，　心に火が
付いて一人ずつ熱心に伝道して來た。　
それが六人になり，　十二人になり，　
二十四人になった。　このようにして, 　
約三ヵ月で三百人が集まることになっ
た。　これは, ‘伝道かん’　の歷史に起
こった始めての出来事であった ‘伝道
かん’　の伝道師の時代にも露の恩惠
を降ろしたことばかりではなく，　‘伝
道かん’　の歷史上，　伝道師が礼拝を
導く時に露が降りたことも，　‘溫陽祭
壇’　だけのことであった。　‘溫陽祭
壇’　に集まった三百人が, 心に火が付
いて，　礼拝の時手を打つ音が，　溫陽
市內を響き渡るくらいだから，　‘溫陽’　
に住んでいた人びとがすべて集まって
來た。　そこで, 私は信仰復興伝道集会
を開催したのです。　当時霊母樣は獄
中に居られました。　私が　‘ユ·ゼザン

伝道師’　を復興講師として迎えて信
仰復興伝道集会を開いた時， 賛美歌は
私が導いて， 說教は　‘ユ·ゼザン伝道
師’　がするように計画した。

ところが，　‘ユ·ゼザン伝道師’　が
說教する時は聖徒達の半分以上が居眠
りをした. しかし，　私が賛美歌を導く
時は， 大変気持よく賛美歌を歌ったの
である，　‘ユ·ゼザン伝道師’　がそれ
を見て說教する気がなくなり，　私に　

“ 賛美歌を導き続けて下さい。　曺伝道
師が賛美歌を導く時は家族達は気持よ
く歌ったのに私が說教すれば，　こっ
くり，　こっくり居眠りをするので私
はどのように說教すればよいのか?”　
と言ったのです。　当時，　‘溫陽祭壇’　
で甘露の恩惠が降りるといううわさが
天安などの所まで流れていて，　この
人達すべてが　‘溫陽祭壇’　に礼拝を
しに來た。　当時, ‘天安祭壇’　の崔伝
道師が私をとても憎み，　彼が協会の　
‘ソン·ウダン幹事’　のところに行って
私を別な所に発令するように頼んだの
です。

しかし，　私は霊母樣が直接発令さ
れた人なので，　協会幹事が勝手に別
な所へ発令することが，　出来なかっ
たのです。　私は霊母樣が釈放される
時にも ‘伝道かん’ の伝道師200名が集
まった中で私が代表として祈りと礼拝
を導いたりした。 なぜなら私が礼拝を
導くと恩惠を受けるからです。 伝道師
達は恩惠を受けられることを知ってい
たはずですね， だから伝道師達は私が

好きだったです。
私の友達の中で,  統一教の文牧師と

言う人が居る。 その人も, 私が礼拝を
導いたら, 恩惠を受けるので恩惠者で
あることを知って勝利祭壇が自分達の
反対する宗教なのに私に会っただけで
心が嬉しく気持がよいので， たまに訪
ねて來た。

だから， みなさんは私が勝利者に
なった事実を正確に知らなければなら
ないのです。　私はいつも正直に話す
癖がある。

神樣を思慕しても真心で思慕した た
だ中途半端に思慕したことはない。

神樣の玉座が搖れ動く程度に私は神
樣を思慕したのです。 私は大きな恩惠
を受けたから， 私が聖徒の席に座って
礼拝をしても恩惠滄波になるのです。

そして，その祭壇全体が恩惠滄波に
なるのです。 私が, 恩惠を引っ張る力が
強かったから， 私の周囲の人達までも
私の恩惠を受けたのです。　皆さんも
神の人である良心の人が神樣を高度に
思慕し，　真心で神樣によく仕えなが
ら神樣の為に全てを捧げて動く時に恩
惠を受ける。

神樣に吝嗇にならず，　神樣に捧げ
ることもないのに捧げるふりだけして
生活をする人は， 絶対に恩惠を受ける
ことなど出来ないのです。　神樣はそ
のように愚かではないのです。　神樣
は光の神樣であると聖書に書かれてい
るように，　神樣が光を放つので皆さ
んの心を全て見通すのです。*

飜譯 Yoon gumok 勝師

監修 藤田多恵子 勝師


