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The Victor Christ Cho’s Word

2019년 7월 1일 월요일

Obey, Believe and Leave
(This man refers to the Victor Christ
of the Victory Altar.)

God is the God of love, the God of
eternal life
As those who persecute and entrap
the Victory Altar are the children of
God, the Victor Christ waits until they
repent and return to the Victory Altar.
Only when one believes in the Victor
Christ, obey him, and leave them to
the fullest, will there be salvation and
eternal life.
All mankind has been waiting for the
Savior to save the world’s people for
six thousand years. Why have people
been waiting for the Savior? For if they
obey him, they will be saved. This man
told people 20 years ago that he was
going to get rid of world communism,
and he showed it. The Victor Christ said
that he would prevent typhoons from
blowing to South Korea. Also he told
that he would stop the summer rainy
season in South Korea. As This man
can control wind and rain as he wants,
he enables the weather to be cold and
warm. If it happens to be true, he may
be wrong once in the last 20 years, but
for 20 years, you’ve seen firsthand the
prevention of typhoons.
He also said 20 years ago that he
wouldn’t let a war break out in the
Korean peninsula. He has created a
system so that war can not take place.
What This man said 20 years ago has
come true.

This man said 20 years ago that
there is a high level of wisdom that
can not be expressed in human
words. It can not be descrived in
human words that can save the
people who die and prevent the
typhoon that blows. Because the
human word is Satan’s word. As the
word is the result of the mind, if the
mind is the subject awareness of ‘I’,
it is the mind of Satan. The word and
writing by the subject awareness of ‘I’
are all the words and writing of the
Satan. As the writing and words of
Satan are of limit, and there is a limit
to the expression.
The Holy Dew Spirit is the spirit
of God. Therefore, it is expressed in
God’s words or writing. God can not
be expressed in the word of humans.

One obedience is more precious
than a hundred rites
Everyone, as only if blind people
follow the one who is a normal
person, they do not fall into the pit.
When today the Victor Christ whose
spiritual eyes open tells people to turn
to the right to save them, in human
opinion, it is hard to understand, but
only if you go to the right, you are
saved. There is no one who loves
human beings, the children of God,
as much as God. Therefore, when the
Victor Christ tells a man to go to the
right side, he stubbornly does not go,
the Victor Christ says, “if you mind
God can not be expressed in human
going to the right, do whatever you
words
want” in order to meet his wishes.

神樣は愛の神であり，永生
の神である
来る時まで待っている。

救い主を信じてみ言葉に從順で，

完全に委ねてこそ救いがあり， 永生
があるのです。

全人類は六千年間この世の万民を救

って下さる救い主を待って来た。

何ゆえに救い主を待って来たかと言

えば， 救い主のみ言葉に素直に従い
さえすれば， 救いを得ることが出来
ると知っていたからです。

私は， 皆さんに見せるべき事をす

べて見せ, 聞かせるべき事もをすべて

聞かせた。私が20年前に， 世界共産
主義を無くしてしまおうと言ってか
ら， それを成就させた事を皆さんは
見たでしょう。

また， 台風が吹いて来ないように

し， 梅雨も降らないようにすると言
うことも公言した。

私は風雲造化を自由にする事が出

来るので，寒くなるようにも，暑くな

るようにもする事が出来る。それが，
たまに出来ると言うのなら20年間に

幾度かは間違った事もあろうが， 20

年間一度も違わず台風を防いだ事は，
皆さんが直接自分の目で見て来た事で
しょう。

また, 20年前に， 私が韓国では戦争

が起こらないようにすると言ったが其

の通り成就させたのです。戦争を起こ
そうとしても起こせないように制度

を作って置いたのです。南北が同時に
国連に加入したので，戦争を起こそう
としても起こせないように作ったの

です。私が20年前に話したことが，今，

there be salvation and eternal life.
Because when you ride a ship, you
have to leave your body, your heart
and your life to ride it. The question
is whether the boatman is the real
Savior or the fake Savior. If this man
is the real Savior, you have to get on
the boat unconditionally led by the
ferryman. There is a lyric of hymn,
“there is a beautiful land,.. In order
to get into the land, you should leave
your body, your heart, and your life
to the Savior.”

The appearance of the victor clears
the air of the world
This man talks sometimes the
matter of life is coming out of his
body, which is the substance that
cleans the polluted air of the world.
Therefore, the polluted air around
the world becomes clean wherever
he goes. He doesn’t say this often
because there are people who doubt

人間の言葉では表現できな
い神様の真理
私は20年前， 人間の言葉だけでは

表現できない高い次元の知惠があると
言った。

死ぬ人を生かし， 吹いて来る台風

を防ぐことは人間の言葉だけでは表現
出来ない， 人間の言葉は魔鬼の言葉

だからです。言葉とは， 心の結果な

ので，その心が 「私という主体意識」
に因るものなら魔鬼の心です。

「私という主体意識」 に因る言葉や

文章もすべて魔鬼の言葉であり魔鬼の
文章です。魔鬼の言葉と文章には限界

また安息日の事を私は論じている。

だから， 神様が下さる安息日は，

人間の歷史が七千年代に来て初めて成
し遂げられるという意味です。この事
実をこの世の人びとは知らない。

人間にどうして考えがあるのか，

どうして生命があるのか， この世の

中の人びとが知らないことを私は教え
ている。

聖書に生命の根源が神様であると書

かれているが， 人が神様の子(申14:1)
であると言うことも書かれている。

百回の祭祀より一回の從順
こそが大切です
皆さん， 盲人が目開きに付いて行

行ってまた戻るには時間がかかるか

て救い主がさせる通りにすれば金の座

ないだけのことで， 実際は救い主が

いる人のお話に素直に従ってこそ救

の中が天国になり救いを得る事が出来

いがあり， 従わなければ救いはない。
だから， 聖書の中にも “従うこと
は燔祭や犠牲にまさる(サムエル記上

15:22)” と記されている。なぜ從順す
べきかと言えば， 救い主は目の見開
いた方であり， 前方を見通している
からです。だから, 救い主は貴重な存
在です。

神様に自分の体と心と生命を完全

に委ねまつってこそ救われるし， 永
生を得る事が出来るのです。その理由

は， 船に乗る時, 自分の体と心と生

命全てを委ねてこそ船に乗승ることが

があるのでその表現にも限界がある。

ってこそ窪みに落ちないように， 今

表現できるが， 人間の言葉や文章で

さり， その目の開いた救い主が盲人

すか， にせの救い主ですかが問題

け」 と言われば， 人間の考えで直ち

率いる船に無條件に乗らなければな

だから， 神様の文章や言葉でこそ

は表現が出来ないのです。
甘露は神様の霊です。

過去20年間, 続けて私は露を降ら

せ，今まで誰も解く事の出来なかった

「善悪を知る木の実」
，救援論， 救世主

論， 信仰論なども一時間で解いてあ

日， 確かな目開きの救い主が出現な
を死なせず生かそうとして 「右に行

に納得行かずとも， 右に行ってこそ

救われるのだから右側に行かなければ
ならない。

神様の子である人間を， 神様ほど

出来るからです。

だから，その船頭が本物の救い主で

で， 本物の救い主なら， その船頭が
らない。 贊美歌の歌詞にも 「あの向

こう側の河の丘に美しい所がある…」
という歌詞がある。

勝利者の出現で世の中の空
気が澄む

げる。

愛している存在は他にない。

休まれたという事は, まさに六千年間

ても， 自我を張って行かない時は本

魔鬼を完全に殺してしまう救い主が出

気に沿わねば自由にやってみよ」
と言

ら生命の物質が出て行く。この生命の

崖を見て戻って来る時まで放置される

物質です。それ故に，私が行く所どこ

また， 六日間仕事をし， 七日目に

神様が救い主を作られ， 七千年代に
現されると魔鬼の世は終わり， 天国
が成し遂げられるという意味です。

天国が成し遂げられる事が終末なの

で， 終末が即ち天国であり，天国が

だから， 神様が右に行けと言われ

人の機嫌をとる為に
「右に行くことが
葉を回していうのです。道中に怖い斷

のです。 断崖があればそのまま左側
に行けず戻って来ることになる。

疑う人がいるので私は繁しげと言わ

ら神様のお話に從順であらねば成就

する時が遅れるのです。全てを知って

私はたまに話すけれど， 私の体か

出現すると， どのようにしてこの世

るのかと言えば， 先ず最初に, 世の中

の空気が神様の空気に変化するのでこ

の世の穀物と万物が変化するのです。
このように変化した穀物を食べると神
様の体になって死なない体になる。

100%從順をしてこそ神様から愛さ

れる。

神様は勝利祭壇に出る人だけを愛す

るのではなく, 勝利祭壇を知らない故

に出ない人も神様の子なので愛するの
です。

勝利祭壇を知らずに圧迫して計略を

用いて人を陷れ謀略するそのことは，
その人の中に魔鬼が入ってはたらき，
そのように動くので，神様はその魔鬼
を撲滅掃討するだけのことであり，自

分の子を死ぬように放置する神様では
ない。

いつの日か悔い改め，悟って戻る時

まで懲戒したりしばらく放置するだ

けです。彼らが物乞いをし， 後に後

悔をして助けて下さいとすがりつくの
で， その時初めて神様は助け許して
やるのです。助けて下さいと祈らない

者， 恩惠を引き寄せない者には恩惠
を与えない。

私は20年間台風を防ぎ， この世の

物質は世の汚染された空気が淸く澄む

中の共産主義を無くしてしまい， 北

ろ方ぼうの汚染された全世界の空気が

ごい能力の持ち主です。

澄むのです。

Translation: Angela Kim

祝福を受けた人達です。救い主に会っ

監修 藤田多恵子 勝師
このように成し遂げられつつある。

you’re sitting on right now is a place
of the cushion of gold. Because gold
is unchangeable, it is called a gold
cushion for eternal life.
Also, “There is a beautiful land
across the river… The golden bell is
ringing for you and me.” In the hymn,
as ‘the golden bell’ is the voice of the
man who speaks of immortality and
the man who speaks of immortality is
‘the golden bell’, you are listening to
the sound of ‘the golden bell’.
Therefore, if you obey the word of
the Savior with confidence of eternal
life, you will not only gain eternal
life, but you will surely become
Gods. You must obey the word of
God 100% so that you will be loved
by God. The reason that there is no
one who is not beautiful when God
sees something is because God see as
the eyes of God. God is in charge of
your sin because you are pretty, and
he can endure all kinds of pain, but
if you are not pretty, he cannot be
responsible for your sin. As anyone
who has raised a baby knows, when
a mother looks at the baby, the baby
look pretty though he(she) cries or
poops. God loves this children, even
if they are pockmarked children
or cripples. But if you obey God’s
word, God will love you even more.
Therefore, to be loved more by God,
you must abandon human thoughts,
leave yourselves to God fully and
obey God’s word 100 percent.*

救い主に会うことの出来た皆さんは,

從順に, 信じて委ねよ

勝利祭壇を圧迫して， 謀略する人

も神の子なので， 悔い改めて帰って

The Victor Christ lets him do as he
wants until he goes and sees the
horrible cliff and he returns. He will
come back as he can not continue to
the left where he is on a cliff. At that
time God says, “Did not I tell you
to go to the right?” It takes time to
come back if he does not obey God’s
Word. If you do not obey God, you
will not be accomplished soon. That
is why you should listen to someone
who knows everything. You have to
obey God, or you have no salvation.
In the Bible, one obedience is more
precious than a hundred rites in 1
Samuel 15:22. Why should you
obey? Because the Savior is the one
who has opened his eyes to the truth,
he can look in advance. So the Savior
is a precious existence.
This man tells you that only when
you give your body, your heart and
your life back to God in full, will

it. In fact the reason that this world
is changed into heaven and all things
are saved due to the advent of the
Victor Christ is because the air of the
world is first changed into the air of
God, all the grains and all things are
changed. And if people eat the grains
that are changed into the material of
God, they are also changed into the
bodies of God and become immortal.
Not only does God love those who
appear in the Victory Altar, but also
he loves those who do not come out
to the Victory Altar because they
are the children of God. As people
do not know the Victory Altar, they
persecute the people of Victory Altar
and conspire against the Victory
Altar. It is because the devil enters
and works in the person, God
annihilates the Satan, it is not God
who lets his children die. He punishes
and lets it go until they repent and
realize one day, and return. God is
the God of love, but only after they
become beggars, they repent and ask
for help, and then God saves them
and forgives them. God does not give
the grace of God to those who does
not beg for salvation, who does not
draw grace. This man is a person with
great ability to stop the typhoons for
20 years, to destroy the communism
of this world, and to turn the heart of
the Communist Party of North Korea.
Those who have met the almighty
God are blessed. As if one meets
the Savior and obeys him means to
sit on the cushion of gold. The seat

朝鮮の共産党の心を変えさせる程のす
このような能力と実力の持ち主です

布団に座ったのも同様です。すなわち,
今,

皆さんが座った席が金の座布団

です。

金と言うのは変わらないものなの

で， 永生を得るその席が金の座布団
です。

贊美歌に 「預言者と王達はれつを

整え 黃金の道を步き讚美する…」
とい
う歌詞があるように， 皆さんが勝利
祭壇に来る道がすなわち金の道です。

また 「あの向こう側の河の丘に美

しい所ある……お前と私の為に黃金

の鐘か鳴る」
と言う贊美歌で 「黃金の
鐘」 と言うことは永生を論ずる人の

声で，永生する人のみ言葉がすなわち
黃金の鐘なので，皆さんは今その黃金
の鐘の音を聞いているのです。

だから皆さんが永生の確信を持って

救い主のみ言葉に從順でありさえすれ

ば永生を得ることは勿論のこと，皆さ
んは必ず神様になってしまう。

神様のみ言葉に100%從順であって

こそ神様から愛されるのです。神様の
目には一人も可愛くない人はいない。

神様は皆さんが可愛いなので罪を担

い， 様ざまな苦しみに遇いながらも

耐え拔く事が出来る。可愛いと思わな
ければこのようにはできない。

神様は自分の子の中にいるあばた面

の子も不具者の子もみんな可愛い。そ
して，皆さんが神様のみ言葉通りに從
順でありさえすれば神様はより一層皆
さんを可愛がるのです。

だから，神様により一層多く愛され

るためには人間の考えを捨てて神様に

完全に委ねて神様のみ言葉を100%從
順であらねばならない。
*

飜譯 尹惠信 勝師

