
the school was established by them. 
 When the school was built, the local 

people said it deserved to belong to him, 
he said, “I can’t run this school because 
I don’t have any money“, claimed that 
this school must be dedicated to the 
country in order to survive forever, and 
made it a public school. As such, This 
man has become a righteous man and 
a Savior because he has lived in the 
world without greed, if he was greedy, 
This man could never become a savior. 
Ladies and gentlemen, if you are greedy, 
you will never have eternal life. So give 
up those who are greedy.

Although you come to the Victory 
Altar a hundred times, if you are greedy, 
you are bound to die. A greedy person 
is bound to die. You can achieve eternal 
life without greed. You never get eternal 
life if you have greed

 The Holy Dew Spirit is the Spirit of 
the Savior and the Spirit of God who 
overcomes Satan; it goes to the people 
who have no desire. Gyeokamyourok 
says at the moment the Savior sees a 
man, Satan in him dies, we can see the 
Savior power is so amazing. The Savior 
is like a cleaner.

He’s the one who takes charge of all 
the sins of all people. Therefore, This 
man tells you to worship every day. If 
you go out into the world and contact 
with the people who don’t believe in 
the Savior, you are contaminated with 
Satan, and if Satan isn’t removed, you 
will be dead. If you worship every 
day, contaminated your body can be 
cleansed, so you should never neglect 
to worship every day.*Translation: Angela 

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

If one lives for me, they will surely 

die

If rotten blood accumulates and 
becomes more and more, it can cause 
germs in the rotten blood. People think 
germs come from the outside, and 
so do doctors, but germs that come 
into the human body from outside die 
immediately. Because people’s bodies are 
hot, germs can’t live. So the germs in the 
rotten blood are growing.

Then the disease gets bigger and bigger, 
eventually people die, not because germs 
do not infiltrate from the outside. Every 
organ in the human body has cells, and 
their lifespan is constant. The longest cells 
live about 29 days. They live for 29 days 
and die, they become dead skin. People 
die of greed, if they do not have greed, 
they cannot die. So, in order to get eternal 
life, the awareness of ‘I’, which makes 
us greedy, should be eliminated. The 
awareness of ‘I’ attempts desire.

The mind that comes from the 
awareness of ‘I’ is greed. If your mind 
move based on “I,” your blood will 
continually rot. But people in the world 
don’t know what greed is. They think that 
greed is something to have. It is also greed 
that tries to achieve something impossible 
to be done. So it is all greed that I want 
to do this and I want to do that. In this 
way, the mind that depends on the subject 
awareness of ‘I’ is all greed.

That’s why people’s blood decays 
continually. As rotten blood grows more 

and more, less cells regenerate. So 
they get wrinkles and lose energy, and 
they lose resistance. In that case if they 
get sick, they die. The cause of death 
is when blood decays, the decayed 
blood loses its resistance, then people 
die. If one has resistance, they won’t 
die. ‘AIDS’ is a disease in which the 
resistance declines.

If you get AIDS, your resistance will 
reduce and you will eventually die. 
When a person is no longer resistant, 
they cannot but die. 

The power to increase resistance 
comes from life material. Life material 
happens most when you laugh. They 
say you can breathe a lot of oxygen 
under the pine tree, but if you laugh 
every day without going under the pine 
tree, life material will occur in your 
body. The reason why you get better 
if you keep laughing is because your 
resistance is strengthened. The word that 
if one keeps laughing, their cancers can 
be healed is because if their resistance is 
strengthened, cancer cells reduced. So 
you have to laugh every day. When you 
laugh, you create life material in your 
blood.

The path to eternal life is the path 

of the heart, so if you have a heart 

to live forever, you will live forever. 

This man said from the beginning 
that this way was the path of the mind. 
If you have a right heart, you achieve 
eternal life. You can not die if you just 
have a right mind. So laugh every day. 
Please laugh all the time enough to hear 

you are crazy. No matter how ugly a 
person is, his smiling face is so pretty.

 Even a hideous-looking man 
doesn’t look ugly when he’s smiling. 
As flowers bloom in laughter, when a 
person laughs, life forms, he gradually 
becomes young. One gradually grows 
older, and their waist becomes curved. 
After bending, but that does not help. If 
you try to stretch it forcibly, your bones 
will break. When a person smiles every 
day, his chest unbends. You have to 
laugh every day to live forever.

Even during the service, you will 
receive the grace of God a lot if you 
smile and worship. Grace goes to 
laughing people. Grace does not come 
to worry people. Ladies and gentlemen, 
if you laugh for only about two hours, 
then you smell the fragrance. Because 
the Holy Dew Spirit accompanies you. 
The fragrance is the smell of the Holy 
Dew Spirit. 

The body of the Savior was 

formed with the Holy Dew Spirit, 

his smell is the fragrance of the 

Holy Dew Spirit.

When you come into This man’s 
office, you always smell the scent, don’t 
you? This is because the body of This 
man was made of the Holy Dew Spirit. 
So even when you enter the office, the 
smell of the fragrance vibrates.

‘In ten days, the flowers are supposed 
to wither. But the flowers in his office 
don’t wither even a year passes. It’s 
weird. You can see that the Savior is 
the body of eternal life. As the body of 

Do you know why your face is bright? 
When you laugh, the endorphin comes 
out and the material of life happens. 
the material of life is light. So laughing 
people become bright. 

In the Soviet Union, a person called 
Killian took a photo of a person using 
high frequency and then the light came 
out from the human body. So the light 
was named ‘Aura’. The aura is the light 
of life. Also he took a picture of a leaf, 
there was a light. A tree with life, just 
like a human, has light when you take a 
picture.

Originally God was light. As God is 
light, the reason that light comes out 
of This man’s mouth, nose and eyes is 
because he has God. If This man does 
not have God in his body, light does not 
come out from him. But the fact that 
the Holy Dew Spirit is taken not by a 
high-frequency camera but an ordinary 
camera is the proof that This man is 
God. This man teaches you how to be 
God in detail. He teaches us in detail 
that the sacrificial heart and sacrificial 
life for God is the way of becoming 
God. 

Anyone who has not lived a sacrifice 
life for God can never be God. This 
man standing right here always lived a 
sacrificial life until he became Savior. 
When he was young, he gathered 
people who didn’t go to school and 
taught them to study for free. And This 
man set up schools everywhere he 
went, but no one paid for them. When 
a U.S. soldier saw him bleeding at the 
nose while teaching and reported to the 
commander of the Eighth Army, and 

the eternity sits there, and the matter of 
eternal life continues to pour out, so that 
the flower can’t fade.

 The flowers wither because they have 
exhausted their vitality. But since the 
Savior’s body pours out the Holy Dew 
Spirit, the matter of life is delivered to 
the flowers. With only this one, we can 
see that the Savior is the man who can 
give people immortality sufficiently. 
Ladies and gentlemen, if you worship 
with This man for an hour, you can not 
die. That’s why This man tells you to 
attend the service every day

 Those who attend the worship 
service every day will not die. But those 
who do not worship the service every 
day will die. This man says that people 
die because of greed, and stubborn 
people die quickly. People are stubborn 
because they are greedy.

That’s why you can’t see a stubborn 
person live long. Some people die 
while they sleep. The cause of death 
of the person is that the blood is rotten 
due to greed, so the rotten blood is all 
hardened. So they die of a heart attack. 
If anyone doesn’t realize though the 
Savior scientifically explain the death of 
a man in the Victory Altar, he’s a cursed 
man. As he is coursed, he has no power 
to distinguish. 

Evidence that the Holy Dew Spirit 

on the picture is God.

People must laugh all the time, but 
there are people who worry about they 
do not laugh, when the mind reaches 
a laughing stage, the face brightens. 
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Holy Dew Spirit is the Spirit of God defeating Satan

甘露は魔鬼に勝つ神様の霊
「自分」 の為に生きると必ず
死ぬのです

人が老けて死ぬのはただ一つの理由による
のです。 それは， 人間にある欲の に血が腐る
からなのです。 腐った血が蓄積されてだんだ
ん多くなると腐った血の中で病原菌が生します。 
病原菌は外部から入るものと思っており， 師達も
そのように解しているが， 外から入る病原菌は
すぐ死んでしまいます。  なぜなら， 溫が高
いから病原菌は生きていることが出来ない。 
だから， 腐った血の中で生した病原菌はだんだ
ん繁殖するようになって病はがり化し， 結局
のところ人は死ぬようになる。 って外部から
浸透したわけではないのです。 人にある全て
の臟器には細胞があって細胞の 命は一定なので
す。 長いといわれる細胞も29日ほど生き， 29日
ほど生きて死んだ後， 皆さんがお風呂に入った
時， 垢になって出来て行くのです。 

人が死ぬのは欲の に死ぬのであり， 欲さえ
なければ人は死ぬことが出来ないのです。 

永生を得るには欲を出来させる主体である 「私と
いう意識」 が無くならねばならないのです。 
欲張るということは 「私という意識」 の心が欲を
出来すことです。 「私」 を基準にして心を動かして
行けば， その通りに血は腐りけていきます。 

けれど， この世の人達は欲が何であるかを知
らずに過ごしているのです。 

ある品物がほしいというのが欲だと思って
いるが， 自分が出来 ないことをかなえさせよ
うとする心もやはり欲なのです。 「これがし
たい」 「あれがしたい」 ということも全て欲
です。 

このように 「私という主体意識」 にかかって
いる心は全てが欲なのです。 

だから人の血は次第に腐っていくのです。 
そして， 腐った血がだんだん多くなれば逆に
再生される細胞はだんだん減っていきます。 

だから皺が出来 ， 力も無くなり， 抵抗力も無く
なるので病になったりすれば， それらを克
服することが出来ずに結局死ぬのです。 

人が死ぬ原因は， 血が腐ると腐ったその血は抵

抗力が無くなって死ぬのであり， 抵抗力さえあ
れば死なないのです。 「エイズ」 という病は
抵抗力が減退する病です。 エイズにかかれば抵
抗力が減退し， 結局は死ぬのです。 人の身体は抵抗力
が無くなれば死ぬしかないのです。 

抵抗力を育ててくれる力は生命子から出来るので
す。 ところで， 生命子は笑う時に一番多く生する
のです。 松の木の下に行けば酸素をたくさん呼
吸することが出来来るというが， 松の木の下に行
かなくても每日笑いさえすれば生命子が生しま
す。 人が事每に笑っていれば病が治る理由は抵抗
力が化されるからなのです。 

事ある每に笑えば癌が治るという言葉も， や
はり抵抗力が化されるから癌細胞が減っていく
ということなのです。 笑えば人の血の中で生命
子が生するのです。 

永生の道は心で步む道であ
るから永生しようという心
を抱けば永生できる

私は創始期からこの道は心で步む道であると
言ったのです。 心さえしっかり抱けば永生が得
られるのです。 心さえ正しく抱けば死なずに
病にもかからないのです。 だから， 每日笑っ
て下さい。 

誰かが見てが狂った人ではないかと思うほ
ど每日笑い通すのです。 何が樂しくてそんなに
笑うのかと言われるほど笑い通さねばならな
いのです。 顔が醜い人でも笑う顔は奇麗なので
す。 下卑な人相の男性でも， 笑っている時はあま
り下卑には見えないのです。 そして人が笑え
ば生命子が生してだんだん若くなるのです。 

しかし， 何か心痛の色が見える人， いつも心
が憂鬱な人， そのような人は少しずつ老けなが
ら腰も曲がるのです。 腰が曲がった後に伸ばそ
うと努めても伸びないのです。 無理に伸ばそ

うとすれば骨が折れるからです。 人が每日笑え
ば胸を張るようになるのです。 際に胸が張る
ようになるか， ならないか， 笑ってみて下さ
い。 每日笑ってこそ皆さんが永生を得るのです。 
 する時間にも笑いながら すると恩惠をたく
さん受けるのです。 笑う人に恩惠が行くのであ
り， 心配する人に恩惠は行かないのです。 皆さ
ん， 2時間程度， けて笑えば笑った後からは香り
がするのです。 

なぜならば， 甘露， イスル聖神が臨むからで
す。 香りは甘露， イスル聖神のにおいです。 

救い主の身体は甘露で固ま
っているので香りは甘露の
においです 

私が居る事務室に入ればいつも香りがするで
しょう?　それは私のが甘露で固まっている
からです。 事務室に入ったら香りが漂っている
でしょう。 「花舞十日紅」 という言葉があるでし

ょう。 十日てば花は散るようになっています
ね。 

ところが， 私の事務室の花は1年が過ぎても枯
れない。 不思議なことですね。 救い主体という人
が永生 であることが分かる。 永生 がそこに座
っているので， つまり， 永生の物質がけてか
ら溢れ出来ているので花が枯れないのです。 花
が枯れる理由は生命力がきたから枯れて散るの
です。 ところが， 救い主体の からは甘露が出来る
ので， その生命の物質が全て花に達されるので
す。 これ一つだけ見ても救い主体は永生を充分に
えてなお余りあることが分かるのです。 

皆さん， 私と共に一時間の間このように すれ
ば死なないのです。 だから， 每日出来席しなさい
というのです。 每日出来てこそ死なないように
なるが， 休む人は死ぬのです。 死ぬのは欲の
に死ぬと言ったが， 我が い人は早く死ぬので
す。 

我がいわけは欲が多いから我がいのです。 
だから， 我がい人は長生きをすることが出来

ないというのが分かるのです。 ある人は眠っ
ていながら たまま硬くなって死んだ場合も
あるのです。 その人の死んだ原因は欲を出来して
血が腐り， 腐った血が全て固まったのです。 心臟
麻痺で死んだのですね。 勝利祭壇で人の生死問題を
このように科学 的に 明しているのに悟ること
が出来ない人がいれば， その人は呪いを受けた人
です。 呪いを受けたので分別力を揮出来ないので
す。 

写真に撮されて出る甘露が
神樣であるという証明

いつも笑うべきだが， 笑いが出来ないので
どうしようかと考えるでしょう。 心が笑う段
階に達すれば顔が明るくなります。 顔が明るく
なる理由はどこにあると思いますか? 笑えば
エンドルフィンと共に生命子が生じるが， 生命子
の物質は光の物質です。 だから明るくなるので
す。 

ロシヤのキルリオンという人が， 高周波を
利用して人の を撮ってみたら， 人から光が出来た
のです。 その光の名前を 「オ－ラ」 とつけた
のです。 その 「オ－ラ」 はまさに生命の光で
す。 また， 木の葉を撮ってみたらそこでも光
が出来たのです。 

生命がある木も， 人と同じように を撮れば光
が出来るようになるのです。 神樣はもと光だっ
たのです。 神樣は光であるから私の口と鼻と目
から光が出来ることは， 私が神樣に仕えているか
らです。 

神樣でなければ光は出来ないのです。 
ところが， 高周波撮影ではなく， 普通の 機に

でもこのように大きく甘露が寫し出来されるの
は， 神樣であるという です。 

人間にはこのように甘露を出来すことは出来 な
いのです。 私は皆さんすべてが神樣になる方法

を詳しくえています。 犧牲的な心， 神樣のに犧牲
になる生活をしてこそ神樣になるということ
を詳しくえています。 神樣のに犧牲的な生活を
しなかった人は絶対に神樣になることは出来ない
のです。 ＊
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