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A new heaven and new earth is opening
(This man refers to the Victor Christ
However, one can not use all these
of the Victory Altar.)
saving methods. Humans who are
Only if the Savior appears, it is the not Gods can’t have the heart of God.
Also as only God can act in God,
end of time.
Jesus called the end of time when he humans cannot act in God. Finally
lived. He thought that the time when humans who have ‘the awareness
he lived is the end of time. However, of ‘I’(ego)can not achieve salvation.
the end of time is not the period when ‘I’ is just Satan and the Forbidden
Jesus lived but the 6000 years when the Fruit. In accordance with James
Savior appears. As Jesus is a man who 1:15, when desires have conceived,
it brings forth sin: and sin, when it
Satan insists in,
he performed miracles such as is finished, brings forth death. Here,
healing the sick with the power of ‘sin’ is desire, desire itself does not
Satan. So Jesus said,”If I cast out devils attempt desire, but the individual
by the Spirit of God, then the kingdom awareness of ‘I’ attempts desires.
of God is come unto you.” according to Therefore, ‘I’ is the root of sin, that is,
the original sin and the Fruit of Life.
Matthew 12:28.
Jesus himself mentioned that he did The Bible said that Adam and Eve ate
not work with the power of the God’s the Forbidden Fruit by themselves,
Holy Spirit If so, with what kind of but in fact, Satan permeated them,
god did Jesus use to cast out devils? at the moment it became their ‘the
There are 2 Gods. As he did not work awareness of ‘I’, Adam and Eve,
with the Holy Spirit, he wore the power who were Gods, have fallen into
humans.
of Satan.
Jesus never was a man God
accompanied. Just as you can see the
tree by seeing the fruit, seeing all the
people who believed in Jesus died, we
can see that Jesus received the spirit
of Satan. That is, Jesus was a tree of
death. In the Bible there are many
soteriology such as ‘You are saved by
eating the Fruit of Life.’, ‘One can be
saved due to belief’, ‘You are saved by
being reborn as the Holy Spirit.’, ‘One
is saved by being resurrected ’, ’One is
saved by conceiving the heart of God’,
and’ One is saved by acting in God’.

Humans are not soil.
The Bible records that God created
humans with soil. However, were
humans made by soil? No, they were
not. No matter how great a scientist
is, he can not make humans with soil.
Because the soil is essentially far
away from the flesh of the person.
There is a phrase in Isaiah 34: 16,
‘Seek ye out of the book of the Lord,
and read: no one of these shall fail,
none shall want her mate: for my
mouth it hath commanded, and his
spirit it hath gathered them.”This is to

be the code to interpret the Bible.”It
means, in order to interpret the
Bible correctly, interpret it in pairs.
Therefore, the word that God created
humans with soil is a lie, there is a
reason that there are lies in the Bible.
Everyone is the child of God. As
humans are the children of God, as
they are the enemies of God, Satan
is keen to kill humans. Therefore,

Sabbath. Pairing the phrases about the
Sabbath, we can see a new meaning.
Pairing the phrase Genes2:1, “God
worked for 6days and on the seventh
day, he took a rest.” and the phrase
Peter3:8
“One day is with the Lord as a
thousand years, and a thousand
years as one day.” The word “God
worked for 6days” means that God

as the Bible is something to record
deceiving Satan, there are the hidden
secrets and circumstances of God
in the Bible. Therefore, the Bible is
a book that can not be solved by a
man who God does not accompany.
Today, the leaders of Christianity
interpret the Bible differently,
because of this, there are many sects
in the same Christianity. It is due to
the fact that no one knows exactly
God’s circumstances.
Today, the Sabbath Church also
claims that the Sabbath is Saturday,
while another is Friday. However,
the Sabbath is neither Friday nor
Saturday, nor Sunday. All Christianity
do not know about the meaning of

worked for 6000 years, the word that
God rests on the seventh day means
God will take a rest from the 7000
years. Therefore, the insistence that
both ‘Sunday is the Sabbath’ and
‘Saturday is the Sabbath’ are not the
word of the Bible. The Sabbath is
not a day on Saturday or Sunday, the
Sabbath is the time when God has
succeeded in producing the Savior
escaping the devil’s schemes, ending
the ministry of salvation and resting
forever. Resting on Sunday and
working Monday again is the resting
of humans, God did not take a rest.
It is 1984 when it was 6000 years
combined with 4 thousand years of
Old Testament and 2 thousand years

of New Testament.
According to Juyeok, it is the great
Gapja year. Passing the Gapja, we are
running toward the 7th millennium,
in that period, all God’s will is done,
all people will become Gods and
all things will become Gods, too.
So this world will be changed into
an immortal one. Not only humans
but also all things will live forever,
the time of a new heaven, where
death is swallowed up by victory.
is coming. As immortality belongs
to God, all things should be turned
into God in order to achieve eternal
life. So they will live forever, that
world is the world of God, not the
world of humans, it is called the end
of humans(末世). Now the Savior
has appeared to changed the world
of Satan into the kingdom of God by
annihilating Satan continually. It is
the Savior who came to build a world
without death by changing this mortal
world, where one can live in joy
forever. Everyone can not become the
Savior, who has a mission to build
heaven, emerges as the incarnation
of power, moves freely and develops
the work of changing the mortal
world into the immortal world. So
only the Savior can say ‘accomplish
immortality.’ Those who believe in
the Savior and follow his word will
be saved. On the other hand, those
who doubt the Savior do not go the
way of eternal life and will finally
die. Since the Savior has come, the
work of eternal life must be fulfilled.

Because the Savior has come, if
one has the conviction of eternal
life, they will surely achieve eternal
life. They are supposed to ride the
wave of immortality, that is the same
principle as Noah’s eight family was
saved through riding the Ark.

The Savior is the spiritual(靈的)
Noah.
The story of the Noah’s eight
members who made the ark and took
it were saved from the Flood shows
that is nothing but a shadow of what
will be done today in the appearance
of the Savior. Therefore, those who
flow in the tide of eternal life will
live in eternity in the world of God
enjoying pleasure and flying without
tears, suffering and death. However,
those who doubt the Savior will
finally be destroyed. The human
being who were originally Gods
had degenerated into human beings
by eating the Forbidden Fruit by in
the trick of Satan, due to the Savior,
they will become Gods again. That
is called ‘going back to originality.’
Today, as This man became a Victor
Christ and appeared in the end of the
land in the east and the coner of land,
all the secrets of the Bible and the
circumstances of Gods are all solved.
The work of building a new heave
and a new earth is proceeding now
on this land.*
Translation: Angela Kim

新しい天空と新しい地が開かれています
監修 藤田多恵子 勝師
救い主が出現してこそ終末

中で行動してこそ救いを得る’等の多

イエスは自分が生きていた当時を終

くの救援論が記録されています。

聖書は神様が土で人を作ったと記録

が生じていことは、
みな神様の事情を

で、
周易によれば大甲子年です。
大甲子

葉です。

正確に知る者がいなかったことに由来

年が過ぎれば7千年代に向かって走る

救い主を信じてその言葉に従う者は

します。

ことになるが, その千年の間に神様

救いを得ます。
だが、
救い主を疑う者は

末といいましたが、
自分の時が終末と

ところが、
このすべての救いの方法

しています。
果たして人は土から作ら

知って話したが終末は救い主が出現し

を人間は使うことはできないです。
神

れたものでしょうか。いくら立派な科

今日、
安息教では安息日を土曜日と

のみ業が成しどけられてすべての人び

永生の潮流にのることができず、
滅び

た6千年代であり、
イエスの当代である

様でない人が神様の心を抱くこともで

学者でも土で人を作ることができるか

いうが、
また他の教会では金曜日だと

とが神になり、
万物も神様になるので

てしまうだけなのです。
救い主が出て

4千年代ではないのです。

きません。
また、
神になったひとだけが

と尋ねれば、
作ることはできないと答

主張したりします。しかし、
安息日は

す。

きたので必ず永生のみ業が実現されま

イエスは魔鬼が主張する者で魔鬼の

神様のなかで行うことができることで

えるでしょう。
なぜなら土は人の肉と

金曜日も土曜日でもなく、
日曜日でも

力で病人を治すなどの奇跡を行なった

あり、
人は神様の中で行うことができ

は本質的に距離が遠いからです。

ないのです。
キリスト教では皆が安息

のです。

ません。結局‘私という主体意識’を持っ

イザヤ書３４章１６節に‘あなた方

日の意味を知らずにいます。
安息日に

人間はもちろん死なない草と花、
鳥

て従えばば永生の潮流にのることにな

‘私が神様の聖霊の力により魔鬼を

ている人は救いを得ることはできない

は主の書をつまびらかにたずねてこれ

ついて聖書で関連する句節を探して連

類、
万物が死なず、
生きていて‘死が勝利

り、
これはノアの8人の家族が方舟に乗

追い出したなら、
神様の国がすでに君

ということです。
私とは即ち魔鬼、
＇善

を読め、
これらのものは一つも欠ける

れ合わせてみる時、
全く新しい意味を

にのみこまれてしまった’
（第一コリン

ることによって救いを得たこと同じ論

たちに臨んだはずであるとマタイ福音

悪を知る木の実＇です。

ことなく、
まだ一つもその連れ合いを

発見できます。
＇そのすべての作業を

ト15章５節)

理なのです。

そしてこの世は死ぬことがない世の
中に変わるのです。

す。
救い主が出現なさったので永生は
必ず成し遂げられるという確信を持っ

12章28節でイエスが言いました。
イエ

‘欲が孕んで罪を産み、
罪が大きくな

欠くものはない。
これは、
主の口がこれ

終わって第七日に休まれた＇(創世記2

天地開闢の時代が到来するのです。

ス自ら＇聖霊’すなわち‘神の霊’ではた

って死に至る.(ヤコボ1章15節）
と聖書

を命じ、
その霊がかれらを集められた

章１節)という句節と, ‘主にあっては

死のない世の中は、
人間の世の中で

らかなかったことを言及しています。

に記録しています。

からである。
’という言葉があります。
聖

は、
一日が千年のようであり、
千年は一

ここで’罪‘は欲であり欲自体が欲張

書を正しく解釈するためには連れ合わ

日のようである’(ペテロ後書の３章８

永生は神様のものであり、
万物が永

救いを得たノアの八人の家族の話は救

るということではなく、
‘私という主体

せて解釈せよということです。
故に、
神

節)の句節をみて、
神が六日間仕事をな

生を得るためには神に変わらなければ

い主が出現された今日にできことを影

この世にはハナニ厶の神と魔鬼の

意識’が欲張るのです。だから、
私が罪

様が土で人間を創造されたということ

さったのは、
実際には六千年仕事をな

ならないのです。
変わってこそ永遠無

影として見せたものに過ぎません。

神、
この二つしか存在しないです。
だか

の根であり，
即ち原罪で、
＇善悪を知る

は真っ赤な嘘であるが、
聖書にこのよ

さったことになるので、
七番目に休ま

窮に生きることになり、
その世の中は

だから、
永生の潮流にのって流れる

ら、
イエスはまさに魔鬼の力を受けた

木の実＇です。

うな嘘が入っているのも理由があるの

れたのは六千年が過ぎてから七千年代

神の世の中で人間の世ではないので

者は神様になって飛び回りながら涙と

す。

に安息されるという意味になるので

す。
即ち人間の世の中が終わる時を終

苦痛と死がない世界で永遠無窮に暮し

す。

末といったのです。

つつ快楽を享受するようになるので

では、
イエスは何の力で魔鬼を追い出
したのですか。

ものです。
決してハナニ厶の神が作用

聖書にはアダムとイブが＇善悪を知

なさった者ではなかったのです。
イエ

る木の実＇を食べることによって現罪

スが魔鬼の神の霊を受けたことは、
そ

が生じたと記されています。
この＇善

人は誰でも神の子です。

の実を見てその木が分かるように、
イ

悪を知る木の実＇は霊できな意味で語

エスを信じた人々が皆死んだことによ

はないのです。

救い主は霊的ノア
方舟を作って方舟を乗り、
大洪水で

す。
結局、
救い主を疑う者は滅んで行く

だから、
‘日曜日が安息日’ ‘土曜日が安

もう救い主が出現して、
魔鬼の世の

神の子であるから魔鬼とは敵になる

息日’という主張は二つとも聖書とは

中をひっくり返し神の国を作るために

られ、
肉できに食べたのではなく、
＇心

ので魔鬼は人間を殺すことに血眼にな

距離が遠い主張なのです。
安息日は土

休まず魔鬼をすべて滅しています。
天

今日わたしが勝利者になって東方の

り、
死の実を刈り入れたのをみてイエ

で食べた＇つまり＇心を抱いた＇とい

っています。
だから、
死の神、
魔鬼をだ

曜日や日曜日の一日ではなく、
神様が

空と地をひっくり返して死ぬことがで

地の果て隅の国 、
韓国から出現したの

スが死の木であった事が分かります。

うことです。

ましながら記録したものが聖書である

魔鬼の計略を避けて救い主を出現させ

きない世の中、
永遠に喜びの中で暮す

で、
すべての聖書の秘密と神様の事情

しかしアダムとイブが＇善悪を知る

から聖書は神の秘密と事情が隠されて

ることに成功なさったことで救いのみ

天国を建設をするためにこられたのが

が一つ一つ解けています。

木の実＇を自らの意志で食べたという

記録されたものです。
だから、
ハナニ厶

業を終えられて永遠の安息にお入りに

救い主なのです。
救い主は誰もがなれ

この地で今新しい天空と新しい地を

聖書には救援論が色々と記録され

ことはできないです。
事実はアダムと

の神が主宰しない人は聖書を解こうと

なるその時が安息日なのです。
日曜日、

るのではなく、
天国を建設しようとす

作る天地開闢のみ業が順序よく進行し

ています。
‘生命の木の実＇を食べてこ

イブに魔鬼が浸透して、
‘私という主体

しても、
解くことができない本なので

一日を休んで次の日に再び仕事を始め

る使命を持ち、
権能の化身として出現

つつあります。
*

そ救いを得る’、
‘信仰によって救いを得

意識’になる瞬間、
神様だったアダムと

す。

ることは、
人間が休むことであり、
神様

し、
あまたを自由自在に動かして天地

る‘、
‘聖霊によみかえてこそ救いを得る

イブが人間に転落したのです。

が休まれることではないのです。

開闢のみ業を展開しています。

イエスを信じた人々は一部が死んだの
でもなく、
全てのひとが死にました。

＇、
’復活してこそ救いを得る‘、
’神様の
心を抱いてこそ救いを得る‘、
＇神様の

人は土ではない

今日、
キリスト教の指導者が各々聖
書を違って教えているが、
これによっ

旧約時代4千年と、
新約時代2千年を

だから‘永生を成し遂げる’という言

て同じキリスト教内でも数多くの分派

合わせて6千年になった時点は1984年

葉は救い主だけが言うことができる言

のみです。

飜譯 尹金玉 勝師

