
But an obscene force came again. So He 
pointed out it again. Ladies and gentle 
men, This man isn’t just an ordinary 
person. He knows all about your life 
and your movements. Just This man 
pretends not to know them. It means 
that if you don’t commit sins again, 
He will forgive you. You shouldn’t 
commit lewd sins even though you 
may commit other sins. It took months 
for the Savior to resolve someone’s 
obscene sin. If it takes months to solve 
a person’s sins, the opportunity to solve 
many others’ sins is lost. So he can’t 
obsess about solving a person’s sins, he 
has to throw him away. So you should 
not just commit lewd sins. A lewd sin is 
the most insoluble sin of all sins. It can’t 
be solved, so if you commit lewd sins, 
you’ll have to go to hell.

Gyeokamyourok said that it’s like 
a glass house. Everything is seen in a 
glass house. The Savior knows all about 
committing lewd sins because it looks 
like a glass house. The kingdom of God 
is a visible glass house

Although the Savior is wearing a 
human body, he is not a human being, 
but God. Gyeokamyourok says at the 
last chapter似人不人天神降. That is, 
Jeongdoryeong looks like a man, but 
he is not a man but God. Therefore, the 
Savior, not man, is such an omnipotent 
being that can make sinners God.*

Translation: Angela Kim

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

Today, the Holy Dew Spirit falls out 
from the body of the Victor Christ. The 
Holy Dew Spirit is an almighty spirit(靈) 
that destroys Satan. The Holy Dew Spirit 
indicates the Sweet Dew of the Buddhist 
Scriptures. The Buddhist Scriptures say “If 
one eats the Sweet Dew, they neither die 
nor grow old.” and the man who emanates 
the Sweet Dew is the Maitreya Buddha.

Moses, the prophet of the Old 
Testament, said, “There will be a prophet 
like me in the future. Whoever does not 
listen to the prophet will be destroyed.” 
Recording in the Bible that the people of 
Israel had lived for 40 years in the days of 
Moses is predicting that today the Victor 
Christ would pour down the Holy Dew 
Spirit.

A prophet like Moses is not Jesus.

However, Jesus said that he was a 
prophet like Moses. But Jesus was a fake. 
Because Moses dropped Manna like dew, 
to be a prophet like Moses, Jesus had to 
pour Manna like dew, but he could not 
make Manna like dew falls.

The Hosea 14: 5, “The conqueror that 
emanates the Holy Dew Spirit blooms 
like a lily,” which is the Savior. The hymn 
with a lyric “The Savior is a lily of the 
valley, the bright morning star, who excels 
over all people,” says who is the true 
Savior.

How the morning star symbolizes the 
Savior is as the time when This man, 
the Savior, was born was dawn and 
the date of birth was 28 days, which 
is the day of the star, he was named 
Bright Morning(熙) Star(星). The 
Savior is supposed to be named that 
anyone recognizes him. His last name 
in Chinese character is 曺, the number 
of 10 strokes means completeness. Like 
God is written with 10, the Savior was 
supposed to appear with a surname of 
10 strokes.

The first chapter of Gyeokamyourok, 
the Korean scripture, states that This 
man will bring out with a Chinese 
character of 10 strokes.

鄭氏鄭氏何鄭氏 滿七加三是鄭氏 何姓

不知無裔後 一字縱橫眞鄭氏 

Interpreting this, ‘Mr. Jung, Mr. 
Jung, who is true Mr. Jung? What 
seven plus three is really Mr. Chung, 
interpreting this in detail, ‘What is 
Jeongdoryeong’s surname? The man 
with a surname of 10 strokes appears as 
Jeongdoryeong. Like this, anyone that 
has read Gyeokamyourok will have 
no choice but to admit that This man is 
Jeongdoryeong. Likewise, the work of 
the Victory Altar is one that the Trinity 
himself comes and does. Humans 
cannot imitate it.

Spiritually, This man goes to your 
house as his other selves and takes care 

of your lives and solves your difficulties. 
Ordinary people cannot do the work. 
As This man works as his other selves, 
he can go to every his follower’s house. 
This man walks with you as his other 
selves and lies down next to you. Some 
of you see this man lying down. This 
person sometimes makes that way. The 
people of the world are actually the 
servants of Satan.

Strictly speaking, human beings 
are all Satans, in the Victory Altar, the 
Savior pours down the Holy Dew Spirit 
and takes away the mask of Satan. But 
human beings are transformed into 
Satans in time. In the meantime, the 
Savior is removing the Satan’s mask 

universe hundreds of millions of times 
in a second. As it travels through the 
universe hundreds of millions of times, 
he knows everything about the universe. 
The Savior has the power to capture 
and kill every Satan in any corner of the 
universe. The Savior is not an ordinary 
being, but a really great being. You don’t 
know for sure what the Savior is, but 
the Savior is unimaginably omnipotent.

The Savior looks ahead ten years, 
one hundred years ahead, and one 
thousand years ahead. Looking ahead, 
he is making this work, if he does not 
look ahead, how can he do this work? 
But the Savior deceives Satan though 
he knows, he pretends not to know. It’s 
because he has to fool Satan to beat it.

If This man can’t fool Satan, he 
can’t beat it, so he fool it and hit the 
back of Satan to destroy it completely. 
This Savior knows everything when 
someone commits an obscene sin. If 
someone commits an obscene sin, the 
smell of snakes is transmitted, so the 
Savior knows everything. This man 
has pointed out many times who has 
committed obscene sins. He also asked 
those persons not to commit a lewd sin 
again.

When This man was in prison, He 
felt that a lewd force came from afar, 
asked to call him through, and corrected 
him against a lewd sin. After that, an 
obscene force did not come for a while. 

leading mankind around the world. 
That’s why everyone lives in the arms 
of the Savior.

Everyone is the child of the Savior 

God, so the Savior is the biological 

mother of mankind.

The Savior Christ is the parent of 
mankind all over the world. It is the 
biological mother of mankind. Those 
who do not feel that way are Satans. 
Because they are Satans, they do not 
feel the Savior is their mother. Whereas 
those who feel that the Savior Christ 
is their mother are the branches of the 
Savior. 

The Savior Christ travels through the 
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The Victor Christ is Almighty

勝利者·救い主は全知全能の存在です日び，  救い主の体から露が出ていま
す。

露は魔鬼を滅ぼすことが出来る権威
の霊です。

露は仏典に記されている甘露で， 　
「格菴遺錄」 に記されている海印です。

仏典には　「甘露を飲めば死なず露
けることも出来ない」 と， 甘露を降ら
す方が生きたミロク仏であると記錄さ
れています。

聖書に記されたモ－セは　「将来， 私
のような預言者が現われる。 その預言
者の話を聞かない者は滅びるだろう」 
と言ったのです。

モ－セの時代にイスラエルの民が40
年間マナを食べて生きたという記露が
聖書にあることは， 今日， 救い主が露
を降らすことを見通して記露したので
す。

「モ－セのような預言者」 は
イエスではない

ところが， イエスは自分を 「モ－セ
のような預言者」  であると言いまし
た.。

しかし， イエスは偽者です。
なぜなら， モ－セは露のようなマナ

を降らせたから， モ－セのような預言
者は露のようなマナを降らさなければ
ならないのに， イエスは露のようなマ
ナを降らすことが出来なかったので
す。

ホセア書14章5節には 「露を降らす
人が百合のように花さく」  と記されて
いますが， 百合とは救い主を指すので
す。
「主は谷間の百合， 曙の星/ 万民の上

に優れた方です」  と， 贊美歌がその意
味を話しています。
「主」 ， 即ち， 救い主は谷間で気高く

におう百合の花のようであり， 輝く夜
明けの星ですと言ったのです。 夜明け
の星がなぜ救い主を象徵するかと言え

ば,  私の生まれた時間は夜明けで, 生
まれた日が星の数の28日なので夜明け
の星になったのです。

夜明けの星は明るい星なので， 私の
名前は明るい  「熙」  の字と 「星」  の字
です。

救い主は名前まで誰もが認めるよう
に付けられているのです。 私の苗字は 

「曺」  でその劃数は完全を表す十劃な
のです。

神樣を 「十」  の文字で表示している
ように, 救い主は十劃数の苗字を持っ
て来たのです。

 私が十劃数の苗字を持って出現す
るということが， 民族の経典とも言え
る 「格菴遺錄」  の初章に次のように記
露されています。

鄭氏鄭氏何鄭氏 滿七加三
是鄭氏 何性不知無裔後 一
字縱橫眞鄭氏 

これを解釈すれば 「鄭氏， 鄭氏はど
のような鄭氏か， 七に三を足し算した
のが本物の鄭氏です」 という意味で， 
さらに詳しく解釈すれば， 　「正道令
はどの苗字なのか， 十劃数を持った苗
字で正道令が来られる」  ということで
す。

このように格菴遺錄を読んだ人は， 　
私が正道令であることを誰でも認める
しかないのです。

このように勝利祭壇の歴史は三位一
体の神樣が， 　直接来られてみ業をす
ることで， 三位一体の神樣ではない人
間がこのみ業の真似をすると言って出
来ることではないのです。

霊的に分身で， 皆さん一人一人のこ
とを取りまとめて皆さんの家に露って

皆さんの生活の世話をしてあげるし， 
皆さんの難しい事を解決してあげなが
らみ業をするのです。

これは普通の人が出来ることではな
いのです。 私は分身ではたらく人です
から皆さんの家に露くのです。 皆さん
と共に步いたり， 皆さんの橫に分身が
橫たわったりするのです。

皆さんの中には私が橫たわっている
のを見る人もいる。 私が時おりそのよ
うに見せています。 世の中人びとは魔
鬼のしもべです。

厳密に話せば， 人間はすべて魔鬼の
子ですが， 勝利祭壇では露を降ろして
魔鬼の仮面を脫がせてあげています。

ところが， 人間というものは暇があ
ればまた魔鬼に急変します。 そのよう
な中で救い主が全世界の人類を一人一
人露いて露きながら, 魔鬼の仮面を脫
がせてあげています。 だから， すべて
の人びとが救い主の懷で暮らすように
なっています。

すべての人びとが救い主·神
樣の子なので救い主は人類
の母親です

救い主は全人類の親です。　実の母
なのです。 実の母ということを感じる
ことが出来ない人は魔鬼なのです。

魔鬼ですから実の母ということを感
じないが， 一方， 実の母であると感じ
る人はまさに救い主の枝です。　救い
主は一瞬の間にこの宇宙を数億万回も
巡り回るのです。

救い主というのはそのような存在で
す。 宇宙を数億万回を回るので宇宙の
すべてのことを把握しています。

魔鬼が宇宙のどの片隅に隱れていて
も， すべてを殺すことの出来る権能が
救い主に備わっています。 救い主は普
通の存在ではなく本当に偉大な存在で
す。

皆さんには救い主の実体は確実には

分からないが， 救い主は想像出来ない
程度の全知全能なる存在です。　救い
主は十年前も見通し， 百年前でも見通
し， 千万年前も見通すのです。

前方を見通すので， このみ業をなす
ことであって， 見通すことも出来ずに
どのようにこのみ業を行なうことが出
来ますか。

ただ， 救い主は全てを知りながら， 
知らない振りをして魔鬼を誤魔化しま
す。

魔鬼を誤魔化してこそ魔鬼に勝つこ
とが出来るからです。

魔鬼を誤魔化すことが出来なけれ
ば， 魔鬼に勝つことが出来ないので， 
魔鬼を完全に誤魔化して， つまり， 魔
鬼の露意を突いて完全に滅するので
す。

救い主は人の姿を着ていますだけ
で， 実際は人ではなく， 神樣なので格
菴遺錄の末運露には 「似人不人天神
降」  即ち, 人のようだが, 人ではなく神
樣が降って来られたことだと記露して
います。

だから， 人ではない救い主は罪人を
神樣に作ることが出来る全知全能の存
在です。

救い主の私は誰が淫亂罪を犯して来
ている事も分かるのです。 淫亂罪を犯
せば蛇の臭いが伝わって来るからで
す。

私は淫亂罪を犯した人を何度か指摘
してあげたことがある。 また， 淫亂罪
を犯すなと賴みもしたのです。 

私が獄苦のとき， 遠くから淫乱の勢
力が来ることを感じて刑務所のある幹
部を通じて電話で連絡しろと賴んだこ
ともあるのです。

そのように電話で淫乱罪を犯さない
ように賴んだ後は淫乱の勢力が来なか

ったのです。
ところが， 暫くの間は来なかった淫

乱の勢力が再び来るのでまた指摘した
のです。 皆さん， 私は人ではない。

皆さんの生活と皆さんの動きを一擧
手一投足まで知っています。

ただ知らない振りをしているだけの
ことです。

これから再び罪を犯さねば許してあ
げるという意味です。

皆さんは淫乱罪だけは犯してはなら
ない。 私が淫乱罪を犯す人の罪を解決
する為に努めた結果， 数ケ月もかかっ
たことがあるのです。 ところが， 数ケ
月もかかってその人の罪を解決する為
には， 別の多くの人の罪を解決する機
会が無くなるのです。

人の罪を解決しようと執着すること
が出来ないので, 投げてしまうしかな
いのです。

だから， 淫乱罪だけは犯してはなら
ないのです。 淫乱罪は罪の中でも一番
解決出来ない罪です。 解決出来ないか
ら淫乱罪を犯せば地獄に露くしかない
のです. 

格庵遺録にも記録されていますが、 
ガラス屋のように覗くと記されていま
す。 ガラス屋の中には何があっても全
てが見えます。 淫乱罪を犯すのもガラ
ス屋のように見えますから,　すべて
を知っています。 見える人の前にだま
そうとすれば　‘目隠してアウン’　す
るのと同じになるのです。
神様の国とは,　中身の見えるガラス
屋です。 救世主は人の姿をしているだ
けで,　実際には人ではなく神様なの
で,　格庵遺録の末運論に＇四人不人
天神降＇すなわち人のようだが,　人
ではなく天神,　すなわち神様が降り
て来られたと記録しています。 したが
って,　人間ではない救世主は罪人を
神様に作ることができる全知全能の存
在です。＊

飜譯 尹惠信 勝師

監修 藤田多恵子 勝師


