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The people who are in the rank of
kings are supposed to emit light
from their faces.

This  man says that the word of
the Bible is a spiritual one, a
spiritual word is one that draws the
mind of humans. Because one’s
mind became wrong, in other
words, because the heart of God
became that of humans, God
degenerated humans. Therefore, if
one throws the mind of humans
and has the heart of God, they will
become God again. 

The heart of God is the

conviction of immortality

Therefore, those who do not
know the heart of God cannot have
the heart of God. However, as the
Victor teaches the heart of God
every time, you can have the heart
of God. The heart of God is not
only a sacrificial heart but also the
conviction of eternal life. To have
the conviction of immortality all the
time, one should have the hope of
eternal life. Only if the flame of
immortality always exists in one’s
heart, one can has the heart of
eternal life. Therefore, This man
said to you that when one’s heart is
full of the conviction of
immortality, they can become God.
The secret of immortality is having
the conviction of everlasting life,

and having a sacrificial mind, it
means having the heart of God,
finally they can become God. 

If one keeps the Spirit of

Immortality, they cannot

die.

Therefore, today, if you want to
become a God, should you live in a
sacrificial mindset or live a selfish
life? You should have a sacrificial
mind. By living a sacrificial life,
one has the heart of God, also only
if one has the hope of eternal life, it
means having the heart of God.
Therefore, only when one has the
heart of pursuing immortality every
second, looking forward to living
forever, they can keep the spirit of
immortality. To keep the spirit of
immortality, because the spirit of
eternal life is the opposite of the
dead spirit, if the dead spirit
dissipates, humans become God.
Therefore, This man teaches the
way of becoming God. Therefore,
if one becomes God, the world of
humans will be finished, we call it
the end of times. The End of
Times(末世) means the End(末) of
Humans(世). If one does not have
the mind of humans, the mind of
humans disappears, then they can
become Gods. So if you become
God, as you become a Victorious
God, the Victorious God are
supposed to win victory after

victory whenever they fight against
Satan. Therefore, when one fights
against Satan and becomes a
Victorious God, they can become
God. Also, only one becomes a
savior, they can go to heaven and
live forever. Therefore, if one
becomes God, that God is a
Victorious God. A Victorious God
is a savior, and the Victorious God
is not only the fruit of life in the
Bible but also faith. Therefore, one
becomes a Victorious God, it
means they have faith, it means
they eat the fruit of life. 

The essence of faith and

the fruit of life is the

Spirit of Immortality.

So today’s Christianity does not
know about the fruit of life and
faith. According to Ephesian2, faith
is the gift of God.  The gift of God
for mortal humans is pouring of the
immortal spirit. The Mortal Spirit
cannot become the gift of God.
Therefore, faith is the gift of God,
the gift of God is the spirit of
immortality that saves people from
dying. Faith itself is the fruit of life,
the fruit of life is the fruit that gives
immortality. As the word of the
Bible is the spiritual word, the fruit
of life is the spirit of eternal life.
The immortal spirit is one that
overcomes death and defeats Satan.
Therefore, the spirit of immortality

is the fruit of life. That is a
reasonable word. However,
although there are a lot of people
who read the Bible, they do not
know about the fruit of life and the
forbidden fruit. Only the Savior, the
hero of the Bible, can see the Fruit
of Life. As it is now, as only the
Savior, the hero of heaven, can see
the facts in detail and tell people the
truth, the Savior is a true one. 

There is no way to save

people who commit sin

repeatedly. 

So only those who meet the true
Savior will be surely saved only if
they do not commit sin by an eye
or a lip. If you commit sin, you
cannot live forever. No matter how
almighty the Savior is, He cannot
save people who commit sins
repeatedly. So if people think that
no matter how many times they
commit sins, they will be saved, it
is an illusion. Sin can be forgiven
once or twice. But more than three
times’ they cannot be saved.
Therefore, committing sin
repeatedly, the person will surely go
to hell. So in order not to go to hell,
you should not commit sin. 

Not living as the Savior

says is a sin against the

Holy Spirit.

If people think that they are close
to the Savior, they are the relatives
of the Savior, so they will be saved,
they think wrong. As God is fair
one, the Savior is the fairest one, He
will judge people in front of the law
of God. So only when one is in the
condition that they cannot commit
sin by eyes or lips, they will be
saved. If one commit sin by eyes or
lips, they cannot be saved.
However, the Savior will try to

save as many as possible, on
Judgement Day, one is supposed
to be judged in front of the
judge, sinners that have
committed sin are supposed to
go to hell. Therefore, not to be
thrown away to hell, you should
not commit sin. You should lead
a life that has no relationship
with sin. Then what is sin?
Being against the word of the
Savior is the sin among sins.
Not living as the Savior says but
living as they want is the sin that
is against the Holy Spirit.
Therefore, after listening to the
word of the Savior, if they do
not practice the word of the
Savior, it belongs to a sin
against the Holy Spirit. So they
cannot be forgiven. Therefore,
the reason that the Savior
declares a Decree of amnesty
sometimes is because if the
Savior does not forgive their sin,
they are supposed to die. So the
Savior declares the decree of
amnesty. Therefore, if the

Savior declares the Decree of
Amnesty, sinners are the same
as righteous men. In spite of
that, if they commit a sin again,
they cannot be forgiven. So you
should do much to please God.
When working for God, you
live a life that has no
relationship with sin, on the day
when all people of the world
come to the Savior, they will
stand in the line of kings. 

Light will come from the

righteous men who stand in

the line of kings. 

Those who stand in the line of
king will live forever as the kings
who will save, lead and rule all the
humans. Therefore, those kings
will emit light from their faces not
as much as the light of the Savior,
but as they emit the light to the
people who do not have light, and
then they will live as those kings
order.  Therefore, you should try to
stand in the line of kings. Then you
will be a king who will stand in the
line of kings and rule people
forever. *

Extracted from the sermon of the

Savior on January 11th, 2002

The people who are in the rank of kings are supposed
to emit light from their faces

Translation : Angel Kim

聖書の御言葉は靈的な言葉であり, 靈
的な御言葉は人間の心を描いた言葉で
あると此の天人が言ったでしょう. そ
の故に人間の心が間違って, 再び言い
換えれば, 神樣の心が人間の心に轉落
された以後, 人間の狀態に成ってしま
ったと言いました.ですから人間の心を

投げ捨てて神樣の御心を再び持ってば

神樣に成りませんか, 成りますか. 神樣
に成るでしょう. 人間の心を捨てて神
樣の御心だけを持つなら神樣の境地に

歸鄕されるように成っています. 

神神樣樣のの御御心心はは永永生生のの確確信信かからら來來るる

その故に神樣の心がどのようなこと
であるか知らない者は神樣の心を保つ

ことが出來ませんが, しかし, この勝利

者, 救い主が神樣の心は何であるのか
を時間時間に敎えてあげているから神
樣の御心を抱くことが出來るのです.

神樣の御心は犧牲的な心であり, 神樣

の御心は, 卽ち永生の確信の心があっ
てこそ可能になります. ですから, 永生
する確信の心を常に保とうとするなら

永生の希望をまず持つべきでしょうか,

持たなくでも良いでしょうか. 永生し
おうとする心が常に心中から盛上って

燃えているこそ永生の心を持つことが
出來ます. その故に, 永生の確信に滿ち

た心を持った時, やがて人間が神樣に

なることを言ったでしょう?永生の秘
訣は永生の確信を持った時から始まっ

て, 犧牲的な心を持つこそ神樣の心を

持ったことになって最後に神樣に成就
されるように成っていると言いました. 

永永生生のの靈靈をを貴貴重重にに保保つつとと死死なななないいよよ
ううにに成成っってていいるる

その故に, 皆さんが神樣に成るために

は常に犧牲的な生活をするべきでしょ
うか, 常に利己的な生活をすべきでし
ょうか. ですから皆さんが犧牲的な生
活をすることに由って神樣の心を抱く
ことが可能になり, 又, 永生の確信を持
つこそ神樣の心を抱いたことに成り,
永生の希望を持つこそ神樣の心を抱い
たことになります. その故に, 眠ってい

る時も起きっている時も秒秒に永生を

追求する, 又, 永生を常に眺め待ち望む
心を持っているこそ永生の靈を保つこ
とが出來ます. 永生の靈を貴重に保っ

て行くと永生の靈は死亡の靈の反對に

なる靈であるからその死の靈が消滅に
成りながら人間が神樣の方向に弁化さ
れるようになっているのです. 故のよ

うに, この勝利者は神樣になる方法を

正確に敎えているのですか, 近似な敎
えを擧げているのでしょうか. 正確に
敎えでいるのです. ですから, 人間が神

樣に成ったら人間のこの世が終りに成

る故, それを＇末世＇というでしょう.
＇末世＇とは, 終りの意味を持ってい
る末の字と人間的な世上の世, 卽ち人

間的な世は終りになることを言います.

皆樣の自分自身が人間的心を持たず天
神の心だけを持つなら人間的な心が皆

さんの中から無くなって神樣になるで
しょう. それから皆さんが神に成った

ら, 卽ち勝利した神樣に成った故に, 勝

利した神樣は勝利を重ねて惡靈, 魔鬼
神とともに戰う時, 每度勝利するよう

になっているでしょうか, 負けるよう

になるでしょうか. 勝つようになって
おります. ですから, 魔鬼との戰いで勝

利する神樣に成るときこそ救世主にな

れるといいました. 亦, 救世主に成って
こそ天國に入って永遠無窮に生きられ

ると言いました. 人間が神に成ったら

その神樣は惡魔を打ち勝った神樣に成
ったことですから勝利した神樣であり,
勝利の神樣が正に救世主であり, その
勝利した神樣が卽ち聖書に預言された
生命の木の實であり, 信仰の根本にな
ると言ったでしょう. ですから, 勝利の
神樣に成った時こそ信仰の對象になっ
たと言えるし, 生命の木の實を食べた

と言えます. 

信信仰仰とと生生命命のの木木のの實實とといいうう實實體體はは永永

生生のの聖聖靈靈ででああるる

ですから, 今日までキリスト敎ではこ

の生命の木の實とは何であり, 信仰と

いう者は何であるのか彼らは知ってい
るのですか, 知らないのですか. このよ
うな眞實を知らないのです. 聖書の「エ

べソ書」2章8節によれば, ＂信仰とは,

が下さる贈り物＂と書かれており, 神
樣が下さる贈り物は正に永生の靈であ
るから死のうとしても死ねられない永

生の靈が他でもなく信仰の元であるこ

とを皆樣にお話したでしょう. その故
に, 信仰そのものが生命の果物であり,
生命の木の實が卽ち永生を與える聖書

上の聖靈である. 聖書の御言葉は靈的

な言葉であるから生命の果物は死ぬ靈
でありますか, 永生する靈であります

か. 永生する靈であります. 永生をする

靈は死亡を打ち勝つ靈であり, 惡魔に
勝つ靈であります. ですから, 永生の靈

が生命の木の實であることを論じてい

ることから看れば理に合いますか, 理
に合わないでしょうか. 間違いない御

言葉であります. しかし, 今日, 聖書を
讀んでいる義人はたくさん居ますが,

生命の木の實は何であり, 善惡を知る

實は何であるか, 又, 信仰とは何である
かを知っているのですか, しらないで

すか. 全然知らないのです. 其の故に,
今や生命の木の實とは正に救世主, 聖
書の主人公こそが知っているわけで,
普通の人は知ることが出來たでしょう
か. 知ることができません. このように
天國の主人公である救世主だけが其の
秘密を知っている故に, 今日その眞實

を皆さんに話せることから觀ると間違
いない救い主でしょうか, 僞者でしょ
うか. 確な救世主であります. 

罪罪をを繰繰りり返返ししてて起起ここすす者者はは救救援援すするる
方方道道はは無無いい

間違いない救世主を出會った者は間
違いなく救援でありますか, 偶然に救

われるのですか. 間違いない救援であ

ります. 確に救援されるためには皆さ
んは目からも, 心中からも, 口からも罪
を犯そうとする心が無い狀態を維持す

るこそ永生を得ることが出來る譯で,

罪を繼續起こすと永生を得ることは出
來ません. 解りますか. 幾ら救世主の力
が多くあり, いくら救い主が全知全能

であっても罪を繰り返して起こします

とその人を救援する方法はありません.
判りますか. ですから罪を幾らたくさ

ん起こしも救ってくれるだろうと想い
ながら着覺すると, それは大きな間違

いになります. 罪というものは, 一回,

又は, 二回くらい程, 容赦されるもので
あり, 免されることであって, 三回以上

罪を犯したら赦されません. 分かりま
すか. 其の通でありますから, 犯罪を繰

り返して起こす者は必ず地獄へ行くよ

うに成っております. お分かりになり
ましたか. ですから, 地獄に行きたくな

い者は罪を起こさないようにしなけれ

ばなりません. 

御御言言葉葉通通にに生生ききてて行行かかなないいここととはは聖聖
靈靈にに逆逆ららうう罪罪ででああるる

皆さんの中で, 私は救世主と血緣的に
近い家族關係である, 親戚關係である
と言いながら, それで, 私を特別に救援
してくれるだろうと考えている者が居
るなら, それは大きく間違っている考

えであります.  は公儀的な神樣である

から, 神樣の律法の前で最も公明正大
な審判を下されるのです. その故に, 皆
さんは目からも, 心からも, 口からも罪

を起こすことが出來ない狀態に成って

こそ救援があることであって, 皆さん
が目から始めて, 身, 口, 意, 耳の處から
も罪を起こすと救援との相互關係はあ

るでしょうか, ありませんか. 相互關係

は遠い. しかし, 救世主はなるべく救っ
て擧げおうとして, できるなら永生を
與えおうとしても, 裁かれる日になっ

て勝利者である審判者の立場では公正

な審判を下すように成っている故, 犯
罪を起こした罪人達は地獄へ投げるよ
うになっている. 分かりますか. ですか

ら, 地獄へ投げられないことを望むな

ら犯罪を起こさないように努力しなけ
ればなりません. 罪を起すことが出來

ぬ, 又は罪とは關係ない生活をすべき
です. それでは, どのような事が罪であ

るのか, 御言葉を犯すことが罪の仲の

罪であるでしょう. 救世主の言葉通り
生活をしないで, 自分勝手に生活をす

ることは, どんな罪に當たるかと言う
なら, 正に聖靈を逆らう罪に該當しま

す. その故に, 救世主を出會ってその救

世主の御言葉を聞いた後にも關わらず,
その敎え通り實踐をしない者は聖靈を

逆らう罪に當りますから, 赦されるで

しょうか, 赦されないことですか. 赦さ
れないことです. その結えで救世主が

時赦免令を下すのは, その罪を赦さな
ければ死んでしまうから, それで, この
勝利者は赦免令を下す時もあるし, 下
さない時もありますね. ですから, 赦免
令を下して赦免をもらったなら卽ち義
人と違ないでしょう. それでも又, 再び
罪を犯すと, それは赦されません. 分か
りますか. そうでありますから, 皆さん

は神樣の前に功勞を積めるべきでしょ

うか, 何も功勞が無くでも宜しいでし
ょうか. 功勞を積み重ねて罪とは關係
ない者として淸らかな生活をする者こ

そ最後の審判の時に全世界の万民を治

める王の半列に立つことが出來るので
す. 

王王のの半半列列にに立立つつ義義人人はは顔顔かからら光光がが出出
ててくくるる
王の半列に立つ義人はこの世上の全て人間
を永遠無窮に治める王として, この世の万民
を救って導く指導者として王の役割を永遠
無窮に行うでしょう. ですから, 永遠無窮に
王の役目をする王の半列に立つ義人の顔か
らは救世主のように光明な光ではないけれ
ども光が出ていく. その發する光で光か出て
こない義人へ照らして擧げることに依って,
この世の中の義人は皆, 顔から光を發する王
の命令に從って生きるようになっているの
です. その故に, 皆さんは, 今から一人も拔
け欠からず王の半列に立つよう努力を惜し
まないようにしなければなりません. 王の半
列に立つことが出來る努力を惜くすべきで
しょう. その樣に成ったら王の半列に立っ
て, あらゆる人を永遠無窮に治める王に成ら
ないといけませんでしょう. そうであります
か, そうではありませんか.*

2002年1月11日　勝利者の御言葉の中から

飜譯韓康鉉勝師

王の半列に立つ義人達の顔には光が出て來るようになっている


