
a Korean prophetic book. In 
accordance with Gyeokamyourok, 
if Jeongdoryeong appears, the world 
will be changed into heaven. Until 
now, people in this world do not 
know what the Spirit is or what God 
is. However, the Bible clearly states 
that ‘life is spirit (John 1: 1)’. It is 
also recorded that the life is blood 
and the blood is life (Leviticus 
17:11).  This is a match with the 
phrases ‘blood action is a function 
of the heart, and the source of life is 
in the heart (Proverbs 4:23)’. That is, 
the mind is the spirit. If the mind is a 
spirit, then the function of the mind 
is the action of blood, so the blood is 
the spirit. Because the blood of the 
dead is the spirit of the dead, and the 
blood exists in the living children. 
So the word, the spirit of the dead 
went to heaven or went to hell is a 
crazy word.  

As if a person dies, the blood 
of the dead is in his descendants. 
So there is the spirit of God, 
Adam and Eve the ancestor of the 
beginning, in our blood. Therefore, 
the Bible says ‘Be reborn as the 
Holy Spirit’. Because the word, 
‘Be born of the Holy Spirit’ means, 
‘Be born as God’,  it means ‘God 
is confined in the prison of devil 
like a womb. If the God breaks it 
and is emancipated, it means being 
reborn as the Holy Spirit. So the 
consciousness of ‘I’ is Satan, the 
consciousness of ‘I’ is a spiritual 
tomb, if the God that is locked in 
a spiritual prison is free from the 
spiritual tomb, it means the being 
resurrected of God.*

Translation : Angel Kim

(This man refers to the Vitor of  
the Victory Altar.)

Religion is about God, 
and its purpose is to form 
heaven.

Because God is spirit and spirit is 
mind, religion exists in the heart of 
human beings who form heaven.

Religion exists in human minds, 
only the religion which exists in the 
mind of a person who lives forever 
is a true religion. What does not 
change is not to die. Therefore, 
something that exists in the mind 
of a person who does not die is 
religion. As religion is something 
that accomplishes heaven, the 
learning of God is religion. As God 
is the spirit, spirit is the mind, it is 
true that religion exists in the heart. 
It is nonsense to discuss theology 
without knowing what God is.

In the Bible there is a verse that 
says, “I will be like dew to Israel, 
and he will flourish like a lily 
(Hosea 14: 5).  Here ‘I’ indicates 
God. ‘Israel’is a Victor. That is, 
God is like dew to the Victor, that 
Victor is like a lily. It means that 
the Victor is like a lily.  Also, in 
the joint hymn, there is a verse that 
says, ‘The Savior is the Lily of a 
valley of a mountain and the bright 
morning star, he is outstanding over 
all humans. Though people sing a 
hymn ‘the Savior is a lily’ everyday 

and the Bible records, the Victor 
who emits the dew blooms like a 
lily, there was nobody who realize 
this. Saying that the Savior is the 
bright morning star, it means that the 
man who has a name, ‘bright star’ is 
the Savior. 

Knowing God in your heart 
is a religion

Also the Bible says that God gives 
the morning star to the Victor, if the 
morning star is a worldly star, the 
Venus, God cannot give it to the 
Victor. Therefore, it is resonable 
that God gives a name including 
the morning star. So the name of 
the Savior is the Bright Star(熙星). 
The first name and last name of This 
man are also recorded in a prophetic 
book of Korea. Additionally, you 
have seen that the world has moved 
as This man says. This man’s 
sayings always come true because 
he can control winds and clouds and 
move people’s mind  as he wants. 
Since This man has promised you, 
the sayings that he will stop the 
rainy season and the typhoons from 
coming toward the South Korea, 
make the Korean harvests abundant 
and eliminate the world communism 
have been accomplished. 

This man says the immortal 
secret scientifically. The Savior 
was supposed to say the secret of 
immortality. He was expected the 
science of eternal life. It is written 

in the Bible or in the Buddhist 
scripture that a person dies because 
of the price of sin. Additionally This 
man is discussing that people die 
because their blood decays.  Only 
if one attempts desires, their blood 
decays. As the consciousness of ‘I’ 
gets angered, the blood decays. If 
you know only the secret of blood 
not decaying, you cannot die.  

Conceive the heart of God

The reason that saying in the 
Bible and Buddhist scriptures 
“Throw away ‘I’ all the time”is 
because if one thinks and acts as the 
consciousness of ‘I’ controls, their 
blood decays.  However scientists 
do not know this fact.  The word, 
“Throw away ‘I’”  means ‘Throw 

But scientists today do not know 
that the truth that the blood is 
changed as one thinks is new. The 
reason that God says “have the 
heart of God” is because as God 
is immortal God and an immortal 
heart is the heart of God, if one has 
the conviction of immortality, their 
blood is changed into the blood of 
God and their face and bodies are 
turned into those of God. So their 
bodies are changed into the bodies 
that they neither die nor become 
old.  Therefore, it depends on the 
mind. In order to have confidence 
in eternal life, we must know that a 
man is a child of God. Therefore, we 
must know that there is a possibility 
that a man can be a God. If you have 
God’s heart, you will be reborn as 
the Holy Spirit.

In the Bible, it says, “You must 
eat the Fruit of Life to be saved.” 
God’s heart is the Fruit of Life, 
the Fruit of Life is the word of the 
Bible, the word of the Bible is the 
spiritual word, spiritual words are 
the words of God. So the Fruit of 
Life is a spiritual fruit, a heart that 
gives eternal life. Like this, the man 
who  teaches exactly what Life Fruit 
is the true Savior. The man who 
emits the Holy Dew Spirit is the true 
Savior, the Maitreya Buddha, and 
Jeongdoryeong, Koreans’ Savior, 
according to the Bible, the Buddhist 
scriptures and Gyeokamyourok, 

away my mind’. The word, ‘Act 
in God’ indicates ‘Do not act in 
me’ and ‘do not act as ‘I’controls.’  
There are people who do Tao 
reading the Bible or the Buddhist 
scriptures roughly without knowing 
them exactly, it is very pathetic. This 
man has struggled against himself 
during his life and has completely 
defeated it. This man knows the 
secret of not dying because he 
defeated himself completely. As 
one’s blood is changed as they think, 
if one thinks the heart of God, their 
blood is changed into the blood of 
God. There is a saying, ‘People play 
as they are’, When you conceive 
an evil heart, your blood turns into 
evil blood, and your face and body 
turn into evil face and body. So the 
impression is getting worse. 

は神様に生まれ変われという言葉なの
で、 神様がしきゅうのような魔鬼獄に
閉じ込められているということです。 
神様がその魔鬼獄を壊して釈放されれ
ば、 聖霊に生まれ変わたことになるの
です。 だから、 「私という意識」 が魔鬼
なので 「私という意識」 が霊的な墓で、 
その霊的な墓の中に閉じ込められてい
た神様が釈放されて出れば神様が復活
されたことになります。 

宗教は永遠に生きる人間
の心の中に存在する

宗教の根本目的は真理の実現です。 
したがって、 真理でこそ宗教が存在す
るので、 教会を建てているからと言っ
て宗教と言えるものではないです。 真
理というものは永遠のものです。 だか
ら、 宗教というものは永遠に生きる心
で、 死ぬ心では宗教になれないです。 
また、 天国を成し遂げてこそ宗教にな
るが、 「天国はここにある。 あそこあ
るといえない。 あなた方の心の中にあ
る。」 とルカ福音17章21節に書かれて
います。

だから、 宗教というのは人間の心の
中に存在するものです。＊

飜譯 尹金玉 勝師

神は霊であり、  霊はまた心なので、 
宗教は天国を成し遂げた人間の心の中
に存在します。 

聖書には 「わたしはイスラエルに対
しては露のようになる。 かれは百合の
ように花咲き」　(ホ14:5) という句節
があります。  ‘私’とは神様であり、  ‘イ
スラエル’とは勝利者を意味する言葉
です。 

すなわち、  神様が勝利者につゆのよ
うに臨むという言葉であり、  その勝利
者が百合ように咲くという意味です。 

合同賛美歌にも 「救い主は山谷の百
合、 明るい夜あけの星、 万人の上に優
れなぞらえる救い主」 という句節があ
ります。 
「救い主は百合の花」 であるという賛

美歌を毎日歌い、 聖書に 「露を降らせ
る勝利者が百合のように咲く」 と記録
されている事をいつも読みながらもこ
れに気付く者がいなかった。  

救い主は明るい夜明け方の星といっ
たので、 それは  「明るい星」 という意
味の名前を持った者が救い主だという
意味です。 

心の中に居ます神様をま
さに知ることが宗教

また、 勝利者には夜明けの星を与え
ると言われるが, もし、 夜明けの星が

この世の中の星なら曉星と金星をいう
ので曉星と金星は人に与える事が出来
ない。 だから、 夜明けの星に該当する
名前を与えるといってこそ理屈が合う
言葉になる。  だから救い主の名前が明
るい星、 「煕星」なのです。  私たちの民
族の預言書 「格菴遺録」 にも私の苗字
と名前が記録されています。 

また、 私がこれまで話した通り世の
中が動くことを皆さんは見てきたでし
ょう。 それは、 たまに当たるのではな
く、 私が風雲造化を自由自在にし、 人
の心を動かしたからです。 私が皆さん
に約束した後も、 続けて梅雨と台風を
を防ぎ豊作になるようにさせ、 世界の
共産主義をなくすということが成し遂
げられました。 

私は死なない秘訣の話を科学的に
論じています。 救い主は死なない秘訣
を論じ、 永生学を論じるようになって
いるのです。 人が死ぬのは 「罪の値で
死ぬ」 と聖書や仏典には記されている
が私はその上に血が腐って死ぬ事を
論じています。 「私という意識」 が欲張
れば、 血は腐ります。  「私という意識」　
がヒステリーを起こしたり、 怒ったり
しても血が腐ります。 血が腐らない秘
訣さえ分かれば人は死なないで済むの
です。 

神様の心を抱け

どうして聖書や仏典に 「自分を常に
捨てろ」 「神様の心を抱け」 と書かれて
いるのか。 それは 「私という意識」 が操
る通りに考えると血が腐るからです。 
「自分を常に捨てろ」 という話は自分

の心を常に捨てろという言葉で、 「神
様の中で行なえ」 という言葉はまさに　

「自分の心の中で行なってはならない」
という話です。 即ち、 自分の心が主張
する通り考えるなという言葉です。 こ
のようなお話も分からず、 上辺だけを
嘗めるように聖書と仏典を読みなが
ら、 道の修練をするという人々がいる
が、 まことに情けない人々です。 

私は一生を自分自身と闘って 「自分」　
に勝った者です。  「自分」 に完全に勝っ
たので死なない秘訣が分かってきたの
です。 考えた通りに血が変わるので神
様の考えを持ってば、 神様の血に変わ
って腐らない血に変わります。 「人は
外見通り行なう」 と言われているが平
常、 悪い心を抱くと血も悪い血に変わ
って顔と体は悪い顔と体に変わり、 印
象が悪くなるのです。 

しかし、 心掛けにより、 血が変わる
ということは新しい真理なので、 今
日の科学者は知らないのです。 「神様

記録されています。 
今日まで、 この世の人々は霊とは何

なのか神とはなんなのかが知らなかっ
たのです。 しかし聖書には確かに生命
が霊であることを教えています。 (ヨハ
ネ1:1)

また、 「生命が血であり、 血が生命で
ある。 (レ17:11)」 という言葉も記録さ
れているが、 これはまさに　「血の作
用が心の作用で生命の根源が心にあ
る」 (箴言4:23) という言葉とも連れ合
います。  すなわち、 心が霊であるとい
う事です。  心が霊なら心の作用は血の
作用なので、 血が即ち霊であるという
話です。 

死んだ人の血が死んだ人の霊なの
で、 その血は腐って土になるのでは
なく、 生きている子孫のなかにありま
す。 皆さんの体はまさに先祖の血で作
られた体です。 先祖の霊が皆さんの体
のなかにあるので、 死んだ人の霊が天
国に行たとか、 地獄に行ったとかいう
事はでたらめな言葉です。 

人が死ねば死んだ人の血が子孫の中
にあるので、 現在、 生きている人の血
の中には先祖代代の霊が入っているわ
けです。 太初の先祖の神様とアダムと
イブの霊も我々の体の中にあります。  
だから、 聖霊に生まれ変われと言った
のです。 
「聖霊に生まれ変われ」 という言葉

の心を抱け」 と言ったことは神様は永
生の神様で、 永生の心は神様の心なの
で、 永生の確信を持てば血が神様の血
に変わり、 神様の顔とからだに変わる
からです。 

そして、 死のうと思っても死ぬこと
ができず、 老けたくても老いることが
できない体に変わります。 だから、 心
掛けによるのです。 

永生の確信を持つためには、 人が神
様の子であるということを知らなけれ
ばならないし、 また、 人が神様になる
可能性があるということを知らなけれ
ばならない。  神様の心を持てば、 聖霊
に生まれ変わって神様になるのです。 

聖書には 「生命の木の実を食べてこ
そ救われる」 と記録されているが、 神
様の心が 「生命の木の実」 で、 「生命の
木の実」 は聖書の言葉で、 聖書は霊的
な言葉です。 

霊的な言葉は神様の言葉なので、 「生
命の木の実」 は霊的な果物で、 まさに
永生をあたえる心です。 このように

「生命の木の実」 が何なのかを正確に
教えてくれる者が本物の救い主です。 
即ち、 聖霊に生まれ変わる秘訣を教え
てくれる者が本物の救い主です。 

聖書、 仏典、 格菴遺録には露をおろ
す事ができる者が救い主で、 生き弥勒
仏で、 正道令だと言っています。 正道
令が出現なされば天地が開闢されると

The Victor’s Words2017년 10월 1일 일요일6

What is religion?

生命のお話 真の宗教とは何か?
藤田多惠子 勝師 監修宗教の目的は天国を成し遂げる事です
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